
2022 年度大阪大学グローバルビレッジ入寮募集要項 

（2022 年４月に新入学する日本人学部新入生及び 2022 年４月に新入学する大学院生） 

 

１.募集人員 

2021 年 12 月 1日時点での数です。選考までに変更が生じる場合もありますので、ご了承ください。 

寮名称 所在地・最寄り駅  募集人員（予定） 

グローバルビレッジ 

津雲台寮ユニットタイプ 

吹田市津雲台 5-14-1（A棟） 

（阪急電鉄・大阪モノレール 山田駅） 

男子 8 名程度   

女子 9 名程度 

グローバルビレッジ 

津雲台寮個室タイプ 

吹田市津雲台 5-14-1-2（B 棟） 

（阪急電鉄・大阪モノレール 山田駅） 

男子 17 名程度 

（※1） 女子 

グローバルビレッジ 

箕面船場寮 

箕面市船場東 3-5-20  

（北大阪急行電鉄 箕面船場阪大前駅（※2）） 
女子 19 名程度 

（※1）2022 年 4 月に新入学する学部・大学院学生（日本人）及び 2022 年 4 月から入居開始する学部・大学院学生 

（留学生）を含め全体で 17 名程度です。 

（※2）箕面船場阪大前駅は 2023 年度開業予定です。 

 

２.寄宿料等について（月額・税込） 

寮名称 居室タイプ 寄宿料 必須レンタル費 共益費 入居時一時金 

グローバルビレッジ 

津雲台寮ユニットタイプ

（※1） 

5 人ユニット 40,500 円 
8,910 円 

（※2） 

12,000 円 

（※3） 
9,900 円 7 人ユニット 39,000 円 

9 人ユニット 37,400 円 

グローバルビレッジ 

津雲台寮個室タイプ 

個室 

（※4） 
56,000 円 

4,950 円 

（※5） 

1,600 円 

（※6） 
14,300 円 

寮名称 居室タイプ 寄宿料 必須レンタル費 インターネット使用料 入居時一時金 

グローバルビレッジ 

箕面船場寮 

個室 

（※4） 
40,000 円 

5,390 円 

（※7） 

1,100 円 

（※8） 
13,200 円 

（※1）津雲台寮ユニットタイプは多様な文化的背景を持つ留学生との共同生活となるため、部屋割りは背景を考慮せず 

無作為に居室を決定します。居室タイプ（5 人ユニット、7人ユニット、9 人ユニット）の希望はお受けできませ 

んのでご了承願います。全体としてのユニット数は 5 人ユニットが 7、7 人ユニットが 7、9人ユニットが 24 です。 

（※2）ユニット内各個室のエアコン・机・ベッドフレーム・本棚、ユニット共用部の冷蔵庫・洗濯機・テレビ・その他 

家具のレンタル費用（必須） 

（※3）ユニット内各個室、および共用部の光熱水料（電気・ガス・水道料）を含みます。（2022 年 4 月から上記金額に

改定します） 

その他インターネット使用料（必須 1,320 円/月（税込））、駐輪場・レンタルロッカー等（任意）があります。 

（※4）居室は、日本人学生・留学生混住シェアタイプ（ユニット型）ではなく、個室タイプです。 

（※5）個室内のエアコン・カーテン・収納付ベッド・IH コンロ（必須） 

（※6）共用部の光熱水料（電気・ガス・水道料）に充てます。（2022 年 4 月から上記金額に改定します） 

個室内の光熱水料は別途個別契約が必要です。 

その他インターネット使用料（必須・1,320 円/月・税込）、駐輪場・レンタルロッカー等（任意）あり。 

（※7）個室内のエアコン・机・椅子・ベッド・カーテン・IH コンロ・寝具セット（必須） 

 

 

 

 



（※8）光熱水費は個別契約が必要です。 

グローバルビレッジ津雲台寮の部屋情報     グローバルビレッジ箕面船場寮の部屋情報     

                         

 

３.募集対象者 

募集対象者には在留資格「永住者」、入管特例法の「特別永住者」も含みます。 

寮名称 対象者 

グローバルビレッジ 

津雲台寮ユニットタイプ 

2022 年 4月に新入学する日本人学部学生（学部 1年生及び編入生）で、 

外国人留学生と共同生活交流する意欲のある方 

グローバルビレッジ 

津雲台寮個室タイプ 

2022 年 4月に新入学する日本人学部学生（学部 1 年生及び編入生） 

及び 2022 年 4月に新入学する日本人大学院生 

グローバルビレッジ 

箕面船場寮 

2022 年 4月に新入学する日本人女子学部学生（学部 1 年生及び編入生） 

 

４.応募資格 

特にありません。 

 

５.選考方法 

 応募者の中から、抽選に基づいて選考します。 

 

６.必要書類 

様式 1 2022 年度大阪大学グローバルビレッジ入寮願 

様式 2 グローバルビレッジ入寮結果通知書の送付票 

 

７.入寮選考スケジュール 

１）2022 年 4月に新入学する日本人学部学生（学部 1 年生及び編入生） 

選考（※1） 入試区分 受付期間【厳守、消印有効】（※2） 選考結果発表（※3） 

第一選考 
総合型選抜 

学校推薦型選抜 
2022年1月 17日(月)～1月 21日(金) 2022 年 2月 16 日(水)午後１時 

第二選考 一般選抜 2022年2月 14日(月)～2月 18日(金) 2022 年 3月 10 日(木)午後 1 時 

（※1）第一選考は総合型選抜・学校推薦型選抜受験生、第二選考は一般選抜受験生が対象です。 

それ以外の学部入試（編入学を含む）の受験生は、第一選考、第二選考のいずれか一方に応募できますが、それ 

ぞれの入寮選考結果発表日までに入試の合否の確定が必要です。 

第一選考に応募した方が再度第二選考に応募する場合、書類の転用は出来ないため、再度書類を整えてご応募く 

ださい。 

（※2）受験生については選考の都合上、入学試験日より前に応募締切となります。ご注意ください。 

（※3）選考結果発表につきましては本学のグローバルビレッジホームページ上で記載の日時に行う予定ですが、作業の 

進捗により発表時間が前後する場合がありますので、予めご了承願います。また、応募者のうち入試合格者に対 

し、入寮の可否について郵送にて通知します。応募者のうち入試不合格者に対しては、郵送による通知は行いま 

せん。 

 

 

 



２）2022 年４月に新入学する日本人大学院生 

受付期間【厳守、消印有効】（※1） 選考結果発表（※2） 

2022 年 2月 14 日(月)～2月 18 日(金) 2022 年 3月 7日(月)午後 1 時 

（※1）受付期間内に大学院入試の合否結果が出ていない場合でも、この受付期間内に応募ください。 

（※2）選考結果発表につきましては本学のグローバルビレッジホームページ上で記載の日時に行う予定ですが、作業の 

進捗により発表時間が前後する場合がありますので、予めご了承願います。 

 

８.応募方法  

・応募方法は郵送のみです。「６.必要書類」を「７.入寮選考スケジュール」受付期間内に郵送くださ 

い。受付期間の翌日以降の消印の書類は一切受付できませんので、ご注意ください。 

＜郵送先＞〒560-0043 豊中市待兼山町 1-10 大阪大学豊中学生センター 

・封筒の種類や郵送方法に指定はありませんが、必要な郵便料金を必ずご確認の上、郵送ください。 

 なお、封筒の表に「グローバルビレッジ入寮願在中」と朱書きしてください。 

 

９.お問い合わせ先 

お問い合わせ内容 お問い合わせ先 

・募集要項 1、および 3～8 に関すること。 

・入寮応募に関すること 

 

大阪大学豊中学生センター 

※お問い合わせは可能な限り、メールでお願いします。 

gakusei-sien-sa2@office.osaka-u.ac.jp 

06-6850-6114（平日 9 時～12 時、13 時～17 時） 

・募集要項 2 に関すること 

・入寮応募以外に関すること 

（例） 

寮の内容や設備、入寮手続きに関すること等 

大阪大学ハウジング課学寮担当 

gakuryo@ml.office.osaka-u.ac.jp 

06-6105-5887（平日 9 時～12 時、13 時～17 時） 

 

mailto:gakusei-sien-sa2@office.osaka-u.ac.jp
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入寮願記入要領 

「2022 年度大阪大学グローバルビレッジ入寮願」（以下「入寮願」という。）の全項目について、下記を熟読の上、

必要事項を記入してください。（整理番号欄は記入しないでください。） 

 

１ 「氏名等」について 

① 「氏名」は略字を使わず、戸籍に記載の文字を記入し、フリガナをつけてください。 

② 性別欄は、グローバルビレッジ津雲台寮ユニットタイプの入寮希望者のみ回答してください。グローバルビ

レッジ津雲台寮個室タイプ、グローバルビレッジ箕面船場寮のみの入寮希望の場合は回答不要です。 

③ 2022 年 4 月に新入学する日本人学部学生（学部 1 年生及び編入生）の方は、左側の太枠内をご記入く

ださい。「入試区分」は、該当の入試区分に✓を記入してください。総合型選抜・学校推薦型選抜、一般

選抜以外の入試の場合、その他に✓の上、入試の名称を記入してください。「受験学部」は受験学部（医

学部の場合のみ学科名まで）を記入してください。 

「受験番号」は申込時点で不明な場合は空欄でご提出ください。後日、受験番号が分かった時点で必ず

大阪大学豊中学生センター（gakusei-sien-sa2@office.osaka-u.ac.jp）宛にメールでご連絡ください。 

④ 2022 年４月に新入学する日本人大学院生の方は、右側の太枠内をご記入ください。「研究科名」「専攻

名」「課程名」欄は、例えば、「医学系研究科 医学専攻 博士課程」、「医学系研究科 医科学専攻 修

士課程」、「経済学研究科 経営学専攻 博士前期課程」、というように記載してください。 

  

２ 「連絡先」について 

① 連絡先は都道府県から記入してください。 

② 自宅の電話番号、受験者本人の携帯番号、Ｅ-mail アドレスを記入してください。入寮願について確認事

項等あれば個別連絡をする可能性があります。必ず連絡のつく番号とＥ-mail アドレスを記載してくださ

い。なお、Ｅ-mail アドレスは見間違いのないよう、できるだけ明確に記入いただけますようご協力お願いし

ます。（例えば数字の 1 とアルファベットのｌ、数字の 0 とアルファベットの o など） 

 

３ 「入寮を希望する寮」について  

入寮を希望する寮に✓をしてください。複数申請は可能ですが、必ず入寮希望順位も記入してください。学寮 

（清明寮・刀根山寮・新稲寮）にも申請をしている場合、申請する寮全ての希望順位を、５「特記事項について」に明 

記してください。（学寮の申請は、別途大阪大学公式HPでご確認の上、必要書類を受付期間内に郵送ください。） 

 

４ 「特記事項」について  

入寮に際し、特に配慮を希望する事項等がありましたら、この欄に記載ください。健康状態に関連する配慮を

希望する場合は、傷病名・状態等も記載ください。なお、当該事由を配慮するかどうかは、内容により個別に

判断します。記載いただいた内容のすべてに対応できない場合があることは、予めご了承ください。 

mailto:gakusei-sien-sa2@office.osaka-u.ac.jp


整理番号

氏  名

2022年４月に新入学する日本人大学院生
2022年4月に新入学する日本人学部学生

（学部1年生及び編入生）

受験番号

性別は津雲台寮ユニットタイプを希望する
場合、〇をして回答してください。
津雲台寮個室タイプ、箕面船場寮のみ希望
の場合は回答不要です。

男
・
女

              専攻

              課程

研究科名

専攻名

課程名

□一般選抜

受験学部

受験番号

4 特記事項

3 入寮を希望する寮 □グローバルビレッジ津雲台寮個室タイプ
□グローバルビレッジ箕面船場寮

入寮希望順位 （  ）
入寮希望順位 （  ）

入寮希望順位 （  ）□グローバルビレッジ津雲台寮ユニットタイプ

フリガナ

1

2022年度大阪大学グローバルビレッジ入寮願
（2022年４月に新入学する日本人学部学生及び2022年４月に新入学する大学院生）

2 連絡先

（〒   ―    ）

TEL（   ）   ―     本人携帯（   ）   ―
Ｅ−mail：

             研究科
入試区分

□総合型選抜・学校推薦型選抜

□その他（           ）

（医学部の場合は学科名も記載してください。）

（申請時点で不明な場合は空欄で提出してください。）

【記入上の注意】
・記入に際しては、別添「入寮願記入要領」に従って、誤りのないようにしてください。
・記入事項が事実と相違する場合には、わかった時点で入寮許可を取り消しする場合がありますので、ご留意ください。
・申請時に大阪大学が取得した情報は、入寮業務のため使用します。

様式1



整理番号

連絡先

（〒〇〇〇―〇〇〇〇）〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇

TEL（〇〇）〇〇〇〇―〇〇〇〇     本人携帯（〇〇〇）〇〇〇〇―〇〇〇〇
Ｅ−mail：〇〇〇〇〇〇＠〜

4 特記事項

学寮（新稲寮）も申し込んでいます。希望順位は以下のとおりです。
第１希望 グローバルビレッジ津雲台寮ユニットタイプ
第２希望 グローバルビレッジ津雲台寮個室タイプ
第３希望 グローバルビレッジ箕面船場寮
第４希望 新稲寮

3 入寮を希望する寮

□グローバルビレッジ津雲台寮ユニットタイプ 入寮希望順位 （ 1 ）
□グローバルビレッジ津雲台寮個室タイプ 入寮希望順位 （ 2 ）
□グローバルビレッジ箕面船場寮 入寮希望順位 （ 3 ）

2

□その他（           ）
専攻名               専攻

受験学部
課程名               課程

受験番号
受験番号

医学部医学科
（医学部の場合は学科名も記載してください。）

（申請時点で不明な場合は空欄で提出してください。）

〇〇〇〇〇〇

1

フリガナ ハンダイ サクラコ 性別は津雲台寮ユニットタイプを希望する
場合、〇をして回答してください。
津雲台寮個室タイプ、箕面船場寮のみ希望
の場合は回答不要です。

男
・
女氏  名 阪大 桜子

2022年4月に新入学する日本人学部学生
（学部1年生及び編入生）

2022年度大阪大学グローバルビレッジ入寮願
（2022年４月に新入学する日本人学部学生及び2022年４月に新入学する大学院生）

2022年４月に新入学する日本人大学院生

入試区分
□総合型選抜・学校推薦型選抜

研究科名              研究科
□一般選抜

【記入上の注意】
・記入に際しては、別添「入寮願記入要領」に従って、誤りのないようにしてください。
・記入事項が事実と相違する場合には、わかった時点で入寮許可を取り消しする場合がありますので、ご留意ください。
・申請時に大阪大学が取得した情報は、入寮業務のため使用します。

様式1記入例



グローバルビレッジ入寮結果通知書の送付票 
学部または研究科 受験番号 氏   名 

学部 

  

入寮願を提出する寮（複数選択可） 

☐グローバルビレッジ津雲台寮（ユニットタイプ） 

☐グローバルビレッジ津雲台寮（個室タイプ） 

☐グローバルビレッジ箕面船場寮 

  

 

・以下の宛名ラベルに、入試合格者に送付する入寮結果通知書の送付先とし

て希望される郵便番号・住所・氏名をご記入願います。 

・受理しました必要書類の返却は一切行いませんので、ご了承願います。 

・宛名の「様」は消さないでください。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
大阪大学豊中学生センター  
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-10（2F） 

 

様式 2 


