京都「国際学生の家」（Haus derBegegnung： 出会いの家）とは

公益財団法人 京都「国際学生の家」

2020年秋期寮生募集要項

京都「国際学生の家」は外国人留学生（定員22名）および
日本人学生（定員12名）がハウスペアレンツと同じ屋根の下に生活する学寮です。
1965年創立以来、すでに82カ国1000名ほどの留学生・日本人学生が、
HdBの略称でも知られるこの学寮で暮らしてきました。
その多くの方々が、ここでの体験も活かして、世界中で活躍しています。
寮生には、日々の生活や学寮行事を通じた交流を深めるなかで、国籍・民族・思想・
文化・生活習慣等の違いから生じるさまざまな問題に向き合い、
違いを超えて共に生きる道を模索する努力が求められます。
公益財団法人 京都「国際学生の家」は、固有の大学との正式の提携はありません。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

出願手続
左記QRコードより応募
第一回締切：2020年8月14日（金）
第二回締切：2020年9月18日（金）

入寮者選考
出願書類および面接に基づき運営委員会にて総合的に判断し入寮者を選考する。
ただし入寮希望者が多数の場合、
出願書類により面接対象者を選考することがある。
第一回面接日：2020年8月22日(土)
第二回面接日：2020年9月26日(土)
面接場所：（公財）京都「国際学生の家」またはオンライン
持ち物：「保証人承諾書」・「身元引受人承諾書」

入寮選考結果の発表
面接時に指示された日時にEメールにて連絡
または面接を受けた本人が電話にて合否を確認すること。

入寮許可決定
入寮の許可を受けた者は、結果発表後3日以内に
保証金（2万円）および入寮準備費（1万円）を支払うこと。
連絡も入金もない場合は、入寮辞退とします

〒606-8325
京都市左京区聖護院東町10
公益財団法人 京都「国際学生の家」事務室
Tel & Fax: 075-771-3648
E-mail: office@hdbkyoto.jp
Website: http://hdbkyoto.jp/

What is HdB (Kyoto International Student House)?
Kyoto International Student House (also known as HdB, i.e., Haus der
Begegnung, meaning House of Encounter in German) houses
up to 22 international students and up to 12 Japanese students live along
with house parents. Since its founding in 1965, nearly 1000 people from 82

diversities of nationalities, ethnicities, philosophies, cultures and customs
among them. Kyoto International Student House is operated by a publicinterest incorporated foundation independent of universities.
Please visit our website for further information.

Application Procedure
Apply through the QR code.
Deadline:

Round 1 - Friday, August 14th
Round 2 - Friday, September 18th

Selection Process
:
Round 1 - Saturday, 22 August, 2020
Round 2 - Saturday, 26 September, 2020

The house committee will interview the (pre-screened) applicants on

We may arrange a Skype or online interview for international applicants who
cannot arrive in Japan before the interview date.
The house committee holds the right to
select candidates prior to the interview.

Announcement of the selection
Each applicant must contact the office by e-mail or phone
to find out the result after the interview.
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nations have resided in HdB. The students are encouraged to appreciate

Admission procedure
Once admitted, applicants must contact
the office within three days after the notification
and hold their space with a security deposit (20,000 JPY)
and an admission preparation fee (10,000 JPY).
Failure to do so may result in a cancellation of the admission offer.

Kyoto International Student House
10 Shogoin Higashi-machi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8325, Japan.
Phone & Fax: 075-771-3648
E-mail: office@hdbkyoto.jp
Website: http://hdbkyoto.jp/

