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２０１９年１０月入居横浜国立大学留学生宿舎入居希望登録 

（留学生会館および峰沢国際交流会館） 
横浜国立大学 学務部学生支援課 

留学生会館および峰沢国際交流会館入居者募集において，空き部屋が出た場合のために，入居

希望登録を行います。 
 

１ 登録条件（次の全ての条件に当てはまる者） 

（１） ２０１９年１０月１日現在で横浜国立大学に在籍する外国人留学生，および２０１９年 

１０月入学予定の外国人留学生 

※入居期間中に３か月以上の停学・休学・留学をする場合は，入居の資格を失いますので，申 

込の時に注意してください。 

※公的機関等から月額１０万円を超える給付金を受給する学生（YCCS 特別プログラム学生を

除く）は留学生会館 家族室，夫婦室のみ申請できます。単身室は申請できません。 

※２０１９年１０月に入学しなかった場合または，学籍を継続しなかった場合は，入居が決ま

った後でも許可を取り消します。 

 

（２）留学生会館および峰沢国際交流会館に既に１年以上１年６か月以下の入居歴がある者 

※入居歴が２年間ある場合は登録できません。 

※入居歴が６か月間の場合は，入居者募集の対象となります。 

※申請時に入居歴が 1 年６か月の者，2019.10 現在研究生予定者は６か月の入居希望登録となり

ます。 

 

（３）本学学生の身分がなくなったときは，退去しなければなりません。 

 

（４）留学生会館の家族室は，外国人留学生と配偶者およびその子供，夫婦室は，外国人留学生と

その配偶者が一緒に住む場合に入居できます（上記以外の者が入居することは原則として認

めません）。配偶者および子供が入居期間を通して居住することが必要です。 

  ※配偶者が日本人，または在留資格が「永住者」「定住者」の場合は，申請することができませ

ん。 

  ※夫婦室・家族室に入居できる配偶者の在留資格は原則的に「家族滞在」・「留学」のみです。

配偶者の在留資格がそれ以外で，入居を希望する特別な理由がある場合は，必ず申請前に申

請が可能か問い合わせ先に相談してください。 

 

（５）夫婦室または家族室に応募しようとする者は，出願時に同居予定の家族が，日本にいるか在

留資格認定書を取得済みの者を優先とします。 

 

（６）留学生会館・峰沢国際交流会館・大岡 IR・常盤台 IR のいずれにも重複申請はできません。

また，横浜市国際学生会館の入居許可を得た者についても同様とします。なお，入居可能連

絡の前に大岡ＩＲ，常盤台ＩＲに申し込んだ者は留学生会館および峰沢国際交流会館入居希

望登録を取り消します。 

 

２ 入居可能期間（留学生会館，峰沢国際交流会館とも） 

１年間入居許可者 

(2019.10現在研究生除く) 
２０１９年１０月１日 ～ ２０２０年９月１８日 

６か月間入居許可者 ２０１９年１０月１日 ～ ２０２０年３月１９日 

 

（注１）１０月１日より前には入居できません。荷物も１０月１日より前に置くことはできません。 

（注２）入居可能期間は最長で，過去の入居期間を２年からさし引いた期間とします。 

（注３）入居期間は６か月単位でカウントします。2019.10 現在研究生予定の方は「６か月」しか

申し込めません。（国費留学生を除く）  
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                                                               最長 1 年間 
                             
2019.10                        *両方合わせて最長 2 年間 
過去の 
入居期間 
                                最長 1 年間 
３ 宿舎概要 

（１）留学生会館      

〒232-0061 横浜市南区大岡２－３１－１  TEL：０４５－７４２－２８４５ 

（アクセス：市営地下鉄 弘明寺駅から徒歩３分） 

 単身室 夫婦室 家族室 

居室面積 １６㎡ ３３㎡ ４２㎡ 

所要

経費 

寄宿料 月額 ５,９００円 月額 ９,５００円 月額 １１,９００円 

共益費 月額 ８,９００円 月額１４,０００円 月額 １５,４００円 

主な

設備 

単身室 
ベッド，机，デスクライト，椅子，ユニットバス・トイレ，エアコ

ン，台所，流し台，カーテン，インターネット 

家族室 

夫婦室 

ベッド，机，デスクライト，椅子，ユニットバス・トイレ，エアコ

ン，台所（流し台・ガスレンジ），食器棚，テーブル，カーテン，イ

ンターネット 

管理室開館日時 平日（月～金曜日）９：００～１９：００ 

※寄宿料・共益費の金額は変わる可能性があります。 

※また，電気とガス（夫婦室・家族室）は個人で契約してください。 

※留学生会館における自動車の保有・乗り入れは禁止です。 

 

（２）峰沢国際交流会館 

   〒240-0061 横浜市保土ヶ谷区峰沢町３０５－１ TEL：０４５－３３６－２２２２ 

（アクセス：横浜国大キャンパスから徒歩５分） 

 単 身 室 

居室面積    １２㎡ 

所要

経費 

寄宿料 月額 ５,７００円 

共益費 月額 ４,８００円 

主な設備 

ベッド，机，デスクライト，椅子，ロッカー，エアコン, 洗面台・

トイレ，ブラインド，インターネット（シャワー，台所は室外に共

用設備があります） 

管理室開館日時 
月，火，木～土曜日：１０：００～１８：００ 

※都合により変更になることがあります。 

※寄宿料・共益費の金額は変わる可能性があります。 

また，入居者が使用する電気，水道，ガス等の料金を別途負担いただきます。 

※峰沢国際交流会館における自動車の保有・乗り入れは禁止です。 

 

４ 寮費に関する注意事項（留学生会館・峰沢国際交流会館 共通） 

寮費の日割り計算はありません。月の途中に入居または退去した場合も，寮費は１か月分の金

額を徴収します。 

毎月中旬までに寮費の払込書が発行されます。月末までに留学生会館は郵便局の窓口または郵

便局内ＡＴＭから，峰沢国際交流会館はコンビニエンスストアで振り込んでください。※入居

時に支払う必要はありません。 

  

6 か月以内 新規・継続申請 

1 年以上 1 年 6 か月以内 入居希望登録（この申請）      
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５ 入居希望登録申請について（※どちらか一つの寮を選んで申請してください。） 

（１）提出する申請書類 

提出書類 

宿舎名 
入居希望登録書 その他書類 

留学生会館（単身室） 

峰沢国際交流会館 

「入居希望登録書

①」 

1.学生証のコピー（現横浜国大在学者） 

2.在留カード(両面)コピー 

3.(新入生)合格通知書・研究生受入通知書

コピー 

 （研究生で現在の学籍期限が 2019.9まで

の者）研究期間延長許可書等コピー 

留学生会館 

（夫婦室・家族室） 

「入居希望登録書

①」 

「入居希望登録書

②」 

1.申請者本人の学生証コピー（現横浜国大

在学者） 

2.同居人全員分の在留カード（表面）また

は在留資格認定書のコピー 

3.配偶者のビザが「家族滞在」以外の場合

は結婚証明書のコピー 

  ※提出書類は，申請までに間に合えば必ず添付すること。 

※提出が間に合わない場合は，こちらが指定する日までに提出すること。 

 

（２）申請書類提出先：学務部学生支援課 学生支援係（学生センター ２F） 

窓口へ直接持参してください。また，郵送および代理人による提出も認めます。 

ただし，書類に不備がある場合は受付けできませんので注意してください。 

 

（３）申請書類提出期間 

２０１９年７月１日（月）～７月１９日（金） 
   8:30－12：45／13：45－17：00 ＊締切時間厳守！（郵送の場合 ７月１９日必着） 

ただし，書類に不備がある場合は受付けできませんので注意してください。 

※書類の受付時に，「受付番号」を発行します。郵送による提出の場合は，Ｅメールにて 

「受付番号」を通知します。下記抽選発表は「受付番号」を使って発表します。 

※郵送申請到着予定日から３日（休日は除く）経っても「受付番号」通知がない場合は， 

必ず学生支援係へご連絡ください。 

 

（４）登録順位決定について 

学生支援課担当者による厳正なる抽選により決定します。 

留学生本人や代理人によるくじ引きは行いません。 

    

（５）登録順位発表日 

２０１９年８月２日(金)午後０時頃 
学生支援課ホームページ（http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/）で全登録者の登録順位

を発表します。 

（注）必ず入居できるとは限りません。あくまで入居募集で空室ができた場合のみです。 
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６ 入居可能連絡受信後の入居手続きと注意事項について 

（１）入居可能連絡について 

空室ができ次第，登録順位の高い方から順番に通知します。学生支援係から，メール（また

は電話）で連絡します。 

※登録者が大岡ＩＲや常盤台ＩＲに申し込んだ時点で登録リストから削除されます。 

（キャンセルが出て順番がまわってきても連絡はしません。） 

 

（２）入居可能最終通知日（この日以降に空室が出た場合は連絡しません） 

現大岡ＩＲ，常盤台ＩＲ居住者：８月２３日（金） 

上記以外の者        ：９月１９日（木） 

※現峰沢国際交流会館・留学生会館居住者については，この日までに連絡がなかった場合は，

必ず９月２０日（金）までに峰沢国際交流会館または留学生会館を退去してください（９

月２０日退去期限のもの） 

 

（３）入居意思メール連絡について 

①学生支援係からの入居可能メールに記載されている締切日までに,下記内容の入居意志メー

ルを学務部学生支援課学生支援係に送信してください。 

＊宛先：gakusei.gakusei@ynu.ac.jp 

＊件名：「受付番号, 氏名，寮の名前，『意思連絡』」 

＊本文： 

１，「入居する」または「辞退する」のいずれかを明記。 

  また，継続入居の者は「継続入居する」と明記。 

２，新規入居する場合は「鍵の受け取り日（入居日）」を明記。 

 

 

②入居部屋番号は意思確認メールが届いた方にメールにて連絡します。現在居住中の方は継続

して同じ部屋となります。 

③メールに記載されている締切日までに入居意思の連絡がない者は，入居の意思がないものと

判断され，次の順番の方に権利が移ります。 

④登録後に登録を取り下げる場合，または入居決定後，やむを得ず入居を辞退する場合は，速

やかに学務部学生支援課学生支援係に連絡してください。 

⑤家族室・夫婦室申請者で，出願時に家族の在留資格認定書（コピー）を未提出の者は， 

８月９日（金）までに提出してください。 

 

（４）入居可能連絡を受け，手続きをした場合，部屋の鍵は，直接寮へ行き受け取ってください。

入居は１０月１日からです。それ以降の場合は，各寮開館日となります。※各寮開館日は「３ 

宿舎概要」でご確認ください。 

現在居住中の方で９月１９日までに同じ寮・同じ部屋種の入居可能連絡を受けた学生は退去

の必要はありません。 

※９月１９日までに入居連絡がなかった場合は，入居の可能性はありませんので，必ず退去

期限までに居住中の寮を退去してください。 
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≪入居前に関する注意事項≫ 

・１０月１日（火）より前に入居することや荷物を置くことはできませんので注意してください。 

・現在入居しているアパート等や大岡ＩＲ・常盤台ＩＲを退居する場合は，管理会社や大家の指定

する退居日を厳守してください。なお，退居日から入居日までの滞在先は自分で手配してくださ

い。 

 

≪大岡ＩＲ・常盤台ＩＲを退去し，峰沢国際交流会館＆留学生会館に入居する場合≫ 

・退居したい日を１か月前までに大岡ＩＲの事務室に申し出てください。 
 

【指定退去日 ９月２５日】です。 
 

（注）指定退去日（9/25）までに大岡ＩＲ・常盤台ＩＲを退去しなかった者は峰沢国際交流会館又は留学生会館の入

居資格を失いますので，入居許可を取消します。 

 

 

７ 入居決定者の提出書類について（＊入居決定者は必ずお読みください。） 

（１）寮入居後，下記の書類を１２月９日（月）までに学務部学生支援課学生支援係に必ず提出し

てください。 

     

提出する書類 備  考 

① 健康診断書のコピー 
・１年以内に受診したものであること 

＊家族室・夫婦室は入居者全員分も提出。 

② 健康保険証のコピー 
・日本に在留する場合は必ず健康保険に加入すること 

＊家族室，夫婦室は入居者全員分も提出。 

   ※健康診断書の指定フォーマットは，学生支援課で配布，又は以下学生支援課ホームページ

からダウンロードできます。フォーマットは日本語・英語の用意があります。 

*URL:http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/dormitory/foreign/resident/ 

 

※２０１９年４月に提出済みであり，２０１９年１０月からも継続入居となった者は提出す 

る必要はありません。 

 

（２） 入居届，指導教員の押印入り入居誓約書，その他必要書類は，入居後速やかに寮事務室に提

出すること。（詳しい提出書類については入居時に説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

横浜国立大学 学務部 学生支援課 学生支援係（学生センター２階）２番窓口 

（窓口時間：平日 8：30～12：45/13:45～17:00） 

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－８ 

電話番号  ０４５－３３９－３１９０    メールアドレス  gakusei.gakusei@ynu.ac.jp 

学生支援課ウェブサイト  http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/dormitory/ 

mailto:gakusei.gakusei@ynu.ac.jp

