
 

様式第１号（２）（第２条関係）

（留学生正規生用） 

Form No.1(2) 
 
 

香川大学副学長 殿 

Vice President Kagawa University 

 
 
 

年 月 日 

(Date)    Year    Month   Day 
 
 

申請者署名（代理申請者氏名・印）   

Signature of Applicant 

 
入 居 申 請 書 

APPLICATION FOR ADMISSION 

 
香川大学留学生宿舎に入居したいので、下記のとおり申請します。 

I hereby request for permission of residence in Dormitory as follows: 

 
記 

申請者の氏名及び性別 

Name and Sex 

（フリガナ） □ 男Male 

□ 女 Female 

連絡先 

Email and Mobile Phone 

メールアドレス E-Mail 
携帯電話 Mobile Phone 

国費私費の別 

Student Status by Funding 

□ 国費留学生 Japanese Government Sponsored Student 
□ 外国政府派遣留学生 Other Government Sponsored Student 
□ 私費留学生 Private Student 

国籍 

Nationality 
 生年月日 

Birthday 
年   月    日生 
YY / MM / DD 

入居時の所属及び身分 
Department and Academic Status 

             学部・研究科（ 修・博 ） 
Faculty/Graduate (Master/PhD)  

学科（課程）
Course 

 専攻 
Major 

 学年 
Year 

 

指導教員 

Name of Supervisor 

所属・職名・氏名 印 

Affiliation/Job Title /Name/Signature 

入居希望期間 

Desired Period of Stay at Dormitory 

年 月 日から 年 月 日まで 

From To 

希望する寮 

（）内に希望する順位を記載すること。 

希望しない場合は記載しない。 

State your preferred housing from 1 to 2. Leave 
blank if no preference . 

（   ）香川大学上之町国際寮 Kagawa University Kaminocho International Dormitory 

（   ）香川大学花園寮 Kagawa University Hanazono Dormitory 

１ヶ月の平均収入 

Income per Month 

仕送り額 Funds Sent from Home Country (A) 

アルバイト等収入 Income from Part-time Work (B) 

奨学金等 Scholarships (C) 

奨学金名:  受給期間: 

Name of Scholarship                                                          Stipend Period 

円(A) 

円(B) 

円(C) 

合計 Total  = (A)＋(B)＋(C) 円 



 

語学能力 

これまでに取得したスコア等をすべて記載

してください。 

Language Capability 

 

◆日本語 Japanese Language 

・日本語能力試験  取得級・スコア：        

・J.TEST      取得級・スコア：        

・その他 試験名：          取得級・スコア：        

 

◆英語 English Language 

 ・TOEIC      Score：        

 ・TOEFL      Score：        

 ・その他 Other (Name of Test)：           Score：       

 

※以下、教育・指導の目的で必要な事項 

The following are required for the purposes of education and supervision. 
喫煙の有無 

Do you smoke? 
□ はい Yes □ いいえ No 

駐車場利用の有無 

Do you have a car to park? 

□ はい Yes □ いいえ No 

※駐車場（上之町国際寮のみ、月額3,000円）を利用する場合は別途申請が

必要です。利用申請をせずに駐車した場合、駐車した月の料金をお支払いい

ただくとともに、退去していただく可能性があります。 
If you wish to park your car (only at Kaminocho International Dormitory, 3000 yen per month), 
you must apply for permission. Parking without permission will result in a penalty payment and 
eviction of your car from the parking area.  

※上之町国際寮を希望する場合 

各種希望について 

If you select Kaminocho International 
Dormitory as your preference, please 
answer these questions.  

◆違う国籍の留学生との同居は可能ですか。  
Do you wish to share the apartment with a student of a different nationality?  

□ はい Yes □ いいえ No 

 

◆同じ国籍の留学生との同居は可能ですか。 
Do you wish to share the apartment with a student from your own country?  

□ はい Yes □ いいえ No 

 

※その他、個別の事情により要望する事項があれば、記載してください。 

ただし、記載された要望すべてに必ずしも応えられない可能性もあることを、 
あらかじめご了承ください。 

Please state any other requests you may have.  

Please note that depending on the situation, your request may not be met.  

 

 

 

 

 

 


