平成２９年度日本語教室（後期）申込書
できるだけ日本語で記入してください。

Please fill out in Japanese. If you don’t know any Japanese, you can write in English.
し め い

ふりがな

氏名 Name：_______________________________________________ (男 male・女 female)
メールアドレス email：_________________________@______________________________
じゅうしょ

住所 address :________________________________________________________________________

せんこう

し ど う きょうかん

専攻 major field of study ：____________________ 指導 教官 your supervisor ：
しゅうし

は か せ

けんきゅうせい

____________________ (学士 Bachelor __年・修士 master__年・博士 doctor__年・研究生 research
こ う か ん りゅうがくせい

student・交換 留学生 exchange student・ポスドク phD. ・ 学生または研究員の配偶者 spouse of the
students or researcher)
せいねん が っ ぴ

どくしん

き こ ん

しゅうきょう

生年 月日 date of birth_______________（独身 single・既婚 married） 宗 教 religion：
こくせき

し ゅ み

______________
国籍 nationality：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 趣味
hobby:___________________________________
出身大学 the University in your country______________________________________
出身地 the home town in your country_______________________________________
１．いつからいつまで函館にいる予定ですか。
From when until when will you be staying in Hakodate?
（

～

）

２．日本語クラスを受けられない時間帯にチェックを入れてください。チェックを入れすぎると、
授業が受けられないことがあります。
Please check the times you can NOT take Japanese class. *If you check a lot, it might be impossible that
you take a class.
□水曜 Wed.8:45～10:15 □水曜 Wed.10:30～12:00 □水曜 Wed.13:00～14:30
□水曜 Wed.14:45～16:15 □金曜 Fri.8:45～10:15 □金曜 Fri.10:30～12:00
□金曜 Fri.13:00～14:30 □金曜 Fri.14:45～16:15
３．今まで何時間くらい日本語を勉強したことがありますか。勉強したことがあるなら、それはどこで
勉強しましたか。
How long have you studied Japanese before?
□0 時間 0hour 1～100 時間 1~100hours □100～400 時間 100~400hours □400～1000 時間
400~1000hours □1000～2000 時間 1000~2000hours □2000 時間以上 more than 2000hours
Where did you study Japanese if you have studied Japanese? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
４．日本語能力試験かそれ以外の日本語の資格を持っていますか？
Do you have a certificate of JLPT or any other certificate of Japanese?
はい Yes □N1 □N2 □N3 □N4 □N5 □その他 other_________＿＿＿＿

□いいえ No

５．今年か来年、日本語能力試験を受ける予定がありますか？受ける場合いつどれを受けますか？
Do you have a plan to take JLPT this year or next year? If yes, which level and when do you take?
はい Yes □N1 □N2 □N3 □N4 □N5 □その他 other_________＿＿＿＿
□2017 年 12 月 Dec. 2017 □2018 年 7 月 Jul. 2018 □2018 年 12 月 Dec. 2018 □いいえ No
６．日本のどんなことに興味がありますか。3 つ選んでください。
What kind of things in Japan are you interested in? Choose 3 choices.
□食べ物 food □コンピュータ computer □映画 movie □旅行 travel □文学 literature
□伝統芸能 traditional arts □美術 art □歴史 history □音楽 music □技術 technology
□マンガ manga □アニメ cartoon □ファッション fashion □政治 politics
□経済 economy □その他 other：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
７．あなたにとって、いつ日本語が必要だと思いますか。３つ書いてください。
When do you need Japanese? Please write 3 situations.
1:
2:
3:
８．質問や要望などがあれば、書いてください。Please tell us if you have any questions or requests.

