国際基督教大学欅寮・銀杏寮・樫寮管理運営内規
制定 2009年（平成21年）11月5日ICU規第09-10号
改正 2010年（平成22年）12月9日ICU規第10-29号
改正 2014年（平成26年）12月18日ICU規第14-11号
改正 2016年（平成28年） 4月6日ICU規第16-03号
改正 2017年（平成29年） 4月20日ICU規第17-4号
改正 2018年（平成30年） 5月31日ICU規第18-10号
（目的）
第1条 この内規は，国際基督教大学欅寮・銀杏寮・樫寮規程（以下「規程」という。
）に基づ
き欅寮・銀杏寮・樫寮の管理運営に関して必要な事項を定める。
（入寮の申請）
第2条 入寮を希望する者は，入寮申込書及び本学指定の書類を提出しなければならない。
（入寮の選考）
第3条 入寮の選考は，学生サービス部が行い学生部長が決定する。
（入寮の許可）
第4条 入寮を許可された者には入寮許可書を交付する。
（寮生の権利と責任）
第5条 寮生は秩序ある寮生活を維持するため，次の各号のとおり権利と責任を有する。
(1) 寮生は人種，性別，年令，宗教，国籍などによって差別せず，差別されることはない。
(2) 寮生は各自の行動とその結果に責任を持たなくてはならない。
(3) 寮生は他の寮生の権利を侵害する行為や，学生寮の管理維持の妨げになる行為を行っ
てはならない。
(4) 寮生は安全，清潔，かつ良好な環境に居住する権利を有するとともに，それを維持す
る責任がある。
(5) 寮生は，防火管理，災害防止，その他学生寮の管理運営の必要から行う本学の指示に
対し積極的に協力しなければならない。
（禁止事項）
第6条 寮生は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 居室を居住の目的以外に使用すること。
(2) 寮内（敷地内を含む）で喫煙すること。
(3) 未成年（20歳未満）が飲酒すること。
(4) 居室以外で飲酒すること。
(5) キッチン以外で調理をすること。
(6) 異性の居住地域に立ち入ること。
(7) 寮内に第9条で定める以外の来訪者を招き入れること。
(8) 寮内（敷地内を含む）で動物を飼うこと。
(9) 寮内への持ち込みを許可していない電化製品・家具等を持ち込むこと。
(10) 学内で車両（自転車を除く）を所有すること。
(11) 寮内（敷地内を含む）及び学内で火器，ガス，炭，キャンドル，花火等を使用するこ
と。
(12) 危険物や法で禁じられている物を使用することや持ち込むこと。
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(13) 騒音，異臭等により他寮生や学内居住者に迷惑をかけること。
(14) 施設，設備等に工作を加え，または破損すること。
(15) 景観を損なうこと。
(16) その他，学生部長が禁止すること。
（門限）
第7条 寮生は，午前0時00分までに帰寮しなければならない。
2 寮生は，やむを得ない事情により門限までに帰寮できない場合は，速やかにその旨を 寮
管理人に連絡しなければならない。
（外泊）
第8条 寮生が外泊
（帰省を含む）をする場合は，事前に寮管理人に届け出なければならない。
（来訪者の訪問）
第9条 来訪者の訪問は原則として禁止する。ただし，次の各号に定める場合は，午前10時か
ら午後9時まで寮内ラウンジまで立ち入る事ができるものとする。
(1)

寮生の家族が寮内に立ち入る場合は，入退館ノートに必要事項を記入の上，寮管理

人に申し出て許可を得ること。
(2) 他寮との交流会を開催する場合は，第12条に定める手続を行い，許可を得ること。
（中途退寮）
第10条 在寮期間満了となる前に退寮を希望する場合は，学生部長に対し退寮希望日の1ヶ月
前までに「退寮願」を提出するものとする
（復寮手続）
第11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。
（退寮時の点検）
第12条 寮生が退寮するときは，当該寮生の立ち会いのもとで寮管理人の点検を受け，その結
果施設の破損や備品の紛失があった場合は，各自の責任において支弁しなければならない。
（集会・行事）
第13条 寮生が寮内で集会・行事を行うときは，原則として開催する日の14日前までに学生部
長に届け出て，許可を受けなければならない。ただし，定例開催の寮会はこの限りではない。
（掲示物）
第14条 寮内における掲示は所定の場所に限るものとし，寮管理人に届け出て，許可を受けな
ければならない。
（雑則）
第15条 この内規に定めるもののほか，欅寮・銀杏寮・樫寮の運営に関し必要な事項は，学生
部長が別に定める。
（改廃）
第16条 この内規の改廃は，学生寮管理運営委員会の議を経て，学生部長が行う。
付 則
1 この内規は，2009年（平成21年）12月1日から施行し，2010年度入寮者から適用する。
2 この改正内規は，2011年（平成23年）4月1日から施行する。ただし，欅寮については
2010年（平成22年）12月9日から適用する。
3 この改正内規は，2015年（平成27年）1月1日から施行する。
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4

この改正内規は，2016年（平成28年）5月1日から適用する。

5

この改正内規は，2017年（平成29年）4月1日から適用する。

6

この改正内規は，2018年（平成30年）9月1日から施行する。
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ICU Official Document No. 09-10, November 5, 2009
ICU Official Document No. 10-29, December 9, 2010
ICU Official Document No. 14-11, December 18, 2014
ICU Official Document No. 16-3, April 6 , 2016
ICU Official Document No. 17-4 , April 20 , 2017
ICU Official Document No. 18-10, May 31 , 2018

ICU Bylaws for Management and Operations of
Zelkova House, Ginkgo House and Oak House
(Objective)
Article 1. These bylaws are based on the International Christian University Regulations for
Zelkova House, Ginkgo House and Oak House and are established in order to determine the
matters necessary for the management and operations of the dormitories.
(Application)
Article 2. Those who wish to live in Zelkova House, Ginkgo House or Oak House must submit
a housing application form and other necessary documents.
(Selection)
Article 3. Selection of residents is to be conducted by the Student Services Division and
determined by the Dean of Students.
(Approval)
Article 4. Those given approval to live in Zelkova House, Ginkgo House or Oak House are to
be given such approval in writing.
(Residents’ rights and responsibilities)
Article 5. In order to maintain order in dormitory life, residents are to have the following rights
and responsibilities.
（1） Residents are not to discriminate or be discriminated against on the basis of race, gender,
age, religion or nationality.
（2） Residents must take responsibility for their actions and the results of their actions.
（3） Residents must not act in such a way that impedes the rights of other residents, nor may
they act in such a way that impedes the management of the dormitory.
（4） Residents have the right to live in a safe, clean and positive residential environment and
also have the responsibility to maintain such an environment.
（5） Residents must actively cooperate with activities ICU indicates as part of the necessary
management and operation of dormitories, including fire safety and other safety and
preventative measures.
(Prohibitions)
Article 6.

Residents are prohibited from taking the following actions.

（1） Using students’ residential rooms in any ways other than those stipulated as its
objectives
（2） Smoking in the dormitory or its environs
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（3） Underage drinking (legal drinking age is 20 years old)
（4） Drinking alcohol outside students’ residential rooms
（5） Cooking in any place other than the dormitory kitchens
（6） Entering the living areas of residents of the opposite sex
（7） Inviting guests into the dormitory (except in cases that are in accordance with article 9,
below)
（8） Keeping animals in the dormitory or its environs
（9） Bringing electrical appliances, furniture, etc. into the dormitory (except permitted items)
（10） Residents may not have vehicles on campus (except bicycles)
（11） Using firearms, gas, charcoal, candles, fireworks, etc. in the dormitory, its environs or
on the ICU campus
（12） Using or introducing to the dormitory hazardous materials or other materials prohibited
by law
（13） Causing disturbance to other dormitory residents or other university housing residents
as a result of smells or noise
（14） Damaging or altering (through handcrafts, etc.) the dormitory’s facilities and equipment
（15） Taking actions that mar the view of the building and its environs
（16） Other actions prohibited by the Dean of Students
(Curfew)
Article 7. Residents must be back in the dormitory by 0:00.
2.

If for unavoidable reasons residents are not able to return to the dormitory before curfew,
they must contact the dormitory supervisor as soon as possible.
(Spending the night outside the dormitory)

Article 8. If residents will not be spending the night in the dormitory (including returning to
one’s parents’ home), they must inform the dormitory supervisor in advance.
(Guests)
Article 9. Guests may not be invited into the dormitory. However, in the cases shown below they
may have guests as far as the lounges between the hours of 10:00 and 21:00.
(1) When a resident’s family wishes to visit him/her in the dormitory, the resident must fill
out the necessary information in a sign-in sheet and receive permission from the
dormitory supervisor.
(2) When gatherings are held with other dormitories, permission must be received as per
the procedure outlined in article 12.
(Procedure for moving out of dormitory)
Article 10. If moving out of the dormitory before completing the originally planned period of
time, the form “Dormitory withdrawal notification” must be submitted to the Dean of Students
at least 1 month before withdrawal.
(Re-Entrance)
Article 11 Those who wish to re-enter the dormitory must submit the “Application for re-entry to
the dorm” at a specified date.
(Room inspections)
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Article 12. When a resident moves out of the dormitory, the room is to be inspected by the
dormitory supervisor in the presence of the resident. Responsibilities for the cost of any
damage or loss of facilities or equipment determined as a result of the inspection must be born
by the resident.
(Gatherings and events)
Article 13. Residents who wish to have gatherings or events in the dormitory must submit a
request to the Dean of Students no later than 14 days before the gathering/ event and also
receive the Dean’s approval of such requests. Regularly held dormitory meetings are excepted
from this stricture.
(Posting notices)
Article 14. Notices may only be posted in appointed locations. Notices may only be posted after
approval by the dormitory supervisor.
(Miscellaneous)
Article 15. Other matters necessary to the operations of Zelkova House, Ginkgo House and Oak
House that are not stipulated in these bylaws are to be determined separately by the Dean of
Students.
(Revisions and abolition)
Article 16. Revisions or abolition of these bylaws are to be deliberated on by the Dormitory
Management and Operations Committee and be conducted by the Dean of Students.
Supplementary Provisions:
1. These bylaws shall become effective from December 1, 2009.

2.

These revised bylaws shall become effective from April 1, 2011. However, for Zelkova
House, they shall be effective from December 9, 2010.

3.
4.
5.
6.

These revised bylaws shall become effective from January 1, 2015.
These revised bylaws shall become effective from May 1, 2016.
These revised bylaws shall become effective from April 1, 2017.
These revised bylaws shall become effective from September 1, 2018.
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