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第二期の申込受付・内覧会の予約は、２月１日スタートとなります。 

 

2022年度 

関東学院大学 インターナショナル・レジデンス 

募集要項 

 

 
 

2021年4月に新設された関東学院大学の国際学生寮「関東学院大学 インターナショナル・レジ

デンス」の寮生募集を行います。 

本学生寮は、様々な地域や国から集う学生たちが、充実したコモンスペース（共用空間）で、

多様な価値観に触れ合い、共に学び合い、暮らしながら、校訓である「人になれ 奉仕せよ」の

実践の場として、楽しみながら成長を期待できる新たなコンセプトの学生寮です。 

 充実の共用スペースや24時間体制で管理スタッフが寮生の生活をサポートするほか、ＲＡ（レ

ジデント・アシスタント）と呼ばれる学生スタッフが皆さんの生活を支援します。 

また、電子キーによる万全のセキュリティや災害時の防災対策も万全ですので、安全で安心し

た寮生活を送ることができます。 

 

 

※ 在学生で2022年3月までの入寮を希望する方は、学生生活課までお問い合わせください。 

月～金 8：30～17：00（11：10～12：10を除く） TEL:045-786-7012 
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1、入寮資格 

・ 2022年4月、本学に在学をしている学部生、大学院生 

・ 寮則を守ることができる者 

・ 生活ガイドに従い、互いに譲り合いながら共同生活を送ることができる者 

・ 寮生、留学生との交流に主体的、積極的に取り組むことができる者 

※４人ユニットは留学生と同ユニットになる可能性があります。 

 

2、募集人数 

4人ユニット（36.28㎡）200名 （洗面台、シャワールーム、トイレ各2か所設置） 

2人ユニット（18.14㎡）10名 （洗面台、シャワールーム、トイレ各1か所設置） 

1人ユニット（12.20㎡）若干名 （洗面台、シャワールーム、トイレ各1か所設置） 

 

3、間取り 

＜4人ユニット：共同寮形式＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2人ユニット：共同寮形式＞       ＜1人ユニット：個室形式＞ 
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4、寮内設備 

 

 

【備考】 

・ 食事の提供はありませんが、各フロアの共用キッチンで自炊が可能です。 

・ 金沢八景キャンパス内5か所の学食が利用できます。 

・ 居室内にテレビの設置はできません。 

・ クローゼットの下に冷蔵庫の設置スペース（幅98cm×奥行56cm×高さ53cm）があります。冷

蔵庫購入の際は、よくサイズと使用電力量を確認してください。 

・ 居室の電気容量は、3アンペアです。 

・ ベッド下に収納スペース（幅190cm×奥行90cm×高さ27cm）があります。 

 

  

基本設備 電化製品

テレビ(84インチ4K対応) △

ホームシアター全般 △

冷蔵庫 △

電子レンジ・トースター △

炊飯器 △

電気ケトル △

洗濯機・乾燥機（有料） △

掃除機（無料） ▲

アイロン・アイロン台（無料） ▲

ドライヤー ×

エアコン ○

照明 ○ その他

机・椅子 ○ 食器全般 △

デスクライト ○ 調理器具全般 △

ブラインドカーテン ○ トイレットペーパー ●

物干し竿 ○ ティッシュペーパー ×

Wi-Fi(無線LAN) ○ 足ふきマット ×

キッチン（ＩＨ） △ ハンガー ×

シャワー ● ゴミ箱 ×

トイレ ●

洗面台 ●

布団・マットレス ☓

居室内設置○、共有部設置△、ユニット内設置●

レンタルサービス▲、設置なし×

すのこベッド
幅90cm×長さ195cm×高さ43cm

○

本棚
幅25cm×奥行20cm×高さ166cm

クローゼット
幅98cm×奥行56cm×高さ187cm

シューズロッカー
幅66cm×奥行14cm×高さ38cm

○

○

○

扉式収納棚
幅88cm×奥行22cm×高さ147cm

○
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5、費用 

＜4人ユニット＞ 

① 月々の費用              ②入寮時に必要な費用 

 

 

＜2人ユニット＞ 

① 月々の費用              ②入寮時に必要な費用 

 

 

＜1人ユニット＞ 

① 月々の費用              ②入寮時に必要な費用 

 

 

・ 水道光熱費…利用量に関わらず一律となります。 

・ 保証金…退寮時に居室クリーニング費、寮生事由による汚損、破損等があった場合の損害額等を 

差し引いて残額を返金します。なお、精算額が保証金を超過した場合には、追徴収されます。 

・ 入寮費…入寮に伴う諸手続き費用、既納の入寮費は返金されません。 

※ 寮内で実施する行事には、有料のものがあります。  

 

6、契約期間 

2023年3月20日まで 

・ 契約期間満了時に原則3回まで契約更新することができます。 

・ 契約更新料は掛かりません。 

・ 入寮日は2022年3月下旬を予定しています。 

寮費 ¥48,000 4月分月額費用 ¥70,000

水道光熱費 ¥10,000 保証金 ¥40,000

インターネット利用費 ¥2,000 入寮費 ¥60,000

共用部管理費 ¥10,000 合計 ¥170,000

合計 ¥70,000

寮費 ¥63,000 4月分月額費用 ¥85,000

水道光熱費 ¥10,000 保証金 ¥40,000

インターネット利用費 ¥2,000 入寮費 ¥60,000

共用部管理費 ¥10,000 合計 ¥185,000

合計 ¥85,000

寮費 ¥78,000 4月分月額費用 ¥100,000

水道光熱費 ¥10,000 保証金 ¥40,000

インターネット利用費 ¥2,000 入寮費 ¥60,000

共用部管理費 ¥10,000 合計 ¥200,000

合計 ¥100,000
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7、食費補助について（2022年度新規入寮者特典） 

寮生の経済的負担の低減と健康的な食生活を目的とし、金沢八景キャンパス学生食堂で使用で

きる朝食券を毎月1万円分支給します。 

期間：2022年4月～2023年3月まで、合計12万円分 

※ 長期休業期間中は、朝食提供はありません。授業期間中の昼食に使用できる食券を配付します。 

 

8、受付期間、選考について 

【第1期】2021年12月10日（金）～ 2022年1月17日（月）必着 

【第2期】2022年 2月 1日（火）～ 2022年3月2日（水）必着 

【第3期】2022年 3月14日（月） ～ 順次受付・選考 

 

上記日程でお申し込みは1回のみです。新入生は、入学者選抜試験合格後、直近の申込期間に

てお申込みください。第1期、第2期は定員を定めており、先着順ではありません。 

 第3期は、定員に余裕がある場合に限り、募集いたします。 

 

9、応募方法 

入寮を希望される方は、本学公式HPのインターナショナル・レジデンス特集ページの「申込フ

ォーム」より、入寮希望申請書、入寮希望理由書、ユニット希望申請書をダウンロードし、必

要事項をご記入・印刷の上、郵便局窓口にて「特定記録郵便」で送付してください。 

大学公式HP URL：https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/residence/ 

 

10、選考結果の通知について 

【第1期】2022年1月24日（月）通知発送予定 

【第2期】2022年3月 9日（水）通知発送予定 

【第3期】書類到着から1週間程度でご連絡いたします。 

 

※ 入寮契約締結後（入寮手続き書類等のご返送、入寮時に必要な費用のお振込み）のキャンセ

ルはできません。 

 

11、初回のお支払いについて（5、費用について参照） 

入寮時に必要な費用については、入寮手続き書類に振込のご案内を同封いたします。 

第1期振込期限 2022年2月10日（木） 

第2期振込期限 2022年3月20日（日） 

 

5月分寮費は、①の金額を指定口座へお振込み。 

6月分以降の寮費は、毎月6日に登録口座から①の金額が自動引き落としとなります。 

 

 

 

https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/residence/
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12、主な寮則 

禁止事項 

・ 寮内及び近隣への迷惑行為 

・ 寮敷地内での喫煙、飲酒 

・ 寮内での政治・営利活動 

・ 異性の居住エリアを含む立入禁止エリアへの立ち入り 

・ 入寮者以外の宿泊（親族も含みます） 

・ ペットの飼育 

・ 自家用車・自動二輪車・原付バイクの持ち込み（自転車は届出により許可、有料） 

※ 門限はありませんが、寮生の安全・安心を守る目的で入館からユニット内の個室まで最大4ヶ所のセキュ

リティゲートを通過します。 

 

13、問い合わせ先 

インターナショナル・レジデンス オフィス 

MAIL：kgu.intres@peach.plala.or.jp 

TEL ：045-349-2850 

時間：9：00～17：00（年中無休） 

 

【個人情報の取り扱い】  

申込手続き書類にご記入いただいた個人情報は、入寮者選考、採用通知、その他の業務遂行の

ために利用し、他の目的には一切利用いたしません。 

 

【委託事業者の個人情報の取り扱い】 

本学が寮管理の運営委託した事業者（株式会社学生情報センター）の個人情報取扱いに対して

も、上記の取り扱い方針が適用されます。 

 

14、内覧会について 

本学合格者を対象に実施いたします。下記 ORコードよりエントリーフォームの内容に沿ってお

申し込みください。 

日  時：2022 年 2月 26 日（土）、2月 27日（日） 

 受付時間：10 時、11時、13時、14 時、15時、16時 

申込期限：2022 年 2月 24 日（木）19時 
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【申込書類の送付先】 

 

申込書類送付の際は、下記の「宛先票」を切り取り、封筒に貼っていただき、郵送することが

可能ですのでご利用ください。なお郵送する際には、郵便局の窓口にて、「特定記録郵便」で

送付してください。 

 

＜応募書類＞ 

① 入寮希望申請書 

② 入寮希望理由書 

③ ユニット希望申請書 

 

 

＜宛先票＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年１月 

関東学院大学 学生生活課  

 

〒２３６－００３１ 

 

神奈川県横浜市金沢区六浦１－１４－１２ 

 

 

関東学院大学 インターナショナル・レジデンス 

３階管理オフィス 入寮申込係 
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インターナショナル・レジデンスに関するよくあるお問い合わせ Q＆A 

 

Q. ユニットメイトはどのように決められますか? 

A. 幅広い交流を奨励しているため、学年・学部の異なる学生との組み合わせの可能性があります。 

 

Q. 入寮時にユニットや居室の場所を指定できますか？ 

A. できません。また、入寮後のユニットや居室の変更希望はお受けできません。 

 

Q. 寮内の設備について教えてほしい。 

A. 募集要項 P3にある通り、日常生活に必要な物はほぼ揃っております。 

衣服や生活用品等、必要最小限の荷物で入寮することができます。 

 

Q. 収納しきれない荷物はどうしたらいいですか？ 

A. 共用スペースに私物を放置することはできません。スーツケースなど大きな荷物は、ベッド下

やクローゼット下に収納できるか確認してください。 

 

Q. インターネット環境について教えてほしい。 

A. 居室、共用部は Wi-Fi(無線 LAN)が使用できます。有線 LANは使用できません。寮生全員が快 

適に使用できるよう長時間にわたる動画視聴やネットゲーム、ネット電話等の高負荷がかかる

利用を希望する方は、各自で Wi-Fiルーターをご準備ください。 

 

Q. 食堂はありますか？ 

A. 寮内に食堂はありませんが、各フロアの共用キッチンで自炊が可能です。 

 

Q. 共用キッチンにホットプレート等の自分の調理家電を持ち込み、使用することは可能ですか？ 

A. スペースが限られていることと、電気の容量もあるので、キッチンに備え付けてある調理家電

のみをご使用ください。 

 

Q. 居室内で調理はできますか？ 

A. 防災上の観点から、居室内へはカセットコンロ等の熱を発するものは持ち込めません。共用キ

ッチンを使用してください。 

 

Q. 冷蔵庫はありますか？ 

A. 各フロアのキッチンに共同の冷蔵庫が 1台づつ備えつけられていますが、各個人で部屋に小型

の冷蔵庫を購入されている方が多いようです。 
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Q. 寮内に自動販売機などはありますか? 

A. 寮内の 6階に飲み物、4階に飲み物と軽食の自動販売機があります。 

 

Q. 近くにコンビニエンスストアなどありますか? 

A. 寮の周辺に数軒あります。一番近い所ですと、寮の正面口前にファミリーマートがあります。 

また、建物の 1階がドラッグストアになっており、日用品や食品なども扱っています。 

 

Q. 掃除はどうなっていますか？ 

A. 基本的には寮生が行います。ユニット、ランドリーキッチンは、曜日を決めて寮生同士で協力

して、清掃を行っています。なお、ユニット内の洗面台、トイレ、シャワールームは、2週間

に 1回、共用部は週 5回清掃員による清掃が行われます。 

 

Q. ゴミ出しはどうすればよいですか？ 

A. 居室は、寮生自身でゴミ出しをしてください。ランドリーキッチンは、寮生同士で協力して、

ゴミ出しを行っています。 横浜市のルールに沿った分別がされていない場合は、回収されま

せんので、気を付けてください。 

 

Q. 洗濯について 

A. ランドリールームに、洗濯機（1 回 200 円）・乾燥機（30 分 100 円）設置されています。屋上

に洗濯干し場、居室に物干し棒があります。 

 

Q. 駐輪場はありますか？ 

A. 駐輪台数に限りがあるため、入寮時に抽選となります。当選確定後にご購入、又はご持参くだ

さい。駐輪場代は月額 500 円（税込）です。 

 

Q. 友人や知人を寮内に招くことはできますか？ 

A. フロントデスクにて手続きをした場合に限り、3階共用部のみ決められた時間帯での入館を 

認めています。 

 

Q. 英語ができないのですが、大丈夫ですか？ 

A. 留学生は日本語を学びたい、日本人学生と交流したいと考え、コミュニケーションは日本語に

なります。RA や管理スタッフが同じ生活空間の中にいますので、困った時は、遠慮なく相談し

てください。 

 

Q. 新型コロナウイルス感染症対策について 

A. ・個人スペース部分は空調も独立しており、換気も十分に行えます。 

・ユニット部分は 24 時間の強制換気となっています。 

・共用スペースは、清掃員による定期的な清掃が行われています。 

・寮内で感染者が発生した場合、隔離措置を取る等マニュアルの取り決めを行っています。 


