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<申込締切> 202２年 8 月 22 日（月） １７時（必着） 

Application Deadline:  17：00 August 22 (Monday), 2022 

 

 

 

 

＜注意事項＞ 

  島根大学学生寮への入寮を希望される方は，この募集要項を熟読のうえ， 

申請書を申込み期限までに提出してください。 

※ 提出期限を過ぎた場合は，申請書類を受理しません。 

 

島根大学 企画部 国際課 

  留学生交流担当（場所：総合理工学部 2 号館 3 階） 

 

住所：〒690-8504  島根県松江市西川津町 1060 

 電話：0852-32-6106（+81-852-32-6106）  

FAX：0852-32-6481（+81-852-32-6481） 

E-mail：ied-ryugaku@office.shimane-u.ac.jp 

 

＜Applications and Inquiries＞ 

International Student Section 

Shimane University 

1060 Nishikawatsu, Matsue 

Shimane 690-8504 JAPAN 

Email: ied-ryugaku@office.shimane-u.ac.jp 
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＜島根大学学生寮一覧＞ 
 

   Ａ  棟   Ｂ  棟   Ｃ  棟   備   考 

建物構造等 鉄筋４階 鉄筋４階 鉄筋３階  

対象学生 男子・女子・留学生 男子・女子・留学生 男子・女子・留学生  

収容定員 168 名/5 名 91 名/30 名 59 名/10名 
全体数/うち留学生枠 

それぞれ１室１名 

募集人員 -  男５名，女７名 男 1 名，女１名 今回の留学生募集人数 

入寮許可期間 ２年間 ２年間 ２年間 
最大で 2 年間。 

留年生は不可。 

寄 宿 料  24,000 円/月  4,000 円/月 16,000 円/月 
 

 

共 益 費 1,000 円/月  2,500 円/月 1,000 円/月 
共用部分光熱水費，清掃費, 

消耗品 

入寮時一時金 19,250 円 13,200 円 19,250 円 退去時の清掃費に充当 

居室電気料金 個人契約・支払 2,000/月 個人契約・支払 B 棟：実費と差額精算あり 

居室面積 16.2 ㎡ 13.7 ㎡ 13.7 ㎡  

ベッド 〇 〇 〇 マットなし 

机・椅子 〇 〇 〇  

クロゼット 〇 〇 〇  

エアコン 〇 〇 〇  

ユニットバス 〇 共同：ｼｬﾜｰのみ 〇 
B 棟：コイン式，各階 

   100 円/10 分 

トイレ・洗面 〇 共同 〇 Ｂ棟：各階， 

ミニキッチン 〇：電気コンロ 共同：IH ﾋｰﾀｰ 〇：電気コンロ 
B 棟：コイン式，各階 

   10 円/15 分 

洗濯機置場 〇 共同：ﾗﾝﾄﾞﾘｰ 〇 

A,C 棟：置場のみ 

B 棟：コイン式，各階 

洗濯乾燥機（ドラム式） 

   １００円/50 分 

冷蔵庫置場 〇 〇 〇 各棟置場のみ 

テレビ配線 〇 〇 〇  

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配線 〇 〇 〇 

(株)ｻﾝﾗｲｽﾞと個人契約 

TEL 0120-336-326 

入会金 2,100 円， 

月額 1,680 円～ 

物干・干し場 〇 〇 〇  

交流スペース 
〇 

（１階：90 ㎡） 

〇 

（1,3 階：25 ㎡） 

〇 

（1,3 階：25 ㎡） 

 

自転車・バイク     〇     〇     〇 屋根付駐輪場有り 

自動車 車の持込は不可 車の持込は不可 車の持込は不可  

 



 

 

2022 年 10 月入居者 島根大学学生寮外国人留学生募集要項 

 

１．設置目的 

島根大学学生寮は，遠隔地から入学する学生に対し，快適な学生生活を送るための生活

と勉学の場を提供し，かつ経済的負担を軽減させ，学生の共同生活を通じて社会性の発達

を助長し，人格の向上に資することを目的として設置します。 

 

２．対象 

島根大学に入学する外国人留学生 

定員に空きがあるときは，既に本学に在学する外国人留学生についても入寮できる場合

があります。 

 

３．募集人数（外国人留学生枠） 

Ｂ棟 男子 5 名，女子 7 名 

Ｃ棟 男子 1 名，女子 1 名 

 

４．  

 

 

 

 

５．申込方法 

入寮申請書を国際課に持参又はメールで提出してください。メールで提出する場合，在

学生は，大学から付与されたメールアドレスから提出してください。申込が受理されたこ

とを電話またはメールで必ず確認してください。フリーメール等からのメール提出は，届

かないことがあります。 

 

６．入寮可否の通知 

2022 年 9 月 5 日（月）までにメールにより通知します。 

 

７．入寮許可期間 

最大 2 年間（2022 年 10 月 1 日～2024 年 9 月 15 日） 

  原則として最短修業年限を超えて入寮することはできません。 

 

８．寄宿料等の支払いについて 

寄宿料等の支払いは，口座振替としています。（口座振替に，承諾いただけない場合は，

原則入寮許可できません。）別紙「授業料・寄宿料等の口座振替について（ご案内）」によ

り手続き願います。 

 

 

 

<申込締切> 

２０２２年８月２２日（月） １７時（必着） 



 

 

９．入寮者選考方法  

島根大学学寮規則及び島根大学学寮外国人留学生入寮者選考基準に基づき選考します。 

 

10．提出書類 

○入寮申請書 

 

11．申請書類提出先及び問合せ先  

島根大学企画部国際課 留学生交流担当 

〒690-8504  

島根県松江市西川津町1060  

電話 ：0852-32-6106（+81-852-32-6106）  

FAX ：0852-32-6481（+81-852-32-6481） 

E-mail ：ied-ryugaku@office.shimane-u.ac.jp 

 

12．その他注意事項  

入寮申請されるにあたっては，以下について了解の上，申請してください。  

(1) 入寮者は，島根大学学寮規則を遵守し，火災予防，学寮内外の清掃に協力すること。  

(2) 部屋割りは，国際課で決定します。  

(3) 学寮の管理運営は学生支援課及び国際課で行います。入寮を許可された方は，管理運営

について学生支援課及び国際課の指導に従っていただきます。  

(4) 学寮の敷地内に，車を駐車することはできません。（障がい者を除く。）  

(5) 入寮時一時金は，退去時の清掃費用に充当しますが，汚れがひどい場合は，必要実費を

別途徴収します。 

(6) 故意又は過失により，建物又は備品等を破損・汚損又は紛失した場合，直ちに学生支援

課及び国際課に届け出ると同時に修理に必要な実費を負担していただきます。  

(7) 居室内は禁煙です。また，定められた場所以外での喫煙も禁止します。  

(8)入寮時には火災保険（借家人賠償保険，修理費用保険など）への加入が必要です。 

 これは，入居者の過失により火災や水漏れ事故などを起こし，建物に損害を与えた場合

に発生する損害賠償責任に対し，補償する保険です。 

 

 

(9)学生寮Ｂ棟入居希望者へ  

島根大学では毎年，7月の3～4週間，海外の協定校から短期研修生を受入れます。この研

修期間中は，研修生と島根大学学生の交流及び安価な宿泊場所提供のため，学生寮Ｂ棟入

居者居室へ研修生を宿泊（同居）させる可能性があります。Ｂ棟入居希望者は，このこと

を了承したうえで入寮申請書を提出してください。同意しない場合は入居できません。 
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■各部屋の間取り 

 

                

 

≪Ａ棟居室平面図―Buiding A≫ 

 

≪Ｂ棟居室平面図―Buiding B≫ 

Ｂ棟の各居室へは，７月に海外協定

校からの短期研修参加者の宿泊（同

居）可能性があるため，２段ベッド

を設置しています。研修生の宿泊時

期以外では，荷物置場などとして利

用可能です。 

3,000 

5,400 

4,350 

3,150 

bed 

bath 

desk

bed 

balcony 

bed 

desk 

closet 

entrance 

refrigerator space 

washer space 

mini kitchen 

shoes box 

entrance closet 



 

  

 

 

＊ 表示されている部屋の寸法は壁の中心から中心までとなっていますので，壁の厚さ

や配管の位置などにより各居室で異なる場合があります。 

 

＊ Ａ棟，Ｂ棟，Ｃ棟，建物ごとの図面は下記ホームページ上で掲載していますので 

ご覧ください。 

 

「島根大学ＨＰ」→「教育・学生生活」→「福利厚生」→「住居」 

http://www.shimane-u.ac.jp/education/welfare/residence/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪Ｃ棟居室平面図―Buiding C≫ 

3,150 

4,350 

bed 

desk 

bath 

refrigerator space 

washer space 

entrance 

shoes box 

closet 
mini kitchen 

http://www.shimane-u.ac.jp/education/welfare/residence/


 

■学生寮へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■民間アパート等について 

   島根大学生活協同組合で，マンション・アパート等の紹介を行っています。 

  紹介を希望される方，若しくは住まいに関する情報を希望される方は，下記に直接ご連絡 

ください。 

＜連絡先＞ 島根大学生活協同組合 

    住所 〒690-08島根県松江市西川津町 1060 

 電話 0852（20）0881（海外からは +81-852-20-0881） 

    ＵＲＬ  http://vsign.jp/shimane/rent 

 

 ＜参考不動産情報＞ 

    ・山陰不動産ナビ   

ＵＲＬ http://www.tm-21.net/cgi-bin/new_fudosan/tmcsearch19.cgi 

・（社）島根県宅地建物取引業協会松江支部  

       加盟業者一覧  

ＵＲＬ http://search.hato-web.or.jp/?type=&act=list33&area2[]=011 

 

 



 

 

入寮申請書 

  年  月  日 

島根大学長 殿 

入寮申請者学部等 

          学部         学科 

          研究科        専攻     年 

 

学生番号             

フリガナ 

氏  名：                       性別 男・女 

現 住 所：        

 

 

電話番号：                     

E-mail ：                       

 

島根大学学生寮への入寮を願い出ます。 

入寮できた場合には，島根大学学寮規則その他の規則をかたく守ることはもちろん，規律あ

る社会性を持ち，居住することを誓います。 

 

■入寮を希望する棟（Ａ～Ｃの希望する棟名を記入してください） 

 

 第１希望    棟   第２希望    棟   第３希望    棟  

 

 

■島根大学では毎年７月に海外の協定校から短期研修生を受入れています。この研修期間中 

は，研修生と島根大学学生の交流及び安価な宿泊場所提供のため，Ｂ棟入居者居室へ研修生を

宿泊（同居）させる可能性があります。Ｂ棟入居希望者は，このことを了承したうえで入寮申

請書を提出してください。同意しない場合は入居できません。 

 

  研修生の宿泊（同居）について     同意する     同意しない 

 

■島根大学へ入学後に給付奨学金（返還義務のない奨学金）を受ける場合は記入してください。 

奨学金名 受給予定金額 受給期間 

 月額      円     年  月 ～    年  月 

 

■過去に学生寮に入居していたことがある場合は，入居期間を記入してください。 

入居期間（     年    月  ～     年    月） 

 

 

島根大学国際課行 E-mail:ied-ryugaku@office.shimane-u.ac.jp 



 

＜Shimane University Dormitory＞ 

   Building Ａ    Building Ｂ   Building Ｃ    Note 

Building 

Structure 

4-story 

steel-reinforced 

concrete 

4-story 

steel-reinforced 

concrete 

3-story 

steel-reinforced 

concrete 

 

Eligibility 

Japanese and 

international 

students 

Japanese and 

international 

students 

Japanese and 

international 

students 

 

Limited 

number of 

residents 

168 residents/5 

international 

students 

91residents/30 

international 

students 

59 residents/10 

international 

students 

Each room has 1 

resident 

Available 

rooms 
- 

12 students 

(Male 5, 

 Female 7) 

2 students 

(Male 1, 

Female 1) 

 

Period of 

residence 
2 years 2 years 2 years 

Or the minimum 

period for 

graduation 

Room size 

(Approximately) 
１６㎡ １４㎡ １４㎡ 

 

Rent \24,000/month \4,000/month \16,000/month 
 

Managing 

fees 
\1,000/month \2,500/month \1,000/month 

The costs of 

shared space of 

electricity, water, 

and cleaning 

Deposit \19,250 \13,200 \19,250 

It will be applied to 

cleaning fees 

when you leave. 

Electricity 

fees 

individual 

payment 

according to the 

amount you use 

\2,000/month 

individual 

payment 

according to the 

amount you use 

Building B：You 

will have to pay 

the difference if 

you use much 

electricity. 

Bed 〇 〇 〇 No mattress 

Desk & chair 〇 〇 〇  

Closet 〇 〇 〇  

Air 

conditioner 
〇 〇 〇 

 

Bath 〇 
Shared：Shower 

only 
〇 

Building B：

Coin-operated 

shower 

 \100/10min 



 

   Building Ａ    Building Ｂ   Building Ｃ   Note 

Toilet & sink 〇 Shared 〇 
Building Ｂ：Each 

floor 

Kitchen 〇：Electric stove 
Shared：IH 

system 
〇：Electric stove 

Building B：

Coin-operated 

system on each 

floor 

 \10/15min 

Washer 

space 
〇 Shared 〇 

Building A,C: Only 

space for washer 

Building B：

Coin-operated 

laundry on each 

floor 

Washing and 

Drying machine：

\100/50min 

Refrigerator 

space 
〇 〇 〇 

Just space for 

refrigerator 

TV wiring 〇 〇 〇 
 

Internet 

Connection 
〇 〇 〇 

This is optional. 

Call to sign up; 

TEL 

0120-336-326 

Entrance fee : 

\2,100 

Monthly fees:  

\1,680～ 

Drying area 〇 〇 〇  

Shared 

meeting space 

〇 

（１F：90 ㎡） 

〇 

（1、3F：25 ㎡） 

〇 

（1、3F：25 ㎡） 

 

Bicycle/ 

motor bike 
〇 〇 〇 

Parking space 

with a loof 

Car 
No parking 

space for cars 

No parking 

space for cars 

No parking 

space for cars 

 

Others 

No Smoking 

No Meals 

No Smoking 

No Meals 

All Residents are 

responsible for 

cleaning common 

area in turns. 

No Smoking 

No Meals 

 

 



 

Application Guidebook for Shimane University Dormitory  

October, 2022 

(for international students) 

 

 

１．Qualifications  

    International Students who will be newly enrolled at Shimane University in October 

2022. 

     If there are vacancies, current international students can apply for moving in the 

dormitory. 

     

２．Number of recruited international students 

  Building B      Male5, Female7 

Building C      Male1, Female1 

 

３．Application Deadline  

 

  

 

 

４．Application procedure 

Please submit your application by email or direct bringing to International Student 

Section (I.S.S.). When submitting by e-mail, current students should submit from the 

e-mail address given by the university. Please confirm that your application is received. 

Email submissions from free emails, etc. may not be received. 

 

５．Notification of result 

    I.S.S. will let applicants know whether they are selected or not by September 5 by   

Email. 

 

６．Period of Residence 

    Up to 2 years (From October 1, 2022 to September 15, 2024) 

Or the minimum period for graduation 

 

７．Payment of the rent 

    Residents should pay their rent via account transfer from your bank or postal bank 

account. 

 

８．Procedure of the selection 

   Selection will be made based on Shimane University regulations for dormitory. 

 

９．Document to submit 

    Application form 

17:00 August 22 (Monday), 2022 

 



 

 

 

10．Applications and Inquiries 

International Student Section 

Shimane University 

1060 Nishikawatsu, Matsue 

Shimane 690-8504 JAPAN 

Email: ied-ryugaku@office.shimane-u.ac.jp 

 

11. Important Notes 

    Applicants must agree with the following: 

    (1) Residents must follow the rule of the dormitory, and join in the cleaning activity. 

    (2) I.S.S. will decide housing assignment. Room assignment is made by I.S.S. 

    (3) The dormitory is managed by Student Support Center and I.S.S. The residents  

must follow their directions. 

    (4) Residents can NOT park their cars. (Except handicapped residents) 

    (5) The deposit will be used for cleaning fees when the residents leave. If it takes more 

 cost to clean, the residents may be required additional charge. 

    (6) If the residents break equipments or facilities, the residents must report to 

 Student Support Center or I.S.S. immediately and pay the repairing charge. 

    (7) Smoking is NOT allowed inside of the dormitory room. 

    (8) Residents must buy a fire insurance. This insurance would cover the damages of 

building caused by fire, water leak, etc, because of residents’ faults. 

 

    

 (9) Applicants for building B have to comply the following conditions. Shimane 

University accepts some short-term students from our international partner 

universities in July. We may plan to let them share rooms with Shimane University 

students in Building B, so that we can provide them with not only reasonable 

accommodations but also opportunities of international communication. Please 

note and understand this if you apply for Building B.          
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Application for Residence 

Date:         

To President of Shimane University 

Department Major and grade which applicant belongs: 

          Faculty                           Department 

 

（Student ID number）            

 

Name：                                   Sex  M / F       

Present Address：        

 

 

Phone No.：                     

E-mail ：                       

 

I hereby apply for admission to Shimane University Dormitory. 

I will pledge to follow all the regulations of the dormitory and live there being 

well-mannered and cooperative. 

 

■Desired building（Write A, B, or C where you want to live on the following area.） 

 

First choice  building Second choice  building Third choice  building 

 

■Shimane University accepts some short-term students from our international partner 

universities in July. We may plan to let the short-term students share rooms with Shimane 

University students in Building B, so that we can provide them with not only reasonable 

accommodations but also opportunities of international communication. Applicants for 

Building B must agree that they will live with a short-term student in the same room 

during that period.  

 

 Do you agree to share your room with a short-term student in the same room in July? 

   I Agree                       I disagree 

 

■If you will study at Shimane University supported by any scholarship, please fill out 

the following area. 

Name of the Scholarship Monthly Stipend Period of the scholarship 

  From     to  

 

■If you had lived in the dormitory before, please fill out the period. 

(From         year       month   To        year      month)  

International Office of Shimane University 

Tel:+81(0)-852-32-6106 E-mail:ied-ryugaku@office.shimane-u.ac.jp 


