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私費外国人留学生生活実態調査票 
Privately Funded International Student Living Conditions 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） 
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  Graduate School of Science and Technology           Major                      Year  /  Month  /  Day 
工芸科学部                      課程・系         年次  
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学生番号                           氏名                                              
Student ID No.                  Name 

  
平成３０年８月分及び１０月予定について次の質問にすべて答えて下さい（同居している家族を含む）。 
Please answer all of the following questions regarding August of 2018 and plans for October. (including family living together 

with you). 
 

あなたはどこに住んでいますか（Where do you live? ） 
［現住所（Current address）：                                                  ］ 
［１０月以降予定（Where you plan to live after October）：                        ］ 

 
住まいの形態は (The form of residence) ： 

アパート,マンション(apartment)・下宿(lodging)・自宅(home)・寮(dormitory)・その他(other)（     ） 
［１０月以降予定(Plan after October) ：              ］ 

 
 ８月分（August） 10月予定（Plan for October） 
家賃はいくらでしたか 
How much was your rent? 

円 (yen) 円 (yen) 

電気代はいくらでしたか 
How much was your electric bill? 

円 (yen) 円 (yen) 

水道代はいくらでしたか   
How much was your water bill? 

円 (yen) 円 (yen) 

ガス代はいくらでしたか 
How much was your gas bill? 

円 (yen) 円 (yen) 

共益費はいくらでしたか 
How much were your common service fees? 

円 (yen) 円 (yen) 

食費はいくらでしたか 
How much were your food expenses? 

円 (yen) 円 (yen) 

通学のバスや電車代はいくらでしたか 
How much were your transportation expenses including 
buses and trains for commuting? 

円 (yen) 円 (yen) 

衣服・日用品費はいくらでしたか 
How much were your clothing and daily necessity costs? 

円 (yen) 円 (yen) 

勉学費（書籍・文具・実習費）はいくらでしたか 
How much were your study costs (books, stationary, training costs)? 

円 (yen) 円 (yen) 

医療費はいくらでしたか 
How much were your medical expenses? 

円 (yen) 円 (yen) 

その他の経費はいくらでしたか 
How much were your other expenses? 

円 (yen) 円 (yen) 

出費合計はいくらでしたか 
What were your total expenditures? 

円 (yen) 円 (yen) 

国内旅行及び帰国について質問します。 The following are questions about domestic travel and returning home. 
 平成30年4月から平成30年9月 

（From April 2018 to September 2018） 

平成30年10月以降予定 
（Plans after October 2018） 

国内旅行しましたか 
Did you travel domestically? 

した・していない 
Yes  /  No 

する・しない 
Yes  /  No 

その費用はいくらでしたか 
How much did it cost? 

円 (yen) 円 (yen) 

費用は誰が負担しましたか 
Who paid for it? 

              

帰国しましたか 
Did you return home? 

した・していない 
Yes  /  No 

する・しない 
Yes  /  No 

その費用はいくらでしたか 
How much did it cost? 

円 (yen) 円 (yen) 

費用は誰が負担しましたか 
Who paid for it? 

  



現在一緒に生活をしている人について記入して下さい。（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 live with now (if there are more than two types of income, please 

fill out each one). 

続柄 
Relationship 

氏 名 
Name 

年齢 
Age 

職業・大学名等（何をしているか） 
Occupation/Name of University (What they do) 

収入金額(円) 
Income Amount (yen) 

収入の種類 
Type of Income 

本人（Self）   本学（KIT）   

      

      

      
  
10月以降変更のある人について記入してください。Please fill out the information regarding changes after October.. 

続柄 
Relationship 

氏 名 
Name 

年齢 
Age 

職業・大学名等（何をしているか） 
Occupation/Name of University (What they do) 

収入金額(円) 
Income Amount (yen) 

収入の種類 
Type of Income 

      

      
  
生活経費をどの様にして得ましたか？（同居している家族の収入分も含む） 
 How were you earning your living expenses? (including the income of family living with you.)  
 ８月分（August） 10月予定（Plan for October） 

アルバイト（Part-time job） 円 (yen) 円 (yen) 

奨学金(Scholarship) 

（奨学会名称/ Name of scholarship：             ） 
円 (yen) 円 (yen) 

夫・妻・兄（姉）・弟（妹）・父・母の援助 
Support form husband/wife/older brother or sister/father/mother 

円 (yen) 円 (yen) 

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

（自国の額/ Amount from your own country            ） 
円 (yen) 円 (yen) 

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

円 (yen) 円 (yen) 

その他（Other） 円 (yen) 円 (yen) 

収入の合計（Total income） 円 (yen) 円 (yen) 
  
◇アルバイトをした人に質問します。 The following are questions for people with part-time jobs. 

 ８月分（August） 10月予定（Plan for October） 

アルバイト先はどこですか 
Where do you work? 

  

時給はいくらですか 
How much do you earn per hour? 

円 (yen) 円 (yen) 

１週間の内、何時間働きましたか 
How much did you work within one week? 

時間 (hours) 時間 (hours) 
  
平成３０年４月から平成３０年９月までの間及び１０月以降の日本の生活状態について述べて下さい。 
Please describe your living conditions from April 2018 to September 2018 and your plans in Japan after October. 

平成３０年４月から平成３０年９月までの間（From April 2018 to September 2018）： 

 

 

１０月以降予定（Plans after October）： 

 

 

※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 

 


