
入学申込み書 (Application form)
Palo Alto / Belmont

2011年　　　　月          日

ふりがな

氏　名 
Name

年 齢 学 年 お誕生日

保護者名 
Parent 
Name
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年　齢  
Age

才
学　年 
Grade

年
お誕生日 
Birthday

年
　なし     
None

・　幼稚園    
　    Kinder

　　年　　・　小学校
　　　　　Elementary

年

英語(E)　日本語(J)
　　なし・あり
　　N　・　Y

伝えておきたい事や希望があればお書き下さい (if you have something to tell us please write here)

年　　　月　　　日

日本での学校経験   
School experience in 

Japan

米国在住暦        
An American stay 

career

家での言語　　　　　　　　
The language in the house

帰国予定　A plan to go 
back to your country 

予定　　　　年　　　　月頃

伝えておきたい事や希望があればお書き下さい (if you have something to tell us, please write here)

住　所　
Address

電話番号 携帯電話電話番号：
　Phone

携帯電話：Ce
ll Phone

E-MAIL

備考 ○を付けてください Y N In training
はい いいえ その他（ ）●　日本語での受け答えができる

C d t d J

はい いいえ 練習中
→   Can you read Hiragana

●　ひらがなは書けますか はい いいえ 練習中
→   Can you write Hiragana

●　カタカナは読めますか はい いいえ 練習中
→   Can you read Katakana

→   Can you understand Japanese

●　ひらがなは読めますか 

   Can you read Katakana

●　カタカナは書けますか はい いいえ 練習中
→   Can you write Katakana

●　漢字は読めますか はい いいえ （　　 年生程度）
→   Can you read Kanji

●　漢字は書けますか はい いいえ （　　 年生程度）
→   Can you write Kanji

参加クラスに○をつけてください

○ 教室 回数 時間帯

日本語クラス　90分 Palo Alto 1

日本語クラス　90分 Belmont 1　・　2

漢字 ６０分 B l t １

月　・　金　・　土

水 土

曜日クラス

木

漢字　６０分 Belmont １

算数　６０分 Belmont １

文化　６０分 Belmont １

*裏もあります

水 ・ 土

水　・　土

水　・　土
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１．今までに他の学習教室に通った事がありますか？Have you been to the other learning classrooms?

はい Y (school Name 年間） いいえ No

2．教室に入会する目的は？ The purpose to enroll in the classroom?

家庭では学べない事が学べるからまた、家庭とは違った環境で勉強できるから
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I can learn what I cannot learn at the home, I can study again in environment different from the family

日本の教育のフォロー 学習方針が合っている
Follow of the Japanese education A learning policy matches

幼児期の知能開発の為の指導は大切だと思うから　(幼児の方）
I think that the guidance for intelligence development of the infancy is important　(if your kid is infant)

帰国後受験を検討している 帰国後の為 お友達を作る為帰国後受験を検討している 帰国後の為 お友達を作る為
I examine examination after return home Sake after the return home To make a friends

3．日本語を学ぶ目的＆ゴールは？  What is purpose and goal to study Japanese?

4．教室を選ぶ時、重要視するのは？  What is important when you chooses the school?

授業内容及び方針 1クラスの人数
Class contents and a policy The number of people of oneTo make a friends

家からの距離 授業料やその他の料金家からの距離 授業料やその他の料金
The distance from a house The tuition and other rates

その他 （ ）
Other

5．保護者様の日本語力について  　About Japanese skills of parent.

ひらがな・カタカナが読める 漢字が読めるひらがな・カタカナが読める 漢字が読める
Can read Hiragana & Katakana Can read Kanji

日本語で会話が出来る 初心者 母国語
Japanese conversation is possible A beginner Native

6．Soraをどのようにして知りましたか？  　How did you know about SORA?

知人から 新聞広告 広告
Heard from friend Newspaper Flyer
インターネットの検索 その他 ( )
Internet Search Other

ありがとうございました。 Thank you very much!
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