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 ※□には✔を記入してください。 

①氏名 漢字                          英字 

②生年月日／性別            年      月      日生      □男    □女 

③出身都道府県  

④日本国外滞在経験 合計    年    ヶ月 （内、英国滞在経験合計    年    ヶ月）  

滞在国名： 

⑤現住所 〒                                          

                                                                 FAX 

 E-mail 

⑥連絡先 

（現住所以外） 

〒                                          

                                                                 FAX 

 E-mail 

⑦現在の勤務先・通学

校名および所在地 

〒                                          

                                                                  FAX 

 E-mail 

⑧学歴 学校名・専攻 
期間 

自 至 年数 

     年   月     年   月  

     年   月     年   月  

     年   月     年   月  

     年   月     年   月  

⑨職歴(含アルバイト) 
 

勤務先／所在地 職種 
期間 

自 至 年数 

      年   月     年   月  

      年   月     年   月  

      年   月     年   月  

      年   月     年   月  

      年   月     年   月  

      年   月     年   月  

⑩英語教授経験また

は英語教育について

の学習歴（含機関名） 

 

⑪取得資格／免許  

⑫英語力 □初級 □中級 □上級 ／ 取得英語検定（級・得点）→ 

入学願書 

 

Application for  IQ-basic/Teaching English to Young Learners 

  IQ-Professional/Postgraduate Certificate in Teaching English to Young Learners 
*Specific course for Japanese Primary school Teachers of other subjects 

 

 
 

 

写真貼付 

（3cm × 4cm） 

英国国際教育研究所 
Institute of International Education in London, Charlton House, Charlton Road, Charlton, London SE7 8RE, England, UK 

 

＞＞裏面にもご記入ください。 



英国国際教育研究所 Institute of International Education in London 

⑬英語以外の既習外

国語およびレベル 

 

⑭出願クラス ◆児童英語教師養成課程 IQ-Professional/Postgraduate Certificate in Teaching English to Young Learners   

  □第17期 （TEYL-17）   □第18期 （TEYL-18）    □第19期 （TEYL-19） 

◆児童英語教師養成課程 児童英語教育入門 IQ-basic/Teaching English to Young Learners   

短期集中コース ：□夏期集中コース 第2期 （basic S02） □春期集中コース 第1期 （basic SP01） 

昼間コース ：□第3期 （basic DAY02） □第4期 （basic DAY03） 

土曜コース ：□第1期 （basic WE01） □第2期 （basic WE01） 

 

⑮受講動機  

 
 
 

Criminal Convictions* 

Institute of International Education in London has a legal responsibility for the safety of its staff and students. You are therefore required to state below whether or not you have any 

criminal convictions, excluding minor motoring offences. Please tick either the ‘Yes’ or the ‘No’ box to indicate your situation. If you tick the ‘Yes’ box, you may be required to provide 

details of any convictions. Previous criminal convictions will not automatically affect your admission to the Institute. 

Yes □    No □ 

 

Declaration** 

The following certificate must be signed 

I certify that statements made by me on this form are correct. 

I confirm that, if admitted to the Institute, I will conform to the Institute regulations. 

 

UK Data Protection Act 1998: 

I agree to Institute of International Education in London processing personal data contained on this form or other data which Institute of International Education in London may obtain 

from me or other people or organisations whilst I am applying for admission. I agree to the processing of such data for any purpose connected with my studies, or my health and safety, 

whilst on premises of Institute of International Education in London or any other legitimate purpose. 

 

*犯罪歴 

もし何らかの犯罪歴がある場合は、Yes をティック（）、ない場合は No をティック（）．些細な交通違反等は含まない．詳細については出願書類に添付し、提出すること． 

 

**下記の二点およびUK Data Protection Actについて確認し、署名および署名日を記入． 

1）出願書類には偽りがないこと 

2）入学が許可された場合は、研究所の規定に従うこと 

 

Signature of applicant                                                        Date 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


