協定型インターンシップ・エントリーシート Internship Entry Sheet
フリガナ
Katakana

性別/Sex

Reading

氏名
Full Name

Date

□男 Male

生年月日
Date of Birth

年Y

/

/

□女 Female
満
月M

才
日D

学籍番号/Student ID
E-mail

在籍学部・研究科
College・Graduate course

現住所
Current Address
自宅 TEL
Home Phone

携帯
Mobile

帰省先
Permanent Address/
Address in your home country
成績（GPA2.0 以上必須）*通算
GPA 2.0 and above *Overall

日本語能力
Japanese Ability

英語能力
English Ability

(TEL)
母国語
Native Language

【上級レベル／Advanced】
□日本語能力検定１級 ／ JLPT Level 1
□BJTビジネス日本語能力検定J2レベル(420点以上) ／ BJT/JETRO Business Japanese Exam Level 2(420 or above)
□日本語上級もしくは日本語中上級 単位取得／Advanced Japanese or Pre-Advanced Japanese
【中級レベル／Intermediate】
□日本語中級 単位取得／Japanese Intermediate Course
□日本留学試験200 点以上／EJU(200 or above)
□日本語能力検定2 級／JLPT Level 2
□BJTビジネス日本語能力検定Ｊ3レベル
（320点以上）
／BJT/JETRO Business Japanese Exam Level 3(320 or above）
≪重要≫
日本語でのインターンの場合、少なくとも中級レベル（上記のいずれかの条件を満たすこと）が必須です。また、受
入先によっては上級レベルを求める場合があります。
≪Importance≫
Interns who conduct internship in Japanese are required to meet at least the intermediate level of Japanese
proficiency. Moreover, depending on the information received, advanced level of Japanese proficiency may also be
required.
【上級レベル／Advanced】
□TOEFL(ITP 含む) 550 or above □TOEIC(IP 含む) 730 or above
□英語上級 2A&2B 単位取得/Advanced English 2A&2B
【中級レベル／Intermediate】
□TOEFL(ITP 含む) 499 or above □TOEIC(IP 含む) 584 or above
□英語準上級Ａ&Ｂ単位取得／ Upper Intermediate EnglishA&B
≪重要≫英語でのインターンの場合、少なくとも中級レベル（上記のいずれかの条件を満たすこと）が必須です。
また、受入先によっては上級レベルを求める場合があります。

その他言語
Other Language

≪Importance≫Interns who conduct internship in English are required to meet at least the intermediate level
of English proficiency. Moreover, depending on the information received, advanced level of English proficiency
may also be required.
ＰＣスキル □Word □Excel □PP
PC Skills
□その他/Others（
）

＊「協定型」インターンシップとは・・・
企業・機関とＡＰＵが予め、研修内容・時期・受入条件などについて協議した上で募集するインターンシップです。
そのほかに企業・機関が独自に募集する（自由応募型）インターンシップがあります。
Contract-type internship is an internship offered to students as the result of advanced arrangement between APU
and the employers in terms of contents, period and conditions. However, there are also internships that allow
students to apply individually. (Individual application type)

Student ID:
①
申込先名称

希望部署

Host Company

Department

①
希望期間
Tenure

②
③

②
③

あなたがこのインターンシップでやりたいこと、学びたいことを自由に書いてください。
What exactly do you intend to try and learn at this internship?
※10 行以上書くこと Fill in 10 lines or more.

自己ＰＲ
Your strengths and appeal for this internship:

※10 行以上書くこと Fill in 10 lines or more.

誓約書

Pledge

１．インターンシップ期間中は研修担当者の指示に従い、業務の理解と習得に努めます。
I agree to abide by the rules set down by my supervisor and to do my best to understand and learn about
the workplace environment.
２．無断で欠勤・遅刻・早退は致しません。やむを得ない場合は必ず事前に研修担当者に連絡致します。
I will notify my supervisor if, for some reason, I will be late for or miss any part of the internship.
３．研修中に知り得た機密事項を研修後も第三者には洩らしません。
I will not discuss private company information with a third party after the internship has ended.
４．研修担当者の指示に従い、職場の秩序を守ります。
I agree to abide by the rules and regulations set down by the internship host company.
５．定められた提出物（課題等）は期限までに提出します。
I take the responsibility to submit all required documents by the deadline.
日付
DATE: Year

年
Month

月
Day

日

署名・サイン
Signature

