
 

 

岡山大学長 殿 

岡山大学留学生宿舎待機利用申請書兼誓約書 

 

【留学生】 

私は、入国後の待機場所として岡山大学留学生宿舎の利用を申請し、下記について誓約します。 

 ・入国時に、厚生労働省が指定するアプリをインストールし、アプリを開始します。 

・携行するスマートフォンの地図アプリの機能等を利用した位置情報の保存機能を開始し、入国後、指定の待機期間が

終了するまでの間、位置情報を保存します。また、岡山大学が必要と認める場合、記録した位置情報を開示します。 

 ・到着空港での検疫検査後２４時間以内に、最短距離で留学生宿舎に移動します。２４時間以内に到着しない場合は、

留学生宿舎で待機はできないことを理解し、同意します。 

 ・留学生宿舎には、指定された時間までに到着します。フライトの遅延等の理由であっても、時間外に入寮できないこ

とに同意します。 

・待機期間中は、居室で待機し外出しません。 

 ・待機期間中は、留学生宿舎の共用施設（ランドリー、ラウンジ等）は利用しません。 

 ・大学が手配する待機者用パッケージ（８日間の 1 日３回の弁当/パンと水、体温計、生活用品）を利用し、その利用

料（17,000円）は待機終了後すみやかに支払います。また、用意された食事、生活用品を利用しない場合（待機期間

中の PCR検査によって待機期間が短縮される場合を含む）でも、キャンセルや返金はできないことを理解し、同意し

ます。 

 ・待機者用パッケージの食事は、ヴィーガンや個別のアレルギーへの対応等はできない（ハラルやラクト・オボ・ベジ

タリアン（植物性食品、乳製品、卵）のみ対応可）ことを理解し、同意します。 

 ・上記の誓約事項に違反があった場合は、待機期間終了後の留学生宿舎の入居許可が取り消されることを理解し、同意

します。 

    

 

 

 

【受入教員】 

   私は、当該学生が留学生宿舎で待機するにあたり、誓約内容を遵守するよう指導・監督し、緊急時には、国際部と連

携して対応します。また、誓約事項に違反があった場合は、待機期間終了後の留学生宿舎の入居許可が取り消される

ことを理解し、同意します。 

連絡先 

（受入教員） 

氏名  

メールアドレス  

内線  

電話番号 

（休日・夜間も対応可能な番号） 
 

署名  

留学生氏名  

所属学部・研究科名  

入居予定の宿舎 
□桑の木Ｎ棟  □桑の木Ｓ棟 

□福居宿舎   □国際交流会館 

部屋

番号 

 



 

 

To: The President of Okayama University 

 
Application and Pledge for Quarantine at OU Dormitory 

 
International Student: I hereby apply to use the Okayama University dormitory for international students as my 
quarantine place after my arrival in Japan, and pledge the following:  

・Upon entry into Japan, install and start the app designated by the Ministry of Health, Labor and Welfare. 

・Start a function to store location information using the function of the map app of the smartphone you carry. Store 
the location information until the specified quarantine period is over after entering Japan. In addition, disclose 
your recorded location information if Okayama University deems it necessary. 

・Move to the dormitory in the shortest possible distance within 24 hours after quarantine inspection at the arrival 
airport. You must understand and agree that if you do not arrive within 24 hours, you will not be allowed to 
quarantine at the dormitory.  

・Arrive at the dormitory by the designated time. You must agree that you will not be allowed to enter the dormitory 
after hours, even for reasons such as flight delays.  

・Stay in your own room and do not go out during the quarantine period. 

・Do not use common spaces (such as the laundry, lounge, etc.) during the quarantine period. 

・Apply for the Dormitory Quarantine package (3 box meal/bread and water per day for 8 days, thermometer, daily 
necessities), and pay the fee (17,000 yen) promptly after the end of the quarantine period. You also must understand 
and agree that even if you do not use the meals and daily necessities provided (including cases where the quarantine 
period is shortened due to PCR testing during the period), you cannot cancel or refund this package.  

・Understand and agree that meals in the package cannot be vegan or dealt with individual allergies, etc. except 
halal or Lacto-Ovo-Vegetarian meals.  

・Understand and agree that if there is any violation of the above covenants, your permission to move into the 
dormitory after the quarantine period will be revoked. 

    

 

 

Supervisor: I will instruct and supervise above student to comply with the contents of the pledge as he/she stays in the 

dormitory for international students, and will respond in cooperation with the International Affairs Department in the 

event of an emergency. I also understand and agree that if there is any violation of the covenants, their permission to 

move into the dormitory after the quarantine period will be revoked. 

Supervisor’s 

Contact 

Information 

Name  

Email address  

Extension number  

Phone number 
(Available on holidays and at night)  

Signature  

 

Student’s Name  

Faculty/Department  

Dormitory you will be 
moving in 

□Kuwanoki N Wing □Kuwanoki S Wing 

□Fukui Dormitory □International House 

Room 

Number 
 


