2022 年度会津大学 海外留学準備のための英語体験プログラム
AY2022 Immersive English Experience for Study Abroad Preparation
Program in AY2022

申請書-1
枠内を記入してください。Please

Application Form-1
fill in the boxes.

ふりがな Furigana
氏 名
学年・学籍番号
Name
Year of Grade・
Student ID No.

写真
性
別

Name:

男
Male

Gender

学年

Year of Grade

（顔がわかれば証明
写真でなくてもよい）

女
Female

年
学籍番号 ID No.

生年月日 Date of Birth

西暦

年

現住所 Address

連絡先
Contacts

月

日 (y/m/d)

〒

電話番号 Phone Number：
e-mail：
*必ず連絡がとれるメールアドレスを記載すること *Put a contactable e-mail address
*学籍番号のメールアドレスは必ずアクティブの状態にしておくこと
*Be sure to keep the email address of your student number active.

本プログラムに関する情 □説明会に参加した Participated in the explanatory session
報を何で得ましたか(☑)
□グローバル推進本部に問合わせた
How did you get the
information of this
program? (☑)

Contacted the Center for Globalization office

□その他 Others
（

ＧＰＡ
※前学期までの累積 GPA

GPA:

*Cumulative GPA through

Acquisition(y/m/d)

last quarter

確認年月日/Date of
年

月

日

）
TOEIC/TOEFL Score：
(その他英語能力試験の Total Score:
ス コ ア Other English Listening：
test score)
Reading：

2022 年度前期授業
課外活動プロジェクトを
受講していますか。

□はい Yes
□いいえ No
「はい」の場合、科目名と教員名を記入してください。

Are you taking any SCCP

科目名 Name of the course：
教員名 Name of the professor：

classes in the first

If yes, please fill in the name of the course and the name of the professor.

semester?

英語による申請用ビデオについて、指定の Google form にて提出しましたか。
Have you submitted your self-introduction video in English on the designated Google form?
□はい Yes
□いいえ No
.

2022 年度 会津大学 夏季海外留学準備のための英語体験プログラム 申請書類－①
UoA AY2021 Immersive English Experience for Study Abroad Program Application form ①

１．
「海外留学準備のための英語体験プログラム」参加の動機・理由を記載してください。（200 文字以上）
Please describe your motivation for participating in the "Immersive English Experience for
Study-Abroad Program ". (More than 100 words)

２．このプログラムでの経験を、今後の留学、国際力・英語力向上等に、どのように活かしたいと
思いますか。具体的に記載してください。
（200 文字以上）
Please be specific about your study abroad plans or what you want to do after this program.
(More than 100 words)

３．海外派遣や語学力アップのために活動してきたことを記載してください。
（200 文字以上）
Please describe what you have done for the study abroad to improve your language skills, as well as
your personal profile.

2022 年度 会津大学 夏季海外留学準備のための英語体験プログラム 申請書類－①
UoA AY2021 Immersive English Experience for Study Abroad Program Application form ①

４．これまでに参加した国際交流活動（中学、高校、グローバルラウンジでの活動やバディも含む）
Please fill in the international exchange activities in which you have participated (including in junior
high school, high school and Global Lounge activities and buddy program)
□なし (N/A)
□有 （参加した活動について下記に記載してください。
（例）年

year

内容、活動名 contents and name of the activities

How many times

回数

５. 海外渡航の経験（修学旅行、家族旅行は除く）
Overseas travel experience (excluding school trips and family trips)
□なし (N/A)
□有 （海外渡航について下記に記載してください。
）
（例）年

year

渡航先 Destination

目的 Purpose

・申請書に記載した内容は、事実と相違ありません。I hereby agree to the content written in this form and
promise the details stated here are true and correct.
署名 Signature：

日付 Date：

年

月

日(y/m/d)

＜注意＞ ○手書き、又は PC 入力で記載してください。署名は直筆とする。○ 日本語または英語で明確に記入して下さい。
○ スペースが足りない場合は適宜ページを追加して下さい。
<Note> ○The form must be handwritten or typed on a PC. Signatures should be handwritten.
○Please fill in the form clearly in either Japanese or English.
○In case the writing space is not enough, you can add the page as necessary
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