
※記入は英語でも日本語でも結構です。

Student Information
Last Name / 姓 （英語/日本語） First Name / 名 （英語/日本語）

Nationality / 国籍 Date of Birth / 生年月日（Month/Day/Year)

Sibling’s name / 兄弟姉妹の氏名 Birthdate / 生年月日

Tel Fax

Employer / 勤務先 Occupation / 職業

Business Tel / 勤務先電話番号 Business Fax / 勤務先FAX

Employer / 勤務先 Occupation / 職業

                                   Little Brown International Preschool & Kindergarten
                                                               Application Form

　　　　　　　　　 入　学　願　書

Business address / 勤務先住所

Middle Name / ミドル （英語/日本語）

Gender / 性別

Child's languages in order from the strongest/お子様における得意言語

1.                                                                                       2.                                                                                             3. Other languages

Languages spoken at home / ご家庭で使われる言語

1. Most dominantly spoken最も使われる:                             　　　　　　2. 2nd most dominantly spoken次によく使われる言語： 　　　　　　　                         3. Other languagesその他の

言語：

School / 学校

                                                    

Parent or Guardian Information

Business E-mail

Guardian’s Name / 保護者の名前 2 Nationality / 国籍

Mobile Phone / 携帯電話

Business address / 勤務先住所

Current Address / 現住所

E-mail

Guardian’s Name / 保護者の名前 1 Nationality / 国籍

Cell Phone  / 携帯電話

 
 
 
 

        Photo / 写真 

Little Brown International Preschool / Kindergarten 



Business Tel / 勤務先電話番号 Business Fax / 勤務先FAX

Is English used at home?　家庭内で英語が使われていますか？

                                                                                               Yes                         No
If Yes, what % of the time is it used? / Yesの場合、どれくらいの％で使用していますか？

Did you take 3 year old medical checkup？ / 3歳児健診は受診しましたか？

                                                                                              Yes                          No

If Yes, please explain in detail about what doctor told you. / Yesの場合、成育状態に関して指摘事項があった場合、詳細をご記入ください。

Please describe your child’s personality. / お子様の性格を詳しくお書きください。

Date（日付）/ 　　　　　　　/　　　　　　　/　 　　　　   (Month/Day/Year)

I agree to follow the rules and regulations of Little Brown International Preschool & Kindergarten.

私は上記の入学手続きを行う上で、貴校の規則を遵守します。

Reason for choosing this school. / 当園を選んだ理由を教えてください。

How will you be bringing your child to school? / ご家庭からの通園方法を教えてください。

                             Walking /徒歩　　　                     Bicycle/自転車　　　                         　Bus/バス　　　                       　Other/その他（　　　　　　　　　　　　　）

Please choose the desired tuition payment period. / 授業料のお支払い方法をお選びください。

                                                             Annually/年間                               Term/学期

Signature of Parent / Guardian （保護者の署名）

If your child has an allergy, Please describe in detail. /アレルギーの場合、対象物を具体的に教えてください。

Has your child had experience to spend time in a group such as Preschool or Nursery school? / プリスクールや保育など、集団で過ごす経験はありますか？

Has your child have learning experience of  English? / 英語の学習経験はありますか？

What is your child’s extra-curricula commitments, activities except English-learning? / 英語以外の学校外での習い事や活動があれば、ご記入ください。

Additional comments? / その他に記載事項があれば、お書きください。

How did you learn about Little Brown International Preschool? / どこで当園をお知りになりましたか？

Educational History, etc.

Business E-mail

Little Brown International Preschool / Kindergarten 


