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Ⅰ．学寮の概要  
１．⽬的 

マグノリア学寮は、⽣活と学びが融合した場として、本学の建学の精神に沿った教育の重
要な⼀環として位置づけられています。また、マグノリア学寮の学寮⽣はすべて、課題や⾯
接を経て選ばれた「学寮奨学⽣」です。学業成績だけでなく、リーダーシップや責任感、共
同性等の倫理的資質も要求されます。マグノリア学寮の理念にふさわしい、⾃覚的な振るま
いが求められます。 
 建学の精神を具現化するため、特に以下の事項を配慮しています。 
 

a.学寮の内外を問わない⼈間の尊厳の追求 
b.⽂化・歴史・社会的背景の多様性の受容 
c.国際交流と国際理解教育の促進 

 
 マグノリア学寮の名称の由来は、1949 年に設⽴された本学のキリスト教のルーツが⽶国
南部⻑⽼派教会にあることから、当地で繁茂するマグノリアを表象として採⽤しました。ち
なみに、花⾔葉は「崇⾼」・「忍耐」・「持続性」などで、マグノリアはミシシッピー州とルイ
ジアナ州の州花とされています。 
 
２．管理・運営 
 マグノリア学寮規程に基づいて⾏います。 

管理⼈は、緊急時の対応を含む学寮⽣の安全確保、および施設・設備の管理等を担います。 
 
３．名称・所在地・電話番号 

名称 マグノリア学寮 

所在地 
〒765-0013 
⾹川県善通寺市⽂京町三丁⽬２番４号 

電話番号 

【管理⼈室】 
（開室時間 平⽇：9 時〜20 時 ⼟⽇祝祭⽇：10 時〜17 時） 
※緊急時はこの限りではありません 
【学⽣コモンズ⽀援課】0877-62-3966 
（受付時間 平⽇のみ：8 時 30 分〜17 時） 
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４．施設及び設備等 

建物 鉄筋コンクリート 5 階建て 

収容⼈員 
男⼦学⽣：80 名（2 階〜3 階） ⼥⼦学⽣：80 名（4 階〜5 階） 
「各フロアの概要」（5 ページ）を参照してください。 

居室⾯積 14.08 ㎡（約 8.5 帖）／個室 
⾨限等 23 時（23 時から翌 5 時までは原則的に⼊退館できません） 

居室内 
備品等 

ベッド、マットレス、カーテン、机、椅⼦、本棚、電気スタンド、クローゼ
ット、エアコン、テレビ端⼦、Wi-Fi 完備 
※冷蔵庫やテレビなどの家電品の持ち込みは可能ですが、居室内での同時使
⽤する電⼒合計が 2000W を超えないよう注意してください。参考までに、
冷蔵庫とエアコンの消費電⼒を⽰します。 
・⼀般的な⼩型冷蔵庫：200〜300W 
・居室内エアコン（使⽤時）：約 900W 
※ドライヤーなど多くの電⼒を必要とする機器は、できる限り洗⾯所などの
共⽤施設の場で使⽤してください。居室内で使⽤する場合はエアコンなどの
電源を切ってから使⽤してください。 

共⽤施設 

【1 階】※本学学⽣、教職員が出⼊りできます 
◯コモンプレイス 
 ソファ、机 
◯スタディラウンジ（3 部屋） 

机、椅⼦、ホワイトボード 
◯レクリエーションルーム 

テレビ、机、椅⼦ 
◯キッチン・ダイニングプレイス 

冷蔵庫、オーブンレンジ、オーブントースター、電磁調理器 
炊飯器、⾷器棚、テーブル、椅⼦ 

◯その他 
 ⾃動販売機コーナー、メール・宅配ボックス、多⽬的トイレ（オストメイ

ト対応）、⾝体障害者⽤浴室、エレベーター、階段 
【2〜5 階】※居住スペースのため学寮⽣以外は出⼊り禁⽌です。 
◯コインランドリー（各階 1 カ所） 
◯シャワールーム（各階 8 カ所） 
◯浴槽付き浴室（各階 1 カ所） 
◯トイレ（各階 6 カ所） 
◯多⽬的トイレ（各階 1 カ所：オストメイト対応） 
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◯洗⾯所（各階 2 カ所） 
【屋外】 
◯駐輪場（160 台） 
◯バイク駐⾞場（12 台） 
※満⾞時は⼤学⽴体駐⾞場を利⽤ください。 
※⾃動⾞については、本学⽴体駐⾞場（年額 3,000 円のパスカード制）を利
⽤してください。 
◯ゴミ収集場 
◯喫煙スペース 
【その他】 
◯防犯カメラ設置（各フロア廊下、1 階共⽤スペース、屋外等） 

 
５．部屋替えについて 
 原則として年⼀回部屋替えを⾏います。 
 
６．マグノリア学寮配置図 
◯キャンパス全体 
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◯1 階平⾯図 

 
◯2〜5 階（学寮⽣居室階）平⾯図 

 
◯居室間取り 

 
※冷蔵庫は備え付けではありません 
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◯各フロアの概要 
フロア 名称等 対象 性別 室定員 室数 室⾯積

（㎡） 

備考 

1階 交流 

スペース 

学⽣ 

教職員等 
― ― ― ― ― 

2階 
居室 学寮⽣ 男 1 40 14.08 

⾞いす対応（2 室） 

聴覚・視覚障害対応（5 室） 

3階 
居室 学寮⽣ 男 1 40 14.08 

⾞いす対応（2 室） 

聴覚・視覚障害対応（5 室） 

4階 
居室 学寮⽣ ⼥ 1 40 14.08 

⾞いす対応（2 室） 

聴覚・視覚障害対応（5 室） 

5階 
居室 学寮⽣ ⼥ 1 40 14.08 

⾞いす対応（2 室） 

聴覚・視覚障害対応（5 室） 

 

Ⅱ．学寮の経費 
１．概要 

項⽬ ⽉額 年額 
⼊寮費 （⼊寮時のみ）30,000 円 30,000 円 
寮費（家賃） 10,000 円 120,000 円 
光熱⽔・通信（Wi-Fi）費⽤ 5,000 円* 60,000 円* 
⾷費（1 ⽇ 2 回：朝⼣⾷） 27,000 円* 324,000 円* 
合計 （⼊寮費を除き）42,000 円* 534,000 円* 

*変更の可能性があります。 
 
２．⽀払⽅法等 

以下の点に留意して、期⽇までに確実に⽀払うようにしてください。⽀払いが確認でき
ない場合は、⼊寮許可や在寮資格を取り消す場合があるので注意してください。 

① 経費の⽀払いは前払いの⽉単位です。 
② ⼊寮費は初回の⽀払い経費に含みます。 
③ 登録をされたゆうちょ銀⾏⼝座から毎⽉ごとの請求⾦額を引き落とします。 
④ 翌年度以降の経費は変更になる場合があります。 
⑤ ⾷費については⾷堂利⽤の有無を問わず、必ず⽀払っていただきます。 
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３．⾷費について 
 本学⾷堂「カフェテリア コイノス」にて、原則的に毎⽇ 1 ⽇ 2 回（朝と⼣）の⾷事を提
供します。なお、衛⽣管理上、取り置きはできません。 
 
４．その他 
 以下の点に注意してください。 
 ①⼊寮⼜は退寮が⽉の途中であっても、寮費及び光熱⽔通信費は⽉額を納付しなければ

なりません。 
 ②エアコンのリモコンの電池や電球など、居室の消耗品は個⼈で負担してください。 
 ③光熱⽔費は固定していますが、各⾃が節電や節⽔等を⼼がけてください。 
 

Ⅲ．⼊寮申込要項 
⼊寮を希望する場合は、以下を必ず読み、充分理解したうえで、出願期限までに⼊寮の申込
をしてください（消印有効）。 
1. 2023 年 4 ⽉⼊寮スケジュール 
    ＊締め切りを過ぎての提出は受け付けません。 
    ＊選考結果に関するお問い合わせは⼀切受け付けません。 
⼀次募集 

⼊学試験種類 出願期限 選考⽇程 結果発表 

学校推薦型選抜 2022/11/11（⾦） 2022/11/25（⾦）・26（⼟） 2022/12/5（⽉） 

総合型選抜※ 2022/11/4(⾦) 
2022/11/18 /(⾦) 
オンライン⾯接(zoom) 

2022/12/ 5（⽉） 

⼀般 A 2023/1/25(⽔) 2022/2/4(⼟) 2023/2/9(⽊) 
⼤学⼊学共通テス

ト利⽤選抜 
2023/1/25(⽔) 

2022/1/27(⾦) 
オンライン⾯接(zoom) 

2023/2/9(⽊) 

※ 11 ⽉ 4 ⽇以降に出願された応募者については別途連絡いたします。 
2. 募集⼈数（⼈数については変更の可能性有り） 

⼊学試験種類 募集⼈数 備考 
学校推薦型選抜 

総合型選抜 
⼀般 A 

若⼲名 
 

 
３. ⼊寮条件 
  ⼊寮にあたっては、課題や⾯接などを通しての選考を⾏います。 応募者全員が⼊寮でき
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る訳ではありません。⼊寮申込者には、⼀定の成績と、マグノリア学寮の理念に共感し、
学寮⽣活および⼤学内での活動や⾏事に熱意をもって積極的に参加する意志が求められま
す。 
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4. ⼊寮選考 
選考は、提出された⼊寮申込願書及び課題と⾯接により総合的に判断します。内容は以下

の通りです。 
 

① ⼊寮申込願書 
 ・同封の願書に各項⽬すべてに漏れがないよう記⼊してください。 
②  課題 
 ・書類か映像のいずれかを選択することができます。 
 ＜書類を希望する場合＞ 
 ・同封の書式に定められたテーマについて、800〜1000 字の説明⽂を記⼊（⼊⼒）してく

ださい。 
 ＜映像を希望する場合＞ 
 ・定められたテーマについて、1 分 30 秒〜2 分程度の映像にまとめてデータで提出して

ください。テーマは書類提出を選択した場合と同じです。 
 ・映像の冒頭で⼊学試験の種類と出⾝校、⽒名を必ず述べてください。 
 ・テーマに即した説明を必ず含んでください。 
 ・特技などを具体的に表現できる場合は映像に含んでもかまいません。 
 ・映像は USB メモリーに保存してください。 
③  ⾯接 
 ・学校推薦選抜および⼀般選抜 A ⽇程で出願された⽅は、⼊試⽇に対⾯形式で⾏います。 

・オンライン⾯接は、Web 会議サービス zoom を使⽤します。出願前に本名で zoom ア
カウントを作成し、マグノリア学寮の zoom アカウント(magnolia@sg-u.ac.jp)を、連絡
先に追加してください。⾯接⽇時は決定後、個別に連絡させていただきます。 

 
5. ⼊寮申込願書及び課題の提出⽅法 
 封筒表⾯に「⼊寮申込願書 在中」と朱書きで記載し、郵送してください。課題で映像を
選択した⼈は、映像が保存された USB メモリー（任意の⽅法で必ず⽒名がわかるようにし
ておいてください）も必ず同封してください。 
 
6. ⼊寮内定者の発表 

選考に合格した「⼊寮内定者」へは本学学⽣コモンズ⽀援課より連絡いたします。 
 
7. 健康診断 

健康診断を必ず受けてください。 
診断を受けない場合は⼊寮を取り消すことがあります。 
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 Ⅳ．⼊寮資格及び⼊退寮の⼿続き  
１．⼊寮資格 
 必要な選考を通過した本学に在籍する学部奨学⽣及び⼤学院奨学⽣（両者には選考され
た留学⽣を含む）であり、学則、学⽣⼼得等の本学が学⽣に対して定める諸規則およびマグ
ノリア学寮奨学⽣ルールが定める事項を遵守できること。 
 
 
２．在寮期間 
 ⼊学時に定められた最短修業年限（学部⽣ 4 年、⼤学院⽣ 2 年）を超えた在寮は原則的
に認めません。 
 
３．⼊寮⼿続き 
 ⼊寮を許可された者は、指定された期⽇までに⼊寮誓約書・⾃動払込利⽤申込書等、関係
書類を提出してください。また、⼊寮の際には、居室内の備品の過不⾜についても確認して
ください。 
 なお、以下の場合には⼊寮の許可を取り消すことがあるので注意してください。 

①⼊寮選考の過程において虚偽の申し⽴てをしたことが判明した場合 
 ②⼊寮の⼿続き（寮費及び光熱⽔通信費の納⼊を含む）を期⽇までに⾏わなかった場合 
 ③指定された期⽇までに⼊寮しなかった場合 
 
４．退寮⼿続き 
   

最短修業年限満了前に⾃主退寮する場合は、「退寮届」を退寮⽇の１ヶ⽉前までに学⽣コ
モンズ⽀援課に提出の上、各⽉末⽇までに退寮してください。なお、やむを得ない事情によ
り末⽇よりも早く退寮した場合でも、寮費及び光熱⽔通信費はその⽉１ヶ⽉分を⽀払って
もらいます。また既納の室料、光熱⽔・通信費および⾷費は返還しませんので留意してくだ
さい。 
 
 退寮当⽇は管理⼈が居室ならびに備品の確認を⾏いますので、指⽰に従ってください。設
備・備品等の破損、汚損があった場合は、後⽇修繕費を⽀払ってもらいます。なお、持ち込
んだ個⼈の荷物はすべて引き取ってください。また、未納の寮費及び光熱⽔通信費⾷費があ
った場合は、⽀払ってください。 
 
５．在寮資格の取り消し（退寮処分） 
 下記の場合については、在寮資格を取消します。 
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 (1) ⼊寮に係る申請事項に虚偽の事実が判明した場合。 
 (2) 室料、光熱⽔・通信費および⾷費を滞納した場合。 
 (3) 学則に著しく違反したり、寮の管理運営および共同⽣活に重⼤な⽀障を与えた場合。 
 (4) 学寮の各種イベント等へのコミットメント（参加の程度・取り組み姿勢など）が低い

場合。 
(5) 奨学⽣として相応しくない成績が続く場合。 

 
６．学寮奨学⽣の証明書および推薦書の発⾏ 
 マグノリア学寮奨学⽣である（あった）ことを証明する証明書および推薦書を原則として
発⾏します（有料）。使⽤⽬的を明⽰して、学⽣コモンズ⽀援課に申し出てください。但し、
学寮での⽣活に問題がある場合や退寮事由が適正でない場合は、発⾏できないことがあり
ます。 
 
 

 Ⅴ．その他  
１．⼊寮⽇ 
 ⼊寮⽇は 2023 年 3 ⽉下旬を予定しています。決定次第、別途連絡します。 
 
２．荷物の受付について 
 ⼊寮の際に必要な荷物については、受付期間と送付先を後⽇連絡します。 
 


