Ochanomizu University Summer Program 2017
Application Form 1：Entry Sheet
ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと同じ表記 Should be spelled as shown in your passport.
お茶の水女子大学サマープログラム

Name/氏名

Family Name/姓

Alphabet
アルファベット

Ochanomizu

Birth
生年月日
（dd/mm/yyyy)

5

12

2017

申請書

Middle Name

Given Name/名
Note
①Please fill in the orange box.
②Please input using half- width
English numbers and letters.
③When there is a dropdowm
list,please choose one.

Hanako
1997

Nationality
国籍

Sex
性別

①Female/女

Japan

Passport number
パスポート番号

123456788

Date of expiry
パスポート有効期限
(dd/mm/yyyy)

30

10

CGPA(Culmative Grade Point Average)
成績

3.5

E-mail address Eメイルアドレス

×××@gmail.com

2020

①オレンジ色の部分を入力。
②英数字は半角で入力のこと。
③ドロップダウンリストがある場
合にはそこから選択すること。

Home University 所属大学
Name of home University

Faculty and Department

Year
(e.g.3rd year
undergraduate)

大学

学部・学科

学年

Faculty of Letter and Education/
Department of Liberal Arts and Humanities

②2nd year
undergraduat
e

Ochanomizu University

Course[Compulsory] コース選択[必須] Choose one(一つ選択)
②Course 2:Culture and Society Course(taught in English)

For the Course 2,please also choose one from below.

Sub-Course ①:Gender from Interdisciplinary Perspectives[Gender issues]

入力上の注意

Accommodation /宿舎の希望

(Check one)/一つ選択

・The number of rooms is limited and request will be treated on the first come first serｖed basis.
We appreciate your kind understanding.
部屋数に限りがございます。宿泊先は先着順で決めさせていただきますので、ご了承ください。
・Rooms are booked only during the summer program. It is not possible to extend your stay.
宿泊期間は、プログラム期間中のみに限らせていただきます。滞在延長希望は受け付けておりません。
Course 1: 7-29 July(3 weeks), Course 2 : 14-29 July(2 weeks)
※University dormitory(WOMEN ONLY)大学学生寮 :approx. 20,000JPY/2-3weeks, singleroom
※Tokyo Ueno Youth Hostel 東京上野ユースホスル:
3,600JPY/pernight,2weeks/54,000JPY,3weeks/79,200JPY, 5 people shared room including a sofa bed.
①I would like to stay at the university dormitory./大学学生寮への宿泊を希望します。

Diet Preference（check one）/食アレルギーの有無(一つ選択)
・Meal is NOT privided except at the welcome party and the farewell party.
Students are basiclly supposed to prepare meal by themselves.
(University cafeteria is available for the weekday lunch time)
・食事は「歓迎会」「送別会」以外では出ません。
滞在中の食事は、各自でご用意ください。平日の昼食は、大学食堂でとることができます。
③Other/その他
Other(Please specify)
その他(詳しく書いてください)
Airport pickup/空港出迎えの希望

Fish
（Check one）/一つ選択

・The pickup time is fixed(On the day before the start of the program;once in AM and once in PM.The time is announced
later).You may need to wait at the airport up to a few hour depending on your arrival time.
・出迎えはプログラム開始前日の午前１回と午後１回のみです。飛行機の到着時間によって空港で待っていただきます。時間は
追って連絡します。
・If you come to the accommodation location from the airport by yourself,transport instruction&maps are available on requests.
・ご自身で宿舎までいらっしゃる方でご希望の方は、宿舎の地図・交通案内を追って送ります。
①I would like to use the airport pickup(Narita Airport or Haneda Airport in Tokyo)/到着時、空港（成田または羽田）に出迎え
を希望します。
*本申請書に記載された情報は、本プログラムのために利用され、その他の目的のためには利用しません。
*Information provided here will be used to the extent of this Program.

For Summer program officer/ サマープログラム事務局記載欄（何も入力しないでください）
提出書類

備考欄

申込用紙
応募動機書A4 1ページ
パスポートコピー
顔写真
日本語能力を証明する書類(Course 1 選択者のみ)

