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熊本大学サマープログラム２０１２申込用紙 

Application Form for the Kumamoto University Summer Program 2012 

 
1. 参加者氏名 （ローマ字および漢字）＊パスポート通りに書いてください。 

Participant’s Name (in Roman Alphabet and Kanji)  *Please fill in your name as it appears in your passport. 

ローマ字 
in Roman 

（姓 Family Name） （名 Given Name） 

漢字 Kanji （姓） （名） 

カタカナ 
Katakana 

（セイ） （メイ） 

性別 Sex 男 Male 女 Female 
 

2. 所属大学 Home University 
 
 
3. 国籍 Nationality              出生地 Birthplace 
 

 
4. 生年月日および血液型 Date of Birth and Blood Type 
生年月日        年     月      日 血液型  
 
5. 旅券番号および有効期限 （未取得の方は未記入でかまいません） 

Passport Number and Expire Date (If you have a passport, please fill in.) 
旅券番号  有効期限       年    月    日 
 
6. 現住所 Address 
国名  郵便番号  
住所  
 
7. 電話・FAX・電子メール Phone Number / Fax Number / E-mail Address) 
電話 （国番号      ） 
FAX （国番号      ） 
電子メール  
 
８． 緊急連絡先 (Emergency Contact) 
氏名（ローマ字） （姓） （名） 
氏名（漢字） （姓） （名） 
本人との関係 (Relationship) 
住所 Address  
電話 Phone  
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9．所属大学での在籍情報 Student information at Home University 
大学名  Home University  

学部・学科名 Department  

専攻 Major  

学年 School Year  卒 業 予 定 年 月 Expected 

date of your graduation 

     年     月    日 

 
10．日本語学習経験 Japanese Language Back Ground 
① 日本語学習歴 History of your Japanese Language Learning 
学習機関名 
Name of institution 

学習期間 
Period of study 

一週間あたりの時間数 
Class hour per a week 

     年  月～  年  月 週     時間 
     年  月～  年  月 週     時間 
     年  月～  年  月 週     時間 

② 使用教科書名 Textbook Which You Have Used 
 

③ 日本語能力試験  Japanese Language Proficiency Test  
□受けたことがある taken the test 
4 級： □合格 passed  □不合格 failed    3 級： □合格 passed  □不合格 failed 
2 級： □合格 passed  □不合格 failed    1 級： □合格 passed  □不合格 failed 
 
N5： □合格 passed   □不合格 failed     N4： □合格 passed  □不合格 failed 
N3： □合格 passed   □不合格 failed     N2： □合格 passed □不合格 failed  
N1： □合格 passed  □不合格 failed 

   □受けたことがない never taken the test 
 
11．ホームビジット希望 Home Visit apply 
    □ 希望する Yes, I apply.    □ 希望しない No, I don’t apply. 

＊追加料金はありません。No extra charge. 
 

12．「熊本大学サマープログラム 2012」奨学金 “Kumamoto University Summer Program 2012” Scholarship 
   □ 希望する Yes, I apply.    □ 希望しない No, I don’t apply. 
 
上記の情報について、すべて間違いのないことを確認しました。また、プログラムの条件を遵守することをあ

わせて誓約します。 
I hereby declare that the statement given above is true and correct and that I will observe the conditions of the 
Kumamoto University Summer Program 2012.  
 

（署名 Signature）       
 

（日付）      年    月    日 
 

＊ 本申請書に記載された個人情報は、本プログラム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 Program.  


