2017 年 7 月

Arrival Information
下記のとおり、
「入寮日・入寮方法」
、
「出迎えサービス」等、大事な情報をお知らせしますので、内容
を確認してください。内容を確認後は、別紙「出迎えサービス希望調査票」に回答し、７月２１日（金）
までに、必ず本学（oips@kufs.ac.jp）へメール添付で提出してください。
【入寮日・入寮方法】
日

付：２０１７年９月７日（木）のみ

入寮方法：本学指定の出迎えサービスを利用するか、指定の日時に国際部へ来なければ、
入寮できません。出迎えサービスについては下記を参照してください。
【出迎えサービス】
◎出迎えサービスを利用する場合
入寮日の９月７日（木）に限り、関西国際空港から各留学生宿舎に向かう、本学手配のバスを
運行します。バスの運行スケジュールは下記のとおりです。
なお、フライトの到着時間の関係で、下記いずれにも間に合わない場合は、前日９月６日（水）
に到着の上、ホテルで一泊し、翌日９月７日（木）の出迎えサービスを利用してください。そ
の際、ホテルは各自で予約してください。
ホテル情報：ホテル日航関西空港 http://www.hotelnikkokansaiairport.com/

バス運行スケジュール
A：関西国際空港 １１：００発のバス （費用：４，０００円／留学生負担）
B：関西国際空港 １５：００発のバス （費用：４，０００円／留学生負担）
※集合場所と出迎えサービス料金の支払い方法は後日お知らせします。
※入国手続きには、1 時間以上かかる場合があります。９月７日（木）に到着し、
出迎えサービスを利用する場合は、バスの出発時間に間に合うフライトを手配
するようにしてください。
※前学期まで本学が提供していたＭＫシャトルサービスによる出迎えは、今回から
行いませんので、ご了承ください。
◎出迎えサービスを利用しない場合
出迎えサービスを利用しない場合でも、本学手配の宿舎に入寮予定の場合は、上述のとおり、
下記の日時に国際部へ来室しなければ入寮することはできません。
国際部来室後は、本学付近の宿舎に入寮予定の場合は徒歩で、それ以外の宿舎に入寮予定の場
合は、本学手配のバス（費用：５００円／留学生負担）で宿舎へ移動します。

国際部への来室時間
C：９月７日（木） １３：００に国際部へ来室
D：９月７日（木） １７：００に国際部へ来室
※バス料金の支払い方法は後日お知らせします。
※国際部の場所は４号館２階です。

【オリエンテーションの日程】
別添の日程表の通り、９月８日（金）から区役所での手続き等始まりますので、新入生の欄に○印
がある日には、個人的な予定を入れないでください。
【入学許可書について（国費留学生を除く）
】
入国管理局が在留資格（COE）を交付次第、一緒に郵送でお送りする予定です。
【宿舎について】
７月末日までに、メールで Lodging Information をお送りする予定です。
京都外国語大学国際部

July 5, 2017

Arrival Information
Please read thoroughly the following important information about:
1. Move-in day
2. How to move in
3. Pick-up service
4. Orientation schedule
5. Letter of acceptance
6. Housing
When you finish reading and understanding the contents, answer the Pick-up service Questionnaire
on page 3 and send it as an attached file to oips@kufs.ac.jp (Division of International Affairs) by July
21st (Fri).

1. Move- in day
September 7th (Thu), 2017
*You CANNOT move into your dormitory on any other day.

2. How to move in
Use our pick-up service or visit our office at the designated day and time. Otherwise, you
CANNOT move into your dormitory.
Please refer to the information below for the detail of the pick-up service.

3. Pick-up service
◎Using the pick-up service
We run the pickup bus from Kansai International Airport to your dormitory
ONLY on September 7th (Thu), which is your move-in day.
The schedule is as followed:
A: leaving from KIX at 11:00
B: leaving from KIX at 15:00

In either case, you need to pay ¥4,000.

*We will let you know the meeting point and choices of your payment later.
*It might take more than one hour at the Immigration. If you are planning to receive this
service, we advise you to arrive well ahead of time so that you will not miss our bus.
*We no longer offer the MK Shuttle Service, which we used to, from Fall 2017.

If you are NOT able to receive the pick-up service due to your flight schedule, please arrive
on September 6th (Wed), stay overnight around the airport, and take the service on
September 7th. In this case, you need to reserve your hotel by your own. Please check the
URL for your hotel: http://www.hotelnikkokansaiairport.com/ (Hotel Nikko Kansai Airport)

◎NOT using the pick-up service
Even if you are not planning to use the pick-up service, you still HAVE TO visit our office
at the designated day and time in order to move in your dormitory. Please come to the
office at either of the scheduled time as followed:
C: September 7th (Thu) at 13:00
D: September 7th (Thu) at 17:00
*Our office is located in Building 4, 2nd Floor.
Those who chose their dormitory close to the campus will go there by foot, and for the
others, we are arranging a bus taking you to your dormitory. In this case, you need to pay
¥500. We will let you know choices of your payment later.

4. Orientation schedule
We will start registration at the ward office from September 8th (Fri). Check carefully the
attached schedule, and DO NOT make your personal plans on the days marked as ○ for
new students.

5. Letter of acceptance (EXCEPT Japanese government scholars)
We will mail it as soon as the Immigration Bureau of Japan issues your certificate of
eligibility (COE).

6. Housing
We will email you Lodging Information by the end of July.
Kyoto University of Foreign Studies
Division of International Affairs

2017 年 7 月

Arrival Information
请仔细确认以下「入住宿舍日・方法」
、
「接机服务」等重要的信息，确认后请填写附件的「接机服务调
查表」
，并于 7 月 21 日之前以附件形式发送到本校的邮箱（oips@kufs.ac.jp）。
【入住宿舍日・方法】
日期：２０１７年９月７日（四）只有这一天
方法：不利用本校指定的接机服务或是不按照指定时间来国际部，不能住入宿舍。
关于接机服务，请参照以下内容。
【接机服务】
◎利用接机服务
入住宿舍日仅限于９月７日（星期四），本学校将提供从关西国际机场到各留学生宿舍的公共汽车。
公交汽车的日程安排表如下所述。
如果航班赶不上的话，请于 9 月 6 日（星期三）来日本在宾馆住一天，然后第二天利用接机服务。
如需宾馆，请自行预定。
宾馆信息：日航酒店关西机场 http://www.hotelnikkokansaiairport.com/

公交汽车日程安排
Ａ：关西国际机场 １１：００出发 （费用：４，０００円／留学生负担）
Ｂ：关西国际机场 １５：００出发 （费用：４，０００円／留学生负担）
※关于集合地点和费用的付款方法，另外再联系。
※因为入境手续可能需要 1 个多小时，如果选择利用迎接服务的话
请预约赶的上公交汽车出发时间的航班。
※从这学期开始本校不再提供 MK 巴士服务，请谅解。
◎不利用迎接服务
即使不利用本校接机服务，如果住入本校指定宿舍的话，请务必在以下时间来国际部集合。
来国际部集合之后，住入本校附近宿舍的学生将步行去宿舍，住入其他宿舍的学生利用本校指定的
公共汽车去宿舍。
（费用：５００日元／留学生负担）

国际部集合时间
Ｃ：９月７日（星期四） １３：００于国际部
Ｄ：９月７日（星期四） １７：００于国际部
※关于接机费用的付款方法，另外再联系。
※国际部在四号馆二楼。

【入学日程表】
请参考附件的日程表、从９月８日（星期五）开始办区役所手续等，在日程表上的新入生栏有○记号的
日程请不要安排自己的计划。
【入学许可书（除了国费留学生以外）
】
入国管理局的在留资格申请证（COE）收到后一起邮寄。
【关于宿舍】
７月末之前会把 Lodging Information 用邮件发给大家。
京都外国语大学国际部

