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国際学生寮は、 日本全国 - 世界各国 ( 男子 20 か国、
女子 14 か国地域 ) から集まった多様な価値観を持つ学生
が、 共に学び、 生活することにより、 文化や言葉の違い
を乗り越え、 グローバル社会で活躍するために必要な能力
を育むことを目的とする施設です。 留学生との交流を望む
学生にお勧めする寮です。

本学では、 新入生の半数以上が 1 年間の寮生活を送ります。 人間教育の伝統光る学生寮では、 各人が
協調性と自立性を養い、 寮生同士が深い友情を築くことができます。 国際学生寮では、 日本人学生と留
学生が共同生活を通して、 相互理解を深め、 国際社会で活躍する人材を育みます。

学部寮は、 日本人学生が、 全国各地から集う学生
との共同生活を通して、 協調性と自律性を養うことを
目指す施設です。 入寮当初は、 それぞれの習慣の
相違により、 時には意見が一致しないことがあっても、
皆で協議しながら解決していくことにより、 卒寮時には
深い友情が生まれます。

男子寮　 女子寮　

国際寮

国際寮

国際寮

国際寮

国際寮 学部寮

学部寮

学部寮

学部寮

学部寮

学部寮

学部寮

学部寮

2020 年度入寮手続きスケジュール
入寮願の提出について
入寮選考結果通知について
寮費の支払いについて
入寮希望に際しての諸注意
入寮選考について
入寮日について



男子寮　 女子寮　

MANYO
KOKUSAI 万葉国際寮

TAKIYAMA
KOKUSAI 滝山国際寮

350 名募集人数

1 人部屋※身体障がい者用の居室あり
※1 ユニット (8 人 ) で 1 つのリビングを共同で使用します

※1 ユニット (8 人 ) で 1 つのリビングを共同で使用します

部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

603,000 円 ( 年間※10 カ月分、 食費 225,000 円含 )

食堂 ( 月～土曜日の朝食と夕食を提供 )、 浴室、
シャワールーム、キッチン、 ラウンジ、 多目的室、会議室、
ブラウジングルーム、 洗面室、トイレ、学内無線 LAN に
よるインターネット回線利用可能、駐輪場、 喫煙所

机 ( デスクライト · 本棚付 )、 イス、ベッド、 ワードローブ、 
物干し竿、エアコン、カーテン

洗濯機 (1 回 100 円 )、 乾燥機 (20 分 100 円 )、
冷蔵庫、 電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、掃除機

90 名募集人数

1 人部屋部屋タイプ

寮費
寮共有設備

居室設備

共有設備

378,000 円 ( 年間※10 カ月分 )
浴室、 シャワールーム、 キッチン、 ラウンジ、 洗面室、
トイレ、多目的室、学習室、学内無線 LAN によるイ
ンターネット回線利用可能、駐輪場、喫煙所

机 ( デスクライト · 本棚付 )、 イス、ベッド、 ワードロー
ブ、物干し竿、エアコン、カーテン

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、冷
蔵庫、電子レンジ、ゴミ箱、 テレビ、 掃除機
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国際寮

国際寮

国際寮

国際交流ラウンジ 献立例 個室 机ミーティングルーム 風呂 ランドリー リビング

ラウンジ 風呂 ランドリーエントランス 机 個室 ワードローブ

１）国際学生寮は留学生との交流を望む学生や、学業に専念する学生生活を考えている学生にお勧めする寮です。
２）国際教養学部の入寮希望者は、留学カリキュラム等の都合により、滝山国際寮のみへの入寮希望となります。原則として滝山国際寮以外への入寮希望の申請はできません。
３）留学生の入寮者数により、 留学生と同じユニットにならない場合があります。



女子寮　

SUNFLOWER
HALL サンフラワーホール

SOSHUN
創春寮

65 名募集人数

2 人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

308,000 円 ( 年間※10 カ月分 )

浴室、 シャワールーム、 キッチン、 ランンジ、 洗面室、
トイレ、学習室、多目的室、学内無線 LAN によるイ
ンターネット回線利用可能、駐輪場

机 ( 電気スタンド · 本棚 )、 イス、ベッド、本棚、 
ワードローブ、物干し竿、 エアコン、 カーテン

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、
冷蔵庫 , 電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、掃除機

30 名募集人数

１人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

346,000 円 ( 年間※10 カ月分 )

浴室、シャワールーム、キッチン、ラウンジ、洗面室、
トイレ、多目的室、和室、学内無線 LAN によるイン
ターネット回線利用可能、喫煙所、駐輪場

机（デスクライト ・ 本棚付）、イス、ベッド、ワードローブ、
エアコン、カーテン

洗濯機（1 回 100 円）、乾燥機（20 分 100 円）、冷蔵
庫、電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、掃除機 
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国際寮

国際寮

3,500

2,750

ベッド

クローゼット

机

ベッド机

居室

個室机



男子寮　

80 名募集人数

10 人部屋  ※カーテンによる個人スペース有部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

428,000 円 ( 年間※10 カ月分、 食費 225,000 円含 )

食堂 ( 月～土曜日の朝食とタ食を提供 )、浴室、ミ一ティ
ングルーム ( ミニキッチン付 )、 多目的室、会議室、 書庫、
洗面室、トイレ、学内無線 LAN によるインターネット回線
利用可能、駐輪場、喫煙所

机 ( デスクライト · 本棚付 )、 イス、 ベッド、 ワードローブ、
エアコン、カーテン

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、
冷蔵庫、電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、掃除機
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148 名募集人数

2 人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

543,000 円 ( 年間※10 カ月分、 食費 225,000 円含 )

食堂 ( 月～土曜日の朝食とタ食を提供 ), 浴室、シャ
ワールーム、キッチン、ラウンジ、多目的室、会議室、
洗面室、トイレ、 学内無線 LAN によるインターネット
回線利用可能、駐輪場、喫煙所

机 ( デスクライト · 本棚付 )、 イス、ベッド、
ワードローブ、エアコン、カーテン

洗濯機 (1 回 100 円 )、 乾燥機 (20 分 100 円 )、
冷蔵庫、電子レンジ、ゴミ箱、 テレビ、掃除機

学部寮

学部寮

TAKIYAMA
滝山中寮

HOYU
宝友寮

ベッド 机

ベッド 机

ベッド 机



SHIRAHAGI
白萩寮

OKA
桜香寮

女子寮　

110 名 (A 棟 70 名、 B 棟 40 名 )募集人数

2 人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

288,000 円 ( 年間※10 カ月分 )  

浴室、シャワールーム、 キッチン、ラウンジ、トイレ、洗面
室、 学習室、 多目的室、無線 LAN による
インターネット回線利用可能、駐輪場

机 ( デスクライト · 本棚付 )、 イス、 ワードローブ、物干
し竿、エアコン、カーテン、ベッド (B 棟のみ )

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、
冷蔵庫、電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、掃除機

80 名募集人数

2 人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

288,000 円 ( 年間※10 カ月分 )

机 ( デスクライト · 本棚付 )、物干し竿、エアコン、
カーテン、ワードローブ、ベッド、イス、学内無線 LAN に
よるインターネット回線利用可能、

机 ( デスクライト · 本棚付 )、 イス、 ワードローブ、物干
し竿、エアコン、カーテン、ベッド

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、 
冷蔵庫、電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、 掃除機
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学部寮

学部寮

机ベッド

ベッド（B 棟）机



ASAGIRI
女子寮　 女子寮　

朝霧寮

KAHO
香峯寮

YOKO
陽光寮

40 名募集人数

1 人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

548,000 円 ( 年間※12 カ月分 )
※水道、 光熱費は別途個人負担

多目的室、無線 LAN によるインターネット回線利用
可能、駐輪場

机 ( デスクライト · 本棚付 )、イス、ベッド、ワードローブ、
エアコン、カーテン、ユニットバス、キッチン ( ガス )

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、
冷蔵庫、電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、 掃除機

40 名募集人数

2 人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

263,000 円 ( 年間※10 カ月分 )

浴室、 シャワールーム、キッチン、ラウンジ、トイレ、洗面所、
多目的室、学習室、無線 LAN によるインターネット回線
利用可能、駐輪場

机 ( デスクライト · 本棚付 )、イス、ワードローブ、物干し竿、
エアコン、 カーテン、押入れ

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、冷蔵庫、
電子レンジ、ゴミ箱、 テレビ、 掃除機

40 名募集人数

2 人部屋部屋タイプ

寮費

寮共有設備

居室設備

共有設備

259,200 円 ( 年間※9 カ月分 )

浴室、キッチン、ラウンジ、トイレ、洗面所、多目的室、
学習室、学内無線 LAN によるインターネット回線利
用可能、駐輪場

机 ( デスクライト · 本棚付 )、カーテン、イス、押入れ、
物干し竿、エアコン

洗濯機 (1 回 100 円 )、乾燥機 (20 分 100 円 )、冷蔵庫、
電子レンジ、ゴミ箱、テレビ、 掃除機
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学部寮

学部寮

学部寮

部屋机

机

机ベッド



Resident Assistant X’MAS Party

男子国際寮特集
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上級生の先輩が、 寮
生活全般のサポートに
あたっています。 生活
環境の変化による不安
を解消し、 安心して寮
生活のスタートをきるこ
とができます。

年末の帰省前に、 留
学生とともに歌をうたっ
たり、 出し物をしたり、
楽しいパーティーを開き
ます。

残寮生 ・ RA （レジデントアシスタント）

年間行事 （国際寮 ・ 学部寮）

（国際寮・学部寮） （国際寮） （国際寮）

男子寮総会
（学部寮）

クリスマスパーティー

3 5 7 8 9 212

Annual events

SUN SUN Sports festival
男子学部寮特集

寮対抗で実施するスポーツ大会は、 寮生の友情を深める絶好の機会となります。

SUNSUN スポーツフェスティバル

卒寮式



男子寮生の一日

先輩からのメッセージ

07

後藤 秀彦さん

国際教養学部　国際教養学科　
４年生（東京都／私立順天高校）

7:00

寮の掃除
ミーティング
入浴・読書

自由時間
（寮生との
交流など）

研究・自習

授業

昼食

授業

起床
朝食
身支度

寮生と
ともに夕食

就活のため
の研究・準備

就寝

私は 1 年次寮生活を通して、優秀な寮の仲間、尊敬
出来る先輩に出会い、寮イベントや GCP の勉強に歯を
食いしばりながら挑戦しました。その後、米国ボストンへ
の交換留学を経て、滝山国際寮で初代寮長を務めま
した。世界中から集まる寮生と、時には夜を徹して語り
合い、本当の兄弟のように絆を深めることができました。 
創価大学の寮で過ごした時間は私にとって宝物です。
寮生活を通して人間力を十分に鍛えることができると実
感します。寮生の誇りを胸に、生涯創立者の後継者と
して頑張ります。新入生の皆さん、学生寮で最高の青
春を謳歌していきましょう !

滝山国際寮 卒業生

青木 広平さん

滝山国際寮は、
留学生が全体の２割
程度（約 80 人）を占め、
日常生活のなかでも語学力
を磨ける環境です。 また、
1 人部屋で個人の自由度が高く、
勉強にも集中できます。 集団生活
のなかで協調性を磨き、 勉強や就職
活動、 大学院進学などの情報交換が
できるのも大きなメリットです。

9:00

12:15

13:05

16:35

18:15

19:00

21:00

22:00

0:00
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女子国際寮特集
Sports festival

女子国際学生寮では恒例のイベント ・ スポーツ
大会を開催し、 世界中から集まった仲間たち
と 「ドッチボール」 などの競技を通して金の思い
出を築いています。 他にも、 レジデント ・ アシ
スタント (RA) によるプレゼンテーション企画や、
ユニット単位でのパーティーによる異文化交流な
ど、 啓発し合える機会が多くあります。

スポーツフェスティバル

希光祭

年間行事

（寮展示企画）

3 6 8 210

Annual events

女子学部寮特集
Kiko sai

女子寮の伝統行事 「希光祭」。 テーマ別
研鑚の発表や、 センス抜群のアトラクション
で楽しく盛り上がり、 寮生との仲もぐっと深
まる寮祭です。 全寮が集っての “全寮式”
と各寮で行う “各寮式” を開催します。
各寮対抗のチャレンジ CUP の景品は特大
ケーキ ! 毎年、 想像を超える読書量を誇る
“読書人” が発掘されます。
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女子寮生の一日

7:00

自由時間
（勉強・読書）

夕食・お風呂

授業

昼食

授業

起床
朝食
身支度

クラブ活動

就寝

9:00

12:15

13:05

18:05

20:30

22:00

0:00

先輩からのメッセージ

川本 愛深さん

教育学部　児童教育学科
３年生（岡山県／岡山南高校）

寮は自分次第で自分を大きく変えられる場所です。入寮
時、私は元々人見知りで一人っ子だった為、親元を離れて
同年代の人と暮らす事は不安でした。ですが、積極的に人
に話しかけるよう努力すると、沢山の友人を作る事ができ、
自然と外交的な自分へと変わる事ができました。また、多様
な価値観を持つ仲間達と関わる中で、相手の考えを受け
止められる自分に成長する事ができました。私にとって寮で
出会った仲間達と切磋琢磨し合いながら、成長し続けた 3
年間は何にも代えがたいものです。就職活動の際も寮の経
験を自信を持って語る事で今の就職先を勝ち取る事ができ
たと確信しています。是非、寮で一生涯の友情と、あなたに
しかできない創大生活を送ってください。

白萩寮は大学のキャンパスの中にあ
り、 上京して一人暮らしをするにはと
ても安心です。 約 100 人の寮生と生
活をともにし、 ラウンジなどの共有ス
ペースでは寮生全員が仲良くにぎやか
に過ごしています。 また、 さまざまな
価値観を持った人と出会い、 とても
良い経験になります。

白萩寮 卒業生

花田 豊子さん
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本学では親元を離れて新生活を始める新入生や、 文化の違う日本で学ぶ留学生のために、 様々
な形で寮生をサポートしております。 安心の生活を基盤に、 また、 集団生活での共通のルールを設
けており、 学習を中心とした学生生活に存分に取り組むことができます。

学生寮のサポート、ルール、個人が用意する持ち物について

学生寮のサポート

学生寮のルール

＜教員アドバイザーによる講演会、相談会の様子＞

＜管理者夫妻＞

＜学生課窓口＞
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・寝具一式 (布団袋、枕、敷布団、掛布団、毛布など )
・洗面道具 (タオル、石鹸、シャンプー、リンス、歯ブラシなど )
・個人用の懐中電灯 (災害時用 )
・食器一式 (自炊する方は、皿、箸、スプーン、フォークなど )
・調理用具一式 (自炊する方は、炊飯器、鍋、フライパン、包丁、まな板、スポンジ、食器用洗剤など )
・調味料 各種 (自炊する方 )
・洗濯用具 (洗濯籠、洗濯洗剤、洗濯バサミ、ハンガーなど )
・常備薬、体温計 (必須 )
・印鑑 (認印 )
・健康保険証
・その他 (スリッパ、ふきん、ドライヤーなど )

※寮ごとに IHクッキングヒーターとガスレンジの違いがあります。創価大学HP学生寮の紹介ページを参照してください。
※陽光寮は、アパート形式の1部屋のため、冷蔵庫 (1人暮らし用サイズ )· 掃除機 · 電子レンジ等の電化製品が寮にはありません
ので、各自必要な物を用意していただくようになります。(取り付けを業者が行わない場合は管理者立会いの下、各自取り付け
ていただきますのでご了承ください。)

学生寮で個人が用意する持ち物

集団生活の場である学生寮では、 寮生の無事故と健康を守り快適で安全に生活するために、「寮則」や「寮生活ガイドライン」が定
められております。 寮生は基本的な規則をよく理解し、遵守しなければなりません。このページでは主な規則を紹介します。なお、
寮則の全文は本学ホームページで閲覧することができます。

https://www.soka.ac.jp/campuslife/dormitory/applicant/rules

＜創価大学ホームページ＞



12/17（火）

WEB申込期限 入寮結果ポータル発表

12/26（木） 1/9（木） 1/17（金） 3/2（月）

3/2（月）

3/17（火）

2/17（月）

3/5（木）

2/14（金）

3/6（金）

1/30（木）

2/21（金）

　に関しては入学支援ポータルにアップロードされる
　入寮手続要綱を参照してください。
※入寮選考結果（入寮許可者）は入学支援ポータルから確認することができます。

サンフラワーホール

令和元 令和元３０

入寮希望者は入学支援ポータルより寮希望を出すことができます。
「父母の所得証明書」の写真を提出していただきます。

12

173,000  173,000

279000  324,000225,000603,000

191,500 236,500225,000428,000

249,000  294,000
189,000  189,000

225,000543,000
378,000
346,000

本学に合格された皆さんは、 どなたでも入寮申込をすることができます。 本案内を充分に理解したう
えで、 奮って申込をしていただきますよう、 宜しくお願いいたします。

2020 年度入寮希望の皆さんへ

 9  9



2020/3/25（水）10:00～ 17:00

・サンフラワーホール

・サンフラワーホール

入学支援ポータルより

2020/3/26（木）10:00～ 17:00

13

大学HP

入学前ポータルサイトの



STUDENT DORMITORY MAP

INFORMATION

８ サンフラワーホール

８

TEL: 042-691-2205 FAX: 042-691-9475
〔電話受付時間〕
　月～金 9:00~17:00 / 土曜日 9: 00~ 12:00　
　メールアドレス : dormitory@soka.ac.jp

学生部学生課

14

[ 徒歩１５分 ]




