
　　　　　    　　　　　Copy of Certificate of Residence of the Family　住民票の写し(世帯全員分)

※ If you are currently living abroad, please submit the copy of certificate of residence when you apply at your local

governmental office after coming to Japan. 現在海外に在住している場合は、日本到着後に市区町村に申請し、住民票の

写しを提出してください。

　　　　　　　　　   　　　　One Return Envelopes with glue  返信用封筒1枚 (糊付きの封筒）

●　One Kakugata 2 Gou(240mm×332mm)envelope   角形2号(240mm×332mm) ×　1

(One envelope in total  合計1枚)

※Please write your address (if possible, in Japanese) and the applicant’s name on the envelopes using ‘sama’ style

instead of ‘yuki’ style. Postage stamp is not necessary.If you are living abroad and it is difficult to prepare the same size

of the envelopes mentioned above, you do not need to include them.

封筒に、日本語で送付先の住所、出願者の氏名を宛名に記入し、「行」ではなく「様」にしてください。なお、切手を

貼付する必要はありません。なお、海外在住の方で上記と同じ大きさの封筒を用意していただくことが難しい場合は、

同封していただく必要はありません。

Send the enrolment documents by post.　郵送出願のみになります。

Delivery Address : 3-2-9, Wakaba, Mihama-ku, Chiba-city, Chiba 261-0014 Japan

送付先： 〒261-0014　千葉県千葉市美浜区若葉3-2-9

Please mention on the envelope that the “Application Form is enclosed.”　封筒に「入学願書在中」とお書きください。

We are waiting for your apply!　ご出願をお待ちしております！

Makuhari International School　幕張インターナショナルスクール

※ If your child stayed abroad when he/she was very young and you do not have a certificate confirming that your child is a Japanese

Returnee (such as a school report and/or recommendation letter from abroad), please send a copy of the "Visas" page of his/her

passport when you apply. We will check Foreign Nationality / Dual Nationality children’s criteria using the copy of Certificate of

Residence of the Family.

もしも園児・児童が幼いころ海外に滞在していたため海外の学校のスクールレポートや推薦状などの提出が不可能で帰国子女である

事の証明が難しい場合は、ご出願時にパスポートの「査証」のページのコピーを同封下さい。外国籍・二重国籍の園児・児童につき

ましては、住民票の写し(世帯全員分)にて資格に確認を行います。

Form Submission Check List  願書提出前チェック表

Please submit following documents listed when you apply to the school.

ご出願する時は下記の書類のご提出をお願い致します。

Check

チェック
Application Documents to be Submitted 出願時提出書類

Makuhari International Application Form  幕張インターナショナルスクール入学願書

　　　　　  Form to Submit the Application Fee ‘A’ Slip    出願料〔A〕票（学校/園提出用）添付用紙

※ Those who are overseas don’t have to send it. 海外在住の方は、送っていただく必要はありません。

Any records, references, recommendation letters and/or test results from current or previous school.

現在通っている、もしくは以前に通っていた学校からの推薦状、テスト結果、成績書類等の記録

                                              　　  Additional Information Form  追加情報フォーム

※ Parents - please answer questions using English. ご両親が英語でお答えください。

　　 　　　　　   Copy of Passport (photograph page)   パスポートのコピー(顔写真が載っているページ)

※ You must submit copy of photograph page if you have passport. 持っている方は必ず提出してください。

Questionnaire about School Bus for 2020-2021　2020-2021年スクールバス利用調査票


