一橋大学国際学生宿舎（小平） 入居のご案内
入居手続き
期 間：9 月 6 日（水） 9 時～17 時
所在地：187-0045 東京都小平市学園西町 1-29-1 国際交流プラザ棟
国際交流プラザ棟 1 階の「プラザ管理室」で、パスポート等(顔写真入りの身分証明書)を提示してください。受付で
レジデントアシスタント（RA）やコミュニティーアシスタント（CA）から鍵と必要書類一式を受け取り、寮生活に
ついてのオリエンテーションを受けて下さい。
＊6 日（水）に入居できない場合は、8 月 30 日（水）までに国際課までメールすること。
◆一橋大学国際学生宿舎には、机および椅子・本棚・冷蔵庫・ワードローブ・ベッド（掛け布団は含まない）等の
生活に必要な家具はひととおり揃っており、すぐに生活を始められます。シーツ・布団・枕は自分で準備して
ください。また、家具等を預かるスペースはありませんので、持ち込まないようにしてください。
★なお、6 日は、プラザ棟にて下記のイベントが予定されております。
10:00～1７:00 ワンストップサービス【インターネット契約/火災保険の加入/引落書類記入相談窓口】
18:00～19:00 布団展示販売会
19:30～20:30 Welcome dinner
◆火災保険の加入は義務付けされています。入居一ヶ月以内に必ず加入証明を提出してください。

小平新規入居者ガイダンス（出席必須）
新規入居者ガイダンス（日本語・英語）を下記のとおり行いますので、必ず出席してください。
9 月 7 日（木）13:30 受付開始 17:00 ガイダンス終了予定
場 所：国際交流プラザ棟
持ち物：筆記用具、プラザに提出する書類、在留カード、通帳・印鑑（あれば必ず）
※9/7 以降に入居する方へ：10/2 (月)13:30 からのガイダンスに必ず出席してください。
（どうしてもガイダンスに参加できない場合は必ず事前に国際課へ連絡をしてください。
）

注意！!
1.申請書に記入した入居予定日を変更する場合は必ず国際課に連絡してください。連絡もなく入居手続を行わない場合は
入居が取り消されます。また、入居を辞退する場合も早急に連絡してください。
2.寄宿料の納付又は諸経費の支払いを怠り、督促を受けてもなお納付しない者は入居許可が取り消される場合があります。
退学、卒業、修了等で一橋大学の学籍がなくなったり、休学及び在留資格が『留学』以外になった場合、在籍する課程の
標準修業年限を超えた場合はその時点で退去していただきます。
3.荷物を送る場合は、到着日時を指定し自分で受け取ってください。入居日より前に荷物を送らないでください。入寮日
に到着した荷物は紛失のリスクありますので、必ず入居日以降に送ってください。
住所：187-0045 東京都小平市学園西町 1-29-1 （+あなたの部屋番号）
◆宿舎の概要については下記 URL を参照してください。
http://international.hit-u.ac.jp/jp/curr/accom/index.html
一橋大学 学務部 国際課
186-8601 東京都国立市中 2－1
TEL：042-580-8164／FAX：042-580-8167
E-mail：int-dorm1284@dm.hit-u.ac.jp

Announcement for New Residents of Hitotsubashi University
Kodaira Residence Hall
MOVE-IN DAY
Check-in: 9:00 to 17:00 on September 6 at Plaza Office
Address: Plaza Office, 1-29-1 Gakuen-nishimachi, Kodaira-shi, Tokyo 187-0045
◆ At the reception, please show your passport, or ID with your picture on. Resident Assistants (RAs) and Community Assistants
(CAs) will welcome you at the reception and provide a set of necessary documents (including your room key).
*If you are unable to move in September 6, please contact the Office of International Affairs by August 30th.
◆ You can start your life with your personal items only, because necessary furniture such as a desk, chair, bookshelf, refrigerator,
wardrobe, and a bed are equipped at Hitotsubashi University residences. Please prepare sheets, beddings and a pillow.
Besides, please do not bring your household furniture, because we do not have any room to keep them.
★ The following events will take place on 6th at the Plaza building:
10:00～17:00 ONE-STOP service【Internet, Fire-insurance, Rent payment form】
18:00～19:00 Bedding sale
19:30～20:30 Welcome dinner
◆ Fire insurance is mandatory for all residents. You must submit a certificate of insurance within one month after the moving date
to the Office of International Affairs. ,

Guidance for New Residents (mandatory)
You MUST attend the following residence hall guidance:
Date & time: Thursday, September 7. Reception opens at 13:30
Place: International Exchange Plaza Bldg.
Things to bring: writing materials, documents (to be submitted to the Plaza Office), residence card, bankbook and personal
name-seal (If you have)
※If you will move-in after September 7th, Please make sure to attend the guidance held on Monday, October 2 13:30. Please let the
Office of International Affairs know if you will not be able to attend the guidance.

ATTENTION!!
1. If you are unable to move in the date you stated on the application form, be sure to contact International Affairs Office. If you do
not move in without any appropriate reason, or do not perform the move-in procedures without prior announcement, your
residency permission will be cancelled. If you wish to cancel, please contact us immediately.
2. Residents must leave immediately even within the occupancy period if:
- the resident has failed to pay the residence fees and/or other expenses even after he/she is urged to do so.
- he/she is no longer enrolled at Hitotsubashi University, due to graduation, completion, withdrawal, or other reasons.
- he/she takes a leave of absence from the university or changes the resident status other than “study abroad” .
3. If you send your goods, you should appoint the date to be delivered and receive them by yourself. Please do not send them
before you move in. To avoid losing items, make sure they arrives after the move-in date.
Address: 1-29-1 (your room number), Gakuen-nishimachi, Kodaira-shi, TOKYO 187-0045
◆ Please refer to the following website for further information of the Residence Hall.
http://international.hit-u.ac.jp/en/curr/accom/index.html
Interrnational Affairs Office, Hitotsubashi Univ.
2-1 Naka, Kunitachi-shi,Tokyo 186-8601
E-mail：int-dorm1284@dm.hit-u.ac.jp TEL：042-580-8164/FAX：042-580-8167

