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秋田大学国際交流会館 概要 / International House Outline 
 

名称          秋田大学国際交流会館  
Name             Akita University International House 

 

所在地       〒010-0862 秋田市手形田中 5番 50号 
Location          5-50 Tegata Tanaka, Akita City Postal Code 010-0862 

  

設備の概要    平成 11（1999）年に A棟を設置し、平成 23（2011）年に B棟を増築 

Facility outline  鉄筋コンクリート 3階建（一部 1階建） 

総面積 1,213平方メートル    
          Building-A established in 1999, extended Building-B in 2011, 

 a reinforced concrete three story building（partially one story） 

Total area 1,213 ㎡. 

 

留学生用居室（Ａ棟、Ｂ棟） For International Student（Building-A and Building-B） 

部屋名 

Type of room 

寄宿料（月額） 

Rent（Monthly） 

部屋数 

Number 

of rooms 

階 

Floor 

設備・備品等 

Facilities & Fixtures 

単身室 

（Ａ棟） 
Single 

Building-A 

5,900円 
       yen 

10 
1-2階 
floor 

ユニットバス・トイレ、キッチン、ベッド(布団・

シーツなし)、机、椅子、電気スタンド、靴箱、

冷蔵庫、電子レンジ、除湿機、消火器、ガス警報

機、カーテン、衣類収納、エアコン、インターネ

ット接続、ガス暖房機（Ａ棟のみ） 
private bath / shower / toilet, kitchen, bed (no 

bedclothes nor bed sheet), desk & chair, desk lamp, 

shoebox, refrigerator,  microwave, dehumidifier, 

fire-extinguisher, security alarm, curtains, clothes 

storage, air conditioner, internet connection and gas- 

heating (only in Building-A) 

単身室 

（Ｂ棟） 
Single 

Building-B 

15,000円 
        yen 

18 
1-3階
floor 

留学生用単身室（Ａ棟）の設備に加えて、洗濯機 
In addition to the amenities of Building-A listed 

above: clothes washer  

研究者用居室（Ａ棟） For Researcher（Building-A） 

 
施設使用料 Rent 

 
月額 Monthly 日額 Daily 

単身室 
Single 

 7,554円 
       yen 

  251円         
yen 

5 
3階 

   floor 

留学生用単身室（Ａ棟）に同じ。 

※布団あり，シーツなし。 
Same as Building-A  

※With bedclothes but no bed sheet 

夫婦室 

Couple 

23,664円 
        yen 

  788円 
yen 

3 
1-3階    
floor 

単身室の設備に加えて、洗濯機、洋服ダンス、ソ

ファー、テレビ、テレビ台、掃除用具 
In addition to the amenities of Single room listed 

above: clothes washer, wardrobe, sofa, TV and 

television racks and cleaning tool 

家族室 
Family 

32,452円 
       yen 

1,081円   
yen 

2 
1-2階
floor 

夫婦室の設備に加えて、二段ベッド、学習机 
In addition to the amenities of Couple room listed 

above: a bunk bed and writing desk 

共用施設（Ａ棟） Common Space（Building-A） 

多目的ホール 
Multipurpose Hall 

1 
1階 

  floor 

キッチン、会議用机、椅子、テレビ、ソファー、

エアコン、ガス暖房機 
Kitchen, conference desk and chair, TV, sofa, air 

conditioner and gas-heating 

ミーティングルーム 
Meeting Room 

1 
3階 
floor 

机、椅子、エアコン 
desk & chair and air conditioner 

洗濯室 
Laundry Room 

1 
1階 
 floor 

洗濯機（コイン式）計３台、乾燥機（コイン式）

計３台 
3 Coin-operated washing machine and 3 

Coin-operated dryer 

 


