
様式第１号（準用）    
Form 1 (with modifications 

入 居 申 請 書 
APPLICATION FOR ADMISSION 

                                                                ２０１８年    月    日 
                                     Date:        year     month     day 
 神戸大学長   殿  
  To: The President of Kobe University                                          

入学年度（予定）                 年        月 
Year of Enrollment (Prospective)              year      month  

                                                      学部                学科  
                                                     研究科        課程      専攻 
                                              Department                                                    
                                                   （大学院生・学部生・研究生） 
                                                              Graduate / Undergraduate / Research students  

フリガナ 
                                              氏    名                             

            Name (Block Letters):                                           

学籍番号 Student ID number:                         
 
神戸大学学生寮（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ）への入居を希望しますので、許可くださるようお願いします。 

I hereby apply for admission to Kobe University Dormitory (International Residence). 
 
１．国籍                                         （在留資格「留学」ビザの者に限る）    性別  男 ・ 女 

Nationality:                                                 (Student visa holder only)                 Sex:  male / female   

２．現住所（〒      ）                                   電話            （    )          
Present address:                                                            Phone number:                                

３．希望する部屋タイプ： 【 夫婦 】  
  Desired type of rooms          married couple  

４．入居希望期間：     2018 年 10 月  ～             年        月      日   
  Desired term of residence       2018 / 10        ～                 year         month        day              

*(夫婦室 Married couple ： 最長 2021 年 9月 25 日 Maximum until 2021 / 09 / 25） 
* 研究許可期間が半年の研究生は最長 2019 年 3月 25日まで 

Research students whose research period is 6month : Maximum until 2019 / 03 /25. 
* 再応募者の入居期間は、前入居期間と合わせて最長で、夫婦室 3年まで 

Re-application is acceptable as long as the total period of residence does not exceed 3 years for married  
couple and family room.  

５．希望宿舎名 
Name of the desired dormitory  

【夫婦室希望者 For Married couple 】 
(  ) ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ B / Int’l Residence  

 下記のことについて記入すること 
Fill in for Married couple and for Family 

配偶者の氏名 Your spouse’s name： 

                         

現在の居住地：日本・日本以外（来日予定日     ） 
Current place of residence:  Japan  or  other country 
(In case of other country, the date to visit Japan:         ) 

６．日本語能力 Japanese language proficiency【 ① ・ ② ・ ③ 】（いずれかに必ず○を付すこと。*Circle the appropriate one) 
*①＝ほとんど判らない。know very little Japanese 
②＝簡単な日常会話程度ならできる。can speak enough Japanese to have a normal everyday conversation 
③＝日本語の授業を理解し、日本語で質問もできる。can understand lectures in Japanese and ask questions in Japanese 

７．過去の学生寮入居状況（配偶者を含む）  History of residence in Kobe University’s dormitories(included your spouse): 
   ・あなた、または、あなたの配偶者は過去に神戸大学学生寮に入居しましたか？ 

 Have you or your spouse ever lived in the Kobe University Dormitory? 
       （  ）入居しました。 Yes →  寮名 Dormitory’s name:  

入居期間 Period:           年         月～       年      月 
                                                            year      month        year     month 
      （  ）入居していません。No           

指導教員等署名・印                  印 
Signature of Advising Professor                                          

新入生は指導教員の印は不要です。*For newly-enrolled student, no signature of advising professor necessary. 

 


