
Ferris University
Application Form〔Graduate〕

[ 大学院用(Graduate program) ]

2019年度　フェリス女学院大学交換留学志願書
Ferris University Exchange program
APPLICATION FORM FOR ADMISSION
Academic Year 2019/2020

4cm×3cm

記入日：　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

Date　　　　　　　Year　　　Month　　　　Day

電子メールアドレス　Email Address

※数字の1とアルファベットのｌ、数字の0とアルファベットのOなど、違いがわかるようにブロック体ではっきり書いてください。

現住所　Current Address

電話番号　Phone number FAX　番号　Fax number

年齢　Age 出生地　Birthplace 婚姻　Marital state

□ 未婚　Single　　□ 既婚　Married

国籍　Nationality 性別　Gender 生年月日　Date of birth

□ 男　Male　　□ 女　Female 　　　　/year　　　/month　　　/day

漢字　Kanji
姓　Family 名　First Middle

カタカナ　Katakana
姓　Family 名　First Middle

氏名（パスポート記載のとおり記入してください）
　Name in full (Indicate the full legal name that will appear in your passport.)
ローマ字　Roman Letters
姓　Family 名　First Middle

写真
半身

背景無地
脱帽

photo
Half-length

No Background
No Headgear
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Ferris University
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(６)　 卒業／修了予定年月日　Expected date of graduation:
年　(Year)             月　(Month)

（４）　担当教員　Academic Advisor

（５）　在籍課程　Current academic status
　□ 学部　Undergraduate Program:
　□ 大学院　Graduate Program
　　　□ 修士課程　Master's Program:       □ 博士課程　Doctoral Program:

（２）　学部・学科名　Name of Faculty/Depatment

（３）　主専攻　Major 副専攻　Minor

（５）　職業　Occupation （６）　本人との関係　Relation

現在の学籍　Current academic status
（１）　在籍大学・大学院　Home Institution

（３）　電話番号　Phone No. ＦＡＸ番号　Fax No.

（４）　Ｅメールアドレス　Email Address

緊急連絡先（母国）　Urgent Contact Information (Home country)
（１）　氏名　Name

（２）　住所　 Address
　

（４）　Ｅメールアドレス　Email Address

（５）　職業　Occupation （６）　本人との関係　Relation

（２）　住所　 Address
　

（３）　電話番号　Phone No. ＦＡＸ番号　Fax No.

保証人　Parent／Guardian Information
（１）　保証人名　Name
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　□あり Yes　　留学先大学 Name of Institution：

　　　　　　プログラム名 Name of　Program：

　　　　　　留学期間 Period of Study　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

職歴 (Career)

職歴
Occupation

Career
Name:
Location:

From(MM, YYYY):
To(MM, YYYY):

日本での留学経験　Have you ever studied in Japan?
　□なし No

大学院
Graduate
Education

Name:
Location:
Master thesis subject:

From(MM, YYYY):
To(MM, YYYY):

Name:
Location:
Doctoral thesis subject:

From(MM, YYYY):
To(MM, YYYY):

日本語学習歴
Japanese
Language
Education

Name:
Location:

From(MM, YYYY):
To(MM, YYYY):

Name:
Location:

From(MM, YYYY):
To(MM, YYYY):

高等学校

High School
Name:
Location:

From(MM, YYYY):
To(MM, YYYY):

大学
Undergraduate

Education

Name:
Location:
Graduation thesis subject:

From(MM, YYYY):
To(MM, YYYY):

学歴 (Educational Background)

School 学校名・住所・論文テーマ
School Information/Thesis subject

期間

Period
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　日本語能力を自己評価のうえ、該当欄に✔ を記入してください

　Please evaluate your level and check in the following blanks.

   　※会話能力の詳細　Speaking skills in detail.
　□ 日本語で自分の専攻分野について話すことができる。
　　　I can talk about my major field of study in Japanese.
　□ 適切な丁寧語を用いて会話することができる。
　　　I can make conversation using the proper polite forms.
　□ 会話をすることができる。　I can carry on a conversation.
　□ 初級程度の会話をすることができる。　I can carry on a conversation on a basic level.
　□ 会話をすることができない。　I can hardly carry on a conversation.

　　　　* graduate special auditing student can earn credits by taking courses.
　□　特別研究生　graduate special research student
　　　　* 特別研究生は、授業を受講して単位を取得することはできません
　　　　* special research students cannot earn credits by taking courses.
日本語能力について  Japanese proficiency

フェリス女学院大学の志願課程　Proposed level of study at Ferris University
－学部　undergraduate program－

　□ 学部交換留学生　undergraduate exchange student (full-time non-degree student)
－大学院　graduate program－

　□　特別聴講学生　graduate special auditing student
　　　　* 大学院の授業を受講し、単位を取得できます

フェリス女学院大学での希望留学期間　Proposed period of study at Ferris University
　□ 4月　～　8月　(5カ月間)　  (April - August)
　□ 4月　～　2月　(11カ月間) 　(April  - February）

優
（Excellent）

良
（Good）

可
（Ｆａｉｒ）

不可
（Poor）

読む能力
（Reading）

書く能力
（Writing）

聞く能力
（Listening）

※話す能力
（Speaking）

4/10



Ferris University
Application Form〔Graduate〕

1.在籍大学での研究テーマ　（別紙添付可）
What your research theme at your university? Please provide detailed information.

概要　Summary

概要　Summary

留学中の研究計画　Study and Career Plans

(Append an extra sheet if necessary.)

2.今までに書いた論文の概要　Please provide an outline of your thesis written in the past.
タイトル　Title

この論文は　□授業レポート　　□卒業論文　　　　□修士論文　　　　　　□雑誌投稿

タイトル Title

この論文は　□授業レポート　　□卒業論文　　　　□修士論文　　　　　　□雑誌投稿

5/10



Ferris University
Application Form〔Graduate〕

３．フェリス女学院大学への留学を希望する理由について記入してください
Please tell us your reasons for applying to study at Ferris University in detail. 

４．フェリス女学院大学留学中の研究計画
Please tell us your topic and plan for study/research at Ferris University in detail.
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□希望あり

□特に希望なし
No request

５.留学期間終了後の研究内容
What are your study plans after you finish your studeis at Ferris?

６．在籍大学終了後の計画
What are your plans after you graduate from your home institution?

アカデミック・アドバイザーの希望について Academic Advisor
各交換留学生には、アカデミック・アドバイザーが1人つき、履修指導のアドバイスを行います。あなたはどの研究科、専攻の教員

に指導してもらいたいですか。(希望どおりにならない場合もあります。）

Each exchange student is assigned an academic advisor in their field of study who can assist them with course selection,
registration and other academic matters. If there is a particular division or course of your academic advisor you prefer, please
specify below. Please be reminded that we may not be able to meet your request.

研究科 専攻

Division Course
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