
名古屋大学国際嚶鳴館へ入居を希望される方へ 

 

 入居申請には、名古屋大学国際嚶鳴館入居願、誓約書の他必要な証明書の 

提出が必要となります。提出書類一覧で確認してください。  

 入居願の記載方法等でご不明な点がありましたら、教育推進部学生支援課 

までお問い合わせください。 

 なお、申請書類の受験番号欄については、受験票が到着していない場合は、

空欄で構いません。 

 入居願等の記入にあたっては、令和３年２月１日現在で記入してください。 

 提出書類に不備・不足がある場合、審査日程の都合により受理できないこと

があります。また虚偽の事実・不正な申請が判明した場合、入居許可を取り消

すことがあります。 

 

入試区分を重複して入居申請する方へ 

 

 入試区分を重複（例：推薦入学試験と前期日程試験）して申請する場合

は、「名古屋大学国際嚶鳴館入居願」を、それぞれの区分毎に提出してくだ

さい。 

添付いただく提出書類も区分毎に必要ですので、重複申請の場合一方は

写しで構いません。 

  

 

電話：０５２－７８９－２１７３ 

（月曜～金曜）９：００～１２：００ 

１３：００～１６：００ 

 e-mail：gaku-sien2@adm.nagoya-u.ac.jp 

 



令和３年度名古屋大学 国際嚶鳴館
こくさいおうめいかん

入居者募集要項（新入生募集） 
 

 

 
 下記により名古屋大学国際嚶鳴館の入居者募集を行います。 

 

記 

 

１．募集人員  学部学生 ５７名［男子４５名、女子１２名］（予定） 

        ※ 外国人留学生は応募できません。 

 

２．入居資格 ・自宅（生計を一にする家族の住所）から、通学に要する時間が片道２時間以上 

であること。 

       ・名古屋大学通則及び国際嚶鳴館の各種規約を遵守できる者 
・アパートとの違いを理解し、共同生活をするうえでの活動にも積極的に参加 
できる者 

 

３．審  査  申請者の中から入学試験合格者について、本学の審査基準に基づいて、経済的状

況等総合的に判断します。 

 

４．入居期間  令和３年４月１日～令和４年３月３１日（審査の上、延長することがある） 

 

５．提出書類  ①入居願 ②誓約書 ③世帯全員が記載された住民票 ④所得に関する証明書 

⑤その他 

＊ 本学指定の用紙は、名古屋大学ホームページからダウンロードし、Ａ４用紙

に片面印刷して使用してください。 

 

６．提出期限  令和３年２月１２日(金)  （郵送の場合は、提出期限必着） 

        ＊ 提出期限は、前期日程試験及び後期日程試験の合格発表より前ですので、 

注意してください。 

 

７．提 出 先  〒464-8601 名古屋市千種区不老町 

              名古屋大学教育推進部学生支援課 

＊ 封筒の表に「国際嚶鳴館入居希望」と朱書きし、「レターパックライト」で 

郵送してください。 

 

８．選考結果  ３月１６日（火）本学ホームページに許可者一覧を公示します。 

 

 

９．入居手続  令和３年４月１日（木）、２日（金）の午前９時～午後４時に国際嚶鳴館で 

行います。(予定) 

 

10．設備概要  居室は個室。 
机，椅子，ベッド，ワードローブ，収納棚，エアコン，ユニットバス・トイ
レが備え付け，Wifi 利用可 

        キッチン，リビング，洗濯室は共同利用 
 
11．所要経費  寄宿料月額 16,000円（共益費を含む）、光熱水料は実費 
 
 
 

 



 

 

＊国際嚶鳴館では、諸規則・入居心得に違反する行為や迷惑行為に対して厳しく指導しています。

遵守できない者は、入居を許可しません。また許可後であってもその事実が判明した場合には

退居処分としますので、十分認識した上で「誓約書」を提出してください。 

 

＊国際嚶鳴館は、居住者の安全確保のため 24 時間対応の電子ロックで施錠されています。 

 従って、館内の見学はお断りしています。 

＊申請時に得た個人情報は、入居選考のためだけに使用します。また、提出書類は返却できません

のであらかじめご了承ください。 

＊特別な事情がある場合は、審査の判断材料としますので申立書に事情を詳しく記載してくだ

さい。 

 

＊名古屋大学への入学辞退の場合を除き、入居許可後の入寮辞退はご遠慮ください。 

＊不明な点については、名古屋大学教育推進部学生支援課まで電話（052-789-2173）または

E-mail(gaku-sien2@adm.nagoya-u.ac.jp）で問い合わせてください。 

 

 

 

 



住民票

　３ヶ月以内に発行されたもの
（マイナンバー未記載・原本）

2019年1月～12月の所得・課税証明書

市区町村役場で発行して貰ってください。
窓口で「記載省略されていない証明書が必要
であること」を申し出てください。(原本）
　コピー不可

学生証等の写し

高校生以上の就学者がいる世帯
学校名・氏名等が確認できるようにＡ４用紙に印刷してく
ださい。
＊　小・中学生は提出不要です。

退職証明書／雇用保険受給資格者証（写）、
年収見込証明書／月収証明書等または直近3ヶ
月分の給与明細書／開業（廃業）届（写）等

年の途中で家計支持者（父又は母）が退職（失職）／就職
／転職等した場合は、それぞれの証明書を提出してくださ
い。

障害者手帳(写） 身体等に障害のある人がいる世帯

①異動の辞令(写）
②支払った金額を確認できる領収書等(写）/年間
分

家計支持者が別居している世帯（単身赴任等）
　（勤務先の都合による場合のみ）

日本年金機構から発行される年金等の源泉徴収
票(写）
最新の年金振込通知書(写）または支給通知書
(写）

年の途中から年金を受給することになった方

被災（罹災）証明書／被災（罹災）額証明書
／損害保険金等支払証明書等

家計支持者が風水害等で被害を受けた世帯(平成31年4月以
降において事実が発生した場合のみ)
（※１）

直近１年分の治療に要した療養費の領収書等
（写）

申請の６ヶ月以上前から継続的に治療を行っており、今後
も引き続き治療を要する長期療養者のいる世帯（※２）

※　所得・課税証明書は、必要とする年度の
1月1日現在に居住していた（住所のあった）
市区町村で発行されます。

所得の有無に関係なく、生計を一にする父親と母親双方の
所得証明書が必要です。
　収入がない場合は『非課税証明書』を提出。
　父子・母子家庭の場合は、父又は母
　父母以外が学資負担者の場合は、その者

住民票と所得・課税証明書をもって、扶養者・家族数を確
認しますので、所得証明書に扶養人数が記載されていない
場合は最新の源泉徴収票または確定申告書、青色決算書、
収支内訳書、農業所得計算書等のコピーも併せて提出して
ください。
（※税務署の受付印のあるものまたはe-Tax等で申告され
た書類に限る）

該当者のみ提出する書類

提　出　書　類　一　覧

　入居を希望する者は、次の書類を提出してください。
　国際嚶鳴館入居願(新入生用）、提出書類一覧に記載のある書類、誓約書。
  それぞれＡ４片面印刷で提出してください。
　複数の試験区分に出願する場合は、それぞれの区分毎に提出してください。
　　（その場合、以下の提出書類の一方は写しで構いません。）
　提出いただく書類以外にも必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
　提出書類に不備・不足がある場合は、受理できないことがあります。
　提出書類は入居選考にのみ使用し、その他の目的で使用することはありません。
  また提出された書類は返却しませんのであらかじめご了承ください。
　入居許可決定後、記載に虚偽の事実が判明した場合は、入居許可を取り消すことがあります。

生計を一にする世帯分全員が記載されたもの

全員が提出する書類



申立書（別紙）

①生計を一にするご家族で扶養者になっている無職の方に
ついて記載してください。
＊　祖父母は記入不要です。
②特別な事情のある方
　必要に応じて証明書の添付をお願いします。

通学所要時間

②日時：「平日」の「8時30分」に「到着」、条件：歩く速度「少しゆっくり」と設定して「検索」して
ください。
（手段：新幹線、有料特急は外してください。）

③検索結果から、自宅からの「通学所要時間」及び「通学の利用区間」を記入してください。
（どのルートを選択しても構いません。）

マイナンバーが記載されているものは、受け取ることができませんので提出しないでください。
※１　被災額とは、被害金額が記載された証明書の額から、損害賠償金等保障された金額を差し引いた額を
　　　いいます。単に被害額や復旧費をそのまま控除するものではありません。
※２　健康保険等によって医療給付を受ける金額及び損害賠償等によって補填される金額は控除対象外です。

自宅（同一生計の家族の住所）から名古屋大学東山キャンパスまで公共機関を利用した場合の所要時間を
記入してください。
２時間以上かどうかの判断基準は以下を参考にしてください。

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県以外の方は、記載の必要はありません。

①Yahoo乗換案内（ＵＲＬ　https://transit.yahoo.co.jp/）を利用します。
「出発」に『同一生計の家族の住所』を入力し、「到着」に名古屋大学東山キャンパスの住所『名古屋市
千種区不老町』と入力します。



名 古 屋 大 学 国 際 嚶 鳴 館 概 要 
 

１．設置目的 

  ①良好で快適な勉学・生活の場の提供 

 ②健康的で自律的な市民生活の体験 

 ③日本人学生及び外国人留学生が規律ある共同生活を営むことによる相互理解の深化 

 

２．入居定員 

区  分 男  子 女  子 計 

日 本 人 学 生     １８１       ５０     ２３１ 

外国人留学生       ３０       ３０       ６０ 

計     ２１１       ８０     ２９１ 

 

３．入居資格 

  ①学 部 学 生      （非正規学生を除く。） 

 ②外国人留学生 日本語・日本文化研修生、短期交換留学生、日韓共同理工系学部生、

         ツイニングプログラム学生 

 

４．入居期間 

   原則として、１年（審査のうえ延長可能） 

 

５．施設概要 

 ①Ａ棟１階   多目的ホール、エントランス・ロビー、事務室、メールコーナー 

  ②居 室 階    居室（個室13㎡）、キッチン（共用）、リビング（共用） 

         洗濯室（共用）、交流テラス 

  ③居室設備   ユニットバス・トイレ、エアコン、ベッド、ワードローブ 

         机、椅子、戸棚、下足箱等 

  ④共同利用   流し台、レンジフード、ＩＨクッキングヒーター、ガス給湯機、冷蔵

庫、電子レンジ、コイン式洗濯機・乾燥機 

 

６．セキュリティー 

 ①玄関・出入口は、センサー式電子ロック錠付き扉、ロビーに防犯カメラ 

 ②居室・共用部分には、煙・熱感知器、防犯ブザー、消火栓、消火器等 

    女子学生フロア入口には、暗証番号式電子ロック錠付き扉 

 ③警報発信装置、火災等受信機盤、警報盤、館内拡声放送設備、内線電話等による 

  集中管理システム 

 ④駐輪場は、囲みフェンス及び錠前付き扉 

 ⑤派遣職員の配置及び機械警備による終日管理体制 

 

７．多目的ホールの利用 

 ①大学行事、学生行事及び地域交流行事等に利用 

 ②学生行事、地域交流行事等に利用する場合、予め使用願を提出して許可を得た上で 

  ９時から22時まで利用 

 

８．所要経費 

  令和２年度寄宿料月額 16,000円(共益費含む)/光熱水料 実費 

  



入居者心得（抜粋） 

 

1  施設・設備・備品等の保全 

(1) 国際嚶鳴館の施設・設備・備品等は、常に良好な状態を保つよう十分注意して使

用してください。故意又は過失を問わず、施設・設備・備品等を滅失、損傷または

汚損したときは、修理費を弁償していただきます。 

(2) 施設・設備・備品等の改造、補修及び模様替えは、入居者が勝手に行ってはいけ

ません。 

(3) 室内備品（ベッド、机、椅子等）を室外に持ち出してはいけません。 

(4) 居室を交換したり、目的外に使用してはいけません。 

2  鍵 

(1) 居室及び玄関入口部の鍵を入居時に貸与しますので、入居期間中、入居者は責任

を持って管理してください。 

  なお、防犯上居室の戸締まりは、各自厳重に注意してください。 

(2) 紛失、破損した場合には、すぐ事務室へ届け出てください。紛失の場合は防犯上

鍵の取替工事費を、破損の場合は修理費を弁償していただきます。 

(3) 無断でスペアーキーを作ったり、また、他人に貸してはいけません。 

(4) 退居時に鍵を事務室へ返却し、確認を受けてください。 

3  保健衛生等 

(1) 国際嚶鳴館内は、常に静粛・清潔に心がけてください。 

(2) 居室の清掃及びゴミ等の処理は、入居者各自で行い、ゴミその他の資源回収品は、

必ず定められた日時に、名古屋市により指定された分別方法により、指定された回

収場所に出してください。 

(3) キッチン、リビング、洗濯室、交流テラス、多目的ホール、談話室、トイレの清

掃についても入居者の責任で行ってください。 

(4) 国際嚶鳴館で、振動や騒音を発生させる、楽器・ステレオ・テレビ・ラジオ等の

音量を大きくする、大声を出す、夜遅くまで騒ぐなど他の入居者や近隣に迷惑な行

為は慎んでください。 

(5) 入居者は、犬、猫、鳥、魚等のペットを飼うことはできません。 

(6) ベランダの使用に際しては、周辺への影響に注意を払ってください。また、緊急

の際は、隣室への避難路になりますので、隔て板の周りに物を置かないでください。 

(7) 排水詰まりの原因となるので、キッチン・洗面所にゴミを流さないでください。 

(8) 化学薬品等の危険物を持ち込まないでください。 

(9) 入居者は、学内における定期健康診断を必ず受診してください。 

4  火災等の予防 

(1) 国際嚶鳴館内における火気等の取扱いに十分注意してください。 

(2) 消防法上、廊下および階段に私物を置かないでください。 

(3) 火災予防上、石油ストーブ等の暖房機・電熱器及びガスカセットコンロの持ち込

み、使用は禁止します。 

(4) キッチン以外では、調理等を禁止します。廊下等は、火災報知器が感知します。 

(5) 国際嚶鳴館・レジデンス山手の敷地内は、「禁煙」です。国際嚶鳴館内は居室を含

め全館禁煙です。Ａ棟建物外の灰皿設置場所のみ喫煙可とします。 

5  来訪者 

  入居者が来訪者と面会する時は、Ａ棟１階ロビーを使用してください。 

 なお、来訪者を居室に招き入れたり、宿泊させることはできません。 

引越時に限り、入居者の家族のみ入室を許可します。 
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名古屋大学国際嚶鳴館よくあるお問い合わせ Q&A 

 

Ｑ．入居倍率を教えてください。 

Ａ．申請のあった合格者に対する倍率は、例年約２倍です。 

 

Ｑ．居室の見学はできますか？ 

Ａ．できません。寮生の安全確保から部外者は立入禁止となっています。 

外観の見学のみ可能です。 

 

Ｑ．部屋に備え付けの物は何かありますか？ 

Ａ．別紙「居室図面」を参照ください。 

  布団は、各自ご用意ください。 

入居前に必要なものを全て揃えたいという方がいらっしゃいますが、入居後に 

実家から必要な物を送ることも可能です。また、寮周辺にショッピングセンター

がありますので、そちらで揃えることも可能です。部屋の大きさ等を考えなが

ら、少しずつ揃えていかれることをお勧めします。 

 

Ｑ．部屋に冷蔵庫は置けますか？ 

Ａ．一枚扉の小さいものでしたら置いている寮生もいますが、部屋はそれほど広くあ

りませんので、入居後に検討されることをお勧めします。 

なお、寮の各フロアに共用の冷蔵庫を設置しています。 

 

Ｑ．調理器具は必要ですか？ 

Ａ．共用物品として、まな板や包丁、ＩＨ対応鍋・フライパン等が、各階のキッチン

に用意してあります。 

各自が使用する食器、箸、コップ、炊飯器等は持参してください。 

 

Ｑ．居室に家族、友人は入れますか？もしくは宿泊可能ですか？ 

Ａ．入室、宿泊共に禁止です。 

ご家族の方に限り、引越し時に限り入室を許可しています。 

  寮生と来訪者の面会は、Ａ棟１Ｆロビーのみとなります。 

 

Ｑ. 入居前に送った荷物は、部屋まで運んでもらえますか？ 

Ａ. １Ｆロビーでの預かりとなります。入居手続き後、各自で部屋まで運んでくださ

い。ひとりで運べない場合、先輩寮生が手伝ってくれます。 



2 

 

   Ａ棟は、９階建てのためエレベーターがありますが、Ｂ，Ｃ棟は、３階建てのた

めありません。 

 

Ｑ. 自転車を荷物と一緒に送りたいのですが、可能ですか？ 

Ａ. 可能ですが、外の駐輪場にてお預かりします。 

盗難に遭わないよう鍵をしっかり掛けておいてください。 

 

Ｑ. 引越しの当日、車で行きたいのですが駐車場はありますか？ 

Ａ. 駐車場はありません。 

引越し当日のみ許可しますので、到着後管理人に声を掛けてください。 

 

Ｑ. 入居手続きは本人以外でも可能ですか？ 

Ａ. 入居許可証と引換えに居室の鍵をお渡ししますので、本人が行ってください。 

 

Ｑ． 国際嚶鳴館で加入できる保険はありますか？ 

Ａ． 生協で火災保険に加入することができます。 

国際嚶鳴館に入居している期間は火災保険に必ず加入していただくことが必要

です。 

 

Ｑ． 入居願の「連絡先」は親の連絡先でいいですか？ 

Ａ． 大学から連絡することがありますので、確実に連絡のとれる連絡先の番号を書い

てください。メールで不足書類等の連絡をすることもありますのでアドレスも必

ず書いてください。連絡が取れなかった場合は、折り返し返信をお願いします。 

 

Ｑ. 入居願の「入居希望理由」は記入しないといけないですか？ 

Ａ.  「入居希望理由」は、本人の意見を記載できるところですので、必ずご自分で

記入してください。 
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