
京都産業大学 交換留学生入寮申請書

Kyoto Sangyo University Exchange Accommodation Application

申請期間（春学期入学 10 月 1 日―31 日、秋学期入学 4 月 1 日―30 日）

Application Periods: Spring enrolment – October 1 – 31, Fall enrolment – April 1 – 30
Applications not accepted outside these dates.

Accommodation Application（宿泊申込）

Semester of intended admission （希望入学学期）

□Spring（春学期）/ □Fall（秋学期）( year) 年

Intended length of enrolment (希望滞在期間）

□ One semester 1 学期 □One year 1 学年

Last Name (姓 First Name （名） Middle Name (ミドルネーム)

フリガナ 漢字名

Home University（在籍大学） Current Status（現在の学年）

□ 1st year (１年） □2nd year (２年)

□ 3rd year (３年) □4th year (４年)□Graduate School（大学院）

Date of Birth （生年月日）YYYY/MM/DD Marital Status (配偶者の有無):

□Single（未婚）□Married（既婚）

Gender (性別)

□Female (女) □Male (男) □Other (他)

E-mail Address（電子メールアドレス） Nationality (国籍)

Home Address （郵送先住所） Telephone number (電話番号)

Name of Emergency Contact（緊急連絡） Relationship to you (関係)

E-mail Address（電子メールアドレス） Telephone number (電話番号) Mobile phone （携帯電話番号）

Room type: All exchange students will be placed in twin rooms. Please explain if you are not able to share a room with another student.

交換留学生は２人部屋使用ですが、どうしても他の学生と同居できない場合は理由を明記してください。

Do you require bedding シーツと布団を借りますか？ □YES □NO (920yen per month. 1 ヶ月９２０円)

(Includes: sheets, pillow, pillow case, duvet, warm blanket, シーツ、枕、枕カバー、掛け布団、毛布を含む）

I get up at 起きる時間; ______:______ I go to bed at 寝る時間 ______:_____

What kind of music do you like? 好きな音楽

Briefly describe your character 自分の性格

What are your interests/hobbies? 趣味

How clean do you like you room? 部屋はどのくらい清潔に保ちたいですか？

□Spotless とても清潔 □Quite clean 普通 □ Not fussy 気にしない

Do you smoke? タバコを吸いますか □ Yes □ No Can you share with a smoker?

タバコを吸う人と同居できますか □ Yes □ No

Do you live with any physical, mental or learning disabilities? □ Yes □ No If yes, please provide details

身体的、精神的、学習的な障害はありますか。あれば、詳細を記入してください。

Room Type 部屋タイプ Rent ( per month) 1 ヶ月の舎費 Fees その他料金

Shared occupancy 2 人部屋 (25sqm) 16,000 yen per person Water and electricity fees included in rent. 水道、電気代を含む

Single occupancy 1 人部屋 (25sqm) 33,000 yen Water and electricity fees included in rent. 水道、電気代を含む

For further information on accommodation, please see http://www.kyoto-su.ac.jp/english/campus/accommodation.html


