
受付番号
Application Number

国籍
Nationality

第一言語
First Language

アルファベット（パスポート上の表記）

 Alphabet (Correspond with your
passport)

カタカナ
Katakana

生年月日
Date of Birth

大学名
Name of Institution

学部/研究科名
Faculty/Department

学年
School year/Grade

在籍課程
Degree Level

ISEP TUFSで
の受入期間

Period of study
at ISEPTUFS

寮の希望
On-Campus
Dormitory

その他
Additional Comments

全ての交換留学生がJASSO奨学金を受給できるわけではありませ
ん。TUFS ISEPプログラムの選考には通ったがJASSO奨学金には
通らなかった場合、TUFS ISEPプログラムでの受入を希望します
か。
Unfortunately, JASSO scholarships are not available for all
exchange students. If you are admitted to ISEPTUFS but not
offered a JASSO scholarship, will you enroll?

 □　はい Yes 　　　□ いいえ  No

TUFSで受け入れる場合、学内の寮への入居を希望しますか。
If you are admitted and decided to enroll at TUFS, would you like to
rent a room in the on-campus dormitory?

 □　はい Yes 　　　□ いいえ  No

JASSO奨学金への申請を希望しますか。
Do you wish to apply for JASSO scholarship?

 □　はい Yes 　　　□ いいえ  No

※ Students who have Japanese nationality cannot apply.
日本国籍の学生は申請できません。

              年
YYYY

        　　　　　　　       月
MM

          　　　　　　     日
DD

東京外国語大学交換留学プログラム
International Student Exchange Program of Tokyo University of Foreign Studies                写真貼付

             (縦4cm×横3cm)
 - 上半身・正面・無帽・撮影後3ヶ月以内
   のもの
 - 写真の裏面に氏名・国籍を記入

            Paste a Photo
          (4cm long X 3cm wide)
 - Upper body, face front, no hat,
   taken within 3 months.
 - Write down the name and nationality
   of the applicant on the back.

※大学記入欄/Leave blank

Official Approval by Program Coordinator of Home Institution:

　　　Date:

出願期限： 2023年3月15日（水）
Application Deadline: Wednesday, March 15, 2023

□　2023年10月～2024年2月　　　　　　　□2023年10月～2024年7月
          October 2022 to February 2024　        October 2023 to July 2024

             年
YYYY

           月
MM

               日
DD

 記入
Filled out

奨学金
Scholarship

授業や日常生活において、特別な配慮が必要ですか （例：試験時
間の延長、車いすの使用など）。
※必要な場合、詳細をメールでご連絡ください。(inbound@tufs.ac.jp)
Do you need any special help in classes or daily life (e.g. extension
of the exam time, use of a wheelchair)?
※If yes, please let us know what help you need by email
(inbound@tufs.ac.jp).

　　　Name of Coordinator:

 □　はい Yes→ Please email us about the details
(inbound@tufs.ac.jp)

　□ いいえ  No

氏名
Name

□　学部/Undergraduate　Level　　            　□ 大学院 / Graduate Level
※2023年10月現在
As of October  2023

男/Male

・

女/Female

Application Form

署名
Signature

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   　 　.

　　　Signature:

　　　Position:

※2023年3月
現在

As of March
2023

※パスポートと同じ表記で記入/Must correspond to your passport

在籍大学
Home University

currently
attending


