
 

                                        

 

目  的                                                

親元を離れてはじめて一人暮らしをする学生が、安心かつ安定した学生生活を送れる環境を提供するとともに、日本

人学生と留学生が共に生活をすることで、刺激しあいながら「異文化交流を理解した人材」を育成することを目的とし

ます。 

概  要                                                    

■所在地：横浜市青葉区荏田町 434-1 

■通学時間：渋谷キャンパスまで約 50 分、たまプラーザキャンパスまで約 18 分 

■交通アクセス：東急田園都市線 江田駅から徒歩 8 分 

■構造・面積：鉄筋コンクリート造 5Ｆ 

■入寮定員：1 人部屋 115 名(15.17 ㎡/室) 

■管理：管理人夫婦住み込み駐在 

■セキュリティ：防犯カメラ・2 重扉 

■共用設備：食堂・学修スペース・会議室・浴室・シャワールーム・ランドリー室・ミニキッチン・電子レンジ 

       シューズボックス・集合ポスト 

■個室設備：ベッド・机・椅子・クローゼット・テレビアンテナ端子・インターネット・シューズボックス 

 

寮 費 等(月額)                                                

■経費 

寮費 70,000円(税込) 光熱費等は寮費に含む 

  食費 18,144円(税込) 土日祝除く平日朝夕 2食 

  ※上記の食費は 21日の場合の食費になります。 

月の平日の日数によって食費は変動します。(朝食：324円/夕食：540円) 

※夏休み(8月)の食費は、夏休みのため日割り計算になります。 

 

■寮費の支払方法 
       寮費および食費は、毎月指定口座より引落しとなります。 

※食費は月遅れの引落しになります。 

 

申 込 方 法                                                                                                                                                                                             

■募集定員 

新入生： 70名程度  

 

■応募要件 

入寮条件：[1]原則として※1 都 3 県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）以外の自宅外通学の女子学生。 

ただし、希望者がいる場合は、その限りではない。 

          [2] 生命に関わる病気・疾患等がなく、健康な学生。 

 

平成 31年度 國學院大學 

学寮 常磐木 募集要項 

[お問合せ先] 

学生事務部学生生活課  

150-8440 東京都渋谷区東４-10-28  

☎ 03-5466-0145 

✉ gakusei_s@kokugakuin.ac.jp 

tel:03-5466-0145


  

■願書受付 応募期間：平成 30年 12月 13日(木）～平成 31年 1月 16日（水）消印有効 

      送 付 先：150-8440 東京都渋谷区東 4-10-28 國學院大學 学生生活課  

      送付方法：市販の封筒で発送してください。 

なお、表に朱書きで「女子寮願書在中」と明記してください。 

《注意事項》  

・入寮願書は出来るだけ詳しく記入してください。 

・誤って記入した場合は修正液等を使用しても構いません。 

・書類は基本的に返還いたしません。 

・出願後に入寮を辞退する場合は、必ず学生生活課までご連絡ください。 

 

■選考方法・日時 

  選  考：面  接  日時：平成 31年 1月 26日(土)13：30～ たまプラーザキャンパス 

          面接終了後、寮見学を行います。 

※面接および寮見学の場所・時間につきましては、改めてご連絡いたします。 

※寮見学は保護者の方同伴でも構いません。 

※当日はスリッパをお持ちください。 

 

■入寮者通知 平成 31年 1月 30日(水)予定 

入寮決定通知を保証人宛に発送いたします。 
※入寮者が面接当日に決定した場合、決定通知は発送いたしません。 

 

寮のサポート体制                                                

■管理人在駐 

寮父・寮母が常駐しているので、病気になったとき、何か困ったことがあったときは安心です。 

 

■学寮メンタ― 

  学寮メンタ―とは、学生が有意義に寮生活できるようサポートする職員のことです。本学の国際交流、学生生

活部署の女性職員が、それぞれの分野から寮生の成長を支援します。 

 
■ＲＬ(レジデント・リーダー) 

RL（Resident・Leader）とは、親元を離れた寮生が安心して 

快適な寮生活を送ることができるよう、日々の生活を支援する 

学生リーダーのことです。学寮運営会議にて厳正に選考され、研修を 

受けた上級生が RL として寮に居住し、寮での日常生活・勉学や 

課外活動について相談があれば、経験に基づいてアドバイスする 

など、寮生の生活をサポートします。  

                 

 

寮で取り組む人材育成                                                                                 

■生活力の育成  

経済産業省が提唱する「社会人基礎力」とは、 

「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の３

つの力のことです。 

これらの力を在学中に身につける礎として、まず本寮では

寮生活を通して、基礎的な生活力の向上を支援します。 

 

 

■グローバル人材の育成 

 グローバル化する社会では、異なる価値観を持つ人々と協働することが不可欠です。本寮では、宗教や文化の違

う留学生と共に生活をすることで、社会を自分の力で切り開くことができるグローバルな人材を育成します。 



  

寮のイベント                                                                                    

寮では季節に合わせたイベントを RLが企画し、実施しています。 

4月にはウエルカムパーティー、10月はハロウインパーティー。 

また、オリエンテーション期間には先輩たちによる履修相談会など 

不安な学生生活のスタートを寮全体でサポートします。 

 

【イベント(平成 30年度実施例)】 

 4月 履修登録相談会 

ウエルカム・パーティー 

 5月 アイスブレイク 

  7月 寮生会・納寮会 

 9月 留学生ウエルカム・パーティー 

10月 ハロウイン・パーティー 

12月 寮生会・納寮会 
※平成 31年度につきましては、新 RLが企画・運営します 

 

寮 内 施 設                                                 

■部屋について 

１人につき 1 部屋。バス・トイレは共用になりますが、部屋の広さは約７畳。ベッドフレームと勉強机、椅子、エ

アコンが設置されています。また収納スペースも多く、洋服や教材が多い女子学生にも最適です。また、カーテン

やシーツを自分好みのものにすることで、お気に入りの部屋にカスタマイズすることができます。 

             

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

■食事について 

  管理栄養士による、栄養バランスを考えた食事を 

朝・夕の 2食を食堂にて提供します。(土日祝日を除く) 

食事はとても美味しいと、寮生には大変好評です。 

 

 

 

■学修スペース 
 ・TOEIC や TOEFL、HSK(漢語水平考試)に対応した書籍や勉強方法などの資料を設置。また、レポートの書き方や

レジュメの作り方など、学修に関する書籍などを多数揃えています。 
・本学の LLC(Leaning Language Center)と同様のシステム、セルフ・ラーニング型のオンライン語学教材
（NetAcademy2）で、英語および中国語を学ぶことができます。 
 

 

 

 

 

 

★NetAcademy2とは？ 

このオンライン語学教材は、学内・寮内設置のパソコンはもちろん、自分のパソコンを持っていれば部屋でも学修

できます。以下の目的において、特にその効果が期待されています。 

 ● 英文法の確認と強化 ● 英語リーディング・リスニング力の強化  

● TOEIC 練習問題 ● 初級中国語の学修 

 

※部屋はイメージです 



  

入寮の注意(抜粋)                                             

■入寮時に用意するもの 

必ずご用意いただくものは以下の通りです。 

・カーテン(サイズ) 

・ベットマット 

・布団、枕、シーツ 

居室にはベッドフレーム、机、椅子、ラックのみが設置されています。その他に必要なものは、各自でご用意ください。 

■時間について 

朝食    午前 7時 00分～午後 8時 30分 

夕食   午後 6時 00分～午後 9時 00分(取り置きは午後 10時 00まで)   

門限   午前 0時 

在室確認 午前 0時 

シャワールーム 午前 6時 00分～午前 11時 00分、午後 5時 00分～午前 2時 00時 

浴室   午前 6時 00分～午前 11時 00分、午後 5時 00分～午後 11時 00時 

■外泊・帰省について 

(1) 無断外泊は厳禁とする。 

(2) 外泊・帰省をする場合は、「外泊・帰省願」を特に提出日を指定する場合を除き、出寮前日までに管理人に提出す 

ること。  

■来訪者の対応 

(1) 来訪者は、原則として女性のみとする。 

(2) 来訪者との面会は、ミーティングスペース又はロビーのみとし、居室での面会は禁止する。 

(3) 居室への来訪者及び部外者(業者等)の入室は次の場合に限り許可する。なお、入室の際は、必ず寮父母の指示に従   

い、原則として寮生本人の立会いのもとに行う。 

・入寮時及び退寮時の荷物の搬入・運搬のため、入室する寮生の家族 

・居室備品の修理等のため入室する業者 

■下記に該当した際には、退寮を命じます。 

(1) 学則に違反したとき 

(2) 保健衛生上等の理由により他の寮生に害が及ぶおそれのあるとき 

(3) 寮費を３カ月以上滞納したとき 

(4) 学業成績不良により進級できなかったとき 

(5) その他学寮内の秩序を乱したとき 

 

保護者・寮生たちの声                                           

〔保護者の声♪〕 

● 栄養のバランスがよい食事が提供されるので、とても安心です。 

また、食事がとても美味しいので寮に帰るのが 楽しみです。 

● 体調が悪くなった時など、寮母さんに病院に連れて行っていただいて、助かりました。          

寮父・寮母さん常駐なので安心です。 

● 内気で挨拶がなかなかできない娘が、人前でも挨拶ができるようになりました。 

寮生活でたくさんの友だちができたおかげです。 

 

〔寮生たちの声♪〕 

● 交換留学生と一緒に生活をしているので、異文化交流ができるのが楽しい。最近では、台湾からの留学生に 

中国語を教えてもらっています。 

● 寮内で定期的にイベントが行われるので、楽しみにしています。 

●  学寮メンター(職員)がいるので、大学生活で困ったことがあっても、 

安心して相談できます。 

 

                  


