
フリガナ 性別

氏　名　   □ 男    □女

国籍

歳

〒

自宅電話番号 （PC)

携帯電話 (携帯）

現所属 学科 学年

西暦 月

西暦 月

免許･資格・受賞歴、
その他に関する特記

事項

英語力 TOEIC                 点 TOEFL              点

留学・研修・インター
ンシップ・ボランティア

等の海外経験

過去、.9高専連携
事業参加の有無

※本申込書の個人情報の取り扱いに関しては、インターンシップ以外の目的で使用することはありません。

　　　　　　極めて良好　　　　　　　概ね良好　　　　　　　　　不安あり

　　　　　（持病及び既往症：　　　　　　　                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

語学力証明書（TOEIC等）コピーの添付 □　有　　　□　無

英語以外の言語
(言語名、保有資格、レベル等）

３．健康状態

有
（参加年度：平成　　年度）

無

　職歴・アルバイト歴
※古い順に記載

部活動等

年 月

年 月

年 月

担任教員名 自宅最寄駅

２．語学関連

実用英語技能検定（英検）　　　　    　　　級

高等専門学校

　学歴
※古い順に中学校か

ら記載

年 月

年 月

年 月

E-mail

平成　　　　　年　　　　月　　　　日　提出

１．基本情報

＜顔写真＞
デジタルカメラ等で撮影した顔写
真をこの枠内に貼付してくださ

い。

生年月日
（西暦/月/日）

年　齢

自宅 住所

タイ・RHOM　海外インターンシップ申込書

パスポートに記載の英文名

様式１ 



カ　ナ 性別

氏　名　  □男　□女
カ　ナ 学科 学年

所属学校名

※本申込書の個人情報の取り扱いに関しては、インターンシップ以外の目的で使用することはありません。

２．自己ＰＲ

１．海外でのインターンシップを希望する理由・目的

タイ・RHOM　海外インターンシップ志望理由書

平成　　　　年　　　　月　　　　日　提出

パスポートに記載の英文名

様式２ 



List of English proficiency of students from KOSENs to intern at RHOM 様式　４

No. KOSEN name Family name First name TOEIC Score
English

conversation
level*

Gender

　

Level Class Description

9 Very Advanced

8 Advanced

7 Pre-advanced

6
Upper
Intermediate

5 Intermediate

4 Low Intermediate

3 Pre-Intermediate

2 Elementary

1 Beginner

I can make simple sentences and can understand the
main points of a conversation but need much more
vocabulary.

I can communicate simply and understand in familiar
situations but only with some difficulty.

I can say and understand a few things in English.

I do not speak any English.

* English conversation level

I speak and understand English completely fluently.

I speak and understand very well but sometimes have
problems with unfamiliar situations and vocabulary.

I speak and understand well but still make mistakes
and fail to make myself understood occasionally.

I speak and understand well but still make mistakes
and fail to make myself understood occasionally.

I can speak and understand reasonably well and can
use basic tenses but have problems with more
complex grammar and vocabulary.



 

 

海外インターンシップ応募者の個人情報の取扱について 

 

海外インターンシップ応募に際して、以下に記載している個人情報の取扱について、同意の旨

ご署名いただき、応募書類と一緒にご提出いただきますようお願いします。 

 

北九州高等工業専門学校 

校長 原 田 信 弘 

  

記 

 

・お預かりした個人情報の内容（該当するものをチェック☑） 

□ 海外インターンシップ申込書【様式１】 

□ 海外インターンシップ志望理由書【様式２】 

□ 海外インターンシップ応募者の個人情報の取扱について【様式３】 

□ 英語会話力【様式４】 

 

・海外インターンシップの個人情報の取扱について 

個人情報は以下の目的で使用します。 

１．提供された個人情報は当インターンシップの選考、運営手続き（緊急対応を含む）にのみ利

用いたします。それ以外の目的では一切利用しません。 

２．上記の目的で、九州・沖縄地区の 9高専、受入企業へ提供いたします。 

３．提出書類は、原則として返却いたしません。 

 

同意書 

 

北九州工業高等専門学 

校長 原 田 信 弘 殿 

 

私は、提出したインターンシップ関係書類に関して、「海外インターンシップにおける個人情報

の取扱について」に同意いたします。 

 

年    月    日 

 

本人署名               

様式３ 


