グローバルな自分を築くために、
世界各地の学生とのコミュニケーションを
武蔵野大学では、創立100周年である2024年に向けて
「武蔵野大学 国際化ヴィジョン100」を制定し、
グローバル人材育成の実践の場として、
2015年4月より「葛西国際寮」を開設いたしました。
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武蔵野大学

葛西国際寮

葛西国際寮では、
世界各地から様々な価値観を持つ
国際色豊かな学生達が集まり、
共に学び生活することにより、
相互理解を進め、幅広い人間関係を
形成することが期待されます。

Kasai International Dormitory

Build up your global communication skill
in the diverse environment

INFORMATION

In anticiaption of Musashino University’s
100th anniversary in 2024, the university
officially opened its first international
dormitory in April 2015, under the
Musashino Globalization Vision 100 initiative.
Residents of Kasai International Dormitory
can expect to live in a diverse international
student environment that fosters intercultural
communication and understanding to further
their own personal development.
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お問い合わせ

Contact Information

武蔵野大学

＞

国際課

Musashino University International Relations Office
〒135-8181

東京都江東区有明3-3-3

3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8181

TEL: 03-5530-7418
FAX: 03-5530-3821
MAIL: ksi_dorm@musashino-u.ac.jp

ご案内

居室内の設備 Room Facilities
机・椅子、
クローゼット、ベッド（マットレス含む）、
エアコン、洗濯機、
ミニ冷蔵庫、ユニットバス、
IH調理器、Wi-Fi
※かけ布団、枕、
シーツなどは各自で必ずご用意ください。

Desk, chair, closet, bed and mattress, air conditioning,
washing machine, private bathroom, small kitchen (IH).
※Please prepare your own bedding (sheets, blanket and pillows).

間取り図
Froor Plan

施設概要 Details
所 在 地
建物の構造
部 屋 数

Address
Construction
Capacity

東京都江戸川区中葛西6-13-9（東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩10分）
鉄筋コンクリート造 地上5階建（男子1階・2階、女子3階・4階・5階）
86部屋（男子33部屋、女子53部屋）

6-13-9 Naka-Kasai Edogawa-ku, Tokyo (10 mins walk from Kasai station/Tokyo Metoro Tozai Line)
5 storey steel-frame concrete building（Male: 1F, 2F / Female: 3F・4F・5F）
86 rooms (Male: 33 rooms / Female: 53 rooms)

入寮資格 Eligibility applicants
武蔵野大学（大学院除く）に在籍または在籍予定の学生（入寮に際しては、書類による選考を実施します）
Current or prospective undergraduate Musashino University students.
All applicants must go through an application selection process.

入寮期間 Contract Period
原則、１年更新（最長２年間）
（ただし、外国人留学生で卒業等に伴う帰国の場合は、別途、応相談）
1 year, with 1 year extension permissable (maximum stay 2 years)
The contract automatically terminates at the end of your studies if it is less than a year.

必要な費用 Fees
毎月必要な費用

外国人留学生

寮 費

￥35,000

Monthly Fees

共用部分 Common Space
国際交流ラウンジ、駐輪場（屋根あり）、
ゴミ置場、電子レンジ、電気ポット（国際交流ラウンジに設置）
International Communication Lounge, bicycle parking,
garbage collection point, microwave, and thermo pot

貸出備品 Lending Equipment
掃除機、
アイロン、卓上IH調理器

Vacuum cleaner, steam iron, and portable IH cooker

近隣情報 Others
ドラッグストア
（徒歩１分）
、
スーパーマーケット
（徒歩８分）、
コンビニエンスストア(徒歩３分)など

Pharmacy（1 min）
Grocery shopping center（8 mins）
Convenience Store (3 mins)

Rent fee

管理費

Management fee

毎年必要な費用
Yearly Fees

保険料

Room insurance fee

Int’l Students

￥5,000

日本人学生

Other students

￥50,000

￥5,000

外国人留学生・日本人学生共通
All Residents

￥9,900

(2018年度 FY2018)

■光熱水費は別途、実費をお支払いいただきます。
Monthly fees do not include any utility fees.

■「外国人留学生」
とは、在留資格が『留学』の留学生です。

Student visa holders are categorized as international students.

■日本人学生対象にＲＡ制度*による寮費補助があります。

RA students (Japanese students) are eligible for a partial rent fee waiver.
*RA制度: レジデント・アシスタント制度
*RA students: Resident Assistants

■保険料は入寮手続時及び更新手続時に必要となります。
The room insurance fee is charged upon initial move-in,
and upon contract renewal.

■保険料は年度によって異なる場合があります。

Room insurance fee may vary from year to year.

※「葛西国際寮」
では、入寮費・更新料などの費用はかかりません（保険料は除く）。

There are no entrance fees or contract renewal fees associated with with Kasai International Dormitory.

※食事の提供はありません。

Meal plans are not available.

入寮手続 Application
詳しくは、武蔵野大学ホームページ（HOME＞学生生活・就職＞生活サポート＞住まい＞学生寮
For more information, please visit Musashino University Homepage.

葛西国際寮）
をご覧ください。

URL https://www.musashino-u.ac.jp/student-life/life/dormitory/kasai.html
2017.10

