
留学生連絡先届出用紙 

 

記入日：        年     月     日 

      学部・研究科     学科・専攻   年 

学籍番号：                           

氏  名：                     

 

 

〔記入日現在の本人連絡先〕※必ず繋がる連絡先を記入してください。 

住所：（〒   －     ） 

                                        

電話番号：                                    

メールアドレス（パソコン）：                                     

（携帯電話）：                                      

同居人の有無：  有 ・ 無    続柄：                   

同居人の電話番号：                               

 

 

〔保証人（父母などの近親者）の連絡先〕※本学から緊急の連絡をすることがあります。 

氏名（ふりがな）：        （         ）続柄：               

住所：（〒   －     ） 

                                        

電話番号（国番号から記入）：                           

メールアドレス：                                

保証人の使用言語：                               

 

 

〔日本国内の緊急連絡先〕※本学から緊急の連絡をすることがあります。 

氏名（ふりがな）：        （         ）続柄：         

住所：（〒   －     ）  

                                        

電話番号：                                   

メールアドレス：                                

使用言語：                                   

 

 

 

 

 

 

学生支援課 

ご記入の情報は、本学からの連絡に使用するためのものであり、それ以外の目的には使用し

ません。 



留学生生活状況調査 

                     

記入日：        年     月     日 

      学部・研究科     学科・専攻   年 

学籍番号：                           

氏  名：                     

 

① 仕送り（経済援助）を受けていますか？ 

Ａ．受けている 

   ・仕送り者氏名：                 続柄：         

・授業料等の年間仕送り金額：   年額           円（授業料） 

・生活費の月額仕送り金額：    月額           円（生活費） 

    

Ｂ．受けていない（学費も含めて全く受けていない） 

 

② 現在住んでいる住居についてお答えください。 

・住居区分：①学生寮  ②ホームステイ ③アパート・マンション ④その他 

・居住形態：①1人暮らし ②ルームシェア（   人）③家族と同居 ④その他 

・住居費月額（自己負担分）： 月額          円 

 

③ 資格外活動（アルバイト）をしていますか？ 

Ａ．している 

・勤務先名称：                               

・勤務先所在地：                電話：            

・アルバイトの内容：                            

・１週間の労働時間： 週    時間 ・１か月の平均収入：       円    

  

Ｂ．していない 

 

④ 今年度奨学金を受給していますか？ 

Ａ．受給している  

・奨学金の名称：                                     

・受給期間：          年   月～     年   月 

・受給内容：    ①授業料等 年額           円 

          ②生活費  月額           円 

          ③その他（     ） 月額・年額         円           

        

Ｂ．受給していない 

 

学生支援課 

 
 



Contact Information 
 

   Date：          (mm/dd/yyyy) 
Department:        Faculty:         Year:        
Student ID number：                               
Name：                                          

 
〔Information about you〕 
Your address： （〒    －      ）   
                                                           
Your phone no.：                                                     
Your e-mail address （mobile phone）：                                   

（PC）：                                           
Do you share a house? ：  Yes  ・ No    Relationship ：                       
Phone number of your housemate：                                        
Attn: Please fill in all required information so we can be certain to get in touch with you. 
 
 
〔Information about your guarantor overseas〕  
We will contact him/her if we cannot contact you. 
Name：                              Relationship：                       
Address：                                                           
Phone no. （your country code）： (     )                                   
E-mail address：                                                     
Languages that he/she can understand：                               
 
 
〔Information about your guarantor living in Japan〕 
We will contact him/her if we cannot contact you. 
Name：                               Relationship：                       
Address：                                                           
Phone no.：                                                             
E-mail address：                                                     
Languages that he/she can understand：                               
 
 
 
 
 

 
Student Services Section 

 
 

Above information will be kept confidential and used only to contact you. 



 
International Student Survey  

 
                  Date：          (mm/dd/yyyy) 

Department:        Faculty:         Year:        
Student ID number：                               
Name：                                          

 
1. Do you receive regular financial support from someone? (excluding scholarship) 

Ａ．Yes 
    ・Who supports you?：                 Relationship：                    

・Tuition fee：                   yen per year 
・Living expense：              yen per month 

    
Ｂ．No, I don’t receive any allowance or tuition fee support at all. 

 
2. Please answer about your residence. 

・Residence： ① Dormitory  ② Homestay  ③ Apartment ④ Others 
・Living style： ① Living by yourself ② House-sharing （    ）people 

③ Living with your family  ④ Others 
・How much rent do you pay a month?：              yen per month 

 
3. Do you have a part-time job?  ※If you wish to have a part-time job, you must obtain    

a permit from the Immigration Bureau beforehand. 
Ａ．Yes 

・Company Name：                                                 
・Place：                           Phone No.：                        
・Type of work：                           
・Working hours per week：       hours  ・Salary per month ：        yen 

  
Ｂ．No 

 
4. Do you receive a scholarship? 

Ａ．Yes  
・Scholarship Name ：                                  
・Period ：          /        ～     /   (mm/yy) 
・Amount ： Tuition fees                        yen per year 
         Living allowance                   yen per month 
         Others （             ）           yen per (year / month)          

        
Ｂ．No, I don’t receive any scholarships. 

 
Student Services Section 


