
申請者
（入居者）

指導教員 所属

又は受入教員
氏名 印

１．申請内容

入居希望期間 　        　　 　 年　 　　  　　月　　　  　 日　から　　　　    　年　　　    　月　　　    　日まで

２．申請者調書

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 （ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ大文字）

E-mail TEL

国籍 性別
年齢
（申請時）

才

在籍身分 　留学生　

（入居時） 　研究者　

本学での所属

　留学生

　研究者

奨学金等 （入居時）

来日前の所属機関・身分

在日履歴

来日（予定）年月日

本学への入学（受入）年月日

在籍予定期間

（入居時の身分）

続柄 性別 年齢 職業
現在、日本へ
滞在していますか

渡日(予定)年月日

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

自家用車所有の有無

その他参考となる事項

同居家族

氏  名

　名称:                                                                                           月額                               円

　有　　・　　無　(　　　 　　　年　　　　  　月　　　　　日　　～　  　　　　　年　　 　　　月　 　　　　日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学部／研究科　（　　　　　　）年

博士（博士後期）  /  修士（博士前期）  /  学部生  /  研究生  /  特別聴講学生  /  その他（　　　　　　　　　　）

□単身室を希望する（号館および居室タイプは選べませんのでご了承ください。）

                                       学部／研究科

□夫婦室を希望する

□家族室を希望する

入居希望区分
（単身室、夫婦室及び家族室の重複希望
はできません。）

※入居が許可された場合、上記希望期間どおりとならない場合がありますので、ご了承ください。

　この申請書に記入された個人情報は、山口大学国際交流会館の入居選考、入居許可・不許可通知及び入居後の入居管理のために使用するものであり、これによって得た個人
情報を、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第９条に規定されている場合を除き、申請者本人の同意を得ることなく他の目的で使用又は第三者に提供する
ことはありません。

　　　　  　　　　年　　　  　　月　　  　　　日

　　　　  　　　　年　　  　　　月　　  　　　日

有　　・　　無
＊国際交流会館には入居者用の駐車場はありません。自家用車所有者で国際交流会館への入居を希望
する人は、他に駐車場を借りていることを証明する書類を添付すること。

　　　  　　　　　年　　　  　　月　　  　　　日　　～　　　　　　　  　　年　　　  　　月　　　  　　日

年　  　　  　月　　  　  　日

経費区分

国際交流会館入居歴
　　　  　      　年　　    　月～　　　　  　　　年　      　月，　　    　    　　年　    　　月～　　  　 　　　　年　    　　月

　　　  　      　年  　 　　 月～　　　　 　   　年　    　　月，　　　　    　　　年　    　　月～　　    　 　　　年 　   　　月

延長開始時の身分の後、進学予定があれば記入（　　 　　　年    　　月から　　      　　　　　　　　　　　へ進学予定）

この申込書に記載した情報について、虚偽はありません。

国費  /  外国政府派遣  /  JDS  /  山口県費  /  その他の奨学金  /  その他の私費

日中奨励会  /  自費  /  その他 （　　　　　　　　　　　　　　　）

山口大学　山口国際交流会館  入居申請書

氏名

男　　・　　女

漢字名



Name

Supervisor

Name Personal seal

1. Application Details

Period of stay

2. Personal Details
フリガナ

E-mail address TEL

Nationality Gender

Researcher

Researcher

Scholarship or subsidy etc.
（when you move in ）

Name of scholarship:                                                 

Relation Gender Age Occupation Staying
in Japan?

(Expected)
Date of arrival (Y/M/D)

Yes  ・ No
Yes  ・ No
Yes  ・ No

Yes ・ No

Department or Faculty

Application form for Yamaguchi University (YU) Yamaguchi International House

Declaration:  I declare that the information provided in this application is correct to the best of my knowledge.

□Apply for COUPLE room  ( 1 Dining room & 1 Bed room)

□Apply for FAMILY room   ( 1 Dining room & 2 Bed room)

From Year / Month / Day  to  Year / Month / Day

 Montly stipend :  JPY          

International
students

Phd student /    Master student /    Undergraduate student /    Research student
Special audting student /    Other （　　　　　　　　　　　　　）

The personal information written in this application form is only used for the purpose of selecting residents.
We never provide your personal information to others except in the case of Law no.9 defined.

*There is no parking slot for residents. Therefore, you are required to lease a parking slot outside
and submit a photocopy of the lease agreement together with this form.

From  Year / Month / Day  to Year / Month / Day

From  Year / Month / Day  to  Year / Month / Day

History you live in Int'l House

（when you move in）

Year / Month / Day

Year / Month / Day

Remarks

Do you have your own car?

□Apply for SINGLE room  * We regret that you cannot choose the hall and room size.
First choice of your favorable room type.
（You only can choice one room type.）

Chinese character
( if any )

From   Year / Month to Year / Month 

Name of your institute or university
in your country

From   Year / Month to Year / Month

Age（When you apply）

Department  /  Research cource (   ) year

※Indicate the period for which you are requesting accommodation. Please be reminded that the period of your stay may not
turn out as you request.

International
students

Scholarship from Japan and China association /    Privately Financed /    Other (                          )

Yamaguchi Preferance Sponsored /    Other Scholarship receiver /    Privately Financed

Monbukagakusho scholarship receiver /    Foreign-government Sponsored /    JDS

If you are planning to do further study in YU, please indicate the estimated period of your study.
（From Year / Month / Day, To Where you are going to enter）

Male　・　Female

Applicant (Occupant)

Estimated period of your study in YU

Your Department or Faculty in YU

Financial status

Name （Alphabet, Capital）

 Year / Month / Day

Name
Family members
who live together

History you live in Japan

Date of (Estimated) Arrival 

Enrollment date

Family name Given name

Status  in YU
(When you move in)


