平成３０年度

学 生 寮 募 集 要 項
（ 新 入 生 用 ）

吉田キャンパス（山口市）
吉田寮１号棟（男子寮）
吉田寮２号棟（男子寮）
ふし の

椹 野寮１号棟（女子寮）
ふし の

椹 野寮２号棟（女子寮）

山

口

大

学

本学には，吉田キャンパス・小串キャンパス（医学部）及び常盤キャンパス（工学部）の３
つのキャンパスがあります。医学部・工学部入学の新入生も，入学後１年間は吉田キャンパス
で修学することになりますので，以下のとおり吉田キャンパスの学生寮について入寮募集を行
います。
１．概要及び募集人員
（１）吉田寮（男子）
寮名等
所在地
居 室
収容定員
寄宿料（月額）
入寮費（入寮時のみ）
諸経費（月額）
光熱水費等
居室設備

吉田寮１号棟（男子）

吉田寮２号棟（男子）

山口市吉田１６７７−１
１人部屋（約１４㎡）
１人部屋（約１８㎡）
１７６人
１３０人
１６，５００円
２４，３００円
２０，０００円
２０，０００円
５００円
５００円
個人負担
個人負担
バス・トイレ，ミニキッチン（IH）
，エアコン
クローゼット，下駄箱，吊り本棚，机（椅子無し）
ベッド，テレビアンテナ端子

（２）椹野寮（女子）
寮名等

椹野寮１号棟（女子）

椹野寮２号棟（女子）

所在地
居 室
収容定員
寄宿料（月額）
入寮費（入寮時のみ）
諸経費（月額）
光熱水費等

山口市吉田１６７７−１
１人部屋（約１４㎡）
１人部屋（約１８㎡）
８９人
６９人
１６，５００円
２４，３００円
２０，０００円
２０，０００円
５００円
５００円
個人負担
個人負担
バス・トイレ，ミニキッチン（IH）
，エアコン
居室設備
クローゼット，下駄箱，吊り本棚，机（椅子無し）
ベッド，テレビアンテナ端子
※椹野寮２号棟には，障がい者用寮室が１室あります。

（３）吉田寮・椹野寮の区分別募集人員 （人数は，１月１０日現在の募集予定人員です。
）
吉田寮（男子） 椹野寮（女子）
対
象
者
１・２号棟合計 １・２号棟合計
募集区分① 推薦入試Ⅰ・Ⅱ，ＡＯ入試，社会人
３０人
１０人
帰国生徒 合格者
募集区分② 一般入試 前期日程 受験者
募集区分③ 一般入試 後期日程 受験者

８５人
２０人

３０人
５人

○ 寮の入寮期間は，３月３１日（土）午後，４月１日（日）
，２日（月）の予定です。
詳細は，選考結果通知に同封する「入寮案内」でお知らせします。
○ 入寮者は，寄宿料，入寮費及び寮の運営に必要な諸経費を負担することになります。
なお，寄宿料は，口座引き落としになります。
○ 入寮費は退去時のハウスクリーニング費等に充てることになります。
○ 光熱水費（電気，ガス，水道）については，各個人契約になります。
○ バス・トイレについて
吉田寮１号棟及び椹野寮１号棟はユニットバスタイプ（バス，トイレ一体型）
吉田寮２号棟及び椹野寮２号棟はセパレートタイプ（バス，トイレ別）になります。
○ 必要な電化製品（冷蔵庫及び洗濯機等）については各自準備してください。
○ テレビ等がある場合は，ＮＨＫの受信契約が必要です。
２．提出書類
提出書類は以下のとおりです。(１)，(２)及び(５)の様式は，本学ホームページからダ
ウンロードしてください。ダウンロードできない場合は，
「４．提出先」宛てに，封筒の表
に「学生寮応募資料請求」
，
「寮名（吉田寮又は椹野寮）
」及び「募集区分（①〜③）
」を朱
書きの上宛先を記入し，切手（140 円分）を貼付した返信用封筒（角形 2 号）を同封して請
求してください。
(１)〜（５）は全員，
（６）,（７）は該当者のみ提出してください。
※一般入試後期日程（区分③）に応募する方で，一般入試前期日程（区分②）にも
応募した方は，(１)入寮願のみ提出してください。(２)〜(７)の提出は必要あり
ません。
（１）入寮願 ※各募集区分ごとに，様式を下記の日時にホームページに掲載します。
募集区分① ＡＯ入試，推薦入試Ⅰ・Ⅱ，社会人，帰国生徒 合格者
平成３０年２月 ７日（水）１０時頃
募集区分② 一般入試前期日程 受験者
平成３０年２月２７日（火）１０時頃
募集区分③ 一般入試後期日程 受験者
平成３０年３月１４日（水）１０時頃
（２）入寮生身上調書
（３）所得を証明する書類
入学する者の学資を負担する保護者の平成 29 年度所得証明書（市町村発行・原本に限
る）又は平成 29 年分源泉徴収票（写可）
※父・母については，収入が無い場合（例えば専業主婦，無職等）も，
「０円」の
平成 29 年度所得証明書を必ず提出してください。
（４）入寮選考結果通知用封筒
※角形 2 号の封筒に郵便番号，住所及び氏名を明記し，420 円分の切手を貼付し，
「速
達」と朱書きしてください。
（５）提出書類確認表
必要書類及び記載内容を確認のうえ，本人確認欄にチェックしてください。
（６）兄弟・姉妹の在学証明書又は学生証の写（高校生以下及び山口大学学生は不要です。
）
※該当がある場合のみ添付してください。
（７）障がい者手帳（写）
※本人，父母，兄弟の方に，該当がある場合のみ添付してください。

３．申請期間
募集区分① ＡＯ入試，推薦入試Ⅰ・Ⅱ，社会人，帰国生徒 合格者
平成３０年２月 ７日（水）〜平成３０年２月１３日（火）１７時必着
募集区分② 一般入試 前期日程 受験者
平成３０年２月２７日（火）〜平成３０年３月 ５日（月）１７時必着
募集区分③ 一般入試 後期日程 受験者
平成３０年３月１４日（水）〜平成３０年３月２０日（火）１７時必着
（注）申請期間後は，一切受付できませんので期限を厳守してください。
（１）申請及び受付は郵送を原則としますが，持参される場合は，土日祝日を除く平日の
９時から１７時の間に，
「４．提出先」で受付を行います。
（２）郵送にて申請する場合は，封筒の表に「入寮願」と朱書きしてください。
４．提出先（連絡先）
〒753−8511 山口市吉田 1677−1
山口大学学生支援部学生支援課支援企画係（共通教育棟１階 ９番窓口）
電話：
（083）933−5074（土日祝日を除く）
５．入寮選考及び選考結果
入寮の選考は，保護者等の経済的困窮度（所得や家庭状況等）及び自宅からの通学時間
（概ね約 1 時間以上）等を総合的に判断します。
提出書類に不足・不備がある場合は，選考の対象としませんので，十分に確認の上，提
出してください。
なお，椹野寮の障がい者用寮室の入寮選考は別に行い，選考結果通知は，募集区分③に
合わせて行います。
（選考結果通知日程）
募集区分

選考結果発表日

選考結果発表方法

募集区分① ＡＯ入試，推薦入試Ⅰ・Ⅱ
平成 30 年 2 月 19 日（月） 郵送
社会人，帰国生徒
募集区分② 一般入試 前期日程

平成 30 年 3 月 10 日（土） 郵送及びホームページ

募集区分③ 一般入試 後期日程

平成 30 年 3 月 23 日
（金） 郵送及びホームページ

※ ホームページでの発表は，選考結果発表日の１２時を予定しています。
電話での問い合わせは受け付けません。
６．その他連絡事項
（１）学生寮の入寮許可期間は 1 年間です。在寮の継続を希望する場合は，再入寮手続きに
より引き続き許可される場合があります。
※在寮の継続を希望する場合は，別寮へ移ることはできません。
（２）学生寮の運営は，吉田寮（男子）
，椹野寮（女子）ごとに学生で組織する自治会があた
ります。

（４）入寮者は，山口大学寄宿舎規則を遵守しなければなりません。
（５）吉田寮・椹野寮には駐車場があります。
駐車料金は，月額 600 円（年額 7,200 円）です。
なお，駐車場に限りがあるため駐車許可ができない場合があります。
７．アパート等情報
山口大学生活協同組合において，アパート等の紹介を行っています。
アパート等に関する相談がありましたら，下記の問合先に直接連絡してください。
（１）紹介物件
家賃は建物築年数，設備等により異なりますが，おおむね次のとおりとなっています。
・６帖（一部共同）
8,000 円 〜 30,000 円程度
・各室バス・トイレ・キッチン付き
17,000 円 〜 50,000 円程度
※敷金 0〜2 ヶ月分，礼金 0〜1 ヶ月分，仲介手数料は 0〜1 月分＋消費税の家賃相当
額を必要とします。
（２）問合先
山口大学生活協同組合 電話：
（083）995−2706
http://mycoop.jp/yamaguchi/sumai

