2017 AUE サマースクール 申請書
Application for 2017 AUE Summer School
姓
Family Name

氏名 Full Name

名
Given Name

アルファベット （パスポートの表記）
in Roman Alphabets on Passport
カタカナ
in Katakana (if any)
漢字
in Kanji (if any)
国籍 Nationality

性別 Sex
男性 Male

／ 女性 Female

生年月日 Date of Birth
年 Year /
所属大学

月 Month /

日 Day

Home University/ Institution

大学 Name of Home University
学部・専攻 Department / Major
学年 Grade
現在の住所 Present Address

E メールアドレス E-mail Address

電話番号 Phone number

緊急連絡先 Person to be notified in case of emergency
氏名 Name

住所 Address

電話番号 Tel
申請者との関係
Relationship with the Applicant

語学能力 Language Proficiency
日本語能力 Proficiency in Japanese
優 Excellent

良 Good

可 Fair

不可 Poor

読む Reading
話す Speaking
聞く Listening
日本語学習歴 Japanese Language Background
学習期間 Period of Study
学校名 Name of Institution
保持している日本語能力試験（日本国
際教育支援協会・国際交流基金主催）

1 -- 2 -- 3 -- 4

N1 -- N2 -- N3 -- N4 -- N5

Level of JLPT (if applicable)
その他の語学能力 Proficiency in Language other than Japanese
優 Excellent

良 Good

英語 English
その他 Others

英語学習歴 English Language Background
学習期間 Period of Study
学校名 Name of Institution
保持している英語能力試験
Score of TOEFL, TOEIC, IELTS
or another test (if applicable)

可 Fair

不可 Poor

伝達事項(健康上の問題，宗教等)
Is there any important information for us to know ?
( medical conditions, allergies, physical disabilities, religion, etc )

私は，上記情報が事実と相違ないこと，ならびにサマースクール費用の支払い能力があることを証明し
ます。また，サマースクール開始後は，参加者として貴学の諸規則を遵守すること，プログラム終了後
は速やかに帰国することをあわせて誓約します。
I hereby declare that the information provided above on this application is true and correct and
that I have financial means to cover the cost of 2017 AUE Summer School. I also agree that I will
observe the rules and regulations of Aichi University of Education as a participant of AUE
Summer School and that I will return to my home country when the program is completed.

署名 Signature
日付 Date

年 yy

月 mm

日 dd

※本申請書に記載された個人情報は，本サマースクール業務のために利用され，その他の目的には
利用されません。
Information submitted here will only be used to the extent of this 2017 AUE Summer School.

