
 

Email to “exchange@adm.nagoya-u.ac.jp” by noon, November 6. 

Application Form 
A. Basic Information 

[Name]  [Nationality] [Gender] M / F 

[School / Department] [Grade year] 
  

[Student ID Number] [Date of birth] 

[Major] [Specialization] 

[English Proficiency] □Native     
□Non-Native  ( IELTS          , TOEFL-ITP         , TOEFL-iBT         , 
TOEFL-PBT          , TOEIC           , Others                      ) 

[Email Address] [Mobile Phone] 

[Scholarships] if you receive any scholarships please specify. 

[Choice of interview times]  ①16:30-17:00  ②17:00-17:30  ③17:30-18:00  ④18:00-18:30 on Wednesday, November 14 
Please specify your availability.     1st                 2nd                3rd             

B. This motivational essay is a critical part of the application process. It communicates how appropriate academically you are for the 
St. John's College, University of Cambridge program and your preparedness for study abroad. 

Q: How do you think that your experience at St. John's College will build upon your education here at Nagoya University? How do 
you think it will relate to your studies when you return to campus and your future career plan? (300-400 words) 
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