
2020(秋)個人現況  Your Campus Life(2020) 
学生生活に関する重要なメッセージを読んで、あなたの個人現況について記入してください。 
This is important message from Gakusei Service-ka (Student Affairs and Support Division) about 

student life. Please read it carefully and fill in your current situation. 
重要事項 
1. 住所・電話番号の変更届 －住所・電話番号に変更があった場合は、速やかに学生サービス課（東

金キャンパス）に届けましょう！ 
住所変更届が出されない場合、緊急又は重要な連絡ができなくなります。 

2. 車両登録 －紀尾井町キャンパスを除き、車両で通学する場合は、必ず通学車両を登録する義務が

あります。学生サービス課へ運転免許証、車両保険（写）を持参し、車種・車両登録番号（ナンバ

ープレート）などを登録し、車両通学登録証は、いつでも提示できるよう携行しましょう。 
車両登録のない車両事故に対しては、学生保険対象外となります。 

3.  自転車の運転 －自転車は車両です。安全に運転し、防犯登録を行いましょう。 
IMPORTANT!! 
1. ADDRESS AND/OR PHONE NUMBER CHANGE – If you changed address or phone number please 
report it to Gakusei Service-ka (Togane Campus students) as soon as possible.  
If you don’t report your new address or new phone number, you won’t receive emergency or 
important messages from JIU. 
2. VEHICLE REGISTRATION -Students (except Kioicho Campus students) who are commuting to JIU by 
a vehicle (except bicycle) must register it at Gakusei Service-ka. For registration you have to bring your 
license card and insurance. You will be asked to write down type, name and vehicle registered number 
(number plate) of your vehicle. After registration you will receive JIU Vehicle Registration Card which 
you have to carry with you and show it if you are asked for. 
Student Insurance doesn’t cover non-registered vehicle. 
3. BICYCLE SAFETY –A bicycle is considered a vehicle. Please ride it safely. You also have to register 
your bicycle (Crime Prevention Registration). 

学 籍 番 号 
Student ID Number 

at JIU 
  － 氏 名 

Name  

 

現在住んでいる

住所について 
  Current Address 
and Phone Number 

 
日本の住所 

Write down the 
address in Japan, if 
you already know 

郵便番号 (Zip Code)：  

住  所 

Address 

都・県           市・区 

 
 

電話番号 
Phone Number 

固定電話 (Fixed Phone) ： 

携帯電話 (Mobile Phone)： 

通学方法に 

ついて 
School commute 

●どのような手段で通学していますか？ (How do you plan to commute to JIU?) 

□電車  □大学バス  □車  □自動二輪車  □自転車  □徒歩 
Train       JIU Bus          Car       Motor-cycle        Bicycle        Walk 

●車両で通学されている場合、登録は済まされていますか？  □はい □いいえ 
If you use car or Motor-cycle, have you registered already?              Yes      No 

●登録された車両について(If you’ve registered, please fill in bellow)； 

・車種 (Type & Name of Vehicle)    ：                   

・車番（ナンバープレート） (Number Plate)：                   

・色  (Color )        ： 

課外活動 
Campus 

Extracurricular 
Activities 

□活 動 中 (Already Joined)   団体名 (Name of Group)：                                
□参加予定 (Planning to Join)  団体名 (Name of Group)： 

喫煙/ Smoking □はい/ Yes    □いいえ/ No  

 


