Academy of Language Arts - Application Form
ALA日本語学校入学願書

＊留学ビザ申請以外用

写真
Photograph
40mmx30mm

氏名 Name
性別

3ヶ月以内、

Family name

Gender

名

男/ Male

脱帽、正面
within 3 months,
without hat,
full front face

姓

女 / Female

Given name

国籍 Nationality

職業 Occupation

生年月日 Date of birth

現住所 Present address

年

月

日

year

month

Date

電話番号
Phone number
メールアドレス
Email

短期滞在/Temporary visitor・就労/Working・家族滞在/Dependent

ビザの種類

日本人の配偶者等/Spouseﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘ

ﾃﾞｰ/Working holiday・その他/Other（

Visa Status
希望開始時期

4月 / April

Expected start term

・ 7月 / July

・ 10月 / October

3ヶ月 / 3 months

学習予定期間

9ヶ月 / 9 months

Intended period of study

300～400hours
高等学校/High school

学習方法

None

日本語テスト

・ JLPT

T-cert

Japanese test you have taken

・

JLCT

・ PJC Bridge

1月 / January
・

・1年以上 / over 1 year
200～300hours

・

400～500hours,

・

500～
独学/Self-study

通信講座/Online lessonその他/Other (
・ BJT

・Other

仕事/ Work

・日本語学習の目的は何ですか？

6ヶ月 / 6 months

・ 100～200hours
・

・

・ 大学/University ・ 語学学校/Language School ・

個人レッスン/Private Lesson

Learning method

・

1年 / 1 year

None ・ 10～100hours

今まで日本語を勉強した時間
Japanese study hours by today

）

・

)

・ NAT-TEST TOPJ

スコア

）

Score

（
趣味/ Hobby

・進学/ Higher education

就職活動/Job huntig ・その他/Other (
)
Internet search ・ Google Map ・Japan Times ・Facebook / Instagram

Purpose of Japanese study
・なにをみてALAを知りましたか？

友達または家族の紹介/ Friend or Family ・その他/Other （

How did you find ALA ?

）

◆アカデミーオブランゲージアーツ返金に関する規定（就学ビザ以外の学生の場合） Refund policy ◆
Pleaase check in the boxes
納入された入学金は、いかなる場合でも返金しない。
授業開始1ヶ月以上前のキャンセルの場合；

The Visa Application Fee and Registration Fee are non-refundable for any reason.

Cancellation of course more than 1 month prior to start date;

納入された授業料を全額返金する。但し、当校で発生する送金手数料は学生の負担になる。
Paid tuition fee will be fully refunded although ALA will not bear any handling charge.
授業開始1ヵ月前～授業開始前日までのキャンセルの場合；Cancellation of course from 1 month prior to start date until the day before start date;
納入された授業料から違約金を引いての返金になる。但し、当校で発生する送金手数料は学生の負担になる。
Paid tuition for remaining terms which have not yet begun will be refunded
although ALA will not bear any handling charge. (Penalty charges will be deducted.)
授業開始後のキャンセル；

納入された授業料は、いかなる理由であっても返金しない。

Cancellation of course after start date : Paid tuition fee is not refundable for any reason.
生徒が、学則その他本校が定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、校長は当該生徒に対して懲戒処分を行うことができる。
When a student misconducts him/herself by breaking any of these school rules or other regulations we set,
the principal can take any disciplinary action against him/her.
生徒は授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
Tuition fee must be paid by the fixed date regardless of whether or not he/she attends
生徒は正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに、授業料を3ヶ月以上滞納し、
その後においても納入の見込みのない場合には、校長は当該生徒に対して退学を命ずることができる。
If a student falls behind in his/her payments of tuition fee for more than 3 months without following prescribed procedure,
valid reason and any promise of payment neither, the principal will order him/her to expel from the school.
上記の内容を確認しました。 I confirmed the above.

申請日

署名

