
MUSASHINO JAPAN SUMMER PROGRAM

 2020
☆日本語か英語で記入してください。

★Please fill out in Japanese or English.

cm

□ 180時間以下

□ 180～360時間

□ 360～480時間

□ 480時間以上

提出書類一覧 / Items to submit

□　 申請書   Application Form

□　 パスポート顔写真面、コピー  Passport (copy)

□　 J-CATスコアのコピー　 J-CAT Score Report (Copy) ホームステイ希望有無（週末実施）

Would you like to join an opptional

homestay program held over a weekend?

希望する　/　希望しない

Yes              No

その他特記事項

Comments

例）宗教上食べられないものやアレルギーなど / ex) Any meal restrictions because of allegies or religious beliefs.

XXS / XS / S / M / L / LL / 3L

その他　/　Others

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　  　            年　 　　　月　 　 　日

                      (YYYY/MM/DD)

文化体験で日本の夏の伝統衣装である「ゆかた」を着ます。

準備のため、身長と普段着ている服のサイズをお知らせください。

In a cultural activity, you will have an opportunity to wear

a Japanese traditional summer dress; Yukata.

Please input your height and tops size of your normal

clothes so that we can prepare.

着用希望

Would you like

to try on?

身長

Height

普段着ている

服のサイズ

Tops size

現住所

Address

Email アドレス

Email Address

電話番号

Phone No.

希望する　/　希望しない

Yes           No

文化体験で希望することなど（もしあれば）

What you want to do in the cultural

activities (if any)

学習時間

Hours of Study

Less than 180 hours

使用教材

Names of

textbooks used

Between 180～360 hours

Between 360～480 hours

More than 480 hours

会話力

Conversation Skill

初級 　/　　中級 　　/　上級

Elementary   Intermediate   Advanced

その他日本語に関する資格等

Other Japanese tests that you

have previously taken

日本語学習暦

Japanese Language

Experience

履修期間

Period of Study

           年　 　  　月　　  　日　(YYYY/MM/DD)

   ～

         　年　 　  　月　  　　日　(YYYY/MM/DD)

機関名

Name of

Institute

日本語能力  Japanese Language Proficiency Level

日本語能力試験

JLPT

レベル

Level

獲得点数

Total Score

受験日

Date of

Examination

年　　　　月　　　　日

(YYYY/MM/DD)

学科／専攻

Major

学年

Current year of study

緊急連絡先  Emergency Contact Information

氏名

Name

住所

Address

例）ゆかたを着て写真を撮りたい　など　/ ex) taking photos in Yukata

電話番号

Phone No.

Email アドレス

Email Address
続柄

Relationship

携帯電話番号

Cellphone No.

パスポート番号

Passport No.

氏名（漢字）

Name in KANJI

誕生日

Date of Birth

性別

Sex

男　／　女

Male  Female

国籍

Nationality

在籍校

Home School/Institution

NAME/氏名

As shown on

passport

フリガナ / Furigana

Surname                                First Name                    　　     Middle

J-CATの受験について/ About J-CAT Test

J-CAT はコンピュータによる日本語学習者のインターネット日本語能力自動判定テストです。

参加前のプレイスメントテストとして、下記のページから受験してください。

J-CAT evaluates your Japanese language proficiency on the computer. 

Please go to the link below and take the test. 

・J-CAT: http://www.j-cat.org/

武蔵野大学　国際課

International Relations Office, Musashino University

email: global@musashino-u.ac.jp


