
2018 年 12 月 

（2019 年 1 月更新） 

国際センター 

募集期間が 1 月 16 日までに延長されました。以下、赤字部分が変更箇所になります。 

 

立教大学の寮で外国人留学生の日々の生活をサポートしていただくレジデント・サポーターを募集します。

国際的な経験を積みたい方、視野を広げたい方、これまでの自分の経験を活かしたい方の応募をお待ちして

います。希望者は期日（2019 年 1 月 16 日）までに国際センターへ応募書類を提出してください。 

 

１．募集宿舎  

宿舎名 アクセス 

立教グローバルハウス 東武東上線・志木駅から徒歩 4 分、※新座キャンパスまで徒歩約 15 分 

RUID 志木 東武東上線・志木駅から徒歩 5 分 ※新座キャンパスまで徒歩約 20 分 

 

２．募集人数・入寮および活動開始時期 

宿舎名 募集人数 入寮および活動開始時期 

立教グローバルハウス 2 名（男性 1 名を含む） 
2019 年 3 月 15 日頃から 

RUID 志木 女性 1 名 

 

３．応募資格：以下の条件を満たしている者であること。 

１） 本学の学部・大学院に在籍する者。現在休学中の場合も、2019 年度春学期に復学する場合は

応募可能とする。ただし、面接選考をキャンパス内で受験でき、かつ初回ミーティングに参加

できることを条件とする。 

２）  正規標準修業年限内に在籍する者。 

３）  日本の生活習慣を理解しており、日本語での意思疎通ができること。 

４）  日常会話程度以上の英語力があること。 

５）  共同生活において協調性があること。 

６）  学業とレジデント・サポーターの活動を両立させる意欲と時間的余裕を有する者。 

    ※基本的にアルバイトやサークル活動よりも RS の活動を優先できる者。 

７）  長期休暇中も一定期間レジデント・サポーターの活動を行える者。 

８）  3 月下旬・9 月上旬に実施する留学生向けオリエンテーションに参加できること。 

９）  毎月行われる定期報告会に参加できる者。 

１０） RS 活動を円滑に行うために国際センターや他の RS と良好な関係を維持するよう努めること

ができる者。 

 

4．活動期間 

活動期間：１年間（2019 年度春学期・秋学期） 

※活動履行状況などを評価のうえ、更新を認める場合があります。ただし活動期間は最長で 2 年までと

します。また、正規標準修業年限内に限ります。 

※レジデント・サポーターとして相応しくない行為があった場合、十分に活動に従事しないとみなされ

た場合、および活動期間中に休学・退学・除籍になった場合は、レジデント・サポーターとしての資

格を失うことがあります。 

 

５．寮室について 

レジデント・サポーターには、その活動の場として、寮室を無償で提供します。 

ただし、次の費用は自己負担とします。 

2019年度 立教大学国際交流寮 

レジデント・サポーター募集（募集期間延長） 



宿舎名 自己負担となる費用（予定） 

立教グローバルハウス 

クリーニング費（25,000 円/入居時のみ）、電気使用量（100kw を超えた場合） 

※光熱費ならびにインターネット代は寮費に含まれていますので負担する必要

はありません。 

RUID 志木 

火災保険料(3,000 円/年)、食費（17,100 円/月）、電話・インターネット基本料

金（3,888 円/月）、電気基本料金（1,815 円/月）、ユニバーサル料（3 円/月） 

※この他に電話・電気の使用料金がかかります。また、電話・インターネット
基本料は変更される可能性があります。なお、2019 年 10 月より増税により上
記料金は引き上げられる予定です。 

 

６．食事 

入寮留学生との円滑なコミュニケーションを図るため、できるだけ寮で食事をとるようにしてくださ

い。（食事は朝食と夕食が提供されますが、日曜日及び国民の祝日、8 月中旬 5 日間、年末年始 5 日間、

3 月下旬 11 日間等、宿舎が指定する期日には提供されませんのでご注意ください。）なお、立教グロー

バルハウスでは食事の提供はありませんが 1 階の共用キッチンで調理が可能です。入寮留学生との円滑

なコミュニケーションを図るため、可能な限り寮の食堂で食事をとるようにしてください。 

 

７．設備 

立教グローバルハウス 

住所 埼玉県新座市東北 2 丁目 25−9 

居室数 82 室（うち 39 部屋～59 部屋が外国人留学生用） 

フロア 2 階・6 階男性フロア、4 階・5 階女性フロア、3 階混住フロア 

居室設備 個室(10.00 ㎡)。ベッド・机・椅子・本棚・簡易洗面台・エアコン・インターネット（Wi-Fi）・ミ

ニ冷蔵庫・カーテン。※居室内にシャワー・トイレはありません。共用シャワーは 1 階に設置さ

れています。 

共用設備 ダイニングルーム、キッチン・トイレ・シャワー・洗濯機（男女共用）・乾燥機（有料）・駐輪場

（台数に制限あり）。※エレベーターはありません 

間取り 

 

RUID 志木 

住所 埼玉県志木市本町 5 丁目 18−25 

居室設備 洋室（18.00 ㎡）/居室内にユニットバス、独立式トイレ、エアコン、ベッド、机、イス、書棚、

クローゼット、ミニキッチン、冷蔵庫、カーテン、照明器具、下駄箱、IP 電話、インターネット

接続端子、TV 端子等。 

共用設備 ダイニングルーム、メールボックス、ランドリールーム、ゴミステーション、駐輪場、エレベー

ター等。 

間取り  

 

 

 



８．学内応募日程： 

説明会（体験談発表） 12 月 18 日（火）18:30～19:30 
池袋：8202 教室 

新座：N8B1 教室 ※同時中継で実施 

応募書類提出期限 1 月 16 日（水）17:00 
各キャンパス国際センター 

（池袋キャンパスはマキムホール 1 階） 

書類選考 1 月 17 日（木）～22 日（火）  

書類選考合格者発表 1 月 23 日（水）14:30 
各キャンパス 

国際センター掲示板 

面接 1 月 25 日（金）11:30～13:30 

池袋キャンパス（新座キャンパスでも受験可） 

詳細は書類選考合格者発表時に掲示にて通知 

※予定を空けておいてください。 

 

 

 

採用者発表 1 月 28 日（月）14:30 
各キャンパス 

国際センター掲示板 

初回ミーティング 2 月 1 日（金）12:20～13:50 
詳細は採用者発表時に案内 

活動内容について誓約書を提出していただきます。 

 

９．応募書類 

以下の書類を応募書類提出期限までに提出してください。所定用紙は各キャンパス国際センターで配

付する他、SPIRIT「レジデント・サポーター」ページ（http://s.rikkyo.ac.jp/rs）からもダウンロード

できます。 

１）「2019 年度レジデント・サポーター申請書」 

※手書きでも PC 入力でも構いません。自身で印刷する場合は可能な限り B4 サイズで両面印刷してくださ    

 い（A4 サイズでも受け付けます）。 

２）成績参照画面の写し ※成績証明書不可 

 

１０．選考基準 

１）入寮留学生への支援および入寮留学生との交流を行うことに意欲的であること。 

２） 大学の行う国際交流活動への参加に意欲的であること。 

３） レジデント・サポーターとしての活動を行うための時間的な余裕があること。 

４）レジデント・サポーターの活動を行うための十分な英語力・日本語力があること。 

５） 国際交流寮での居住に対する適性があること。 

※採用・不採用の理由については原則としてお答えできませんので予めご了承ください。 

 

１１．レジデント・サポーターの主な活動 

１）入寮留学生への生活支援・生活指導・生活相談 

２）緊急時（火災、地震、病気、けがなど）の初期対応 

３）入退居時の手続き等への協力 

４）入寮留学生への支援に関する寮長やマネージャー（管理人）の補助 

５）入寮留学生への在寮確認に関する寮長やマネージャー（管理人）の補助 

６）国際センターおよび寮が実施する国際交流行事等への協力（年 2 回の留学生歓迎パーティ等） 

７）国際センターおよび国際交流ボランティアとの連携 

８）国際センターとの定例ミーティング、国際センターへの定期報告 

※レジデント・サポーターは国際センター職員との連携を日常から心がけるものとし、緊急時には国

際センターまたは寮長の指示のもと対処すること。              

 

１２．報告書 

   SPIRIT「レジデント・サポーター」ページ（http://s.rikkyo.ac.jp/rs）から閲覧できます。応募にあた

って参考にしてください。 

 

１３．お問合せ先 

立教大学国際センター（新座キャンパス） 

Tel：048-471-6792 E-mail:NkokusaiC@rikkyo.ac.jp 

※12 月 23 日（日）～1 月 6 日（日）は閉室します。                 以 上 

http://s.rikkyo.ac.jp/rs
http://s.rikkyo.ac.jp/rs
mailto:NkokusaiC@rikkyo.ac.jp

