
学籍番号（Student ID) 氏名(Name) 提出日（Submission date)

メールアドレス (Email adress) 平日昼間に必ず連絡のとれる電話番号（A phone number where you can always be reached during the daytime on weekdays)

　　　　　　　―　　　　　　　　　　―　　　　　　　　携帯(cell phone)・自宅(home)・その他(other)（　　　　　　）

①提出方法（How to submit)
・本用紙「出願書類提出チェックリスト」と出願必要書類を封筒に入れ、提出してください。
Please submit this form with the "Checklist for Submission of Application Documents" and the required documents in an envelope.
・すべての提出書類は、必ずA4サイズの用紙を使用してください。
All submissions must be on A4 size paper.
・提出された書類は返却しませんので、必ずご自身の控えのため、コピーをとってください。
Please be sure to make a copy for your own records as they will not be returned.

②チェックリスト記入（Filling out the checklist）

Please write "○" for the documents that apply to you and need to be submitted in the "Relevant" column, and write "✓" for the enclosed documents in the "Submission" column.
・語学能力証明書については、該当する□（原本もしくはコピー）に「✓」を記入してください。
　なお、コピーの場合は原本提出予定日を記入ください。
For language proficiency certificates, please write "✓" in the appropriate box (original or copy).
When submitting a copy, please indicate the date you plan to submit the original.

対象者(Target persons) 該当（Relevant) 提出(Submission)

全員(everyone) ○

全員(everyone) ○

全員（国際教養学部生を除く）
（everyone except SILS
students)

〇
(except SILS students)

③すべての書類を、今一度ご確認ください。（Please review all documents once again.）
・提出漏れはありませんか？　必要書類はそろっていますか？
Are there any omissions?　Do you have all the necessary documents?
・スコアシートをコピーで提出している場合、原本送付手続きはお済みですか？
If you have submitted a copy of your score sheet, have you completed the process of sending the original?
・ご自身の控えとしてコピーはとっていますか？
Do you keep a copy for yourself?

英文成績証明書（原本1部）（Original Academic Transcript in English – 1 Original）

海外留学プログラム誓約書(Study Abroad Program Agreement)　コピー（2部）(2 copies)

海外留学プログラム誓約書(Study Abroad Program Agreement)　原本（1部）(1 original)

提出書類（Documents to be submitted）

出願書類提出チェックリスト（Checklist for Submission of Application Documents）

・「該当」欄にはご自身が該当し提出する必要がある書類に「○」を記入し、「提出」欄には今回同封した書類に「✓」を記入してください。

該当者のみ(applicable persons
only)

【北京DDPのみ】中国語能力検定試験（HSK）スコアシート　□原本　/□コピー
                                                                         　（※原本提出予定日：　　月　　日）
【For Peking DDP only】Original Scorecard of HSK（中国語検定試験）           (original)  (copy)
                                                                                              (*Estimated date of original sheet submission month/date)

【英語】その他の英語語学能力証明書・スコアシート　□原本　/□コピー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※原本提出予定日：　　月　　日）
【English】Other English Language Certificates/Score Sheets         (original)       (copy)
                                                                                              (*Estimated date of original sheet submission month/date)

【英語】IELTSスコアシート　□原本　/□コピー　（※原本提出予定日：　　月　　日）
【English】IELTS score sheet          (original)    (copy)        (*Estimated date of original sheet submission month/day)

【英語】TOEFL iBTスコアシート　□原本　/□コピー　（※原本提出予定日：　　月　　日）
【English」TOEFL iBT score sheet         (original)      (copy)         (*Estimated date of original sheet submission  month/day )

留学センター記入欄：

不備あり

誓約書 スコア その他

原本まち TOEFL IELTS HSK

その他


