
［様式(Form)15］ 

留 学 生 生 活 調 査 書 
Foreign Student Survey 

<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） 
< Notes> If you write the amount of money, always include currency unit. (yen, CNY, USD, etc) 

 
平成   年   月   日 

Year /   Month /  Day  
工芸科学研究科             専攻 
Graduate School of Science and Technology  Major 

 
工芸科学部             課程・系      平成   年度入学     年次 
School of Science and Technology       Program       Year of enrollment             Year 

 
学生番号 (Student ID No.) ：            
氏 名 (Name) ：                   国 籍(Nationality) ：            

 
１． 授業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・生活状況等を記入してください。） 
Please fill out the reasons for the application for exemption of tuition. 

(Please fill out the current school situation, part-time job situation, living conditions, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．日本にあなたの家族が居住していますか？ (Has your family moved to Japan with you?) 

 
 □一緒に住んでいる。(Yes, we live together.)  

それはだれですか？ (List them)［                                             ］ 
  同居人が学生の場合 (If the person living with you is a student) 

［氏名(Name)：                                           

 大学名 (Name of university) ：                            

学部(Undergraduate):     年(Year),  大学院(Graduate):    年(Year) ］ 
  
□日本に居住しているが一緒に住んでいない。(They are living in Japan, but we do not live together.) 
それはだれですか？ (List them)［                                             ］ 

 
□日本には居住していない。(They do not live in Japan.) 

 
  
３．あなたは、奨学金を受けていますか？(Do/Will you receive a scholarship?) 
  
 □受けている。（複数ある場合は、すべて記載してください。） 

(Yes, I currently receive a scholarship.) (If there are multiple scholarships, please indicate them all.) 
  奨学団体名(Scholarship organization)［                       ］ 
  受給額(Amount received)［月額         円(yen per month) / 年額         円(yen per year)］ 

受給期間(Receiving period)［     年(Year)   月(Month) ～    年(Year)   月(Month)］ 
  
 □2018年 10月から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。） 

(Yes, I will receive a scholarship after October 2018.) (If there are multiple scholarships, please indicate 

them all.) 

  奨学団体名(Scholarship organization)［                       ］ 
  受給額(Amount received)［月額         円(yen per month) / 年額         円(yen per year)］ 

受給期間(Receiving period)［     年(Year)   月(Month) ～    年(Year)   月(Month)］ 
受給決定日(When was your scholarship decided?)［     年(Year)    月(Month)］ 

  
□受けていない。(No, I do not receive a scholarship.) 

  



４．あなたは、いつ日本に入国しましたか？(When did you arrive in Japan?) 
  平成    年(Year)    月(Month)    日(Day) に入国した。 
 

５．日本入国時のあなたの在留資格は何ですか？ 
(What was your status of residence when you arrived in Japan?) 

  ［                    ］ 
 
６．あなたの日本入国から本学入学までの在留中に要する経費はだれが負担していましたか？ 

(Who was paying for your expenses from the time of your arrival in Japan to enrollment at KIT?) 
  
□国の父母等(Parents in own country) 送金額(Amount sent) :１ヶ月        円(yen per month) 
□日本在住の親族(Family living in Japan) 援助額(Support)  :１ヶ月          円(yen per month) 
□奨学金 (Scholarship) 
（奨学会名称(Name of scholarship)：                ） :１ヶ月        円(yen per month) 

□アルバイト(Part-time Job)  :１ヶ月          円(yen per month) 
□その他(Other) ：（                   ） :１ヶ月          円(yen per month) 
 

７．あなたは、いつ本学に入学しましたか？(When did you enroll at KIT?) 
    平成    年(Year)    月(Month)    日(Day) に入学した。 
 
８．あなたが本学在学中に要する経費（学費・生活費等）はだれが負担する予定でしたか？ 

(Who was going to pay your expenses (tuition, living expenses) while you are enrolled at KIT?) 
［                                      ］ 
 

９．日本入国時から現在までの間に経済的変化がありましたか？ 
(From the time of your arrival in Japan to now, has there been a change in your financial situation?) 

□あった。(Yes.） 
  それはどんな変化ですか？(What type of change was it?) 

                                          

                                          
□なかった。(No.) 
 

１０．平成３０年４月～平成３０年８月までの収入及び支出の１ヶ月平均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（同居している家族の収入・支出分も含む）。 
(Please fill out the average income and expenditures for one month from April 2018 to August 2018. 
Please make the balance of payments match (including the income/expenditures of family living with 
you.)) 

収 入 の 部 Income 支 出 の 部 Expenditures 

事 項 Item 金 額 Amount 事 項 Item 金 額 Amount 

自国からの送金 
Money sent from your own country 

円 
   yen  

食   費 
Food expenses 

円 
   yen  

援助による収入 
Income through support 

円 
yen 

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

円 
   yen  

奨 学 金 
Scholarship 

円 
   yen  

交 通 費 
Transportation costs 

円 
   yen  

アルバイト収入 
Part-time job income 

円 
   yen  

衣服・日用品費 
Clothing and daily necessity costs 

円 
   yen  

そ  の  他 
Other 

円 
   yen  

勉 学 費 
Study Costs 

円 
   yen  

 円 
   yen  

授 業 料 
Tuition 

円 
   yen  

 円 
   yen  

医 療 費 
Medical expenses 

円 
   yen  

 円 
   yen  

そ の 他 
Other 

円 
   yen  

計 Total 円 
   yen  計 Total 円 

   yen  
 


