こくりゅう

かいかん

金沢大学国際交流会館 【国流 会館 】
【詳細：2017 年 10 月入学
住所

新規渡日留学生用】

〒920-1164 石川県 金沢市 角間町 タ 1 番地１

大学までの

金沢大学国際交流会館 ○○○号室

交通手段

※ 金沢大学 角間キャンパス内（金沢大学マップ：C11）

入居対象者

金沢大学 留学生宿舎

入居期間



新規渡日留学生向け 単身用、個室



8 名の金沢大学日本人学生レジデントアドバイザー（ＲＡ）在住

原則として 6 か月（学期末ごと）1 年以内
※ 入学許可書で、半年間の受入許可になっている学生は半年のみ。
※ 1 年以上本学にて勉強する学生は、半年のみ。
※ 1 年で帰国するプログラム学生は、1 年。
※ 入居許可書に記載される期間とする。

各種設備



【個室】…

照明、館内電話、書棚付きデスク、チェアー、クローゼット、ベッド、冷
暖房設備、除湿器、掃除機、インターネット端子、ＴＶ端子、キッチン、
冷蔵庫、食器棚、ＩＨレンジ、ユニットバス(シャワー、 トイレ、 洗面台)、
カーテン、バルコニー、 寝具一式


【共用スペース】…

多目的室、ラウンジ、有料洗濯室（洗濯機、乾燥機）
、有料浴室
備考

寝具一式はレンタルが義務付けられている。
来訪者(両親・友人・親戚など)の宿泊禁止、退出時間は 22 時、
入居者の連帯責任とする。

経費

毎月の経費

※2013.04 より

…

合計 30,000 円～40,000 円 程度

① 【大学に支払う分】

改訂

居室利用料 …21,440 円/月 （715 円/日）
寝具レンタル …1,900 円/月（日割りなし）
共益費 …2,000 円/月（日割りなし・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料込）
電気、水道料 …実費（約 3,000 円）
② 【業者に直接支払う分】
ガス代（個人契約）…実費（約 2,000 円）

入居・退去に伴

◆

う費用

入居時：

月初め入居の場合 … 43,340 円（※）

※預託金 20,000 円＋月額居室料 21,440 円＋寝具レンタル料 1,900 円

◆

入居時：

途中入居の場合 … チェックインの日による（※）

※預託金 20,000 円＋（日額居室料 715 円ｘ滞在日）＋寝具レンタル料 1,900 円

◆

退去時： 電気、水道、ガス、共益費の清算と維持清掃費

【重要：新規渡日学生の場合】
入居の際に、毎月の経費と入居預託金の合計を支払う必要がある。
そのため新規渡日学生は、入居当月に支払う金額が大きいので、あらかじ
め 50,000～60,000 円程は必ず日本円で支払えるように、本国より事前に用
意しておくこと。

Kanazawa University International House【KOKURYU KAIKAN】
【Detail for the new international student in Fall 2017】
Address

Kanazawa University International House

Room Number: XXX

Transportation

TA 1-1, Kakuma, Kanazawa, ISHIKAWA 920-1164 JAPAN

to University

※On Kakuma Campus at Kanazawa University

Eligibility

Kanazawa University International Student Dormitory

New incoming international students (For overseas students who travel
newly from the foreign country) Single occupancy, private room only

8 Japanese students live, as Resident Advisors (RA)

Period of

Basically, not less than six months (each semester) no more than one year.
※ Students who are enrolled as 6 months studying students on the “Letter of
Acceptance” cannot stay more than 6 months.
※ Also students who are going to study more than 1 year at the University
cannot stay more than 6 months.
※ Only students who are going back to their countries after complete one
year programs can stay for 1 year.
※ Actual period of permission is stated in the document of “Permission for
Residence” to the each student.
The details are shown in the floor plan

Residence

Facilities





(KU-MAP：C11）

【Single Room】…
desk lamp, internal telephone, desk with bookshelf, chair, locker, bed,
air-conditioner, dehumidifier, vacuum cleaner, internet terminal,
TV terminal, kitchen, refrigerator, cabinet, IH-cooker, UB (shower room &
toilet, wash-hand basin), curtain, balcony, bedding sets
【Common Area】…
common room, lounges, coin operated laundry room (washing
machine, dryer), coin operated bathroom

Note




Housing fee

Amount for every month …total cost around 30,000~40,000yen
① 【Money to pay to the university】

*Changed from
April 2013

Residents must lease the bedclothes from a specified supplier.
Any visitors (parents, friends, relatives) must leave by 10p.m.and
overnight guests are prohibited. If any residents break this rule, they will
be punished.






Room Charge: 21,440yen/ Month (715yen / Day)
Rental fee for bedding : 1900 yen/Month (No daily charge)
Common charge : 2,000yen/Month (No daily charge ・included
internet fee)
Electric & Water fee: Actual expense (around 3,000yen)

② 【Money to pay to the company directly】

Gas fee (individual contract): Actual expense (around 2,000yen)
Cost of moving
in and moving
out

◆Moving in: Check-in on the first day of a month …Total 43,340 yen (※)
※Deposit 20,000yen +Room charge/ Month 21,440yen + Rental bedding 1,900 yen

◆Moving in: Check-in in the middle of a month … Depends on a check-in date
※Deposit 20,000yen +Room charge/ day (715yen x Days)+ Rental bedding 1,900 yen

◆Moving out:

Utility fees and common charge for the last month.
Cleaning fee.
【Important: New international student】
When you move in, you have to pay a deposit and a monthly rent for the first month.
Therefore, the new international students need to pay 50,000yen – 60,000yen in
cash in the first month. Please prepare Japanese yen before you come to Japan.

Floor plan

外観: Building

居室: Room

コモンルーム:Common room

有料浴室
Coin operated bathroom

ラウンジ: Lounge

コインランドリー:Coin operated laundry

