
Questionnaire for admission to accommodation facilities for international students 

Name  Nationality  

Have you 
lived in  
International 
House or 
Kiyotake 
dormitory 
before? 

□ Yes 
 
 
□ No 

If your 
answer is 

Yes, 
Period of your stay 

International House (Kibana Campus) 
（   year  month～   year  month） 
（   year  month～   year  month） 
Kiyotake Dormitory（Kiyotake Campus） 
（   year  month～   year  month） 
（   year  month～   year  month） 

Kibana Dormitory（Kibana Campus） 
（   year  month～   year  month） 
（   year  month～   year  month） 

Arrival(Scheduled)Month Year    Month 

Which dormitory would 
you like to apply for? 

 **You can apply for more than 

one dormitory at the same time. 

□ International House（Kibana campus） 
□ Kibana Dormitory （Kibana campus） 
□ Kiyotake Dormitory（Kiyotake campus） 

 ↓If you apply for more than one dormitory, please check the priority.  

Which dormitory would 

you like to live?    

1st choice (□International House □Kibana Dormitory □Kiyotake Dormitory) 

2nd choice (□International House □Kibana Dormitory □Kiyotake Dormitory) 

3rd choice (□International House □Kibana Dormitory □Kiyotake Dormitory) 

Family Structure  

(when you move in) 

□ Yourself Only 

□ Family 

   Name              Relationship       

   Name              Relationship       

   Name              Relationship       

Status at University 

of Miyazaki 

 

１）Exchange Students from Academic Exchange Agreement 

  □ Auditors 
□ Japanese government-funded selected by their home university 

(includes Japanese studies students) 
□ Exchange students from other agreements 

２）International Students  

(excludes Exchange Students from Academic Exchange Agreement) 
□ Miyazaki Prefecture-funded 
□ Japanese government-funded selected by their home university 

(excludes Exchange Students from Academic Exchange Agreement) 
  □ Japanese government-funded selected by the embassy 

(includes Japanese studies students) 
  □ Overseas government-funded 
  □ Privately funded 

指導教員所見 

Comments  from 

Guidance Teacher 

※国際交流宿舎への

入居が必要と認めら

れる所見を記入して

ください。 

ただし、平成 31 年 4

月入学予定の者につ

いては、記入の必要は

ありません。 

１．修学状況（簡潔に）  Study situation (concisely) 

 

 

 

２．家計状況（簡潔に）  Financial situation (concisely) 

 

 

 

指導教員等 所属・職名 Guidance Teacher  Faculty/Status 

氏名 Name          電話番号 Telephone Number 

   Submitted personal information should only be used for housing duties (including committees). 
      It should not be used for any other purposes. 



外国人留学生国際交流宿舎等入居用調書 

氏 名  国 籍  

過去の宿

舎入居 

の有無 

 □ 有 

 

 

 □ 無 

有の場合 

入居履歴 

（これまでの入

居許可期間） 

国際交流宿舎（木花キャンパス） 
（    年   月～   年    月） 
（    年   月～   年    月） 

清武ドミトリー（清武キャンパス） 
（    年   月～   年    月） 
（    年   月～   年    月） 
木花ドミトリー（木花キャンパス） 
（    年   月～   年    月） 

（    年   月～   年    月） 

来日（予定）年月      年     月 

今回、申請した（又は

申請する予定）の宿舎

にチェックを入れてく

ださい。（複数申請可） 

□ 国際交流宿舎（木花キャンパス） 

□ 木花ドミトリー（木花キャンパス） 

□ 清武ドミトリー（清武キャンパス） 

↓２つ以上申請する場合、希望順位を記入してください。 

希望順位 

第１希望 （□国際交流宿舎 □木花ドミトリー □清武ドミトリー） 

第２希望 （□国際交流宿舎 □木花ドミトリー □清武ドミトリー） 

第３希望 （□国際交流宿舎 □木花ドミトリー □清武ドミトリー） 

入居時の世帯構成 

□ 本人のみ 

□ 家族 氏名         続柄 

     氏名         続柄 

     氏名         続柄 

宮崎大学での 

身分について 

１）大学間国際交流協定に基づく交換留学生 

  □ 特別聴講学生 
□ 大学推薦の国費留学生（日本語・日本文化研修留学生を含む） 
□ その他協定に基づく留学生 

２）１）の交換留学生を除く留学生 

□ 県費留学生 
□ 大学推薦の国費留学生（大学間国際交流協定に基づかない留学生） 

  □ 大使館推薦の国費留学生（日本語・日本文化研修留学生を含む） 
  □ 政府派遣留学生 
  □ 上記以外の留学生 

 

 

指導教員所見 

 

※国際交流宿舎へ

の入居が必要と認

められる所見を記

入してください。 

ただし、平成 31 年4

月入学予定の者に

ついては、記入の必

要はありません。 

１．修学状況（簡潔に） 

 

 

 

２．家計状況（簡潔に） 

 

 

 

指導教員等 所属・職名 

 氏名            電話番号 

   提出された個人情報については、寄宿舎業務（各種委員会を含む）のためだけに利用されます。 

その他の目的には利用されません。 


