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＊ビジネススクールを除く

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Study Abroad Programme Application / Accommodation Form
＊全てのセクションを英語ブロック体でご記入ください。
＊入学を希望するコースに □ チェックし入学時期など必要事項を記入してください。

English For Academic Purposes (EAP)

□ PEAP A (15 weeks)

□ PEAP B (10 weeks )

□ PEAP C (5 weeks)

Faculty （専攻学部）：

□ Semester 1 （スタディアブロード・プログラム前期）

Starting from: (Month/Year)

□ Semester 2 （スタディアブロード・プログラム後期）

Starting from: (Month/Year)

□ Year Long

Starting from: (Month/Year)

（スタディアブロード・プログラム通年）

Section A: Personal Details

(個人情報)

Surname

Title: Mr/Mrs/Miss/Ms

First Name
Address
Post Code
Telephone

E-mail

Fax
Date of Birth (D/M/Y)

Sex: Female / Male

Emergency Contact name
Emergency Contact telephone

Section B: Education & Qualifications

(学歴：現在在籍中の学校、もしくは最終学歴についてご記入ください)

Home College / University
Address
Post Code
Telephone

E-mail

Name of Study Abroad Advisor （国際交流課/留学生課担当者/指導教員）
Major subject / course
Year （学年）

GPA / Class / equivalent

Section C: Courses at Nottingham Trent University

(Study Abroad Programme 出願者 )

受講したい分野・コース・モジュール（areas/courses/modules）を第一希望から順に書いてください。必ず一つの学部内から選択してください。
モジュールリストは日本事務局から入手してください。1学期の平均取得単位数は60 creditです。

Module code

Module / Course title

Major, minor, or elective
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(国際交流課/留学生課担当者/担任教員からの許可)

Please examine the courses /modules proposed above and sign off the following:
I have discussed the academic implications of the study abroad / exchange programme.
From the viewpoint of the student’s major field of study, I do not know of any factors which would preclude his / her participation in
the programme.
I approve the courses / modules listed above and confirm their compatibility with the student’s programme at their home institution.
Signature
Print name
Status

Section E: Additional Information
ノッティンガム・トレント大学は、障害を持つ学生を含む全ての学生に均等な機会を提供するための規則を適用しています。ノッティンガム・トレント大学
が適切なサポートと施設を提供できるかどうかを判断するために、特別なサポート・ケアが必要な場合には、出願時に申告してください。
下記のあてはまるものに
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してください。

You do not have a disability, nor are you aware of any additional support requirements
身体に障害はなく、学校からの特別サポートは必要としていない。

You have dyslexia / a learning disability
失読症、学習障害を持っている。

You are blind / visually impaired
視覚障害をもっている。

You are deaf / hearing impaired
聴覚障害をもっている。

You are a wheelchair user / have mobility difficulties
車イスを使っている、もしくは移動に障害がある。

You need personal care support
パーソナル・ケア・サポートを必要としている。

You have mental health difficulties
精神障害を持っている。

You have an unseen disability, eg diabetes, epilepsy
目に見えない障害を持っている。

例：糖尿病、てんかんなど

You have more than one of the above disabilities
上記に記載された障害を一つ以上持っている。

You have a disability not listed above
上記に記載されていない障害を持っている。

Please give details of the support you might require あなたが場合によっては必要とするサポートの詳細をご記入ください。
（ eg：individual specialist dyslexia support, note-taking or personal assistance support,, ）
（例：失読症、ノート・テーキング、パーソナル・アシスタントなどのサポート）

I confirm that the information provided in this application is accurate.
この願書に記載した情報がすべて的確な事実であることを承認します。

Student Signature

Date

Study Abroad Adviser Signature

Date

Section F: ACCOMMODATION APPLICATION FORM

(宿泊先申込書)

スタディ・アブロード・プログラムを履修する学生はUniversity Residences（大学寮）に申し込むことができますが、申し込み時期・申込期間により、必ず
しも部屋が確保できるとはかぎらないことをご了承ください。PEAP英語コースを事前に履修される方はホームステイを申し込むことができますので、ご希
望の際は詳細を英語コース願書のSectionＦにご記入ください。また、Private Accommodation to Rent は、大学から提供される情報をもとに各自が現地で手配
をすることになります。

A. University Residences

"Year Long only"

B. Home stay
C. Private Accommodation to Rent
重要注意事項：

宿泊先の手配は、部屋の空き状況によるため、必ずしも希望通りになるとは限りません。予約後にキャンセルをした場合には、全申し込み
契約期間にかかる費用を負担することになりますのでご注意ください。

出願先、お問い合わせは、ノッティンガム・トレント大学日本事務局まで
〒161-0033 東京都新宿区下落合1-1-3 第一税経ビル３Ｆ
Tel : 03-5925-0336 Fax : 03-3368-6605 E-mail : study@ntu.jp

Nottingham Trent University Japan Office

http://www.ntu.jp

