
No. 登録日 
在留資格 短期滞在・その他（       ）

インターカルト日本語学校 短期コース 入学願書 
Application for Admission to Inter-Cultural Institute of Japan.（Short-Term） 

 
 

 

氏名 
（漢字）  

(Name-Alphabet) 
 男 Male 
 女 Female 

国籍 
Nationality  

出生地 
Place of Birth  

職業 
Occupation

 

生年月日 
Date of Birth  

年齢 
Age  

本国電話 
Telephone 

 

本国住所 
Home Address 

 

 

写真 

Photo 

4.0cm×3.0cm 

■授業開始日、授業終了日 Starting and finishing day of your lesson 

授業開始日(月曜日) 
Starting day（Monday） 

授業終了日(金曜日) 
Finishing day（Friday） 

期間 
Period 

 
年      月       日 

Yr        Month        Day 

 
年      月       日 

Yr        Month        Day 

    
週間

weeks
 
■日本語学習歴 Your Japanese learning history. 
 
学習期間         ヶ月、年 
How long?          Month  Years 
 

学習機関      
Where did you learn? 
 

 
学習頻度 週         時間 
How often?           Hrs / week 

 

 
日本語能力試験などの取得資格  
Any certificate you have such as JLPT 
 

 
■旅券情報 Passport information 

旅券番号 
Passport No. 

 発行年月日 
Date of Issue

(Y/M/D) 

有効期限 
Date of Expiration 

(Y/M/D) 

■宿舎 Dorm  
要 yes, I want the school to reserve the dorm → 別紙にてお申し込み Please fill dorm application as well 

不要 no need  宿泊先；address in Japan 

 
■来日情報 Your flight information 

来日月日 
date of arrival 

(Y/M/D)  

便名 
flight No 

 到着時間

Arrival 
time 

 
 
 

到着空港 
Arriving 
airport 

 

 

■アンケート Questionnaire 

この学校をお知りになったきっかけはなんですか。How did you know about this school? 

ウェブサイト Website     知人からの紹介 from friend or acquaintance     雑誌・新聞など from newspapers / magazines  

その他 others                                                

この学校を選んだ理由はなんですか。Why did you choose this school? 

場所 place of the school     スケジュール schedule of the class     学校の評判がいいから reputation of the school is good 

授業料 tuition fee is reasonable     その他 others                                                
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