
 
 
 

  国際交流会館は、学内にある外国人留学生及び外国人研究者用の宿舎です。 

 

所在地 
〒020－0066 

岩手県盛岡市上田三丁目 18 番 27 号 （岩手大学キャンパス内） 

居室タイプ 

Ａタイプ（留学生室）/Ｂ・Ｃタイプ（研究者室）/Ｄタイプ（シェアハウス・4 人 1 ユニット） 

※Ｄタイプ（シェアハウス）は男性用のお部屋と女性用のお部屋に分かれます。 

入居するユニットは選べません。 

入居期間 2 年間 

経費 

寄宿料（光熱水料を含む）： Ａタイプ 36,000 円/月  Ｂタイプ 50,000 円/月  

Ｃタイプ 48,000 円/月  Ｄタイプ 33,000 円/月 

施設使用料： 30,000 円（初回引落し時に一度支払い） 

インターネット年間使用料： 24,200 円/年 

寝具年間レンタル料（希望者のみ）： 11,000 円/年  

※施設使用料、インターネット使用料、寝具レンタル料については、初回引き落し時にお支払

い頂きます。 

【個室設備など】 

A タイプ 

（３０室） 
留学生室 

広さ：約 12 ㎡ 

設備：机・椅子・ベッド・マットレス・冷蔵庫・エアコン・カーテン・ 

ワードローブ・本棚・室内物干し・サイドワゴン・無線 LAN 

B タイプ 

（６室） 
研究者室 

広さ：約 16 ㎡ 

設備：机・椅子・ベッド・マットレス・冷蔵庫・エアコン・カーテン・ 

ワードローブ・本棚・室内物干し・サイドワゴン・無線 LAN 

C タイプ 

（３室） 
研究者室 

広さ：約 16 ㎡ 

設備：机・椅子・ベッド・マットレス・冷蔵庫・エアコン・カーテン・ 

ワードローブ・本棚・室内物干し・サイドワゴン・無線 LAN 

D タイプ 

（４８室） 

シェアハウス 

個室 

広さ：約 10 ㎡ 

設備：机・椅子・ベッド・マットレス・エアコン・カーテン・ 

ワードローブ・本棚・室内物干し・無線 LAN 

シェアハウス 

共用 LDK 

広さ：約 17 ㎡ 

設備：キッチン・トイレ・コインシャワー・冷蔵庫・電子レンジ・ 

ダイニングテーブル・椅子・食器棚・サイドワゴン 

館内共用設備 
ラウンジ（A 棟 1 階）・集会室（A 棟 2 階）・共用トイレ（1 カ所） 

共用シャワー室・コインランドリー 

Ｂ・Ｃタイプは募集 

していません。 



【室内イメージ】 

A タイプ 留学生室 D タイプ シェアハウス（個室） 

  

 

【各タイプ間取り図】 

A タイプ 留学生室 B・C タイプ 研究者室 

 

 

Ｄタイプ シェアハウス 

 

 

    

B・Cタイプは募集 

していません。 

問合せ先： 岩手大学国際課 

☏   019-621-6923 

✉  gryugaku@iwate-u.ac.jp 



 
 
 

  International House (Kokusai Koryu Kaikan) is on-campus housing for international students and researchers. 

 

Address 
〒020－0066 

3-18-27 Ueda, Morioka, Japan (on university campus) 

Room Type 

Type A (Student room)/ Type B・C (Researcher room)/ Type D (Share house) 

※In a share house, 4 students share 1 unit (single-gender rooms). 

  You cannot choose a unit to move in. 

Period of Residence 2 years 

Housing Fee 

Rent (including utilities): Type A   36,000yen/month  Type B   50,000yen/month 

                         Type C   48,000yen/month  Type D  33,000yen/month 

Facility handling charge: 30,000yen (you pay only one time at the first withdrawal.) 

Internet access fee: 24,200yen/year 

Bedding set rental fee (only for those who wish to rent): 11,000yen/year  

※You pay facility handling fee, Internet access fee, and bedding set rental fee at the 

first bank withdrawal. 

【Facilities for each room type】 

Type A 

(30 rooms) 
Student room 

Size：about 12 ㎡ 

Facility：desk, chair, bed, mattress, refrigerator, air-conditioner, curtain, 

Wardrobe, book shelf, laundry hook, kitchen drawer, wireless LAN  

Type B 

(6 rooms) 

Researcher 

room 

Size：about 16 ㎡ 

Facility：desk, chair, bed, mattress, refrigerator, air-conditioner, curtain, 

Wardrobe, book shelf, laundry hook, kitchen drawer, wireless LAN 

Type C 

(3 rooms) 

Researcher 

room 

Size：about 16 ㎡ 

Facility：desk, chair, bed, mattress, refrigerator, air-conditioner, curtain, 

Wardrobe, book shelf, laundry hook, kitchen drawer, wireless LAN 

Type D 

(48 rooms) 

Share house 

type 

(Private room) 

Size：about 10 ㎡ 

Facility：desk, chair, bed, mattress, air-conditioner, curtain, 

Wardrobe, book shelf, laundry hook, wireless LAN 

Share house type 

(Living and dining 

room, kitchen) 

Size：about 17 ㎡ 

Facility：kitchen, toilet, coin-operated shower, refrigerator, microwave, 

dinning table, chairs, cupboard, kitchen drawer 

Common area 
lounge(1st floor in A building), assembly room(2nd floor in A building), 

restroom, coin-operated shower, coin-operated washing machines 

Not taking applications 

for Type B and C rooms. 



【Room images】 

Type A  Student room Type D  Share house (private room) 

  

 

【Floor plan】 

Type A  Student room Type B・C  Researcher room 

 

 

Type D  Share house 

 

 

    

Not taking applications 

for Type B and C rooms. 

Contact： Iwate University International Office  

☏   019-621-6923 

✉  gryugaku@iwate-u.ac.jp 


