
KINCARN INTERNATIONAL SCHOOL 

Application Form /入園願書 

 

 
Child’s General Information / 本人に関する事項 

Name (Same As Passport in English) 
/氏名（パスポート登録英語名） 
 

Family name /姓     Legal given name /名 

Name(In Japanese Pronunciation) 
/氏名（漢字とふりがな） 
 

ふりがな 

Gender/性別 □Male / 男     □Female / 女 

Date of Birth and Age 
/生年月日と年齢 

Year        Month      Date     Age 

    /年    /月         /日   /年齢       

Nationality (List All Citizenships) 
/国籍（保持する全てを記入） 

 

Native Language / 母国語       
Second Language / 第二言語     

How long has he/she lived in Japan? 
/本人日本での滞在期間 

      Year(s)      Month(s)     

       /年    /ヵ月       

Residence Address 
/住居住所 
 

〒 

Telephone and E-mail 
/電話番号とメールアドレス 

Phone E-mail 

 
Father’s Information / 父親に関する事項 

Name  
/氏名（漢字とふりがな） 
 

Family name /姓     Legal given name /名 

Date of Birth and Age 
/生年月日と年齢 

Year       Month       Date     Age 

    /年    /月         /日   /年齢       

Nationality (List All Citizenships) 
/国籍（保持する全てを記入） 

 

Native Language / 母国語       
Second Language / 第二言語     

Company or organization name, and 
type of industry/勤務先名および職種 

 

 
Mother’s Information / 母親に関する事項 

Name  
/氏名（漢字とふりがな） 
 

Family name /姓     Legal given name /名 

Date of Birth and Age 
/生年月日と年齢 

Year      Month      Date     Age 

    /年    /月         /日   /年齢       

Nationality (List All Citizenships) 
/国籍（保持する全てを記入） 

 

Native Language / 母国語       
Second Language / 第二言語     

Company or organization name, and 
type of industry/勤務先名および職種 

 

 
Please turn over. /裏面も記入してください。 

写真貼付 
横3cm×縦4cm 

2か月以内に撮影のもの 

裏面に氏名を記入 

Attach the photo 
Size:  3cm ×4cm 
The photo has been 
taken within the last 
2 months. 

Write the name on the back. 

 

□Japanese   □English  □Other                  
□Japanese   □English  □Other                  

□Japanese   □English  □Other                  
□Japanese   □English  □Other                  

 

□Japanese   □English  □Other                  
□Japanese   □English  □Other                  

 

□Just arrived/来日直後 

□All of his/her life/ 出生以来 



 
Miscellaneous Information 

Tell us about your child’s personality: 
character, strengths and limitations, etc. 
/お子さんの特徴、長所や短所を教えてくださ

い。 

 
 
 
 
 
 

Briefly describe your child’s relationship 
with his/her friends.  
/お子さんの友達との交遊状況を教えてください。 

 
 
 
 
 
 

Any concerns or issues regarding your 
child’s health or physical/mental 
development in a group environment. 
/集団生活をする上で、発達や健康について不安
なことがありましたら教えてください。 

 
 
 
 
 
 

Please briefly explain your reason for 
choosing Kincarn. 
/当園を選んだ理由を教えてください。 

 
 
 
 
 
 

If your child has a problem (e.g., gets 
into a fight) how would you react?  
/子ども同士でのケンカやトラブルについてどのように対

応することが望ましいとお考えですか？ 

 
 
 
 
 
 

Write the name of your child’s previous 
school or any extra lessons plus the time 
spent there.  
/お子さんが通っていた保育園、幼稚園、習い事などの
名称と年数を教えてください。 

 
 
 
 
 
 

Is there anything else about your child you 
would like us to know? 
/特にお伝えされたいことがありましたらお書き下さ
い。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

I hereby declare that all of the above stated information is correct. /以上、相違ありません。 

 

Today’s Date/記入日        Year /年     Month/月     Date/日 

Signature and Seal/記入者署名捺印 

                                         
                                                                 Seal 

                          /印 

 


