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Kyoto International University (KIU) and KIU Academy
Relocation Project & Donation Update
December 20, 2019
We thank you for your gracious and continuing support for KIU and KIU Academy.
We would like to inform you of the latest news for the relocation project and send special thanks to all of you in the
KIU/KIUA community.
Land
This summer, we purchased 558 tsubo of land (1841 ㎡, 62-3 & 63-2 in the picture below). As the property includes the
access to a large, undeveloped area of residential property, we are continuing negotiations for acquiring neighboring
properties, which would allow KIU to expand its land area to about 1000 tsubo (3300 ㎡). This situation has delayed
the initial target for our development application. If the neighboring property talks progress as expected, we hope to
turn in our development application within the year. As soon as the neighboring property negotiations are concluded,
we will put the C-building land, which is owned by KIU, up for sale.
Schedule
We had hoped to start
construction in January,
complete it in the summer of
2020, and move to the new
campus in September. However,
it is expected that the project
may need a little more time
because there are many factors
that could cause delays. We are eager to finish at least the building construction in the academic year of 2020. Our
priority will be building the classroom buildings. The second priority will be building a gym.
Donations
We are deeply grateful that so far we have received 14,938,400 yen in donations from 51 individuals or families! Of this
amount, $53,300 USD (5,756,400 yen) has come in from the US, and 9,182,000 yen has come from Japanese donors.
We express our sincere appreciation to everyone who has contributed up to this date. Current students’ families,
graduates and their relatives, and employees have gotten involved and generously given to this project. While we still
need to raise another 5,500,000 yen to achieve our initial fundraising goal, I am confident that we will meet and exceed
it. The increased land area we hope to purchase has increased our need for funds, so please consider donating.
This relocation will be the biggest project I, as president of KIU, have ever done. It is the biggest project that KIU has
ever done as an organization. I am encouraged and humbled by the generosity of you all.
The donation information and the post office donation form are included along with this letter. We realize many of you
have already donated, and we do not mean to trouble you with repeated appeals. However, we want to ensure that all
parents and guardians have received the same information about this project.
I sincerely ask for your support and prayers and hope you will choose to be involved in this milestone project.
Sincerely,
Peter Nathan Blocksom
President
Kyoto International University and Academy

京都インターナショナルユニバーシティー（KIU）＆アカデミー
新キャンパス移転事業および寄付金についてのご報告
2019 年 12 月 20 日
本校の教育活動に対する、皆様からの日頃のご理解とご協力に感謝申し上げます。また、新キャンパス移転事業に関す
る格別のご支援とご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。以下、最新の情報をお伝えいたします。
移転予定地
今夏、本校は 558 坪の土地を購入しました（1841 ㎡ 写真下 62-3、63-2）
。本校の購入した土地には、未開発の広い住
宅用地へのアクセス部分が含まれているため、近隣の土地に関しても取得のための交渉を継続しています。それによって
本校の土地が 1000 坪に増えることになります。このような状況のため、開発申請が当初の目標よりも遅れています。近隣
の土地を購入するための交渉が期待通りに進んだ場合、開発申請書を年内に提出したいと思っています。近隣の土地にか
かわる交渉が終わり次第、C 校舎を売り出すことになります。
スケジュール
1 月に建設を開始し、2020 年夏
に完成、そして 9 月には新キャン
パスへの移転を願っておりまし
た。しかしながら、事業を遅延さ
せる様々な要因が考えられるた
め、完了にはもう少し時間を要す
ることが予測されます。ただ少な
くとも 2020 年度中に校舎の建築
を終えることを望んでいます。教
室棟の建設が最優先事項であり、その次が体育館の建設になります。
寄付金について
これまでに個人またはご家族から、51 件、総額 14,938,400 円のご寄付をいただきました！この内訳は、アメリカから
53,300 ドル（5,756,400 円）
、日本から 9,182,000 円となっています。これまでご寄付いただきました方々に、心からのお
礼を申し上げます。在籍生徒のご家族、卒業生、卒業生のご親族、教職員といった多くの方々から、このプロジェクトに
寛大なご寄付をいただきました。また、数件の大口のご寄付もいただきました。最初に掲げた目標に到達するためには、
あと約 550 万円が必要ですが、きっと目標を達成できると確信しています。敷地を拡張するためには、必要な資金も増え
ますので、どうかご寄付について、ご一考くださいますようお願い申し上げます。
このプロジェクトは、KIU 学長として私が手掛けてきたものの中で最大です。また、KIU として取り組む最大のプロジ
ェクトでもあります。皆様からの寛大なご支援により、励まされ、謙虚な気持ちにさせられております。
このお手紙とともに寄付の募集要項と郵便局の振込用紙を同封しております。すべての保護者の皆様に同じ情報をご案
内する目的で、すでにご寄付をくださった方々にもお送りいたしております。重ねてご寄付をお願いする趣旨ではござい
ません。失礼の段、何卒ご容赦ください。
この新キャンパス移転事業は、本校にとって大きな躍進となる画期的なものであると信じております。このプロジェク
トに対する皆様からのご支援とお祈りを心からお願い申し上げます。

京都インターナショナルユニバーシティー＆アカデミー
学長 ピーター・ブロックソム

