
外国人留学生用宿舎の概要 2022.10～ 

外国人留学生用宿舎は，本学の外国人留学生が，共同生活を通じて意義ある学生生活を送れるよう設

置されました。 

 

１． 宿舎 

○北海道大学恵迪寮 

  所 在 地：〒060-0818 札幌市北区北 18条西 13丁目３番地 

       ※学生交流ステーション（札幌市北区北 15条西 8丁目）まで徒歩約 15分 

  室   数：男性用 40室（約 12㎡）    設 置 年：1983年 

  宿泊料等：寄宿料  月額 4,700円 

       光熱水料 月額約 5,000～7,000円程度 

共用設備：シャワー室，補食談話室，洗面・洗濯室,トイレ 

居室設備：ベッド，机，椅子，書棚，ロッカー，電気スタンド，吊り棚，ごみ箱，冷蔵庫，パネル

ヒータ，カーテン 

  そ の 他：インターネット利用可能（利用料には別途業者との契約が必要で，利用料が別途発生す

る），日本人学生と混住 

 

○北海道大学霜星寮 

  所 在 地：〒001-0014 札幌市北区北 14条西 2丁目１番 10号 

       ※学生交流ステーションまで徒歩約 15分 

  室   数：女性用 21室（約 9.9㎡）    設 置 年：1984年       

  宿泊料等：寄宿料  月額 4,700円（６室は 4,300円） 

       光熱水料 月額約 5,000～7,000円程度 

共用設備：シャワー室，補食談話室，洗面・洗濯室,トイレ 

居室設備：ベッド，机，椅子，書棚，ロッカー，電気スタンド，吊り棚，ごみ箱，冷蔵庫，パネル

ヒータ，カーテン 

  そ の 他：インターネット利用可能（利用料には別途業者との契約が必要で，利用料が別途発生す

る），日本人学生と混住 

 

○北大インターナショナルハウス北８条 

  所 在 地：〒060-0808 札幌市北区北８条西 11丁目 

       ※学生交流ステーションまで徒歩約 20分 

  連 絡 先：011-736-6211 

  室  数：１，２号棟 夫婦用 約 4室（42.41/42.90㎡）  （1996年設置） 

１，２号棟 単身用 約 20室（２名１組のシェアハウスタイプ） 

（Ａ室 10室（約 8.64～8.97㎡）Ｂ室 10室（約 12.8㎡））  （2018年設置） 

        ３，４号棟 家族用 約 4室(59.73㎡)  （1997年設置） 

        ３，４号棟 単身用 約 70室（２名１組のシェアハウスタイプ） 

(Ａ室 35室（約 9.22㎡）Ｂ室 35室（約 12.8㎡）)  (2018年設置) 

※北大インターナショナルハウス北８条１号棟から４号棟までの居室の数は目安とし，

入居の状況に応じて，夫婦室又は家族室を単身室Ａ及び単身室Ｂとして，単身室Ａ及び，



単身室Ｂを夫婦室また又は家族室として利用することがある。 

       ５号棟 単身用 87室 (女性用)（約 12.9㎡） （2008年設置・2010年４月増築） 

   宿泊料等：寄宿料  １，２号棟 夫婦用 月額 37,000円 

             １，２号棟 単身用 Ａ室 月額 27,300円 Ｂ室 月額 27,600円 

３，４号棟 家族用 月額 49,000円 

３，４号棟 単身用 Ａ室 月額 28,300円 Ｂ室 月額 28,600円 

５号棟 単身用 月額 29,000円              

        光熱水料 １，２号棟 夫婦用 月額約 16,964円 

             １，２号棟 単身用 Ａ室・Ｂ室 月額約 8,482円 

３，４号棟 家族用 月額約 22,572円 

３，４号棟 単身用 Ａ室・Ｂ室 月額約 11,286円 

５号棟 単身用 個別契約（居室ガス・水道料） 

月額約 2,000円～26,000円（居室電気・共用部） 

※１～４号棟については，電気会社等からの請求金額が定額での徴収金額

と乖離している場合，光熱水料を追加で請求する場合がある。 

※１～４号棟の光熱水料については，今後，現状に合わせた見直しを行う

ことにより，金額が変更となる可能性がある。 

   居室設備：ユニットバス，キッチン，ガス FF式暖房機，ベッド，洋服タンス，机， 

椅子，電気スタンド，冷蔵庫，シューズボックス，カーテンなど 

※家族用室にはシングルベッドが２つあるのみなので，３名以上で入居する場合は， 

 入居者が自分で 3つ目の寝具（布団など）を用意すること。 

   そ の 他：・Wi-Fi完備（利用料は寄宿料に含まれる）                 

・５号棟大黒ラウンジ（談話室），洗濯室 

 

○北大インターナショナルハウス北 23条１号棟 

   所 在 地：〒001-0023 札幌市北区北 23条西 13丁目 

                ※学生交流ステーションまで徒歩約 25分 

      連 絡 先：011-700-3455 

   室  数：単身用 86室 (男性用)（約 11.5㎡）   設 置 年：2008年 

   宿泊料等：寄宿料  月額 22,000円 

        光熱水料 月額約 5,000～25,000円 

      ※光熱水費には，個人の居室で使用した分だけではなく，共用部分で使用した分も含まれます。 

   ※光熱水費の金額は，電気会社､ガス会社等の請求金額，入居人数によって毎月変動します。 

   共用設備：シャワールーム，トイレ，キッチン，食堂，洗濯室，メールボックス，シューズボック

ス，談話室 

   居室設備：ベッド，洋服タンス，机，椅子，書棚，吊り棚，冷蔵庫,洗面台，ガス FF式暖房機，カ

ーテン 

   そ の 他：Wi-Fi完備（利用料は寄宿料に含まれる） 

 

○北大インターナショナルハウス北 23条２号棟 

   所 在 地：〒001-0023 札幌市北区北 23条西 13丁目 

                ※学生交流ステーションまで徒歩約 25分 



   連 絡 先：011-700-3455 

   室  数：単身用 96室（女性用）（約 10.5㎡）   設 置 年：2010年 

   宿泊料等：寄宿料  月額 28,000円 

        光熱水料 月額約 5,000～19,000円 

   ※光熱水費には，個人の居室で使用した分だけではなく、共用部分で使用した分も含まれます。 

   ※光熱水費の金額は，電気会社等の請求金額，入居人数によって毎月変動します。 

   共用設備：シャワールーム，トイレ，キッチン，食堂，洗濯室，メールボックス，シューズボック

ス，談話室 

   居室設備：ベッド，洋服タンス，机，椅子，書棚，吊り棚，冷蔵庫,暖房機，カーテン 

   そ の 他：Wi-Fi完備（利用料は寄宿料に含まれる），日本人と混住 

 

○北大インターナショナルハウス伏見 

所 在 地：〒064-0915 札幌市中央区南 15条西 17丁目 

(一部は〒064-0916  札幌市中央区南 16条西 17丁目) 

             （札幌市電西線 14条駅より徒歩５分） 

        ※学生交流ステーションまで市電と地下鉄と徒歩で約 55分 

   連 絡 先：011-532-1227 

   室  数：単身用 87室(３名１組のシェアハウスタイプ)（約９㎡） 

   宿泊料等：寄宿料  単身用 月額 27,000円 

        光熱水料 月額 15,300円(冬期 11-4月)は+3,000円） 

※電気会社等からの請求金額が定額での徴収金額と乖離している場合，光熱水料を追加

で請求する場合がある。 

※光熱水料については，今後，現状に合わせた見直しを行うことにより，金額が変更と

なる可能性がある。 

   居室設備：ベッド，洋服タンス，机，椅子，書棚, 暖房機，カーテン 

   共用設備：冷蔵庫，食器棚，洗濯機，乾燥機，掃除機，食卓，テーブル，椅子，シャワールーム，

トイレ，キッチン，電子レンジ，暖房機，テレビ，エアコン 

   そ の 他：Wi-fi完備（利用料は寄宿料に含まれる）,日本人と混住 

 

○新規借り上げ宿舎 

所 在 地：決定次第お知らせします。       

※学生交流ステーションまで徒歩で約 15分 

   連 絡 先：決定次第お知らせします。 

   室  数：単身用室，合計 20室以上 

   宿泊料等：寄宿料：月額約 30,000～40,000円 

        光熱水料およびその他経費：未定 

   居室設備：ヒーター，冷蔵庫，カーテン，ベッド，机，椅子，クローゼット， 

   共用設備：トイレ，キッチン（IH又はガステーブルコンロ），電子レンジ，ケトル，リビング，シ

ャワールーム，洗濯機，乾燥機，掃除機，防犯カメラ，エレベーター， 

   そ の 他：Wi-fi完備 

        ※募集開始時点で契約手続き中のため，設備は変更になる場合がある。 

 



○札幌留学生交流センター 

   所 在 地：〒062-0906 札幌市豊平区豊平 6条 6丁目 5-35 

             （地下鉄東豊線「学園前」駅 2番出口から徒歩１分） 

                ※学生交流ステーションまで地下鉄と徒歩で約 35分 

   連絡先 ：011-817-3615 

   室  数：世帯用 5室（約 36㎡） 

        単身用 20室（男子用 7室，女子用 10室，性別不問 5室，各約 18㎡） 

   宿泊料等：寄宿料  世帯用 月額 35,500円 

               単身用 月額 27,600円 

        光熱水料 個別契約 

   共用設備：キッチン，食堂，洗濯室，メールボックス，学習室，交流ラウンジなど 

   居室設備： 

・夫婦用 ユニットバス，キッチン，温水式暖房機，ベッド，収納棚，机，椅子，書棚， 

冷蔵庫，電話機，洗濯機，食器棚，食卓，食卓用椅子，電子レンジ，カーテンなど 

    ・単身用 ユニットバス，ベッド，洋服タンス，机，椅子，書棚，冷蔵庫,温水式暖房機， 

電話機，カーテンなど  

    ・その他：インターネット専用回線完備（利用料は別途徴収 月額 1,300円） 

 

２．入居募集 

  原則として，毎年 1月と 7月に学務部学生支援課より各部局の教務担当を通じて募集します。 

  その他，空室が生じた場合は，随時各部局の教務担当を通じて申し込みを受けます。 

 

３.その他 

 ・日本の電圧は 100Vで，入居者の国の電圧やプラグが違う場合があります。自分の国から電化製品を

持ってきて宿舎で使用する場合は，必ず日本に来る前に，その電化製品が日本の電圧・プラグで使用

出来るか調べ，必要に応じて変圧器や変換プラグを自分で用意してください。 

  また，宿舎の部屋のコンセントやプラグが入居者が原因で故障・破損した場合は，入居者に修理費用

を請求しますので，注意してください。 

・恵迪寮，霜星寮，新規借り上げ宿舎，札幌留学生交流センター以外のすべての寮でコンビニエンス

ストアでの支払いによって寄宿料等を徴収します。（コンビニエンスストアでの支払いには手数料

がかかります。） 

・札幌留学生交流センターは初回のみコンビニエンスストアでの支払いで，２回目以降は口座振替に

なります。 

・新規借り上げ宿舎は寄宿料はコンビニエンスストアでの支払いになりますが（コンビニエンススト

アでの支払いには手数料がかかります），その他の費用については，貸主が入居者に直接請求しま

す。詳細は決定次第お知らせします。 

・居室は大学が指定するため，希望どおりの宿舎に入居できない可能性もあります。 

・それぞれの宿舎にはキッチンが設置されており，自炊をすることができます。 

・入居者用の駐車場はありません。宿舎の敷地および周辺で車を駐車したものは入居許可を取り消さ

れることがあります。 

・寄宿料，光熱水料を 3か月分以上滞納した場合，退去（退寮）を命じられることがあります。 

・鍵など宿舎の備品を紛失したり破損したりした場合，その代金が請求されます。 



・札幌留学生交流センター，新規借り上げ宿舎以外のすべての宿舎で寝具の貸与を行っています。北大

インターナショナルハウスでは，業務委託業者を通じて貸し出しおよび請求を行います。金額は入

居時にご確認ください。恵迪寮と霜星寮では退寮時に支払っていただきます。恵迪寮と霜星寮のク

リーニング料金は約 4,000円です。 

・恵迪寮と霜星寮では，退去時に自分で清掃し，持ち込んだ物品は全て撤去しなければなりません。 

・北大インターナショナルハウスでは居室清掃費を請求されます。恵迪寮・霜星寮は無料です。(汚れ

方がひどい場合は別途請求されます) 

・入居者は「退去届」を提出して宿舎を退去しない限り，外泊中も，寄宿料，光熱水費，寝具レンタル

料金を支払わなければなりません。 

・入居者は，宿舎の規則および入居者の心得などを厳守しなければなりません。これらに違反したとき

は，退去（退寮）を命じられることがあります。 

・すべての宿舎でインターネットを利用することができます。(利用料については１参照) 

・北大インターナショナルハウス（恵迪寮，霜星寮，新規借り上げ宿舎，札幌留学生交流センターを除

く）に１か月以上入居する者については，最終の寮費の支払いの精算及び，修繕が発覚した場合の修

繕費用に充てるため，５万円を最初の支払い時に保証金として預かります。（退去時に未払いの寮費

および修繕箇所が無ければ，退去後に返金されます。） 

・北大インターナショナルハウスにおいては，入居者の責により居室が破損した場合，当該入居者に弁

償してもらう場合があります。 

なお，北大インターナショナルハウス伏見，北８条１～４号棟の単身棟の居室共用部が破損し，その

破損させた本人が明らかな場合はその本人に，明らかでない場合は入居者全員に均等に弁償しても

らう場合があります。 

※ この情報は，2022年 7月現在の情報であり，必要に応じ適宜改定することがあります。 

 

2022年 7月 

北海道大学学務部学生支援課 

 


