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東海大学留学生寮 

国際会館（男子寮） 

 住所： 〒259-1207  神奈川県平塚市北金目 4-1-3  東海大学国際会館 

   電話： 0463-63-4411（国際通話不可） 

留学生会館（女子寮） 

住所： 〒259-1207  神奈川県平塚市北金目 4-1-2  東海大学留学生会館(Ｌ館) 

電話:  0463-63-4826（国際通話不可） 

入寮申請：利用規則に同意の上、下記 Formsより申請してください。 

https://forms.office.com/r/UW9Hn9Xvup 
 

 
 
問い合わせ先：東海大学グローバルシチズンカレッジオフィス 担当：森永・佐藤 

       電話： 0463-63-4370（外国からは+81-463-63-4370） 
              E-mail： iec-edu-supportteam@tsc.u-tokai.ac.jp 
寮費   ： 9万円/1セメスター 

              

  

https://forms.office.com/r/UW9Hn9Xvup
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The International Dormitory of Tokai University 

Men’s dormitory 
Address: Tokai University International House 

4-1-3 Kitakaname, Hiratsuka City, Kanagawa Prefecture 259-1207, Japan 
Tel. 0463-63-4411 (within Japan only, this telephone number can only be used  

within Japan, International calls cannot be made to this number) 
Women’s dormitory 
Address: Tokai University Ryugakuseikaikan (L-Kan) 

4-1-2 Kitakaname, Hiratsuka City, Kanagawa Prefecture 259-1207, Japan 
Tel. 0463-63-4826 (within Japan only, this telephone number can only be used  

Within Japan, international calls cannot be made to this number) 
Application Method 
If you wish to move into the dormitory, you need to agree to the attached conditions. Only those 
who agreed to the conditions will be allowed to move into the dormitory. Please submit the 
questionnaire (FORMS) before leaving your country without fail. 
https://forms.office.com/r/UW9Hn9Xvup 
 

 
 
Global Citizen College Office, Tokai University 

Morinaga (Ms), Sato (Ms) 
Tel.： 0463-63-4370 (from outside Japan) +81-463-63-4370 
E-mail： iec-edu-supportteam@tsc.u-tokai.ac.jp 
* Please contact the Global Citizen College Office in advance to notify the date of 
moving in.  

Dormitory Fee  90,000 yen / 1 semester 
 
 
 

  

https://forms.office.com/r/UW9Hn9Xvup
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東海大学 留学生寮 
Tokai University International Dormitory 

私費留学生（KMITL ツイニングプログラム学生含む） 
Privately financed students（Including KMITL Twinning Program Students） 

居室設備 
Furnishings for each room/person (Free) 

ベッド（200 × 100ｃｍ）  Bed (200 × 100cm) 
本棚  Bookshelf 
机（100 × 70ｃｍ）  Desk (100 × 70cm) 
デスクライト  Desk light 
ロッカー(鍵付き）  Locker (with key) 
ベッドパッド  Bed Pad 

自分で用意するもの  
Things to prepare on your own 

ふとん(カバー付）  Futon (Prepare a cover, too) 
まくら(カバー付）  Pillow (Prepare a cover, too) 
シーツ  Bed sheet 
毛布  Blanket 
茶碗  Bowl 
カップ  Cup 
フォーク  Fork 
スプーン  Spoon 
お箸  Chopsticks 
風呂用タオル  Bath towel 
石鹸 
洗濯用洗剤 

 Soap  
Detergent 

シャンプー  Shampoo 
スリッパ 
Wifi ルーター 
体温計 

 Slippers 
Wifi router 
Thermometer 

 来日後、用意したほうがよい電化製品 
 Electrical appliances you might need 
 to buy in Japan 

炊飯器  Rice cooker 
電気ポット  Electric pot 

ドライヤー  Hair dryer 

寮にあり、共同で使用するもの 
Shared appliances 

洗濯機                       

アイロン 
Washing machine 
Iron 

アイロン台  Ironing board 

食堂（共用）に設置してあるもの 
Shared in the kitchen room 

冷蔵庫  Refrigerator 
電子レンジ  Microwave 
オーブン  Oven 
食器ロッカー（鍵付き）  Cupboard (with a key) 
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留学生寮の設備 
○ベッド 2 台（原則 2 人／室） 

○冷暖房・机・イス・クローゼット・鍵付ロッカー・鏡台付 

○トイレ・シャワー、キッチン食堂共同 

○図書室、談話室有り（共同テレビ・ビデオ有り） 

○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設置（各部屋は有線・談話室は無線 LAN） 

※大きな家具・家電製品は原則持込不可。 

Furnishings and Facilities（International dormitory） 
○Bed × 2 （2 students/room） 
○Air conditioner, desk, chair, closet, locker, mirror 
○Toilet, shower, kitchen, dining room (All shared) 
○Library, student lounge, TV (Shared)  
○Internet connection (Each room: Wired, Student lounge: Wireless) 
* Do not bring in furniture and electrical appliances. 
 

女子留学生寮 （Women’s dorm） 

 
食堂(Kitchen) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
談話室 (Lounge) 
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部屋（Room） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
入口（Entrance） 
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男子留学生寮 （Men’s dorm） 

 
食堂(Kitchen)                               談話室(Lounge)

 
 

 
部屋（Room） 
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シャワールーム (Shower Room) 

 

                      

洗濯室 （Laundry Room）                            談話室 （Lounge）             

入口（Entrance） 

 

 

 

 

 

 

 


