東洋英和女学院大学 交換留学生願書
Application for Exchange Students, Toyo Eiwa University
写真添付（3 x 4cm、6 ヶ月
以内に撮影したもの）
Attach an ID photo here
(3 x 4 cm, taken within 6
months)

1. 留学期間 Duration of Exchange Study
□ 前期 Spring Semester

□ 前期＋後期 Spring & Fall Semester

□ 後期 Fall Semester

□ 後期＋前期 Fall & Spring Semester

2. 姓名 Name in Full (as shown on your passport)
姓 Family Name

名 First Name

ミドルネーム Middle Name

アルファベット
Alphabet
カタカナ Katakana
漢字 Kanji
(if applicable)

3. 生年月日 Date of Birth
年 Year

月 Month

日 Day

4. 国籍 Nationality

5. 出生地 Place of Birth

*日本国籍の有無 Do you have Japanese citizenship? □ 有 Yes

6. 性別 Sex
□ 男 Male

年齢 Age

□ 無 No

7. 母国語 Mother Tongue
■ 女 Female

8. 連絡先 Present Contact
現住所 Present Address

自宅住所 Home Address
(if different from present address)

電話 Phone

+

+

ファックス Fax

+

+

住所 Address

Email

9. 在籍大学 Home Institution
大学名 Name of Home Institution
学年 Current Status

st

□1 年 1 Year □2 年 2

学部・専攻 Department / Major
卒業見込年月 Expected Graduation Date

1

nd

rd

th

Year □3 年 3 Year □4 年 4 Year

10. 志望学部・学科 Intended Faculty/Department to enter
人間科学部

Faculty of Human Sciences

□ 人間科学科

Department of Human Sciences

□ 保育子ども学科

Department of Childhood Care and Education

国際社会学部

Faculty of Social Sciences

□ 国際社会学科

Department of Social Sciences

□ 国際コミュニケーション学科

Department of International Communication

11. 日本での連絡先 Address in Japan (if any)
住所 Address
電話 Phone

+

ファックス Fax

+

Email

12. 緊急連絡先 Person to be notified in home country, in case of emergency
氏名
Name in Full
住所
Address
電話 Phone

本人との関係
Relationship

+

ファックス Fax

+

Email

13. 学歴（初等教育～現在） Education Record (from primary education to present)
学校名
Name of Institution

所在地
Location

期間 （年／月）
Period Attended （yy/mm）

修学年数
Years Attended

／

～

／

／

～

／

／

～

／

／

～

／

／

～

／

／

～

／

／

～

／

14. 日本語学習歴 Record of Japanese Language Study
学校名
Name of Institution

所在地
Location

期間 （年／月）
Period Attended （yy/mm）

2

総学習時間数
Total hours of study

／

～

／

／

～

／

／

～

／

／

～

／

15. 日本語能力試験 Japanese Language Proficiency Test
□ N1／Level N1

□ N2／Level N2

□ 1 級／Level 1

□ 2 級／Level 2

（

年 year

□ N3／Level N3

□ N4／Level N4

□ N5／Level N5

□ 3 級／Level 3

□ 4 級／Level 4

□ なし
None

月 month）

16. 留学中の住居 Accommodation in Japan
□ 大学に手配を援助してほしい。I need assistance in finding accommodation.
（□ キャンパス外の寮 Off-campus dormitory

□ アパート Apartment）

□ 自分で手配したい。 I will arrange my own accommodation.
（□ アパート Apartment

□ ホームステイ Homestay

□ その他 Other）

17. 留学費用 Financial Information
(1) 留学費用の支弁者 Sources of Financial Support
□ 自己資金 Your own funds

¥

（あなたの銀行残高証明書を添付 Please attach your bank statement.）
□ 両親・親戚・その他 Funds from parents, relatives or private sponsor

¥

（支弁者の銀行残高証明書を添付 Please attach sponsor’s bank statement.)
（下記(2)を記入 Please complete Section (2) below.）
□ 奨学金 Scholarship

¥

（奨学金受給証明書を添付 Please attach an official letter from the scholarship foundation.）
*最低必要経費：月 120,000 円 Minimum Yen Required : ¥120,000 / month

(2) 経費支弁証明 Certification of Financial Support
経費支弁者氏名 Name of Sponsor :
出願者氏名 Name of Applicant :
出願者との関係 Relationship to Applicant :

上記学生の日本留学期間中は、¥

の経費を私が支弁することをここに保証いたします。

I hereby guarantee that the sum of ¥

will be available for the above named student during

her stay in Japan.

経費支弁者署名 Sponsor’s Signature

日付 Date

18. 誓約・署名 Certification and Signature
この願書に記入した全ての項目が私の知る限りにおいて真実かつ正確であることを保証いたします。また、入学が許可さ
れた場合、東洋英和女学院大学の規則に従うことに同意いたします。
I certify that the information given in this application is true and accurate to the best of my knowledge, and if
admitted, I agree to comply with the rules and regulations of Toyo Eiwa University.

出願者署名 Applicant’s Signature

日付 Date

3

19. 学習計画 Proposed Plan for Study at Toyo Eiwa University
*日本語で詳細に記入すること Please write in Japanese in detail.

20. 留学後の計画 Plans After Study at Toyo Eiwa University
*日本語で詳細に記入すること Please write in Japanese in detail.

4

