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国際基督教大学教養学部学生寮運用細則 

制定 2002年（平成14年）11月13日ICU決第45号 

改正 2016年（平成28年）4月6日ICU規第16-1号 

改正 2016年（平成28年）5月26日ICU規第16-11号 

改正 2018年（平成30年）5月31日ICU規第18-10号 

改正 2019年（令和元年）12月5日ICU規第19-14号 

（寮生の募集） 

第1条 大学は，新入生及び在学生に対し，入寮の募集を行う。 

⑴ 新入生については，4月及び9月に入寮できるよう募集を行う。

⑵ 在学生に対しては，春・秋・冬各学期のはじめに入寮できるよう募集を行う。ただし，

 冬学期については，定員の補充等を目的とし，予め各寮の代表者と協議の上，募集を行 

うものとする。 

（入寮選考会） 

第2条 新入寮生の選考にあたっては，大学と寮生が協力して選考作業にあたり，学生部長が

その決定をする。 

（門限） 

第3条 寮生は午前0時00分までに帰寮することを強く勧める。 

（備品） 

第4条 大学の備品及び個人の所有物の保管については，寮生全員が協力して十分に注意する。

寮生は，ベッド，マットレス，机，椅子，本棚，整理ダンスを貸与される。 

（衛生管理） 

第5条 寮生は，協力して日頃から居室及び共有部分の整理，整頓をし，寮内を清潔に保つよう

心掛ける。 

（デューティー） 

第6条 受付等の寮内デューティーについては，寮代表者をはじめとするキャビネットメンバ

ーのもとにつくられる定期的な計画に従い，寮生全員が協力し奉仕する。 

（寮外者の訪問） 

第7条 寮における訪問時間は，午前8時から午後11時までを限度とし，各寮で定めるものとす

る。異性の訪問は，ソーシャルルームに限られ，学生の居室や2階以上の廊下に立ち入ること

はできない。また，訪問者の宿泊は禁止とする。 

（ペット） 

第8条 愛玩用動物を寮内におくことは許されない。 

（暖房用器具） 

第9条 個人所有の暖房器具の持ち込みは原則として認めない。ただし，北向き居室使用者等

については，申請により許可される場合がある。 

 （キチネット） 

第10条 調理はキチネットにおいてのみ行うものとする。 

（喫煙） 

第11条 寮内の喫煙は，指定の場所においてのみとする。ただし，その場合でも，寮生間にお

いて十分話し合い，隣人の迷惑にならないよう配慮し各寮において管理するものとする。 

（飲酒） 
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第12条 寮内での飲酒はソーシャルルームにおいてのみとし，20歳以上の寮生でアルコールを

摂取する際には他人に迷惑をかけることのないよう節度を守る。 

 （健康管理） 

第13条 寮生は毎年，大学の定めた健康診断を受診するものとする。なお，隔離が必要な法定

伝染病等に感染した場合には退寮等適切な措置をとるものとする。 

 （退寮手続） 

第14条 中途退寮者は，「退寮願」を退寮を希望する日の1ヶ月前までに提出するものとする。 

 （復寮手続） 

第15条 復寮する者は，「復寮願」を定められた期日までに提出するものとする。 

 （車両の所有） 

第16条 寮生の構内での車両所有は認められない。ただし，二輪車については申請により許可

する場合がある。また，二輪車の所有及び使用に際しては，利用者間で協力し学内交通規則

の遵守に務めるものとする。 

 （運用細則の改廃） 

第17条 この運用細則の改廃は，寮生の意見を聴取したのちに，学生部長が行う。 

 

   付 則 

  1 この運用細則は，2002年（平成14年）11月13日から施行する。 

  2 この改正細則は，2016年（平成28年）5月1日から適用する。 

  3 この改正細則は，2016年（平成28年）6月1日から施行する。 

    4 この改正細則は，2018年（平成30年）9月1日から施行する。 

5 この改正細則は，2020年（令和2年）1月1日から施行する。 
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ICU Official Document No. 45, November 13, 2002 

ICU Official Document No.16-1, April 6, 2016 

ICU Official Document No.16-11, May 26, 2016 

ICU Official Document No.18-10, May 31, 2018 

ICU Official Document No. 19-14, December 5, 2019 

 

Bylaws for Management and Operations of College of Liberal 

Arts Students’ Dormitories at International Christian 

University 

 

(Recruiting Dormitory Students) 

Article 1. The University shall recruit students for the dormitories from among new students and           

enrolled students. 

(1)  Recruiting of new students shall take place so that new students may move into the            

dormitories in April and in September. 

(2)  Enrolled students shall be recruited for the dormitories so that they may move into the           

dormitories at the beginning of the respective terms: Spring, autumn and winter.           

However, as for the winter term, recruitment of students should take place aiming at having full 

capacity in the winter term, after preliminary consultation with the respective dormitory 

representatives. 

(Selection Board)  

Article 2.  As for the selection of new students, the university and the dormitory students shall 

collaborate on the selection. The Dean of Students shall make the final decision. 

(Curfew)  

Article 3.  Dormitory students are strongly encouraged to be back in the dormitory by 0:00. 

(Fixtures) 

Article 4.  All dormitory students must collaborate and pay attention to university property and 

individual personal belongings. Students borrow the following fixtures: Bed, mattress,          

desk, chair, book shelf, chest of drawers. 

(Sanitary Management) 

Article 5.  Dormitory students must always collaborate on keeping rooms and common space in 

order, and keep the dormitory clean. 

(Duties) 

Article 6.  All students must obey by the periodic plan for reception duties, etc. made by the cabinet 

members headed by the dormitory representative. 

(Visitors)  

Article 7.  Visiting hours for people from outside the respective dormitories are decided by each 

dormitory within 8:00 AM and 11:00 PM. Visitors of the opposite sex are restricted to the social 

room, and may not enter the individual rooms or the hallway on the second floor and up.          

Furthermore, visitors may not stay overnight.  

(Pets)  

Article 8. Pets are not allowed in the dormitories. 
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(Heating Equipment)  

Article 9. In principle personal heating equipment is not allowed.  However, those living in rooms 

facing north may be granted a permission upon submitting a petition. 

(Kitchenette) 

Article 10. Preparation of food may only take place in the kitchenette.  

(Smoking)  

Article 11. Smoking is limited to the Social Room and the students’ individual rooms. However, 

even so, students in the respective dormitories should carefully discuss the matter and be careful 

not to cause other students any nuisance. 

(Alcohol)  

Article 12. Drinking alcohol is restricted to the Social Room. Only student at the age of 20 or above 

are allowed to drink alcohol, and when doing so should pay attention not to cause other people 

any nuisance. 

(Health)  

Article 13.  Every year dormitory students must have a health examination specified by the 

university. In case a student is infected by a contagious disease, which requires absolute quarantine, 

proper steps such as moving out of the dormitory, shall be taken. 

(Withdrawal Procedures)  

Article 14.  Those who leave the dormitory prematurely must submit a “Dormitory withdrawal 

notification” 1 month in advance of the date of requested withdrawal. 

(Re-Entrance)  

Article 15. Those who wish to re-enter the dormitory must submit an “Application for re-entry to 

the dorm” at a specified date. 

(Vehicle)  

Article 16. Dormitory students are not allowed to possess cars on campus.  However, permissions 

for two-wheel vehicles may be given upon application. Furthermore, in connection with ownership 

and use of two-wheel vehicles users shall collaborate on obeying on-campus traffic regulations. 

(Reform or Abolition of Bylaws) 

Article 17. Reform or abolition shall be left to the discretion of the Dean of Students when the            

dormitory students have been heard. 

 

Supplementary Provisions:  

1. These bylaws shall be effective from November 13, 2002. 

2. These revised bylaws shall be effective from May 1, 2016. 

3. These revised bylaws shall be effective from June 1, 2016. 

4. These revised bylaws shall be effective from September 1, 2018. 

5. These revised bylaws shall be effective from January 1, 2020. 

 




