
    
 

 

 

 

  

参加者(1) ※親子留学の場合は参加されるお子さまについてご記入ください 

Name お名前（ローマ字）  DOB 生年月日 Date             Month             Year 

Age プログラム参加時  Nationality 国籍  

 
参加者(2) ※親子留学でお子さまが複数の場合 

Name お名前（ローマ字）  DOB 生年月日 Date             Month             Year 

Age プログラム参加時  Nationality 国籍  

 
参加者(3) ※親子留学でお子さまが複数の場合 

Name お名前（ローマ字）  DOB 生年月日 Date             Month             Year 

Age プログラム参加時  Nationality 国籍  

 
ご連絡先および保護者の情報 ※親子留学の場合は参加される保護者の情報 

Address 参加者の現住所（ローマ字）  

Nationality 国籍  DOB 生年月日 Date             Month             Year 

Name of Parents 
保護者のお名前（ローマ字）  

 Parent’s occupation 
保護者のご職業（英語表記）  

 

Parent's email address 
保護者のメールアドレス 

 Parent's mobile number 
保護者の携帯電話番号 

 

Emergency contact person 緊急連絡先（上記保護者を除く）の方のお名前（ローマ字表記）   

Relationship with emergency contact person 緊急連絡先の方と参加者(1)との関係   

Mobile number of emergency contact person 緊急連絡先の方の携帯電話番号   
 

Special request ご要望・特筆事項等（英文） 
アレルギーの件など、生活に関してホストファミリーへ特別なリクエストがある場合はこちらにご記入ください。可能な限り英文でお願いします。 
※英文での入力が難しい場合は、日本語でも構いません。 

 

 

 

 
 

Homestay Agreement ホームステイ同意書 

別紙の Homestay Agreementについて □ Homestay Agreementを読み、同意しました。 
 

Apply for homestay お申し込み 

このプログラムの趣旨を理解し、ホームステイに申し込みます。 

参加者(1) Signature: Date:  

参加者(2) Signature: Date:  

参加者(3) Signature: Date:  

保護者 Signature: Date:  

TAKEOFF Gold Coast ホームステイ申込書 
＜この申込書のご提出方法＞※下記いずれかの方法をご利用ください 
１、直接入力 
申込書（PDF）に直接入力し、メールに添付して弊社アドレスへ送信してください。 

２、プリントアウトして記入 
① 申込書をプリントアウトしてご自身でご記入して頂き、スキャンしてメールに添付して弊社アドレスへ送信する。 
② ご記入いただいた申込書を写真に撮り公式 LINEに送る（申込書の文字がはっきりと見えるようにしてください）。 

３、提携先の学校や団体へ提出 
ご記入後の申込書を TAKEOFF Gold Coast提携先の学校や団体へ直接ご提出ください。 

 
＜提出先＞ 

公式 LINE ID ：@150vtrlu メールアドレス：support@takeoffgoldcoast.com 
 
＜注意事項＞ 
・ お子さま単身留学の場合は、ご兄弟でのお申込みであっても、必ずお一人ずつご入力とご提出をお願いします。 
・ 親子留学の場合は、参加者の欄にお子さまのお名前（ご兄弟は 3名まで入力可能）、保護者欄にはプログラムに参加される保護者の情報をご記入ください。 

https://takeoffgoldcoast.com/downloads/


 

 

Tell us about yourself 

What is your name?  

When is your birthday?  

Do you have any medical conditions? or Allergies? 
食物アレルギーについては特に詳しく記入してください 

 

Do you take any special medication? 

If YES, please write in detail. 

 

What is your hobby?  

What do you do on weekends?  

What food do you like?  

What food do you NOT like?  

Do you like (or have) pets? If YES, what pet do you like?  

Please write a message to your host family.  

 

 

 

＜写真ご提出のお願い＞ 
参加者やそのご家族の写真を２枚以上、下記メールアドレスまたは公式 LINEをご利用の上、送信してください。 
公式 LINE ID ：@150vtrlu 
メールアドレス   ：support@takeoffgoldcoast.com 
 

＜注意事項＞ 
この用紙は、親子留学の大人の方も含めて、必ず参加者 1人につき 1枚ずつご記入をお願いいたします。 

Tell us about yourself 
ホストファミリーにあなたのことを紹介しましょう！ 

 

Date                     Month                     Year 
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