学⽣区分別 申請できる寮
2022年4⽉版
⼊居時の学⽣区分

部屋タイプ

申請できる寮

⼊居許可期間

⼊居申請期間

単⾝

⼀橋寮

最⻑2年間

2/1（⽕）~2/7（⽉）正午

2/10（⽊）

⼀橋寮

最⻑2年間

2/1（⽕）~2/7（⽉）正午

抽選（以下に該当する者を優先）
2/10（⽊） ①「夫婦・家族で⼊居する者」

学部⽣
夫婦・家族
（単⾝⼊居可）

結果発表

選考⽅法
抽選（以下に該当する者を優先）
「過去に本学の国際学⽣宿舎に⼊居したことのない者」

募集要項
単⾝室（外国⼈留学⽣枠）

夫婦・家族室

②「過去に本学の国際学⽣宿舎に⼊居したことのない者」

外国⼈留学⽣

⼀橋寮

⼊学当初の
修了予定年⽉まで

（在留資格が【留学】）
中和寮

※交換留学⽣や新規渡⽇国費⽣
等は、優先的に学⽣寮への⼊居

単⾝

を認めます（寮・部屋タイプの
選択は不可）。別途お送りする
URLから申請するようにしてく
ださい。

国際交流会館
※2019年度以降⼊学者の

研究⽣・

み応募可

⼤学院⽣

景明館

⼀橋寮

夫婦・家族
（単⾝⼊居可）

国際交流会館

最⻑1年間

抽選（以下に該当する者を優先）

2/1（⽕）~2/7（⽉）正午

2/10（⽊）

2/10（⽊）~2/16（⽔）正午

2/21（⽉） 抽選

2/1（⽕）~2/7（⽉）正午

抽選（以下に該当する者を優先）
2/10（⽊） ①「夫婦・家族で⼊居する者」

「過去に本学の国際学⽣宿舎に⼊居したことのない者」

単⾝室（外国⼈留学⽣枠）

⼊学当初の
修了予定年⽉まで

1年間

景明館

⼊学当初の
修了予定年⽉まで
⼊学当初の

夫婦・家族室

②「過去に本学の国際学⽣宿舎に⼊居したことのない者」

修了予定年⽉まで
新⼊⽣（前期）：3/10（⽊）~3/16（⽔）17:15必着

3/22（⽕）

新⼊⽣（後期）：3/18（⾦）~3/23（⽔）17:15必着

3/25（⾦） 経済的困窮度をもとに選考

在学⽣：1/7（⾦）~1/17（⽉）17:15必着

2/8（⽉）

学部⽣（新⼊⽣）

単⾝

⼀橋寮

最⻑2年間

学部⽣

⽇本⼈学⽣等
（以下の在留資格を持つ外

夫婦・家族

国⼈含む）

（単⾝⼊居可）

⼀橋寮

中和寮

者・⼦】

最⻑2年間

2/1（⽕）~2/7（⽉）正午

2/10（⽊） ①「夫婦・家族で⼊居する者」

夫婦・家族室

②「過去に本学の国際学⽣宿舎に⼊居したことのない者」

【永住者】【定住者】
【⽇本⼈（永住者）の配偶

学部⽣（在学⽣）
抽選（以下に該当する者を優先）

⼊学当初の
修了予定年⽉まで

1/14（⾦）~1/24（⽉）17:15必着

2/8（⽉）

経済的困窮度をもとに選考

2/10（⽊）~2/16（⽔）正午

2/21（⽉） 抽選

2/1（⽕）~2/7（⽉）正午

抽選（以下に該当する者を優先）
2/10（⽊） ①「夫婦・家族で⼊居する者」

⼤学院⽣

単⾝
⼤学院⽣

景明館

夫婦・家族
（単⾝⼊居可）

⼀橋寮

1年間
⼊学当初の修了予定
年⽉まで

【注意事項】
応募資格について
・単⾝室と夫婦/家族室の併願は不可です。
・⼊居が認められた時点で、それ以降の募集への応募資格がなくなります。
・現在、本学の学⽣寮に⼊居している⽅で、⼊居期限が2022年4⽉以降となっている⽅は、応募資格がありません。
・国際交流会館の単⾝室は2019年度以降に⼊学（または修⼠課程に進学）した学⽣のみ応募資格があります。
⼊居許可期間について
・いずれの⼊居許可期間も最⻑で「⼊学当初の卒業/修了予定年⽉まで（研究⽣は1年間）」となります。 その年⽉を超えて申請する場合の⼊居期限は原則1年間です。

②「過去に本学の国際学⽣宿舎に⼊居したことのない者」

景明館

夫婦・家族室

Residence halls you can apply to based on your student status
Spring 2022
Students Status (in April 2022)

Undergradu
ate

Room Type

Residence Hall

Occupancy

Single

Ikkyo-ryo

Up to 2 years

Couple/Family

Ikkyo-ryo

Feb 10 (Thu) priority)

Application Guidelines
Single Rooms (International
Students)

Up to 2 years

Feb 1（Tue）~Feb 7（Mon）at 12pm Noon

Feb 10 (Thu) priority)

Couple/Family Rooms

①Those who will will with their spouse or family
Up to the expected

Ikkyo-ryo

(Visa status is "Study

graduation date at the

Lottery (The following students will be given

time of enrollment

Abroad")
※Exchange students and
MEXT/TEA scholars are

Single

guaranteed a room if they
submit their application by the

types). Please apply through

Selection
Lottery (The following students will be given

Lottery (The following students will be given

International Student

deadline (they cannot choose

Feb 1（Tue）~Feb 7（Mon）at 12pm Noon

Results

Those who have never lived in the international residence

(Single residents welcome)

between residence halls/room

Application Period

Research・
Graduate

the seperate link provided to

Chuwa-ryo

Up to 1 year

Kunitachi

Up to the expected

※Only those enrolled

graduation date at the

in 2019 or later

time of enrollment

Keimeikan

1 year

Ikkyo-ryo

graduation date at the

Feb 1（Tue）~Feb 7（Mon）at 12pm Noon

priority)
Feb 10 (Thu) ①Those who will will with their spouse or family
②Those who have never lived in the international residence

Single Rooms (International
Students)

halls

Feb 10 (Thu) ~ Feb 16 (Thu) at 12pm Noon

Feb 21 (Mon) Lottery

Keimeikan

you.
Up to the expected

Couple/Family

time of enrollment

(Single residents welcome)

Up to the expected

Kunitachi

Lottery (The following students will be given
Feb 1（Tue）~Feb 7（Mon）at 12pm Noon

priority)
Feb 10 (Thu) ①Those who will will with their spouse or family

graduation date at the
time of enrollment

【IMPORTANT】
Eligibility
・You cannot apply for a single room and a couple/family room at the same time.
・Once you have been accepted, you are no longer eligible to apply to other residence halls.
・You are not eligible to apply if you are a current resident of a Hitotsubashi residence hall, and your current contract ends after April 2022.
・Single rooms at Kunitachi Residence Hall are only open to those who enrolled at Hitotsubashi in 2019 or later.
Oppucancy Period
・All occupancy periods must not exceed the expected graduation date (or enrollment period) at the time of admission. For those moving in past that date, the occupancy period will be 1 year.

②Those who have never lived in the international residence
halls

Couple/Family Rooms

