テンプル大学ジャパンキャンパス
Academic English Program

High School English Teacher Internship
Application Form

インターンシップご希望の時期

月

日〜

月

日

PERSONAL INFORMATION 出願者の情報
１. Legal Name 氏名： Last 姓

First 名

２. Mailing Address 住所： 〒

３. Phone Number 電話番号： (

)

‒

４. Mobile Phone Number 携帯電話番号： (

)

‒

５. E-mail Address メールアドレス：
６. Nationality 国籍： □ Japan 日本
７. Gender 性別： □ Male 男

□ Other その他：

□ Female 女

８. Native Language 母国語： □ Japanese 日本語

□ Other その他：

９. School You are Teaching Now 現在ご勤務されている学校の情報を教えてください：
Name of the School 学校名：
Address 住所： 〒

Telephone 連絡先： (

)

‒

10. How long have you worked at the institution? 現在の学校での勤続年数：

年

ENGLISH PROFICIANCY INFORMATION
11. Have you taken any English proficiency tests? 何か英語の資格をお持ちですか？ □ Yes はい

□No いいえ

If yes, please specify the information below.「はい」のご回答の方、以下に詳細を教えてください。
□ TOEFL (IBT) score：
□ 英検

級

□ TOEFL (CBT) score：

□ TOEFL (PBT/ITP) score：

□ その他 other (

12. Have you ever studied abroad? 海外留学をされたことがありますか？

)
□ Yes はい

□ No いいえ

If yes, please specify the information below. はいのご回答の方、以下に詳細を教えてください。
County 国名：
Type of the Institution 留学先の機関の種類 （例：語学学校）
：
Period of Your Stay 滞在期間：
EDUCATIONAL BACKGROUND / OTHER 学歴/その他
13. Post High School Education 大学以上の教育機関
School Name 学校名：

Country 国：

Major 専攻：
14. How did you know about this internship program? このインターンシップについて、
どこでお知りになりましたか？

Use of your data

個人情報について

The data you provide in this application will be kept conﬁdential and not disclosed to unauthorized third parties without your consent and in accordance with the law. We may use your personal data to: (i)
forward you materials and documents that you request; (ii) contact you through direct mail, e-mail, or telephone about our courses, programs, events, or other related matters; (iii) assist you with application,
testing, and admission procedures; and (iv) compile statistics and conduct internal operations. When you visit our website, we may collect other generic data. Please see our Privacy Policy for details about how
we use this data. We may share your personal data with Temple University in Philadelphia, Pennsylvania and its respective vendors. Also, we may permit authorized third parties to access, view, store, handle, or
process your personal data. Please be assured that we will prescreen authorized vendors and take reasonable steps to ensure that they also keep your data conﬁdential and not disclose it to unauthorized third
parties without your consent and in accordance with the law. Upon request, we will revise or delete your data from our records.
記入された個人情報は、法に基づき取り扱われその下に保護され、本人の同意なしに第三者に開示されることはありません。記入された個人情報は、以下の目的に利用されることがあります。(1) 問い合わせに関し
て、
または、願書、
コース、
プログラム概要、イベント、その他関連する各種サービスについての本人への連絡手段。(2) 願書の審査。(3) 入学手続やテストに関する質問への対応や、そ手続きに関するサポート。(4)過去
の在席校や推薦者への連絡手段。(5) 学内での統計調査及び業務処理。
また、テンプル大学本校と情報を共有することもあります。
また、業務委託のために代行業者にデータへのアクセス、閲覧、処理、管理、保管を
許可することもあります。その場合、代行業者は事前に審査され、代行業者が法に定められている用件を取り扱う場合以外、
もしくは、本人の同意なしに個人情報を第三者に開示することのないよう適確な手続きを
行います。
ご要望に応じて情報の修正または記録の抹消手続を行います。

