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Application Form for JAPANESE CLASS (English) 

平成 30 年  月  日 

ふりがな(ひらがな・カタカナ)   

名前/Name   

国/Nationality  生年月日/Date of  Birth       

母国語/Mother Tongue  性別/Gender 
□女性/Female  

□男性/Male 

電話番号/Phone Number  FAX 番号/Fax Number  

職業/Occupation  在留資格/Residential Status  

メール/E-mail   

住所/Address  

この教室をどこで知りましたか？   How did you know about this Japanese class? 

＊☑をしてください        ＊☑ Please check the box accordingly 

□友人 From friends  □KIA のプラザ KIA Plaza   □その他 Others（                 ） 

参加希望クラス 
Class sign-up 

 水曜日午前クラス Wed morning class 

 木曜日夜間クラス Thu evening class 

（１）下の質問に答えてください / Kindly answer the following questions. 

❶ 日本に来てどのくらいですか？ 
How long have you been in Japan? 

かか (年/Years)かか(ヶ月/ Months) 

その他/Others：(                         ) 

➋ 日本にあとどのくらい滞在する予定ですか？ 

How long will you be in Japan? 

かか (年/Years)かか(ヶ月/Months) 

その他/Others：(                         ) 

❸ 日本語を勉強したことがありますか？ 
  Have you studied Japanese language before? 

＊☑をしてください 

＊☑ Please check the box accordingly 

□はい/Yes         □いいえ/No 

（２）はいと答えた方はお答えください/Those who have answered “Yes” to , please answer the following 

❶ 日本語をどのくらい勉強したことがありますか？ 

How long have you studied Japanese? 

かか (年/Years)かか(ヶ月/ Months) 

その他/Others：(                      ) 

➋日本語をどのように勉強しましたか？ 
How did you study? 

＊☑をしてください 

＊☑ Please check the box accordingly 

□日本語学校/Japanese Language School 

(学校名/Name of  School:        ） 

□KIA日本語講座/KIA Japanese Language Class 

□自分で/Self  Study 

その他/Others：（         ） 



御記入いただきました個人情報は，当事業の実施（日本語教室）に限り利用いたします。 

Please be rest assured that the personal information provided above will only be used for the purpose of  running the 
Japanese classes. 
TEL: 099-221-6620 / FAX: 099-221-6643 / E-MAIL: kia.nihongo@gmail.com 

主催： (公財)鹿児島県国際交流協会  HP: https://www.kiaweb.or.jp 

＊日本語についてご記入ください。/ Please tell us more about your Japanese language ability 

 

 

 

 

 

❸ 会話 
Conversation 

＊☑をしてください ＊☑ Please check the box accordingly 

□ 全然できない / Cannot carry out daily conversation 

□ 日常会話は，だいたいできる。/ Can converse a little bit 

□ 日常会話は問題なくできる / Can manage daily conversation without problems 

□ できる / Fully proficient 

① □「おはよう」「こんにちは」などのあいさつができる。 
  Can manage greetings like “Ohayo” and “Konnichiwa” 

② □て形（て-form）を知っていますか？/ Do you know the te-form? 

（例）書きます→書いて / E.g. Kakimasu → Kaite 

③ □形容詞の過去形を知っていますか？/Do you know the past tense of adjectives 

（例）暑い→暑かった / E.g. Atsui → Atsukatta 

④ □受け身の文が作れますか？ / Can you form passive verbs? 

（例）注意する→注意される / E.g. Chuui suru → Chuui sareru 

 
 
 
 
 
 

❹ 文字 
Writing 

＊☑をしてください  ＊☑ Please check the box accordingly 

＊ひらがな/Hiragana 

□読める can read □少し読める can read a little  □読めない can’t read 

□書ける can write □少し書ける can write a little   □書けない can’t write 

 

＊カタカナ/Katakana 

□読める can read □少し読める can read a little  □読めない can’t read 

□書ける can write □少し書ける can write a little   □書けない can’t write 

 

＊漢字/Chinese character 

□読める can read (     ) 字程度 / Approx. characters □読めない can’t read 

□書ける can write (       ) 字程度/ Approx. characters □書けない can’t write 

 

❺ 検定試験 
JLPT 

 

日本語能力試験＿＿＿＿＿級に合格している / Passed the JLPT _______ Level 

（３）下の質問に答えてください / Please complete the following 

 

❶自己紹介 
Self Introduction 
 

 
 
 
 
 

 

➋受講理由 
Reason for taking 
this course 

 
 
 
 
 

 

❸学びたいこと 

What would you 
like to learn 
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