
平成� 23年度日本語学習者訪日研修〈各国成績優秀者〉申請書� 
Japanese-Langtlage Program for Overseas Students (Outstanding Students) 2011，Application Form 

(活字体で、必ず本人が記入して下さい。)

(刀lisapplication form should be written inblock letters by血eapplicant.) 

i 氏名/N叩� e

ローマ字� 

In Roman alphabet σ ilyName) (FirstName) 仰心ddleName)町� 

写真� 
漢字 PHOTO 

2 性別/Sex 口男/Male 口女/Female ※3か月以内に

撮影したもの� 
3 生年月日� /Dateofbirth Taken within 

(日 Day) 月� Mon由) (年 Year) (歳 Ageas of2011Aug. 31) last 3months 

4 国籍/Nationality 5 永住権/Perm佃� entResidency 巳 無/None有/y，閏� 

6 住所/HomeAddress 

自宅電話/HomePhone 携帯電話/Mobilphone 

緊急連絡先/EmergencyContact Name Phone number‘ Coun句一一一一� 

7 メールアドレス/Em副� 1address @ 

8 パスポートを取得していますか?/Have you acquired your p白� sportyetつ
口はい/Yes 口 いいえ/No
「はいJの場合、パスポートの写しを添付してください.また、パスポートに記載のアルファベット表記の氏名が上欄� 1 の

氏名と異なる場合は、その氏名を記入してください。� lf“羽田¥pl田� seattach the∞py ofyourpas甲ort.1n ca"se your name indicated 
in alphabet in由ep田� sportdiffc町� sfrom the name wri江田�  above，please wri也氏�  

9 最寄空港/Airport nearest也eresidence 

・，10 日本語学習歴/日 -fJap問時以nguageStudy (日本語で書いてください/Write inJap一一一「

機関名/Institution 場所/Location 期間/ Period
現在の日本語学習機関/ωrrentJ:ヰ闇酪凶酔帯加山岡�  
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11 現職/Ct町田tProfession (日本語で書いてください/W口町田� Japanese) 
学年又は地位/

MZf4SSion l機関名/lnstitution 場所/旬凶iOD I 期間/P聞吋 School yearorPos山 田
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至 一一一一� ι 一一一一一一一一一( )日間
(日 Day) 月� Mon由) (年 Y凶� r) (ForDays)

一

間且一V

申請日� /Date 候補者署名/Signa加� reof出eApplicant 

(日 Day) (月 Mon出) (年 Year) 

一(
一
由一M 一年



自己紹介書� 
Self-Introduction Form 

※センター使用欄 *でさ-6/:::"Ij B '*.躍で書μでぐ/:::"dP.
 

For Office Use 0nJy Please fill out thisform in Japanese as much as possJble. 


日付� (Date) 年 月 日現在

(自分の姓に下線を付してください。� Pleaseunderline vour familv name.l 

PHOTO 

氏名� Name 
 写真

フリガナ
 Attach photo of 

yourself taken 
within the last 

Please indicate the pronunciation of your name inkataka且a江possible. three months 
過去3か月以内に
撮影した自己の
写真を貼付� 

よびな

Please let us know how you would like to be called in the classroom. 

性別 生年月日� Date of Birth 


Sex 男 M 女 F
 年 月 日� 

Year Month Day 

国籍 身長� 

Nationality Height cm 

たばこ はい いいえ職業

Do you smokeヲ� Yes NoOccupation 

その他の盲語
 

Your mother ton巴1e
 

母語

Other language(s) 

私の家族� 

About your family 

i趣味、得意なこと� Haveyou got any hobbies? What are you good at? 

日本語を学習し始めた理由� Reasonswhy you have started to learn J apanese language 

日本でやってみたいこと、知りたいこと、学びたいこと
 

Things you want to do，learn about. or study inJapan 


来日歴について� Previous stays in J apan 

.以前、日本に来たことがありますか。 はい いいえ
 

Have you ever been in Japanワ� Yes No 


.来たことがある方は、どとに行ったことがありますか。� 

Ifyes. where hav旦youbeenワ


宗教的、身体的理由で食べてはいけないもの
 

Have you got any dietary restrictions due to religious or physical reasonsつ


午肉 豚肉 鶏肉 魚 エビ 貝� ø~ 乳製品 その他(� 

Beef Pork Chicken Fish Shrimp Shellfish Egg Dairy Produc回Anythingelse (Please spec均)


ベット(動物)のなかで苦手なもの� Animals you do not like or are allergic to 


犬 猫 烏 その他( 
  

Dog Cat Bird Anything else (please specify) 




個人情報の取扱いについて

1.国際交流基金は、平成 17年 4月 1白から施行された「独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律J(平成 15年法律第 59号)に基づき、個

人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。国際交流基

金の個人情報保護への取り組みについては、以下のウェブサイトをご覧くだ

さい。 

http://www.ipf.go.jp/i/policv i/privacv.html 

2.提出された申請書および関連書類は一切返却致しません。 

3 申請書に記入される連絡先に、他の基金事業についてご案内をお送りする

ことがあります。 

4 採否審査および事業評価のため、申請書および添付書類を外部有識者等に

提供することがあります。 

5.採用された場合、採用者(研修生)の氏名、性別、所属機関、職業、肩書、

国名、研究テーマ等の情報を研修実施案内に公表するほか、国際交流基金の

事業実績、年報、ホームページ等に公表します。また、統計資料を作成し、

上記資料に掲載するために利用します。 

6 事業評価および学術研究の資料作成のため、採用者および所属機関の情報

を利用することがあります。 

7 研修実施のため、採用者の氏名、性別、生年月日、所属機関、職業、肩書、

国名、自宅住所、研修期間等に関する情報を以下の機関に提供します。

日本国外務省および関連各公館(ビザ手配および参加関連書類送付のため)

保険会社およびその代理屈(海外旅行傷害保険加入のため)

一関係各航空会社(航空券手配のため)

一関係圏内旅行会社、宿泊施設(研修旅行等の実施のため)

一関係自治体、文化・教育団体および文化専門家、ホストファミリー(各種

文化プログラム実施のため) 

8.事業修了後に、本件事業に関するフォローアップのためのアンケートをお

願いするととがあります。

独立行政法人 国際交流基金 関西国際センター

http://www.ipf.go.jp/i/policv


ABOUTPERSONALINFORMATION 


1) The Japan Foundation will appropriately handle personal information in 
accordance with the “Law Concerning Access to Personal Information Held 
by IndependentAdministrative Institutions etc." (Law No. 59 of 2003). 

2) The application form and other related documents cannot be returned to 
the applying institution under any circumstances. 

3) There may be cases in which the Japan Foundation uses the information 
written on the application form to inform you of other the Japan 
Foundation's activities or to send you some public relations materials 

4) Copies of applications and attached materials may be provided to outside 
consultants in order to facilitate the screening process and to analyze for 
evaluation of the programs 

5) Details of the participants，such as name，gender，affiliation，occupation， 
position， country， research topics will be on the Program Guide of the 
Institute，and may also be made public in the Detailed Annual Report of the 
Japan Foundation Activities，the Annual Report，the Japan Foundation's 
website and other publications. They are also used in compiling statistics 
on above publications. 

6) Details of the participants are used in analysis for evaluation of the 
programs and for other academic purpos巴� S 

7) ln the process of running the program，details of the participants，such as 
name，gender，date of birth，affiliation，occupation，position，country，home 
address and program period will be provided to the following institutions; 

ー� theJapanese Ministry of Foreign Affairs and its overseas entities (for 
issuing visa and sending documents concerning the participation to the 
program) 
-the insurance company and its agencies (for overseas travel accident 
insurance) 
-the related airline companies (for issuing air tickets) 
ー� therelated travel agencies and hotels (for study trips) 

the local governments， cultural or educational entities， cultural 
specialists and host families (for cultural activities) 

8) There may be cases in which the Japan Foundation sends questionnaires 
to the addresses written on the application form after the program has 
ended 

The Japan Foundation，Japanese-Language Institute，Kansai 


