
Date 　年　　　　月　　　　日
　　　ｙｅａｒ　/　ｍｏｎｔｈ　/　ｄａｙ

　　　国立大学法人鹿児島大学

　　　　　財産管理役  事務局長　田頭　吉一  　殿　

氏　　名
Name

所属部局等
Faculty

生年月日
Date of Birth

性　別  男　・　女       国　籍
 Sex  Male・Female      　 Nationality

本学における身分

下記のとおり宿泊しましたのでお届けします。なお、宿泊に際しては宿泊施設利用者心得を遵守します。
I hereby report to move in as follows; I hereby undertake to comply with the regulations of the Kagoshima University.

１．施設名（宿泊施設に○印をつけてください） 　　　　　　２．部屋番号
　Room No.

　鹿児島大学外国人研究者宿泊施設（下荒田）
　 Kagoshima University International Lodge（Shimoarata)

　鹿児島大学外国人研究員等宿泊施設（紫原）　 号室
    Kagoshima University House (Murasakibaru)

　鹿児島大学国際交流会館
　 Kagoshima University　International Residence Hall

３．入居期間
Term of Residence

  From               　　　　　   　　　　　　　　　To

※宿泊届に記載された個人情報は、外国人研究者宿泊施設の管理運営を行う目的で利用するものであり、これ以外
の目的で利用又は提供することはありません。

　Personal information shall be used for the purpose of administration of Kagoshima University
International Lodge. It should not be handled for objectives outside of this purpose.

Term of Residence

Status at kagoshima
University

Occupancy Registration 

入　居　期　間

 （3×4㎝）

Facility

～

  (Applicant)

宿　　　泊　　　届

 写真（本人）

Executive Chief of Administration,
Kagoshima University

Mr. TAGASHIRA　Yoshikazu



Date 　年　　　　月　　　　日
　　　ｙｅａｒ　/　ｍｏｎｔｈ　/　ｄａｙ

　　　　　財産管理役  事務局長　田頭　吉一  　殿　

氏　　名
Name

所属部局等
Faculty

生年月日
Date of Birth

性　別  男　・　女       国　籍
 Sex  Male・Female      　 Nationality

本学における身分

下記のとおり宿泊しましたのでお届けします。なお、宿泊に際しては宿泊施設利用者心得を遵守します。
I hereby report to move in as follows; I hereby undertake to comply with the regulations of the Kagoshima University.

１．施設名（宿泊施設に○印をつけてください） 　　　　　　２．部屋番号
　Room No.

　鹿児島大学外国人研究者宿泊施設（下荒田）
　 Kagoshima University International Lodge（Shimoarata)

　鹿児島大学外国人研究員等宿泊施設（紫原）　 号室
    Kagoshima University House (Murasakibaru)

　鹿児島大学国際交流会館
　 Kagoshima University　International Residence Hall

３．入居期間
Term of Residence

  From               　　　　　   　　　　　　　　　To

４．同居家族
Accompanying family                                                              

性 別 続　　柄 職　　業 備　　考
Sex Relationship Occupation Note

宿　　　泊　　　届

 写真（本人）

　　　国立大学法人鹿児島大学

Executive Chief of Administration,
Kagoshima University

Occupancy Registration 

Mr. TAGASHIRA　Yoshikazu

入　居　期　間

 （3×4㎝）

  (Applicant)

Facility

　Personal information shall be used for the purpose of administration of Kagoshima University
International Lodge. It should not be handled for objectives outside of this purpose.

Term of Residence

Status at kagoshima
University

Name Date of Birth

～

生 年 月 日

※宿泊届に記載された個人情報は、外国人研究者宿泊施設の管理運営を行う目的で利用するものであり、これ以外
の目的で利用又は提供することはありません。

氏　　　　　名



Date 　年　　　　月　　　　日
　　　ｙｅａｒ　/　ｍｏｎｔｈ　/　ｄａｙ

　　　　　財産管理役  事務局長　田頭　吉一  　殿　

氏　　名
Name

所属部局等
Faculty

生年月日
Date of Birth

性　別  男　・　女       国　籍
 Sex  Male・Female      　 Nationality

本学における身分

下記のとおり宿泊しましたのでお届けします。なお、宿泊に際しては宿泊施設利用者心得を遵守します。
I hereby report to move in as follows; I hereby undertake to comply with the regulations of the Kagoshima University.

１．施設名（宿泊施設に○印をつけてください） 　　　　　　２．部屋番号
　Room No.

　鹿児島大学外国人研究者宿泊施設（下荒田）
　 Kagoshima University International Lodge（Shimoarata)

　鹿児島大学外国人研究員等宿泊施設（紫原）　 号室
    Kagoshima University House (Murasakibaru)

　鹿児島大学国際交流会館
　 Kagoshima University　International Residence Hall

３．入居期間
Term of Residence

  From               　　　　　   　　　　　　　　　To

４．同居家族
Accompanying family                                                              

性 別 続　　柄 職　　業 備　　考
Sex Relationship Occupation Note

宿　　　泊　　　届
Occupancy Registration 

 写真（本人）

　　　国立大学法人鹿児島大学

Executive Chief of Administration,
Kagoshima University

Mr. TAGASHIRA　Yoshikazu

 （3×4㎝）

  (Applicant)

Status at kagoshima
University

Facility

※宿泊届に記載された個人情報は、外国人研究者宿泊施設の管理運営を行う目的で利用するものであり、これ以外
の目的で利用又は提供することはありません。

　Personal information shall be used for the purpose of administration of Kagoshima University
International Lodge. It should not be handled for objectives outside of this purpose.

入　居　期　間 ～

Term of Residence

氏　　　　　名 生 年 月 日
Name Date of Birth



Date 　年　　　　月　　　　日
　　　ｙｅａｒ　/　ｍｏｎｔｈ　/　ｄａｙ

　　　　　財産管理役  事務局長　田頭　吉一  　殿　

氏　　名
Name

所属部局等
Faculty

生年月日
Date of Birth

性　別  男　・　女       国　籍
 Sex  Male・Female      　 Nationality

本学における身分

下記のとおり宿泊しましたのでお届けします。なお、宿泊に際しては宿泊施設利用者心得を遵守します。
I hereby report to move in as follows; I hereby undertake to comply with the regulations of the Kagoshima University.

１．施設名（宿泊施設に○印をつけてください） 　　　　　　２．部屋番号
　Room No.

　鹿児島大学外国人研究者宿泊施設（下荒田）
　 Kagoshima University International Lodge（Shimoarata)

　鹿児島大学外国人研究員等宿泊施設（紫原）　 号室
    Kagoshima University House (Murasakibaru)

　鹿児島大学国際交流会館
　 Kagoshima University　International Residence Hall

３．入居期間
Term of Residence

  From               　　　　　   　　　　　　　　　To

４．同居家族
Accompanying family                                                              

性 別 続　　柄 職　　業 備　　考
Sex Relationship Occupation Note

宿　　　泊　　　届

 写真（本人）

　　　国立大学法人鹿児島大学

Executive Chief of Administration,
Kagoshima University

Occupancy Registration 

Mr. TAGASHIRA　Yoshikazu

入　居　期　間

 （3×4㎝）

  (Applicant)

Facility

　Personal information shall be used for the purpose of administration of Kagoshima University
International Lodge. It should not be handled for objectives outside of this purpose.

Term of Residence

Status at kagoshima
University

Name Date of Birth

～

生 年 月 日

※宿泊届に記載された個人情報は、外国人研究者宿泊施設の管理運営を行う目的で利用するものであり、これ以外の
目的で利用又は提供することはありません。

氏　　　　　名


