札 幌 留 学 生 交 流 セ ン タ ー 入 館 生 募 集 要 項
１．募集の内容
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空室がなくなり次第、終了。
以後、順番待ち（ウェイティング）となります。

面

Sapporo International Student Center：Guideline for Application

面接時間：平日の 10：00～12：00 及び 14：00～16：30

接
居

日

２．応募資格
（１）「留学」の在留資格を有し、会館から通学できる範囲内に所在する札幌市内又は近郊の
大学（大学院を含む）
、短期大学、又は専修学校の専門課程に在学していること
（２）学業成績良好で勉学に熱意のあること
（３）大学等の推薦があること
（４）国際交流に理解があり、共同生活に協調できること
３．応募書類等及び応募方法
（１）入居願（写真１枚添付）
（２）学業成績証明書１部
（３）世帯用入居希望者は、婚姻証明書
（４）学生証及び在留カード（または外国人登録証）
（５）９２円切手１枚（選考結果通知用）
応募される方は、上記（１）の書類に必要事項を記入し、
（２）から（５）と一緒に、札幌留学生交流センタ
ー管理室まで持参してください。なお、入居願は次のアドレスからダウンロード出来ます。＜
http://www.jees.or.jp/sapporo/img/nyukyonegai.pdf＞
４．選考方法
書類選考及び面接選考
５．選考結果の通知
選考結果は、本人に郵送により通知します。
６．入居可能期間
在学する課程の最短修業年限以内の期間で２年間。
７．使用料等

使 用 料（月

額）

光熱水費（月

額）

単身用

世帯用

27,600 円

35,500 円

実

費

実

Close when the vacancy is filled.
Afterwards, the application will be on the waiting list.
Time：10：00～12：00, 14：00～16：30 of weekdays

Interview

要相談

6 Rooms

(with his/her child(ren) is(are) acceptable.)

Application Period

面接場所：札幌留学生交流センター（豊平区豊平 6 条 6 丁目 5-35）
入

Family Room：International Students

Vacancy

Place：Sapporo International Student Center

Start of Residency

Upon consultation

２．Qualifications
（１）International students with 'College Student' status visa, who may commute
from the house to his/her own University or Junior College.
（２）International students who are eager to study.
（３）Required recommendation from the University/College
（４）International students who are interested in international exchange and who can cooperate
with other residents.
３．Admission Requirements
（１）Application Form（with a photo）
（２）An academic transcript
（３）Marriage certificate for applicants of Family rooms
（４）Student ID and Resident Card (or Alien Registration)
（５）One 92 yen postal stamp（for selection result notification）
To apply, please fill out (1) form and submit it along with (2)~(5) to Sapporo International Student
Center Management Office. You may download the Application Form from this URL:
http://www.jees.or.jp/sapporo/img/nyukyonegai.pdf
４．Selection Documents screening and interview
５．Notification of Result
The result will be informed to the person himself/herself .
６．Term of Residency Maximum 2 years within enrollment in the University/College.
７．Monthly Rent and Utility Charges

費
Monthly Rent
Utility Charges

Single

Family

¥27,600

¥35,500

Calculated by the meters

Calculated by the meters

※不明な点等ありましたら、下記までお問い合わせください。
【問合せ先】

札幌留学生交流センター 管理室
（公財）日本国際教育支援協会 札幌事務室

〒０６２－０９０６ 札幌市豊平区豊平６条６丁目５番３５号 （地下鉄東豊線学園前駅下車２番出口より徒歩１分）
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※If you have questions, please inquire to:
Sapporo International Student Center Management Office
5-35 Toyohira 6-6, Toyohira-ku, Sapporo 062-0906
(1min.walk from Ext #2 of GAKUEN-MAE, Subway TOHO-line)

