
（様式第１号その１）

申込日　 Date　：　　　　　年 Year　　　　　月 Month　　　　　日 Day

公益財団法人ひろしま国際センター研修部長　様
Director General of the Training Department, Hiroshima International Center

寮の名前
Name of dormitory

次のとおりこのプログラムへの参加を申し込みます。
I hereby apply to participate in this program.

*　この申込書を提出しても、審査に合格しないと参加できません。
* Even if applicants submit this paper application,  applicants will still have to pass the interviews to participate.

年　　　　　月
Year　   　  Month

修了予定
Expected Graduation Date

修了予定
Expected Graduation Date

年　　　　　月
Year　   　  Month

入居後の
収入見込み

Expected income
after residing at the

house

留学の種別
Student status

 □私費 Privately financed　　□国費（日本国文部科学省） Japanese government financed

 □出身国政府からの派遣 Foreign government financed　　□その他 Others （　　          　　　　　）

合計 Total

家族の住所
Family's address

電話番号
Phone number

（固定）Fixed-line　　　　　　　　            　　　　　　（携帯）Mobile

メールアドレス
E-mail address

 □自宅 House (owned by you) 　 □アパート Rent (apartment) 　 □下宿・間借り Boarding House

 □知人・親類の家 Friend or relative's house    □民間の寮 Private dormitory

 □公共の寮 Public dormitory　 　□学校の寮 School dormitory　  □その他 Others

氏名
Name

 カタカナ
 Katakana

 アルファベット
 Alphabet

 漢字
 Kanji

国籍
Nationality

性別
Gender

 □男 Male    　□女 Female

配偶者
Spouse

 □あり Yes   　□なし No

生年月日
Date of birth

年       　　　月　　      　日
Year            Month             Day

学校名
School name

種別
Type of
school

 □大学院 Graduate Student

 □大学 Undergraduate Student

 □その他 Others(                         )
現在の所属
Present school
or Organization

年齢
Age (today)

歳
years old

所属
Affiliation

 学部・大学院 Faculty or Graduate School （　　　　　　　　                                 　　　　　）
 学科 Department （　　　　　　　　　　　　　                                                            ）
 専攻 Major （　　　　　　　                                                           　　　 　　　　　　）

入学
Enrollment

年　  　　　　月
Year       　　Month

所属予定の
学校(機関)

Expected school
(Oraganization) to

attend

学校名
School name

種別
Type of
school

 □大学院 Graduate Student

 □大学 Undergraduate Student

 □その他 Others(                           )

所属
Affiliation

 学部・大学院 Faculty or Graduate School （　　　　　　　　                                 　　　　　）
 学科 Department （　　　　　　　　　　　　　                                                            ）
 専攻 Major （　　　　　　　                                                           　　　 　　　　　　）

入学
Enrollment

年　  　　　　月
Year       　　Month

                                                                 電話番号 Phone number

氏名
Name

関係
Relationship

ひろしま国際プラザグローバルリレーションズ・プログラム【グローバル能力開発コース】申込書
Application Form for the Hiroshima International Plaza Global Relations Program

【Global Skills Development Course】

内訳
Breakdown

円 Yen

円 Yen

円 Yen

円 Yen

円 Yen

円 Yen

家族からの仕送り Financial support from family

奨学金 Scholarship

アルバイト収入 Part-time job

親戚・知人からの援助 Financial support from friends or relatives

その他 Others

緊急の
連絡先

Emergency contact

写真
Photo

住所・電話番号
Address/Phone number

現在の住居
Present residence

住所
Address

家賃 Rent
円(月額)

Yen (per month)

【１版】



（様式第１号その１）

ひろしま国際センター記入欄  This space is for use of the Hiroshima International Center.

*　この申込書に書かれた個人情報は、このプログラムの管理・運営以外の目的に無断で利用することはありません。
*　Personal information on on this application form will be used only for the management of this program.

このプログラムの参加理
由、期待すること
Reason for applying to this

program and your expectations.

国際交流・ボランティア活
動の経験
Experience in international
exchanges or related volunteer

activities

□良好
   Good

□特記事項あり（持病、アレルギーなど）Any chronic disease(s), allergies, etc..

健康
Health

大学・高校等でのクラブ活
動の経験
Club activities at the university

or high school level, etc.

特技・趣味
special talent(s)
hobby

自己ＰＲ
Self-introduction

卒業・修了後の進路希望
Desired career after graduation or
completation

【１版】


