
南つくし野ハウス 入居申請書 
Application for MINAMI-TSUKUSHINO House 

                                           年  月  日 現在 
ふりがな 性 別  

Gender 
配偶者の有無 
Marital Status 

 

氏 名 Name 

 

（学籍番号 Student ID ：              ） 

□ 男 Male 

□ 女Female 

□ 未婚 Single 

□ 既婚 Married 

生年月日            年    月    日 （満   才） 

Date of Birth          (yy)    (mm)    (dd) (age：   ) 

国籍  

Nationality 

現住所 Address 〒 

 

Tel：              Mobile：              E-mail： 

研究科／学院／学部 School 
 

専攻／系／学科 Department 
 

研究室 Lab. 
内線 Lab Ext. （      ） 

D ・ M ・ B    年  研究生（Research Student） 
Other（                  ） 

Campus：  □すずかけ台   □大岡山   □田町 
Suzukakedai   O-okayama  Tamachi 

現課程の卒業･修了見込年月         年   月 
Expected Date of Graduation/Completion           (yy)  (mm) 

進学有無／Do you wish to continue to study at TITECH 
有(YES)  無(NO)  未定(UNDECIDED) 

奨学金／scholarship     
□文部省（MEXT）□日本学生支援機構／JASSO □Other (              ) □ NO／Applying 

入居・退居時及び日常のお世話をして頂く方 ※留学生必須 
The person helps you during living period  

（教員（助教等）秘書・チューター等） 

氏名 Name 
所属・身分・携帯電話等 

 

 

入居希望理由、他  Reasons why you wish to live in, etc. 

 

 

 

入居希望期間 Period you wish to live       年(yy)   月(mm)   日(dd) ～    年(yy)   月(mm)   日(dd) 

指導教員（受入教員）の承認 
Academic Advisor’s Approval 

氏   名                   印 

 

誓約欄 Pledge 
上記記載事項に相違ありません。また管理運営責任者の指示に従います。この誓約に反して退去を命じられた場合は、速やかにそ

れに従うと共に、一切の異議申し立て、損害請求をしないことを誓約します。 
There is not wrong for the above items mentioned. In addition, I obey the instructions of the administrator. 
If I break the rules, I promise to move out without damage claim immediately. 
 
Date   年(yy)  月(mm)  日(dd) 
 

氏名 Name              署名／印 Signature/Seal          
 
 

 

 

 

 

写真 

PHOTO 

4cm×3cm 

すずかけ台・南つくし野ハウス管理事務室 

  受付日時    年    月    日    担当       



南つくし野ハウス 入居申請書（記入例） 
Application for MINAMI-TSUKUSHINO House 

                                       2016 年 4 月 1 日 現在 
ふりがな           とうこう  たろう 性 別  

Gender 
配偶者の有無 

Marital Status  

 

氏 名 Name    東工 太郎 

（学籍番号 Student ID ： 16M123456 ） 

 男 Male 

□ 女 Female 

未婚 Single 

□既婚 Married 

生年月日            1992 年     9 月  1  日 （満  24  才） 

Date of Birth               (yy)       (mm)       (dd)   (age:        ) 

国籍  

Nationality  日本 

現住所 Address 〒226-8503  神奈川県横浜市緑区長津田町 1234-5 

 

Tel：045-143-4567                      Mobile：090-123-4567          E-mail：〇〇〇〇〇〇@titech.ac.jp 

研究科／学院／学部 School 
環境・社会理工学院 

専攻／系／学科 Department 
土木・環境工学系 

研究室 Lab. 山田研究室 
内線 Lab Ext.  （ 5222 ） 

D ・ M ・ B    年  研究生（Research Student） 
Other（                  ） 

Campus：  すずかけ台  □大岡山   □田町 
Suzukakedai  O-okayama  Tamachi 

現課程の卒業･修了見込年月                 2017 年 3 月 
Expected Date of Graduation/Completion           (yy)  (mm) 

進学有無／Do you wish to continue to study at TITECH 
有(YES)  無(NO)  未定(UNDECIDED) 

奨学金／scholarship     
□文部省（MEXT）□日本学生支援機構／JASSO □Other (              ) □ NO／Applying 

入居・退居時及び日常のお世話をして頂く方 ※留学生必須 
The person helps you during living period 

（教員（助教等）秘書・チューター等） 

氏名 Name             すずかけ 花子（秘書） 
所属・身分・携帯電話等 

     内線：5555 

入居希望理由、他  Reasons why you wish to live in, etc. 

研究が忙しく、大学に近い場所に居住を考えていたため。 

 

 

入居希望期間 Period you wish to live 2016 年(yy) 4 月(mm) 1 日(dd)  ～  2017 年(yy)  3 月(mm) 31 日(dd) 

指導教員（受入教員）の承認 
Academic Advisor’s Approval 

氏   名                   印 

 

誓約欄 Pledge 
上記記載事項に相違ありません。また管理運営責任者の指示に従います。この誓約に反して退去を命じられた場合は、速やかにそ

れに従うと共に、一切の異議申し立て、損害請求をしないことを誓約します。 
There is not wrong for the above items mentioned. In addition, I obey the instructions of the administrator. 
If I break the rules, I promise to move out without damage claim immediately. 
 
Date    年(yy)  月(mm)  日(dd)  
 

氏名 Name              署名／印 Signature/Seal          
 
 

 

 

  

すずかけ台・南つくし野ハウス管理事務室 

  受付日時    年    月    日    担当       

 

写真 

PHOTO 

4cm×3cm 



南つくし野ハウス 入居申請書（Entry example） 
Application for MINAMI-TSUKUSHINO House 

                                       2016 年 4 月 1 日 現在 
ふりがな           とうこう  たろう 性 別  

Gender 
配偶者の有無 

Marital Status  

 

氏 名 Name    東工 太郎 

（学籍番号 Student ID ： 16M123456 ） 

 男 Male 

□ 女 Female 

未婚 Single 

□既婚 Married 

生年月日          年      月    日 （満    才） 

Date of Birth     1992 (yy)   09 (mm) 01 (dd) (age: 24  ) 

国籍  

Nationality  Japan 

現住所 Address 〒226-8503  1234-5 Nagatuta Midori-ku Yokohama Japan 

 

Tel：045-143-4567      Mobile：090-123-4567      E-mail：〇〇〇〇〇〇@titech.ac.jp 

研究科／学院／学部 School 
School of Materials and Chemical Technology 

専攻／系／学科 Department 
Department of Materials Science and 
Engineering 

研究室 Lab. Yamada’s Lab 
内線 Lab Ext.  （ 5222 ） 

D ・ M ・ B    年  研究生（Research Student） 
Other（                  ） 

Campus：  すずかけ台  □大岡山   □田町 
Suzukakedai  O-okayama  Tamachi 

現課程の卒業･修了見込年月         年    月 
Expected Date of Graduation/Completion    2017 (yy)  03(mm) 

進学有無／Do you wish to continue to study at TITECH 
有(YES)  無(NO)  未定(UNDECIDED) 

奨学金／scholarship     
□文部省（MEXT）□日本学生支援機構／JASSO □Other (              ) □ NO／Applying 

入居・退居時及び日常のお世話をして頂く方 ※留学生必須 
The person helps you during living period 

（教員（助教等）秘書・チューター等） 

氏名 The person’s name  すずかけ 花子（Secretary） 
所属・身分・携帯電話等 

     内線：5555 

入居希望理由、他  Reasons why you wish to live in, etc. 

It is near from Suzukakedai Campus and it will help me to save the time for my studies. 

 

 

入居希望期間 Period you wish to live 2016 年(yy) 4 月(mm) 1 日(dd)  ～  2017 年(yy) 3 月(mm) 31 日(dd) 

指導教員（受入教員）の承認 
Academic Advisor’s Approval 

氏   名                   印 

 

誓約欄 Pledge 
上記記載事項に相違ありません。また管理運営責任者の指示に従います。この誓約に反して退去を命じられた場合は、速やかにそ

れに従うと共に、一切の異議申し立て、損害請求をしないことを誓約します。 
There is not wrong for the above items mentioned. In addition, I obey the instructions of the administrator. 
If I break the rules, I promise to move out without damage claim immediately. 
 
Date    年(yy)  月(mm)  日(dd)  
 

氏名 Name              署名／印 Signature/Seal          
 
 

 

 

すずかけ台・南つくし野ハウス管理事務室 

  受付日時    年    月    日    担当       

 

写真 

PHOTO 

4cm×3cm 


