名前 Name: Todai Taro

質問票（Questionnaire）
該当するチェックボックスを選択し、黄色のセルに入力して下さい。
Please mark the appropriate boxes and fill in the yellow cells.

１．生活状況について
（1）個人情報 Personal Information

東大太郎 / Todai Taro

氏名 Name
誕生日 Birth date
(yyyy/mm/dd)

1995/8/19

年齢(2022年10月時点)
Age (as of October 2022)

27

身分(2022年10月時点）
Status (as of October 2022)

博士課程 Doctor Course

学年(2022年10月時点)
Year in school (as of Ocgtober 2022)

1

＊2023年4月入学者
Individuals planning to enroll in April, 2023
学年(2023年4月時点)
Year in school (as of April, 2023)

*** Please select from the drop-down list***

＊2023年4月入学者
Individuals planning to enroll in April 2023
学年(2023年4月時点)
Year in school (as of April 2023)

*** Please select from the drop-down list***

（2）家族情報
Family Information
①家族構成（2022年10月時点）
Family structure (As of October, 2022)
氏名
続柄
年齢
Name
Relationship
Age

Todai Ichiro
Todai Hanako

父
Father
母
Mother

職業
Occupation

同居Living with you/
別居living separately

56

会社員/Office
Worker

Living separately

52

無職/None

Living separately

Please include all your family members, regardless of whether they are living with you or not.
If your spouse is also an international student in Japan, please write whether he/she is self-supported
or government-sponsored.

②配偶者はいますか？いる場合、配偶者は日本で暮らしていますか？（2022年10月時点）
Do you have a spouse? Does he/she live in Japan? (As of October, 2022)
A) いいえ。独身です。 No. I'm single.
B) はい。配偶者は日本には住んでいません。 Yes, but he/she lives outside of Japan.
C) はい。配偶者は日本に住んでいます。Yes. He/she lives in Japan.
Cを選んだ人は、③の質問に答えてください。
If you chose C, please answer question ③．
③配偶者が就労している場合、月収はいくらですか？（最近の3カ月間の平均額を記入）
If your spouse works, what was his/her average monthly income over the last 3 months?
円 JPY

（3） 住居情報
Accommodation
※②は2023年4月入学する人は記入不要。 Individuals planning to enroll in April 2023: You may
leave item ② blank.
①2022年10月時点でどこに住んでいますか？
Where do you plan to live in October 2022?

東京国際交流館(お台場) TIEC Residence Halls (Odaiba)
②東大宿舎に申請しましたが、結果がまだ出ていません(該当者のみ回答)
I applied to a university dormitory but I have not received the result yet. (Only if applicable)
はい Yes
②お台場東京国際交流館に申請しましたが、結果がまだ出ていません(該当者のみ回答)
I applied to a Tokyo International Exchange Center (TIEC) but I have not received the result yet.
(Only if applicable)
はい Yes

（4）2021年10月以降に日本国内で受給した奨学金を記入して下さい。※国費を含む。 （2021年10
月より前に採用された場合でも、2021年10月以降に奨学金を受け取った場合は記入してくださ
Please fill in the form below regarding any scholarships you received while studying in Japan after
October 2021（including MEXT scholarships)
受給期間
月額
奨学金名
Period of
Amount of
Name of scholarship
Scholarship
Scholarship

東京国際財団奨学金/Tokyo International
Foundation scholarship

3,000 円/月
2022 年 4 月
JPY/month ～ 2022 年 9 月
年
円/月 月
～
年
年
円/月 月
～
年

※(5)～(6)2023年4月に入学する人は、記入不要。
Individuals planning to enroll in April 2023: You may leave questions (5) and (6) blank.

（5）授業料の支払い状況について、該当するものを選んでください。
Please fill in the form below regarding tuition exemption(s).
東京大学に在籍していなかった
I wasn't enrolled at the University of Tokyo.
2021年 後期
奨学金のスポンサーが払ってくれた
My scholarship sponsor paid on my behalf.
2021
全額免除 Full exemption
2nd semester
半額免除 Half exemption
自分で全額支払った I paid full tuition myself.
東京大学に在籍していなかった
I wasn't enrolled at the University of Tokyo.
2022年 前期
奨学金のスポンサーが払ってくれた
My scholarship sponsor paid on my behalf.
2022
全額免除 Full exemption
1st semester
半額免除 Half exemption
自分で全額支払った I paid full tuition myself.

（6）東京大学及びそれ以外からの収入・アルバイトについて記入してください。
Please fill in the form below regarding your income from the University of Tokyo and any other part-time job(s).
職種
月収
期間
Type of job
Monthly income
Employment period

学内
On
Campus

RA

Research Assistant

TA

Teaching Assistant

チューター Tutor
博士課程学生特別リサーチ・アシスタント
Doctoral Student Special Incentives Program Ｓ
ＥＵＴ RA (Type A or B)

円/月

博士課程研究遂行協力制度
The University of Tokyo Grants for Ph. D.
Research

円/月

その他（
Other *please specify (
学外
Off
Campus

50,000 円/月 2021 年 4 月
JPY/month ～ 2022 年 3
年
円/月
～
年
年
円/月
～
年

）

円/月

)

職種 （
）
Type of job *please specify

円/月

月
月
月
月
月

～

年
年

月
月

～

年
年

月
月

～

年
年

月
月

～

年
年

月
月

Yes

東京大学に2022年10月まで在籍していなかった。I was
not a student of the University of Tokyo before
※If you are selecting "Yes", you do
October 2022.

not need to fill in (6) above.

2．学業状況について
学業成績について、下記の項目を記入してください。なお、ここに回答した数字だけをもって成績評
価をすることはありません。成績証明書とあわせて、総合的に評価します。
Please fill in the form below regarding your academic record. Please note that we will not
evaluate your academic record solely with this information. We will evaluate it comprehensively
with your transcript.
（１）出身(在籍）大学名
Name of university
学部 Undergraduate

東京大学/University of Tokyo

修士課程 Master

東京大学/University of Tokyo

博士課程 Doctor
（２）下記の項目についてそれぞれの在籍課程の成績表に基づき記入してください。成績表に明記
されていない項目は記入不要です。
Please write the number of subjects you took and, where applicable, additional information as
stated officially on your transcript(s). If any of the below information is not included on your
transcript(s), it may be left blank.
例 e.g. 学部 Undergraduate 修士 Master
博士 Doctor
全単位数
120
172
40
Number of credits
以下の項目は成績表に明記されていなければ記入不要です。
If any of the below information is not included on your transcript(s), it may be left blank.
Cum GPA
Letter Grades
Descriptions
Percentages
Class Rank
Others
Honors received

3.05 / 4.00
A
Excellent
85%
5 / 50
Honor

Honor

3．日本語能力について
（１）あなたの日本語能力について、該当するものをチェックしてください。
Self-evaluation of your Japanese language proficiency
Poor

Fair

Good

読む Reading
書く Writing
聞く Listening
話す Speaking
（２）日本語学習歴について、教えて下さい。
If you have a certified history of studying Japanese, please include it in the space below.

工学系研究科日本語教室 中級1
（３）日本語に関する資格を持っている方は、記入してください。

If you have a certificate of Japanese proficiency, please include it in the space below.

日本語能力試験N3（JLPT N3）

- - - END - - -

