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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”. 



C 
研究者用 For Researcher 

 
滞在費等について 

Details of financial resources for my accommodation and other expenses 
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 
 

 □研究者   □その他 
                                         Researcher   Others 
 
 指導教員（受入教員）氏 名 
 Supervisor’s Name 
 
  滞在費等の出所は以下のとおりです。 

Financial resources for my accommodation and other expenses are as follow: 
 

記 
 
 
１ 渡航費  1. For Transportation 
□自費   □Own expenses 
□助成金・補助金を受給  □Grant 
 助成金名称：   Title of the grant: 
 受 給 月 額：        円 Monthly Stipend:              yen 
□その他（            ） □Others (              ) 

 
２ 滞在費  2. For Accommodation 
□自費   □Own expenses 
□助成金・補助金を受給  □Grant 
 助成金名称：   Title of the grant: 
 受 給 月 額：        円 Monthly Stipend:              yen 
□その他（            ） □Others (              ) 

 
３ その他の費用        3 Other expenses 

□自費   □Own expenses 
□助成金・補助金を受給  □Grant 
 助成金名称：   Title of the grant: 
 受 給 月 額：        円 Monthly Stipend:              yen 
□その他（            ） □Others (              ) 

 


