
［様式 N3(Form N3)］ 

留 学 生 生 活 調 査 書  
International Student Survey 

       年   月   日 
Year  /  Month  /  Day 

 受験する課程・系または専攻 
Entrance Exam Program/Major 
 
工芸科学部                       課程・系      
School of Science and Technology                    Program  
工芸科学研究科                         専攻 
Graduate School of Science and Technology                    Major                   

氏 名 Name ：                                    

国 籍 Nationality ：                            
  
<注意> 金額を書く場合は、必ず通貨単位も書いてください。（例：1000円、1000元、1000USD、等） 

Note:  Specify currency for all monetary amounts (YEN, CNY, AUD, USD, etc.). 

 
１． 入学料免除等を申請した理由を記入してください。（現在の就学状況・アルバイト状況・生活状

況等と、2019年 4月（秋入学は 2018年 10月）以降の予定を記入してください。） 
List your reasons for needing an exemption of registration fee application in the space below. (Include your 
current school, part-time jobs, living conditions, schedule after April 2019 (October 2018 for fall admissions) 
and other relevant info.) 

 

 

 

 

 

 

 
２．あなたは、いつ日本に入国します/しましたか？ When will/did you arrive in Japan ? 

         年 Year    月 Month    日 Day   
 
３．あなたの在留資格は「留学」ですか？ Is your resident status “student”? 

 □留学です。 My resident status is “student”. 

 □京都工芸繊維大学に入学するまでに「留学」の資格を取得します。 
I will obtain “student” status by the time I enroll at KIT. 

   
<注意>「留学」の資格を取得しない人は、この様式で免除申請することはできません。 
Note: Persons who will not obtain “student” status can not apply for tuition exemption using this form. 

 
４．2019年 4月（秋入学は 2018年 10月）以降に、あなたは奨学金を受給する予定がありますか？ 

Do you expect to receive a scholarship after April 2019 (October 2018 for fall admissions) ? 
  
 □受給する予定がある。（複数ある場合は、すべて記載してください。必要に応じて別紙に記載してください。） 

Yes, I expect to receive a scholarship. (List all scholarships you will receive. Attach additional paper if 

needed.) 

   奨学団体名 Scholarship organization［                         ］ 

   受給額 Amount  

［月額 per month                     / 年額 per year                        ］ 

受給期間 Scholarship period［     年 Year   月 Month ～     年 Year   月 Month］ 

受給決定日 Scholarship decision date:［      年 Year    月 Month］ 
   
□受給する予定はない。No, I will not receive a scholarship. 



５．2019年 4月（秋入学は 2018年 10月）以降に、日本にあなたの家族が居住しますか？ 
Has your family moved to Japan with you since April 2019 (October 2018 for fall admissions)? 

 
□日本で家族と一緒に住む予定だ。Yes, we live together. 

一緒に生活をする人について 2019 年 4 月（秋入学は 2018 年 10月）以降の状況を記入して

下さい。（収入が２種類以上の場合は種類毎に記入） 
Please fill out the information regarding the people you have lived with since April 2019 (October 2018 

for fall admissions). List all sources of income. 

続柄 
Relationship 

氏 名 
Name 

年
齢 

Age 

職業、学校名・学年 
（何をしているか） 

Occupation/Name of University 

(What they do) 

収入金額 
Income 

収入の種類 
Type of Income 

      

      

      
   
□日本に居住しているが一緒に住まない。My family live in Japan, but we do not live together. 
 
□日本には居住しない。My family do not live in Japan. 

  
 

６．2019年４月～2019年９月（秋入学は 2018年 10月～2019年 3月）までの収入及び支出の１ヶ月
平均の予定を記入してください。 
収支は一致するようにしてください（同居する家族の収入・支出分も含む）。 
List your average monthly income and expenditures from April 2019 to September 2019 (from October 2018 to 

March 2019, for fall admissions). 

Balance the total income/expenditures of family living with you. (expenditures must match income) 

収 入 の 部 Income 
支 出 の 部 Expenditures 

（授業料は含めない Excluding tuition） 
事 項 Item 金 額 Amount. 事 項 Item 金 額 Amount 

自国からの送金・預貯金 
Money sent from your country 

 食   費 
Food expenses 

 

保証人・友人からの援助 
Support from guarantor/friends 

 住居費(光熱水費含) 
Housing costs (including utility costs) 

 

奨 学 金 

Scholarship 

※申請時点で受給の決定していない 

奨学金は含めないこと 

※ Do not include scholarships 

undecided at the time of application 

 交 通 費 
Transportation costs 

 

アルバイト収入 
Part-time job income 

 衣服・日用品費 
Clothing and daily necessity costs 

 

そ  の  他 
Other 

 勉 学 費 
Study Costs  

  医 療 費 
Medical expenses 

 

  そ の 他 
Other 

 

計 Total  計 Total  

※この欄には、記入しないこと→   *Do not fill out this area 

総所得 人 

奨学金 基準額 

合 計  

控  除  

認定額 所得額 

 


