2021 年度入居案内 国際学生宿舎（女子寮）
1．住

所 ： 〒272‐0827

千葉県市川市国府台 2‐8‐1（教養部キャンパス内）

Here

2．名
称：東京医科歯科大学国際学生宿舎
3．設
置：平成 6 年 6 月
4．建物設備：
①鉄筋コンクリート造り 4 階建で、個室（約 15 ㎡）です。
②共用施設として、多目的室（テレビ付）、共同キッチンがあります。
③コインランドリー（洗濯１回 100 円、乾燥 40 分間 100 円）があります。
5．室内設備：
ユニットバス・トイレ、キッチン（ガスコンロ 1 台付き）、冷蔵庫（ホテルサイズ）、机、椅子、エ
アコン、ベッド、下駄箱、クローゼットがあります。
6．入居期間：原則 1 年以内 （2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日まで）
（１回限り入寮期間延長の申請が可能です）
7．入居後の費用：
①寄宿料は月額 5,900 円です。
②居室の水道費は各自のメーターに基づき実費をお支払いただきます。
③共用施設光熱水費の実費分を毎月お支払いただきます。
④インターネット利用料（1,000 円程度）を毎月お支払いいただきます。
（金額は年度によって変更の可能性があります。）
⑤以上の経費は、「授業料引き落とし口座」から毎月大学が引き落としをします。
（居室の電気・ガスについては、各自で業者と契約になります）
⑥初回寄宿料引き落とし時に、退去後のルームクリーニング代として 14,300 円を徴収しま
す。
⑦その他、各種消耗品費（電球・電池等）は自己負担になります。
8．入居時期：
①入居決定後ですが、4 月 1 日以降となります。
②引越荷物は本人が受け取れるよう手配してください。
③里見公園桜まつりの開催により 4 月上旬の土日は道路混雑が予想されます。平日の入
居をお勧めします。
9．収容人員：50 名
10.募集人員：40 名程度
11.入寮選考：選考実施要領は別添「2021 年度新入寮生の選考について」のとおりです。
※本学ＨＰにも案内がございますのでご確認ください。
http://www.tmd.ac.jp/campuslife/support/student-residence/index.html
(ホーム>学生生活>学生生活サポート>学生寮について)

Information for Kokusai‐gakusei‐shukusha 2021
(Women’s dormitory)
１．Address

：〒272‐0827

Kounodai 2‐8‐1, Ichikawa‐city, Chiba

Here

2．Dormitory name ：Kokusai‐gakusei‐shukusha
3．Completion of construction：June, 1994
4．Building facilities ：
① It is a four‐story building made of reinforced concrete. Rooms are individual rooms (About 15 ㎡)
②There is a lounge and a kitchen as common facilities.
③There is a coin laundry (washing 100 yen (per once), dry 100 yen (40 minutes.))
5．Room equipment：
Unit bath, kitchen (one gas ring), refrigerator (small size), air‐conditioner, chair, desk, bed, closet, shoes box
6．Term of residence：Less than 1 year (Until March, 2022)
(If you wish, you can apply for extension only one time.)
7．Expenses after entering：
①The lodging charge is 5,900 yen per month.
②As for water charge, we charge actual expenses based on a meter of each room.
③As for utilities of common facilities, we charge the actual expenses.
(We allot that expenses equally to the boarders.)
④Internet fee
Approximately 1,000 JPY per month (The fee is subject to change without notice.)
⑤The above‐mentioned expense are paid to the university through account transfer every month.
（As for electric and gas charge, you must pay directly to each company.）
⑥In addition, room cleaning fee will cost 14,300yen after leaving dormitory, and it is collected at the time of
first withdrawal beforehand.
⑦In addition, the various expendable supplies costs (electric bulbs, etc.) have to be paid by residents.
8．Move‐in date:
①From April 1, 2021 to April 30, 2021
②Please make the arrangements so that you can receive baggage directly.
③Road congestion is expected on Saturday and Sunday of the beginning of April because of the Satomi Park
cherry tree Festival. We recommend you moving into on a weekday.
9.Capacity：50 people
10.Offer number：About 40 people
11.Selection：As for details of the selection, please refer to the attached "Selection of new boarders in fiscal 2021"
※Check the following website of our university for further information.
http://www.tmd.ac.jp/campuslife/support/student‐residence/index.html
(Top page >学生生活>学生生活サポート>学生寮について)

2021 年度・新入寮生の選考について（女子寮）
入居希望者は、下記の書類を提出し手続きをしてください。
■提出書類
1. 入居願（学生寄宿舎管理運営責任者宛て） ※入居希望日は、4 月 1 日以降の日とします。
2. 家庭調書〈Ｎｏ．1〉、家庭調書〈Ｎｏ．2〉 ※本人の住所は書類提出時の住所
3．保護者の最新の源泉徴収票、または確定申告書の控（コピー可）
※配偶者が扶養に入っていない場合は、配偶者分も提出
4. 兄弟（姉妹）の在学証明書
申請期限に間に合わない場合は提出しなくても結構ですが、選考上の重要事項でもあるので、正確に
記入してください。虚偽が発覚した時は、入寮許可を取り消すことがあります。
5. 障害者手帳等の写し（障害者のいる世帯のみ）
■提出先（必ず郵送で提出すること。大学に直接持参しても一切受理しません。）
〒113‐8510 東京都文京区湯島 1－5－45 東京医科歯科大学 学生支援事務室（5 号館 3 階）
（「入居手続き書類在中」と朱書き）
■申請期限・入居許可の告示
区

分

前期日程合格者及び在学生
（推薦・編入学を含む）

申請期限（必着）
3 月 12 日（金）

入寮許可の通知
3 月 22 日（月）頃本人宛に結果をメールします。
23 日（火）までに届かない場合はご連絡下さい。
3 月 30 日（火）に本人の連絡先へお電話します。

後期日程合格者

3 月 25 日（木）

（もし不在の場合は留守電に残しますので、留守電
の設定をお願いします。）

■問い合わせ先
学生支援事務室

kousei.adm@ml.tmd.ac.jp

※入居希望者が多くいらっしゃいます。通常のアパート・マンションも並行して探していただきますようお願
いいたします。
大学ホームページでもアパート・マンション情報を掲載しておりますので参考にしてください。
http://www.tmd.ac.jp/campuslife/support/apartment/index.html

Selection of New Residents in 2021 (Women’s Dormitory)
Applicants should follow the procedures shown below.
■ Application requirements
1. Application for admission ※Move in date should be April 1, 2021 or after.
2. Household record<No. 1>, Household record<No. 2> ※On this paper, please write your address before you
move into the dormitory.
3. Householder’s a certificate of income (photocopy is available), such as a latest final tax return, a withholding
tax certificate in 2020 or photocopy of your country’s bankbook.
4. School enrolled certificate of your siblings who live in Japan (If you have)
If you cannot obtain the certificate by deadline, submit it as soon as possible.
5. Photocopy of an identification booklet for the disability person of your family member (in case you have)
■ Application Submission
Please send application requirements to our office by post, as our office only receives applications sent by
post, and doesn’t receive any applications directly submitted to our office.
Tokyo Medical and Dental University, Student Support Unit, Student Support Office（学生支援事務室学生支
援総括係）, 1‐5‐45 Yushima, Bunkyo‐ku, Tokyo 113‐8510, Japan
(Be sure to write the title [Women’s dormitory application] on envelope in red ink.)
■ Deadline for submitting, and the date of notice of permission for entering
Target persons

Deadline

March 22nd (Mon)

The former schedule passer
and current students

March 12th (Fri)

(including recommended student and transfer student)

The latter schedule passer



Contact
Student Support Unit, Student Support Office
E‐mail：kousei.adm@ml.tmd.ac.jp

The date of notice

We will inform selection
result to each applicant by
email.

March 25th (Thu)

March 30th (Tue)
We will call you

入居願（国際学生宿舎）
APPLICATION FOR ADMISSION (Women’s Dormitory)
（学生寄宿舎管理運営責任者）
学生支援・保健管理機構長

殿

To: Tokyo Medical and Dental University
（Director of Student Support and Health Administration Organization）

学部

所属

学科

Faculty

研究科

学年

年

Grade

学籍番号
Student ID

新入生は学籍番号の記入は不要です
New students do not have to write student ID.
学生寄宿舎（国際学生宿舎）に入居したく、別紙書類を添えて保証人連署のうえ願い出ますの
で、許可くださるようお願い致します。
I hereby apply for admission to Kokusai‐gakusei‐shukusha with attached documents and joint
signature of guarantor.
（入居希望日）
Desired date of entering

年

月

日

本人

現住所 Current address：

Applicant

（〒

－

）

氏名 Name：

（携帯）電話 Phone number：

メール E‐mail:

保証人

住所 Address：

Guarantor

（〒

－

）

氏名 Name：
（携帯）電話 Phone number：

メール E‐mail:

年
ｙｙｙｙ

月

日

mm

dd

（共通）

家庭調書 Household Record〈No.1〉（入居選考用）
年
学科

ふりがな

氏

名

（専攻）

本 人

Name

Applicant

生年月日

Medical

現住所

Date of Birth

年

mm

月

d d

Nurse

Technology

医 ・歯 ・看 ・ 検
Oral Engineer Grad

Oral Health

口 ・ 工 ・院

Faculty
yyyy

Dental

月

日提出
学 年

年

Grade

〒

－

（TEL

－

－

）

〒

－

（TEL

－

－

）

Current

日 生

Address
保証人
Guarantor

ふりがな

氏

現住所

名

Address

Name
年

月

立

中学校卒業(Junior high)

年

月

立

高等学校卒業(High school)

年

月

Photo

年

月

3cm×4cm

職 歴

年

月

（必ず貼付）

Work experience

年

月

学 歴
Academic
Record

写

真

続柄

氏 名

生年月日

年齢

勤務先・通学先（公・私）

Relationship

Name

Date of birth

age

Office/School (public/private)

家族構成

父

Family

母

structure

（注）通学先については公立・私立の区別も（ ）内に記入してください。
Note: When you write family member’s school name, please indicate public or private.

○ 就学者について（家族に就学者がいる場合は下記に記入してください。）
Siblings in JAPAN

(If there are students in your family, please fill out the following column.)

続柄

氏 名

学校区分 Division of school

学年

通学区分

授業料免除

Relationship

Name

Primary/Junior high/High/university

Grade

Home/ Lodging

Tuition Exemption

小学・中学・高校・大学・専門

自宅・自宅外

有・無

小学・中学・高校・大学・専門

自宅・自宅外

有・無

○ 通学所要時間について
Time and route to TMDU from home in Japan
交通機関名 Name of transportation

利用区間 Ride section

所要時間 Take time
H o u r

Minutes

時間

分

時間

分

時間

分

（共通）
ふりがな

家庭調書〈No.2〉（入居選考用）
Household Record No.2

氏

名

Name

○ 入寮希望事由（父母の退職など特別な事情がある場合は、詳しく記入してください。）
Reason for apply (If there are special circumstances like resignation of parents, fill out in detail.)

○ 寮について希望すること並びに心配事など事前に伝えておきたいことを書いてください。
If you have any questions or concerning, please write freely.

