
別紙様式 1-2 号（研究者用） 
From No.1-2 (for International Researchers) 
 

秋田大学外国人研究者用宿舎入居申込書 
Application for Akita University International Researcher’s Dormitory 

 
 年    月    日 

Date         y      m      d  
秋田大学国際交流会館長  殿 
To: Director, Akita University International House 

氏名 
Name 

姓 Family name    名 Given name   ミドルネーム Middle name 
漢字    Kanji                                                                     
カタカナ Katakana                                                                 
英語   English                                                                    

生年月日 

Date of Birth 

     年  月  日 

     y     m      d    

性別 
Gender 

男 Male／女 Female 国籍 
Nationality  

 結婚 
Marital status 

独身 Single  / 既婚 Married 同居者の有無 Co-
resident(s) 

有 Yes / 無 No 

電話番号 
TEL 

携帯 Mobile  
その他 Others             

電子メール 
E-mail 

携帯 Mobile 
パソコン PC 

受入身分
Status at Akita 

University 

 

受入期間
Proposed Period 

of Research 

20  年   月    日 から  20  年   月   日 

From           y       m       d    to            y        m       d 

入居希望期間
Term of 

residence 

20   年   月   日 から  20   年   月   日 

From          y        m       d    to            y       m       d 

（居住期間は１月以上 1 年以内です。Duration of stay is more than a month but not exceeding 1 
year. ） 

受入教員
Supervisor 

所属 Faculty 

氏名 Name    内線 Tel       携帯電話 Mobile   
電子メール E-mail address 

希望居室：（ ）の中に、レ点（ﾁｪｯｸﾏｰｸ）をつけてください。Indicate your preference by writing check mark in (    ). 

希望する居室 

Your preference 

施設使用料 Rent 運営費（月額） 

Management fee/ Monthly 

広さ 

Size of the room 月額 Monthly 日額 Daily 

（  ） 単身室 Single 7,554 円 yen  251円 yen 2,500円 yen 約 13㎡ 

（  ） 夫婦室 Couple 23,664 円 yen  788円 yen 2,500円 yen 約 38㎡ 

（  ） 家族室 Family 32,452 円 yen  1,081円 yen 2,500円 yen 約 53㎡ 

同居者がいる場合は続柄と氏名を記入してください。Please write your co-resident’s name. 

                                            姓 Family Name     名 Given Name     ミドルネーム Middle Name  

続柄 Relationship ______   _  氏名 Name______________________________________         _______________ 

続柄 Relationship ___   ____  氏名 Name________________________________________         _____________ 

 
 
 
 
 
 
 

◎入居申込書は，国際課留学生交流・支援担当へ提出してください。Please submit to the International Affairs Division. 
※いただいた個人情報は、宿舎の管理以外の用途には使用しません。 
Personal Information on this from will be used exclusively for the purpose of dormitory. 

クリーニング代実費【1,300 円】でシーツを用意します。希望の有無に○を付けてください。 
We will prepare bed sheet with 【1,300yen】for dry cleaning fee. Circle which you prefer. 

シーツ・布団カバー・枕カバー（一式）を  
Request for a set of bed sheet, bedding cover and pillowcase :   希望する Yes / 希望しない No 

不要の場合は各自用意のうえ必ずシーツを使用してください。 
If not necessary, please prepare on your own to keep the bedding clean.  


