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徳島大学蔵本宿舎入居申請書 
Application for the Kuramoto Dormitory (Kuramoto-Shukusha)

（西暦）   年  月  日 
year month day 

徳島大学副学長 殿  To the Vice president of Tokushima University 

申請者 Applicant
所属（学部・研究科等）Faculty・Graduate School 

氏 名 Name 

生年月日 Date of Birth 

※国籍（留学生及び研究者の場合）Nationality (International student and researcher only)

※指導教員（受入教員）氏名
Supervisor’s Name 

下記のとおり徳島大学蔵本宿舎に入居したいので，申請します。 
I apply for the Kuramoto Dormitory of Tokushima University as follows: 

記 

１ 入居希望室  Room Type □１人部屋 Single □２人部屋 Double

２人部屋に☑した場合については，下記の項目に記入してください。 
If you choose the Double room, fill in the roommate information. 

同居者  所属（学部・研究科等）Faculty・Graduate School 
Roommate 

氏  名 Name 

生年月日 Date of Birth 

※国籍（留学生の場合のみ）
Nationality(International students only)

２ 入居希望期間  （西暦）   年  月  日 ～（西暦）   年  月  日 
Desired period of Tenancy  from   year  month  day   to year  month  day 

３ 緊急連絡先  Emergency Contact
（申請者）Applicant （同居者）２人部屋の場合 Roommate(Double Room applicant only)

住所 Address  住所 Address 

電話 Phone 電話 Phone
電子メール E-mail 電子メール E-mail

※指導教員（受入教員）Supervisor
電話 Phone
電子メール E-mail

４ 入居者の属性   □日本人学生 Japanese Student □外国人留学生 International Student
Type of applicant  □外国人研究者 Foreign Researcher  □その他 Others

注）留学生及び外国人研究者については，「※」の項目も記入してください。 

Attention) Please fill in the items marked “※” if you are an international students or a foreign researcher. 

この情報は、個人情報保護法第 16条により、徳島大学内でのみ使用します。 

Your personal information provided through this form will be used only within Tokushima University 
under the provision of Article 16 of “Act on the Protection of Personal Information”. 



B 
留学生用 
For International Students 

 
奨 学 金 受 給 状 況 申 告 書 

Declaration of Receiving a Scholarship 
Date    年  月  日 

                                   year  month  day 
徳島大学高等教育研究センター長 殿 
To the Director of Research Center for Higher Education of Tokushima University 

 
 申 請 者  氏 名 □男 □女 
                               Applicant  Name                          Male  Female 
 
   
 
  生年月日  年   月   日 
                                         Date of Birth       year    month    day 
 
  国 籍 
                                         Nationality 
 
  所属学部・研究科等名 
                                         Department / Major 
 

 □留学生  
                                          Student   
 
 指導教員（受入教員）氏 名 
 Supervisor’s Name 
 
 
  下記のとおり奨学金を受給していることを申告します。 

I declare to be receiving the scholarship as follows. 
 

記 
１ 奨 学 金 種 別 Name of the Scholarship 
□国費 

Japanese Government Scholarship 
□外国政府派遣留学生奨学金 

Scholarship by foreign government 
□徳島大学 

Scholarship by Tokushima University 
□日本学生支援機構の奨学金 

JASSO Scholarship 
□民間奨学金 

Scholarship by private organization 
 
２ 奨 学 金 名 称 Name of the Scholarship  

 
 
 ３ 奨学金受給月額 円 

Monthly payment of the scholarship       yen 
 
４ 奨学金受給期間      年  月から    年  月まで 

Period of the scholarship   from                to 
 
 ５ その他の収入額  The amount of the other income 

□仕送額（月額）          円 
Allowance (per month) yen 

□アルバイト（月額） 円 
Part time job (per month) yen 

□その他（月額）          円 
Others (per month)         yen 


