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アカデミック・イングリッシュ・プログラム（AEP）本科    入学願書

日本語・英語どちらでもご記入いただけます。

PERSONAL INFORMATION 出願者の情報

1. Legal Name 氏名　※氏名はローマ字表記にしてください。

First Middle Family

2. Mailing Address 住

名 姓

所

Postal Code 郵便番号 __________________ / Country 国 _________________________________________________

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. Date of Birth 生年月日 (m 月) _________ / (d 日) _________ / (y 年) ___________
7. Nationality 国籍 □ Japan 日本

□ Other その他 ___________________________________________
Current Japanese Visa Status 現在持っているビザの種類 ________________________________

Expiration Date 有効期限 (m 月) _________ / (d 日) _________ / (y 年) ___________

8. Gender 性別 □ Male 男 □ Female 女

9. Native Language 母国語 □ Japanese 日本語 □ Other その他 ____________________________________

INITIAL SEMESTER OF STUDY 出願する学期

11. □ Spring 春学期 □ Summer 夏学期 □ Fall 秋学期 Year 年: 20_____

TEST INFORMATION 資格試験

12. Have you taken the TOEFL before? TOEFLを受験されたことはありますか？

□ Yes はい □ No いいえ

If yes, please specify the information below. 「はい」の場合には下記に明記してください。

TOEFL Test Type TOEFLテストの種類

□ Internet-based Test（iBT） インターネットテスト □ Paper-based Test（PBT） ペーパーテスト

□ ITP 学内TOEFL

Highest Score 最 受験日高得点 ______________ Date (m 月) _________ / (d 日) _________ / (y 年) ___________

EDUCATIONAL BACKGROUND/OTHER 学歴/その他

13. High School 高等学校

Please specify the last institution you attended. If you attended more than one institution, please list
them on a separate sheet. 最後に在籍した高等学校について記入。複数の高等学校に在籍していた場合は別紙に記載してください。

School Name 学校名 ______________________________________ Country 国 _____________________________

Please specify the status at the school above. 上記高等学校についてお答えください。

□ Currently Enrolled at the School Above 上記高等学校に在籍中

Anticipated Graduation 卒業予定 (m 月) __________ / (y 年) _____________
□ Diploma Awarded from the School Above 上記高等学校から卒業

Graduation 卒業年 (m 月) __________ / (y 年) _____________
□ Kosotsu Nintei 高等学校卒業程度認定試験

Passed Date 合格年 (m 月) __________ / (y 年) _____________
□ Unfinished 中退

□ Other (GCSE etc.) その他（GCSEなど）_________________________________________

10. Occupation   職業 □ High school student　高校生（Grade 学年）_____ 　□ Roninsei/Yobikosei　浪人・予備校生
□ 2-year college student　短大生（Grade 学年）_____ 　□ 4-year college student　大学生（Grade 学年）_____
□ Vocational/Trade school student　専門学校生            　□ Teacher　教員
□ Working　社会人              □ Housewife　主婦 　□ Other その他

※日本在留ビザをお持ちでない方は出願の前にご連絡ください。



 14. Post High School Education　高等学校卒業後最終学歴

Please specify the last institution you attended. If you attended more than one institution, please list
them on a separate sheet.   最後に在籍した教育機関を記入。複数の教育機関に在籍していた場合は別紙に記載してください。

Type 種類 □ None  なし      □ University/College  (4年制大学)      
   □ Junior College/Community College　(2年制大学/コミュニティカレッジ)

School Name  学校名 ______________________________________      Country  国 _____________________________

Name of Degree  取得学位 _________________________________      Credits Completed  履修単位数 _____________

Please specify the status at the school above.  上記教育機関についてお答えください。

 □ Currently Enrolled at the School Above 上記教育機関に在籍中

  Last Semester Completed  最後に修了した学期        (semester 学期) __________ / (y 年) _____________
 □ Previously Enrolled  過去に在籍

  Last Semester Completed  最後に修了した学期        (semester 学期) __________ / (y 年) _____________
 □ Diploma Awarded from the School Above 上記教育機関から卒業

  Graduation  卒業年 (m 月) __________ / (y 年) _____________
 □ Unfinished  中退

 □ Other  その他 _________________________________________

 15. Do you wish to apply for TUJ’s Undergraduate Program after completing Academic English Program (AEP)?
　　   AEP修了後、TUJの学部課程に進学を希望しますか？

　   □ Yes  はい           □ No  いいえ

Undergraduate Admission   TUJ学部課程への入学について

TUJの学部課程に進学を希望する場合は、AEP修了後、別途学部課程への出願手続きが必要となります。AEPへの入学は学部課程への進学を保証するものでは

ありません。事前の仮審査をご希望の場合は、アドミッション・カウンセリング(ac@tuj.temple.edu) までお問い合わせください。

Acknowledgement   同意

私は、提出した願書に虚偽の記載があった場合、入学の取り消し、懲戒処分、または退学の対象となることに同意します。さらに、AEP入学後にAEPの行動規範に

違反した場合は、テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）の判断により、学費および諸費用の返還なく、停学または退学などの処分が行われることに同意します。

Use of your data　個人情報の取り扱いについて
The data you provide on this form will be kept confidential and not disclosed to unauthorized third parties without your consent or in accordance with the law. We may use 
your personal data to: (i) forward to 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 other 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 also share your personal data with Temple 
University in Philadelphia, Pennsylvania, and/or permit authorized third parties to access, store, or process your personal data. On request, and to the extent permitted, we will 
revise or delete your data from our records. 

_______________________________________________

Applicant’s Signature  出願者署名             

_______________________________________________

Date  署名日 (m 月 / d 日 / y 年)

When applying to TUJ’s Undergraduate Program, you must go through the official Undergraduate application
procedure. Entering Academic English Program (AEP) does not guarantee you an admission to TUJ’s Undergraduate 
Program. If you would like to have your documents reviewed for eligibility to the Undergraduate Program, please 
contact Admissions Counseling Office at ac@tuj.temple.edu.     

I understand and agree that any misrepresentation on this application constitutes grounds for denial of admission, 
disciplinary action, or dismissal. I understand and agree that if I am admitted to the Academic English Program (AEP) 
and subsequently violate AEP Standards of Conduct, TUJ reserves the right, in its sole discretion, to take disciplinary 
action, which may include suspension or dismissal without refund of tuition or other fees.     

ご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。ご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)ご請求の資料
や書類を提供するための本人への連絡手段、(2)コース、プログラム概要、イベント、または関連する各種サービスについての本人への連絡手段、(3)出願手続き、入学手続きやテストの手続きに関するサポート、
(4)学内での統計調査および業務処理。本学ウェブサイトにおいてユーザー属性情報を収集することもあります。ユーザー属性情報に関する詳細またその利用目的に関しては「プライバシーポリシー」をご覧くださ
い。また、テンプル大学本校と情報の共有をしたり、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、保管を認可することもあります。ご要望に応じて許容される範囲で、情報の修正または記録
の抹消手続きを行います。
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