
２０２２年度留学生向け「木下寮」入居者の募集 
寮  名  公益財団法人木下記念事業団 各寮 

最 寄 駅 別添のとおり 

募集人数 

単身男子３名、単身女子３名（国籍制限あり） 

・中国：男子‐芦屋浜会館１名、女子‐募集なし 

・韓国：男子‐神戸学生会館１名、女子‐神戸学生会館１名 

・その他の国籍：男子‐神戸学生会館１名、女子‐神戸学生会館２名 

応募資格 

（申込書を提出する

際は必ず「√：チェッ

ク」すること） 

□ ２０２２年４月現在で神戸大学に１年以上在学する、学部又は大学院の正規生 

（ただし、本学の研究生として２０２１年４月から２０２２年３月まで在籍し、２０２２年４月から正

規生(合格者)となる者及びこれから受験を予定している者は応募可能(不合格の場合は許可されてい

ても入居できない。)） 

□ ２０２２年４月１日時点の年齢が学部正規生は２５歳未満、大学院正規生は３０歳未満の者。（ただ

し、兵役を終えた留学生の場合は、２０２２年４月１日時点の年齢が学部正規生は２７歳未満、大学

院正規生は３２歳未満の者。） 

□ 日常生活に必要な日本語を話せる者 

□ 独身又は単身生活者で、学業成績優秀かつ真に生活に困窮している者 

□ ２０２１年４月１日現在で国費外国人留学生、政府派遣留学生、専門職大学院生は応募不可 

□ 木下記念事業団の奨学生、奨学生OB及び寮生OBは応募不可 

□ 寮は居室も含めて禁煙のため、喫煙のルールを守ることができる者（喫煙者は応募不可） 

□ 入寮後半年以内に留学または休学等を予定している者は応募不可 

□ 在日外国人学生も応募可 

利用条件 ・寮費：無料、光熱水費・インターネット接続費用等：個人負担（別途徴収） 

設備等 

・個室（机、椅子、本棚、ベッド、ミニキッチン、冷蔵庫、バス、トイレ、冷暖房完備） 

・談話室は共有 

・洗濯機：（神戸学生会館）共有、（芦屋浜会館）個室に設置 

入居期間 
２０２２年４月１日から 

入居できる期間は正規の履修課程の終期まで。留年による延長入居は不可。 

申請期限 ２０２１年１１月１１日（木）午前中 国際交流課締切（厳守） 

提出書類 

●国際交流課にメールにより申請してください。 

 メールアドレス： intl-ryulife@office.kobe-u.ac.jp 

●メールには下記のことを記入してください。 

  ・メールの件名： 木下寮申請について 

  ・メールの本文： 学籍番号 及び 氏名 を必ず明記すること。 

●応募申込書（学内選考用）に必要事項を記入の上、メールに添付して提出してください。 

最終結果等 

学内推薦可否の結果：２０２１年１１月中旬 

※学内推薦者は以下の書類の提出が必要となります。 

①寮生申請書（※「保護者」は親（または指導教員）。保護者欄の代筆不可。申請期限までに原本を入手しておく 

こと。） 

②寮生推薦書（※「推薦者」は指導教員または所属部局長。）                   

③寮生調書 

④個人情報の取扱いに関する承諾書  

⑤面接日希望申請書（２０２２年１月中旬実施予定） 

⑥学業成績証明書 

⑦健康診断書（今年度もしくは昨年度、保健管理センターにて受検したもので可。また、慢性疾患、持病、治療中 

のものがある場合は自身で申告書を作成し提出すること。）         

⑧すべての保護者の所得証明書（申請期限までに原本を入手しておくこと。）  

（※日本円に換算すること。 

※証明書が得られない場合は給与明細等の写しでも可。無収入でも証明書提出が必要。 

※日本語で記載されていない場合は日本語訳を付すこと。）   

⑨住民票の写し（お住まいの市役所（または区役所）で発行されたもの） 

⑩感想文（事業団ホームページの「トップページ」｢理事長挨拶｣及び｢設立の趣意｣を読んだ感想を日本語 

１０００字以内（Ａ４縦・横書き）にまとめること。財団ＨＰのURLは http://www.k-zaidan.or.jp ） 

⑪パスポートの写し（顔写真のﾍﾟｰｼﾞと査証（日本国査証がある場合）のﾍﾟｰｼﾞ各１部） 

⑫在留カードの写し（うら・おもて） 
 

最終結果：２０２２年１月下旬 
 

備考 

・バイク(50CCまで)は芦屋浜会館のみ駐輪可能。 

・寮生採用後は、居室に関わる損害賠償保険、また自転車に乗る人は自転車保険への加入が必要。 

・２年以上休学する場合は退寮しなければなりません。 

・奨学会館（男子寮・有償(寮費：月額23,000円)）の入寮申請は随時受付します。 

 

http://www.k-zaidan.or.jp/


２０２２年度木下寮応募申込書（学内選考用） 

１．氏名・国籍 国籍 

（フリガナ）

（漢字又は英語表記）

２．生年月日  年   月  日生（満   歳） （   男 女 ）

（  未婚 既婚 ）

３．所属学部・研究科名（学籍番号： ）

  学 部 学   科

  研究科  修士   博士    年次

２０２２年４月現在

４．現住所 （〒 －  ）

５．連絡先    携帯電話番号  E-mail
６．住居状況（該当箇所に☑を付けること。）

民間アパート・マンション   公営住宅   寮   その他公的留学生住宅 

兵庫国際交流会館       神戸留学生会館  学生寮（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽを含む）  

自宅（親・配偶者が借り受けている住宅を含む）   知人宅・ホームステイ    その他

  ＊申請者が負担している家賃の額： 円

（家賃には、共益費、敷金、管理費、食費等を除く、実質家賃。共同で借り受けている場合は人数で案分した金額を記入

すること。家族や夫婦の場合で、申請者が家賃を負担している場合は案分は不要。ただし、配偶者が学生の場合は案分

すること。）

７．授業料免除状況（過去１年間の免除状況について該当するものに☑を付けること。）

２０２０年度 後 期：  申請せず  免除なし  半額免除  全額免除

 ２０２１年度 前 期：  申請せず  免除なし  半額免除  全額免除

８．奨学金受給状況（２０２１年度の受給状況を記入すること。）

受 給：  あ り  な し

  受給ありの場合

奨学金の名称及び金額  （  円／月額）

９．親、家族からの仕送り等（授業料含む）があれば、平均月額を記入すること。

なければ「なし」と記入すること。  

万円/月 
１０．現在行っているアルバイトの額を記入すること

万円/月 

１１．入寮後半年以内に留学又は休学等の予定（該当するものに☑を付けること）：

  あ り   な し 

＊ 申込書に虚偽の記入が認められた場合、推薦を見合わせる場合があるので、注意すること。 

  ＊ 奨学会館（男子寮・有償（寮費：月額23,000円）に入寮を希望する場合は、国際交流課に連絡ください。
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