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Personal Information 
出願者情報 
 
Please input name exactly as it appears on your passport. 
氏名はパスポート記載通りのローマ字でご記入ください。 
 
First Name 
名 

 

Middle Name 
ミドルネー ム 

 

Last Name 
姓 

 

 
Email Address 
メールアドレス 
【必須】 

 

Cell Phone 
携帯電話番号 

 

 
・Applicants must be at least 17 years old. 
出願者は 17 歳以上でなくてはなりません。 

 
Date of Birth 
生年月日（月/日/西暦年） 

 

Gender 
性別 

□ Female 女性 

□ Male 男性 
 
Country of Birth 
出生国 

 

City of Birth 
出生市町村 

 

Country of Citizenship 
国籍 

 

 
Are you a US citizen or permanent resident (green card)? 
アメリカ国籍もしくは永住権（グリーンカード）をお持ちですか？ 
 

□ No いいえ。 
□ Yes, Permanent Resident 永住権があります。 
□ Yes, US Citizen アメリカ国籍です。 

 
 

Home Country Address 
現住所 
 
Street 
番地・地名 
 
 
 
 

 

City 
区市町村 

 

State/Province 
都道府県 

 

Country 
国 

 

Postal Code 
郵便番号 

 

Telephone 
電話番号 

 

Fax 
FAX 番号 

 

Contact Person 
緊急連絡者名 

 

 
 

Mailing Address 
入学許可書類送付先住所 
 
Is your mailing address same as your home country address? 
書類送付先住所は現住所と同じですか？ 
 

□ Yes 
□ No – Please provide it below. 

「No」の場合は、次をご記入ください。 
 
Street
番地・地名 
 
 
 
 

 

City
区市町村 

 

State/Province
都道府県 

 

Country
国 

 

Postal Code
郵便番号 

 

Telephone
電話番号 

 

Fax
FAX 番号 

 

 
 

Family Members 
家族の同伴者 
 
Will your family member(s) stay with you to the United States? 
あなたの留学に帯同する家族（配偶者・21 歳未満の子供）はいます

か？ 
 
 □ No 
 □ Yes 
 
If yes, please provide additional information, and submit 
passport copy /copies. 
帯同者がいる場合は、次の情報を記入して、パスポートのコピーを添

付してください。 
 
Last Name
名 

 

Middle Name
ミドルネーム 

 

Last Name
姓 

 

Relationship
続柄(Daughter, Son など)

 

Citizenship
国籍 

 

Date of Birth
生年月日（月/日/西暦年）

 

Country of Birth
生誕国 

 

 
帯同者が複数の場合は別紙に同様の情報を記入して、この願書と一緒

に提出してください。 
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Enrollment 
入学希望セッションと在籍予定期間 
 
Please select the year and session you are applying for: 
入学を希望するセッションと年を選択してください。 
 

Year: ___________ 
西暦年 

 
□ Session I （8 月中頃開始） 
□ Session II （10 月中頃開始） 
□ Session III （1 月初旬頃開始） 
□ Session IV （2 月末頃開始） 
□ Session V （4 月末頃開始） 
□ Session VI （6 月末頃開始） 

 
 
具体的なセッション期間は、日本リエゾンのウェブサイトでご確認く

ださい。 
 
How long do you plan to study at the ELI? 
ELI に在籍を希望するセッション数を選択してください。 
 

□ 1 Session  1 セッション 
□ 2 Sessions  2 セッション 
□ 3 Sessions  3 セッション 
□ 4 Sessions  4 セッション 
□ 5 Sessions  5 セッション 
□ 6 Sessions  6 セッション 
□ More than 6 Sessions  6 セッション以上 

 
・Each session is approximately 8-week long. 
各セッションはおおよそ 8 週間です。 

 
Which area of study or program is most interesting to you? 
最も興味のあるコースを次より 1 つ選択してください。 
 

□ General English 一般英語コース 
□ Business English ビジネス英語コース 
□ Academic English 

アカデミック英語コース（米国大学進学） 
□ English through American Culture 

アメリカ文化から学ぶ英語コース 
□ Pre-MBA MBA 準備コース 

 
Why do you want to study in our Intensive English Program? 
英語を学ぶ主な目的を次より 1 つ選択してください。 
 
Because I want to . . . 

□ get a Bachelor's degree in the USA. 
米国進学（大学）を目指すため 

□ get a Master's degree in the USA. 
米国進学（大学院：修士課程）を目指すため 

□ get a Doctoral degree (ex: PhD) in the USA. 
米国進学（大学院：博士課程）を目指すため 

□ learn about American culture. 
アメリカ文化を学ぶため 

□ improve my English for professional reasons. 
仕事や就職のため 

□ improve my English for fun. 
興味や趣味のため 

□ other 上記以外（下に説明してください） 
 

____________________________ 
 
 

Additional Information 
その他 
 
What is the highest level of education that you have 
completed? 
最終学歴を教えてください。  
 

□ High school diploma（高等学校） 
□ Bachelor's degree（学士課程 = 4 年制大学） 
□ Master's degree（修士課程） 
□ Doctorate（博士課程） 
□ None of the above（上記以外） 

 
Are you already in the US? 
既にアメリカに住んでいますか？  
 

□ No 
□ Yes - What is your visa type? 

「Yes」の場合は、ビザの種類を教えてください。 
____________________________ 

 
Are you an F-1 student transferring from another school in the 
United States? 
現在米国 F-1 ビザを保持し、米国内の学校に通っていますか？ 
 

□ No 
□ Yes - Please submit copies of following items. 

「Yes」の場合は、次のコピーを提出してください。 
 

・ F-1 Visa 
・ I-20 

 
Have you ever studied in the United States? 
過去に米国内の学校に通ったことがありますか？ 
 
 □ No 

□ Yes - Please provide following information. 
「Yes」の場合は次を記入してください。 

 
 School Name:   __________________ 
 学校名 
 
 Last Enrollment Date: __________________ 
 最終在籍日（月/日/年） 
 
 Visa Type:   __________________ 
 ビザの種類（F-1・J-1 など） 
 
 Visa Expiration Date: ___________________ 
 ビザの有効期限（月/日/年） 
 

Image Release 
広報目的で使用する学生等の写真などについての取扱い 
 
The ELI sometimes uses images of its students in marketing 
communications and promotional materials in order to promote its 
programs and activities. This includes our brochures, website, and 
social media (ex: Facebook). Pictures and videos of current students 
make it easier for future students to understand what life is like at the 
ELI. May the ELI use images of you in our promotional materials and 
marketing communications? * 
ELI は、学生の写真・動画を広報誌やウェブサイトで使用する事があ

ります。あなたの肖像を ELI の広報目的で使用することに承諾頂け

ますでしょうか？ 
 

□ Yes はい、承諾します。 
□ No いいえ、承諾しません。 
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Applicant’s Signature 
出願者署名 
 
I certify that the information I am providing in this application is true to the best of my knowledge. 
私は、この願書へ記入した情報に誤りがないことを確証します。 
 
 

Applicant’s Signature: _____________________________________________ 
出願者の署名 

 
 

Date: _____________________________________________ 
署名日（月/日/西暦年） 

 
Note: Admission to ELI does not imply admission to undergraduate and graduate programs at the University of Delaware.  Those 
programs require separate application. 
ご注意： ELI への入学は、デラウェア大学の大学学部・大学院課程への入学を意味しません。大学学部・大学院課程は別の入学審査が必要です。 
 
 
Terms and Conditions 
  
By submitting this form to the ELI, the applicant is agreeing to the following terms and conditions. 
   
Information about the application/registration: 
・ I certify that the information that I am submitting via this application (and my supporting documents) is correct. 
・ If I must cancel my registration I must notify the ELI in writing at ud-eli@udel.edu as soon as possible. 
 
Deferrals and Transfers: 
・ I understand that the ELI will not defer (postpone) my start date more than 2 times. If I try to change my start date a third time the ELI will 

cancel my admission. 
・ If I am transferring to the University of Delaware ELI from another school I am required to begin studying at the ELI in the first available 

session after I finish studying at my current school. If I do not begin studying in the first available session at the ELI the University of Delaware 
will give me a new "initial" I-20 and I will be required to obtain a new visa. 

・ If I enter the United States using the University of Delaware's I-20 form and then I fail to enroll at the ELI (example: if I transfer to a different 
school without attending at least 1 session at the ELI) I will be charged a $300 Early Withdrawal Administration Fee. 

 
Payment-related terms and refund information: 
・ I am registering for this program and I am (and/or my sponsor is) responsible for paying all costs associated with the program. 
・ I understand that I will not be eligible for a refund of my tuition deposit until I return my original I-20 form (or DS-2019 form) to the ELI. 
・ I understand that the application fee and the express mail fee are not refundable. 
・ I understand that fees paid for tuition and health insurance and health center fees are never refundable. 
 
For students who will be sponsored by a company, organization, government, etc.: 
・ I give the ELI permission to report my academic progress updates (including grades/transcripts and attendance and all other information to 

my sponsor (if applicable). 
 
Grades Release: 
・ I give you permission to release my records of attendance and grades to schools that I will apply to after I finish studying at the ELI. 
 


