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注 意 ：志願票は活字体で記入すること。（日本語での記入が望ましい） 

Caution: Application form should be written in Block letters. (If possible, please fill in this form in Japanese.) 

学習院大学協定留学生志願票 2019.04～2020.03 
Application Form for Admission to Gakushuin University under the Mutual Agreement April 2019 - March 2020 

１ 身上記録 Personal Details 

写真 

PHOTO 

 

4.0×3.0 cm 

氏名（パスポート写真ページ下部の機械読み取り部と同様に記入すること） 

Name (as shown in the machine readable zone of your passport (the bottom of the picture page)) 

 

 

  
Family Name                     First Name                     Middle Name 

男・女 

M / F 

カタカナ氏名 Name in Katakana  * Middle name must be included. 
* This information will be used on all official documents in Gakushuin University and cannot be changed. 

 

 

  
Family Name            First Name             Middle Name 

漢字氏名 
国籍 

Nationality 

出生地 

Place of Birth 

未婚・既婚 

Single / Married 

生年月日    19  年  月  日 

Date of Birth       Year    Month   Day 

旅券番号 Passport # 

有効期限 Date of Expiration      年   月   日 

現住所 TEL 

Present Address FAX 

 

郵便番号 

Postal code 

 

E-mail  

 

Please note that these information will be used when we send important information (e.g. Offer Letter, Visa documents) 

家族の住所 TEL 

Home Address  FAX 

入国予定年月日     2019年  月  日 

Planned Date of Entry     Year    Month   Day 

予定留学期間 □２学期間（１年間）two semesters  

Intended Length of Stay □１学期間 one semester 

２ 学歴 Educational Background 

現在の学籍 

Student Status 

大学名 

Name of University 
 

学部 

Faculty/School of 
 

学科 

Department of 

 

 

 

入学年月           年        月 Entering Date                 (Month),                 (Year) 

学部・ 大学院（修士課程 ・ 博士課程）         年次・セメスター在籍中 

I am an Undergraduate Student / Postgraduate Student (Master's / Doctoral) in the         year / semester.  

 

成績評価係数（JASSO Grade Point Average)      ．           
※別紙「成績評価係数の計算方法についてを」を参照のこと。Please refer to the attachment of "how to calculate JASSO GPA." 

 学校名 Name of School 所在地 Place 修学期間 Period of Study 

小学校 

Primary School 

             年
Year

  月
Month

～    年
Year 

  月
Month

 

        年  月～    年  月 

中等教育 

Secondary School 

       年  月～    年  月 

        年  月～    年  月 

大学/高等教育 

University/ 

Higher Education 

        年  月～    年  月 

        年  月～    年  月 

私は学習院大学で計算機センターを利用するためのコンピュータ及びインターネットにつ

いての知識を習得しています。 

I have become acquainted with knowledge about computer and internet usage to use the 

Computer Center at Gakushuin University. 

はい Yes    /    いいえ No 
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３ 職歴 Work Experience 

勤務先 Name of Company 所在地 Place 在職期間 Period 職種 Position 

  年  月～   年  月  

  年  月～   年  月  

４ 家族構成 Family 

続柄 Relationship 氏名 Name 年齢 Age 職業 Occupation 連絡先 Contact address 

    
TEL 

Email 

    
TEL 

Email 

    
TEL 

Email 

    
TEL 

Email 

５ 宿舎について Accommodation 

希望する順番に宿舎のタイプに番号をふってください。（必ずしも希望に添えるとは限りません） 

Please number (   ) in order of preference. (Please note that you may not get your first preference.)  

 

宿舎の詳細は、募集要項を参照のこと 

See each accomodation's details in the Application Guidelines. 

 

(   ) アゼリアハウス Azalea House 

 

(   ) 和敬塾 Wakeijuku 

 

(   ) 北園女子学生会館 Kitazono Women's Student Dormitory 

 

(   ) 自分で探す I will find accommodation on my own 

 

※ 「自分で探す」は、確かな滞在先が確保できる場合にのみ、第１希望にできます。 

 “I will find accommodation on my own” can be the first preference only if you have a concrete housing plan. 

※ 本志願票が期限までに本学に届かない場合、宿舎を確保できないことがあります。 

You may need to find accommodation on your own in case that your application documents do not reach us by the 

application deadline. 

※ 本志願票提出後の希望変更は認めません。学習院大学が宿舎を予約した場合は、最低４ヶ月間は居住す

ること。 

Changing the choice you made here is not acceptable after this document has been submitted. If you make a 

booking through Gakushuin University, you must stay at the accommodation for at least 4 months. 

６ 奨学金について Scholarship 

学習院大学への留学に対して、在籍大学やその他の機関へ奨学金の申請をしている場合は、以下に記入して

ください（すでに支給が決定している場合も含まれ、その場合、奨学金の内容が分かる通知書等の写しを同

封すること）。 

If you are apply for a scholarship for studying at Gakushuin University to your home university or other 

organization, please fill in this section (Prospective beneficiaries are included and please submit some details of 

the scholarship, like a photocopy of the certificate, etc.). 

奨学金の支給機関 Organization which provide scholarship  (                                    )  

 

奨学金の金額 Scholarship grant (                                 per month / per semester / per year )  
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８ 学習院大学における学習計画  Study Plan at Gakushuin University 

１） 志望学部・学科または研究科・専攻 Major desired (not current major at your home university) 

※どちらの課程に出願を希望しますか？ Which level do you want to apply to? 

□ 学部/Undergraduate     □ 大学院/ Postgraduate 

※学習院大学で学びたい「学部・学科」又は「大学院・専攻」を http://www.univ.gakushuin.ac.jp/en/academics/ 

 から選んでください。 

 Please choose “Faculty and Department” or “Graduate School and Graduate Course” to which you would like to 

apply, from http://www.univ.gakushuin.ac.jp/en/academics/  

学部 又は 研究科 Faculty or Graduate School     （                    ） 

学科 又は 専攻  Department or Graduate Course （                                        ) 

２） 学習院大学で特に学習または研究したいことを日本語で記入すること。あなたの日本語能力を知る必要

があるため、必ず自分で記入してください。 

※国際社会科学部を希望する学生は、英語で記入しても構いません。 

Please state your detailed study plan at Gakushuin University in Japanese. You must write this section by 

yourself to enable us to see your Japanese language ability. 

*Applicants for the Faculty of International Social Sciences may write this section in English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通り相違ありません。 
I affirm the above to be correct.          年  月  日  署名                  
                  Year  Month  Day   Signature   


