学⽣⽣活（学⽣寮・アパート・アルバイト）

■学⽣寮

■アルバイト

（1）学⽣寮グローバル・ドミトリーの基本⽅針
学生寮は、本学の教育目的である知徳一体のすぐれた
人間を育てるために設けられた重要な教育施設です。
学生は自己の人間としてのあり方をよく見つめると同時
に、他の寮生や多国籍の留学生との人格的交流を深め、
積極的に寮運営に参加して、寮生活の秩序と調和を図り
つつ、事故の豊かな成長を目指しています。

（2）⼊寮資格
① 大学院生、学部生、大学院研究生
② 大学院生・学部生に準ずる特別聴講生
③ 特別の事情があると認められた聴講生
入寮手続きの詳細については、寮事務室にお問い合
わせください。（TEL：04-7173-3201・3202）

学生の経済的な支援のためのアルバイトについて、勉
強の妨げにならない範囲で掲示にて紹介します。

（2）アルバイト情報の提供
アルバイト情報は、株式会社ナジック・アイ・サポー
トが運営する「aines」という学生アルバイト情報サイ
トに登録し、インターネット上に掲示されます。

（3）アルバイトの職種制限
本学では、関東地区学生生活連絡協議会が作成してい
る以下のような、アルバイトの職種の制限基準を作成し
ています。

■アルバイト職種制限基準
●危険を伴うもの

【寮費】(平成 31 年度実績)
ABC 棟 年額 470,000 円（学期毎 235,000 円）
D 棟 年額 400,000 円（学期毎 200,000 円）
共益費 年額

（1）アルバイト紹介の⽬的

36,000 円（学期毎 18,000 円）

※新規入寮者は入寮費 50,000 円を前納する。

警備員、工事現場作業、自動機械の操作、自動
車・バイクの運転
●人体に有害なもの
農薬・劇薬など有害な薬物の扱い、騒音・埃が著
しい作業

（3）その他
① 共用の備品として、冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・掃
除機・IH クッキングヒーター・電子レンジ・テレ
ビ(ABC 棟のみ)等があります。
② 個室には机、イス、ベッド、本棚、エアコン等が

●法令に違反するもの
出来高払い、仲介斡旋業、マルチ・ネズミ講商法
●教育的に好ましくないもの
チラシ配り、ポスター貼り、訪問販売、風俗営
業、選挙応援活動、宗教活動に関わるもの

設置してあります。
③ WiFi は指定業者と個別契約にて月額 800 円で利用
することができます。※新入寮者は契約必須
④ 留学から帰国後、入寮を希望する学生は、留学前
に入寮申込書を寮事務室に提出してください。

●望ましくない求人
水泳指導員、監視員、ベビーシッター等の人命に
関わるもの
●労働条件が不明確なもの
登録制によるもの、賃金の支払い方法が明治され
ていないもの

■アパート等の物件

●その他

学生課では物件の直接の紹介はしていません。
大学関連会社「れいたくサービス」を紹介しています。
（株）れいたくサービス
【営業時間：9：00～17：00
TEL：04-7173-2300

（定休日曜日・祝日）】

FAX：04-7171-2233

学生アルバイトとして、不適切と判断されるもの

学⽣⾷堂・健康⽀援センター・
Reitaku Student Plaza「はなみずき」・セミナーハウス

■学⽣⾷堂「ひいらぎ」
学生食堂「ひいらぎ」の営業は(株)LEOC に委託してい

■Reitaku Student Plaza“はなみずき”
■はなみずきホール

ます。健康に配慮(カロリー表示)した日替わりメニュー

開錠・施錠時間：8：15～22：00

を揃えています。食堂内に売店コーナーもあり、焼き立

休館日：原則日曜日、祝日、長期休暇期間

てパンの販売もしています。昼食では野菜不足を補うサ
ラダなどの小鉢を後援会の援助で付けています。

■コンビニ「セブンイレブン」※8 ⽉ 21 ⽇オープン予定
営業時間：24 時間

年中無休

※コピー機、各種公共料金の支払い、宅配サービス有

〈営業時間〉
※朝食時間
※昼食時間
※夕食時間
※売店コーナー

８：００～ ９：３０
１１：００～１３：３０
１７：００～１９：００
１０：００～１３：３０

■ブックセンター「紀伊国屋書店」☎04-7176-5512
営業時間：原則 10：00～17：00

但し土・日・祝日休

※長期休暇期間中は原則閉店
定休日：原則麗澤大学の期末試験を含む授業期間以外
■Reitaku Café「れいたくサービス」☎04-7192-6833
営業時間：11：00～22：00（21：30

〈価
●丼物・定食各種
●カレーライス各種
●麺類各種
※ライスの大盛

格〉
３８０円～５００円
２８０円～３５０円
２１０円～４００円
無料（後援会の助成）

LO.）

※ランチ 11：00～14：00
定休日：不定期（予約の場合、相談に応じます）

■セミナーハウス

麗澤大学の学生は、下記のセミナーハウスを利用できま

す。ゼミ合宿・課外活動の合宿等で使用する場合は、下記

■健康⽀援センター
健康支援センターでは、健康に関する情報提供やアド

の施設に直接お問合せください。

１．研修寮（6 ⼈以上のゼミ研修・課外活動の
合宿等で利⽤できます。）

バイスが受けられます。また、併設の診療所で病気およ
びケガの治療（保険診療可能）が受けられます。

〈窓⼝時間〉(看護師常駐)：月～金
８:３０～１２:３０

１３:３０～１７:３０

〈診療時間〉
月
火・木
金

所 在 地：キャンパス内
電

話：０４－７１７３－３１１１

研修施設：会議室・集会室・談話室

２．⾕川セミナーハウス
所 在 地：群馬県利根郡みなかみ町谷川 557

／１４:００～１６:３０
／１０:００～１２:００
／１４:３０～１６:３０

〈定期健康診断と健康診断証明書の発⾏〉

電

話：０２７８－７２－２４３８

研修施設：大講堂・研修室・大会議室・小会議室

■その他関連施設

モラロジー研究所の生涯学習センターも、課外活動やゼ

学校保健安全法に基づき、毎年 4 月に健康診断を実施し

ミ合宿などで利用可能です。

ています。学生は、受験が義務付けられております。受

■東⽇本⽣涯学習センター

験しなければ、就職・進学・海外留学等の際に必要な健
康診断書等は発行されません。
診断書（和文 1 通 500 円

英文 1 通 700 円）

健康診断証明書は自動発行機から無料で発行できます。

所 在 地：福島県伊達市保原町大柳羽山下 哲也 1-1
電

話：０２４－５７５－３２４５８

■中⽇本⽣涯学習センター
所 在 地：岐阜県瑞浪市稲津町萩原 1661
電

話：０５７２－６６－３０８０

学⽣相談室
学⽣相談室は、学⽣の⼤学⽣活への適応やこころの成⻑を応援する機関です。専⾨家によるカウンセリング
だけでなく、⼼⾝の疾患や障がいを抱えた学⽣のサポート、憩いの場や交流の機会の提供、セミナーやワー
クショップなどの教育活動も⾏なっています。

＜学⽣相談室の活動＞
■学生カウンセリング
学生からの相談
■心理検査
性格傾向や今の状態を知るための検査
■こころの休憩室
学生の憩いの場の提供
■イベント・グループワーク(不定期)
学生同士やカウンセラーと交流する機会の提供
■セミナー・ワークショップ
自己発見やコミュニケーション、リラクゼーション
などのワークショップやセミナーの開催
■図書の貸出
学生や家族、教職員への図書の貸出
■家族カウンセリング
家族・保証人からの学生に関する相談
■学内外との連携支援

カウンセリング時間：原則として１回 50 分
費用：無料
方法：面接、電話、手紙
※感染症拡大等で緊急事態、入構規制の場合は、電
話相談のみ。（詳細はＨＰで周知）
申込：受付カウンター、電話、メールで予約
※予約が優先ですが予約なしでも利用できます。
言語：日本語、英語
※他の言語の場合は教職員に通訳をお願いすること
ができます。

＜家族カウンセリングについて＞
ご家族・保証人からの相談にも応じております。学
生に関することであればどんなことでもご相談くださ
い。とくに、不登校や精神的な問題といった、ご家族
だけでは対応が難しい相談がよせられています。青年

教職員への助言、学内機関との連携支援

期は子どもから大人へと変化する時期であり、それに

医療機関や外部支援機関の紹介や連携支援

伴って生活面、心理面にさまざまなひずみが発生して
きます。ご心配なときは、ぜひ学生相談室をご活用く

＜受付・問い合わせ先について＞
開室：月～金 9:00～16:30
（長期休暇期間中の予定はＨＰを参照）
場所：校舎あすなろ１階
電話：04-7173-3653
E-MAIL：gakuso@reitaku-u.ac.jp
（申込専用。メール相談は行なっておりません。）
ＨＰ：http://www.reitaku-u.ac.jp/campuslife/
support/center.php

ださい。
（相談例）
・成績がひどく悪かったので驚き、事情を聞いたとこ
ろ、学校を休みがちということがわかった。
・最近表情が暗くなり、口数が少なくなった。食事の
量が減り、睡眠もあまり取れていない様子で心配。
・就活に積極的でなく、背中を押しても一向に動かな
いため、親ばかりが気をもんでいる。

＜カウンセリングについて＞
資格を持ったカウンセラーや精神科医が、話をお聴
きします。相談に来たことや話の内容については、許
可なく他の人には話しません。匿名でも利用できま
す。（ただし、自他の心身に重大な危機があると判断した
場合や法律に基づく要請があった場合は例外となります。）

・心身にハンディがあるため、大学での支援体制につ
いて知りたい。

奨 学 ⾦
麗澤大学奨学金や日本学生支援機構奨学金（以下「JASSO」という。）をはじめ、民間団体・地方自治体の奨学
金などがあります。新規奨学生の募集については、主に年度初めに募集日程やそれぞれの募集要項を「奨学金掲
示板（校舎かえで 1 階ラウンジ）」にて周知します。なお、奨学金に関する取扱窓口は、学生課奨学金担当（校
舎かえで 1 階）です。

（平成 31 年度実績）
名称

支給
貸与

麗澤大学
一般支給奨学金

支給

麗澤大学
海外留学奨学金

支給

麗澤大学
特別奨学金 ★

支給

支給

麗澤大学後援会
外国人留学生助成★

奨学金の趣旨・対象者

5 万円～25 万円

－

特に困難となった学生に対して、その救

貸与

5月

１月

海外留学する学生で、外部試験
（TOEIC・HSK・B2）の留学前、留学後の

貸与

貸与

支給

学部生（月額）
自宅：3 万
自宅外：4 万

－

学部生（月額）
2 万～12 万円

B2）の成績が優秀な学生に対し支給され

に対し、その褒章・奨励のため、支給さ

14
（10※）

2

れます。
特に優れた学生で、経済的困窮度が非常
に高く、著しく修学困難な学生に対し、

33

困窮度に応じて支給されます。

404
4月

特に優れた学生で、経済的理由により著
しく修学困難な学生に貸与されます。

2
学業・家計の事情ともに第一種よりも緩

4月

やかな基準で選考されますが、4 年間で

大学院（月額）
5 万～15 万円

10 月

の卒業が確約できる（休学期間を除く）

学部生・院生（月額）
4.8 万円

4月

N1 合格者
25 万～50 万円
BJT 合格者
30 万～70 万円

27

成績に応じて支給されます。

課外活動における活躍が特に顕著な学生

－

大学院（月額）
修士：5 万/8.8 万
博士：8 万/12.2 万

4

済を目的に支給されます。

年間の授業料を上限に
支給

学部生（月額）
自宅：2 万～5.4 万円
自宅外：2 万～12.2 万

採用数

入学後の家計の急変により学業の継続が

ます。

JASSO（支給）
給付奨学金 ★

文部科学省
学習奨励費

10 万円～110 万円

時期

外部資格試験（TOEIC・HSK・ドイツ語

支給

JASSO（有利子）
第二種奨学金

授業料および施設費を
上限に支給

募集

10 月

麗澤大学
課外活動特別奨学金

JASSO（無利子）
第一種奨学金

貸与・支給金額

ことが必須条件となります。

673
－

学業・人物ともに優れ、かつ留学生活を
続けていくために経済的な援助を必要と

5

する私費外国人留学生に支給されます。
外国人留学生で日本語能力検定試験 N1

1月

合格者または BJT ビジネス日本語能力テ
スト J1 合格者に対し、試験成績に応じ

－

て漢字圏・非漢字圏別に支給されます。

注 1）上記の内容は年度により変更になる場合があります。JASSO には家計急変、災害等による緊急・応急申込制度もあり、随
時受付となりますので、学生課(奨学金担当)にご相談ください。
注 2）★は令和 2 年度から内容が変更になった、又は新たに発足した奨学金。（※）は経過措置による旧制度の適用人数。
■地方自治体の奨学金（過去 3 年間の採用実績） 茨城県、さいたま市
■民間財団の奨学金（過去 3 年間の採用実績）
日本人学生：あしなが育英会、オリエンタルモーター奨学財団
外国人留学生：岡本国際奨学交流財団、坂口国際育英奨学財団、清和国際留学生奨学会、朝鮮奨学会、蓮見留学生育成奨
学基金、長坂国際奨学財団、日本国際教育支援協会、平和中島財団、ロータリー米山記念奨学会

学⽣保険

■学⽣教育研究災害障害保険

■麗澤⼤学「課外活動傷害保険」

この保険は、（公財）日本国際教育支援協会の「学

この保険は、課外活動中の傷害事故によるケガ等の

生教育研究災害障害保険」で、全学生が後援会援助

入院・通院が補償されます。後援会より援助してい

で入学時に加入しています。

ます。

〇保険の対象となる内容

〇保険の対象となる傷害

① 正課の授業中、学校行事中の事故
② 通学中・施設間移動中の事故
③ 大学の管理する課外教育活動における事故
④ インターンシップ、介護体験、教育実習、ボラ
ンティア活動における事故
＜事故が生じた場合は学生課へ相談してください。＞

■学研災付帯学⽣⽣活総合保険
上記の「学生教育研究災害障害保険」でカバーでき
ない部分に備えるため、本学では、在学期間に応じ

① 課外活動中の事故

■麗澤⼤学「国内旅⾏総合保険」
部・同好会等が合宿・宿泊を伴う活動を行う場合の
合宿保険は、後援会より援助しています。

〇保険の対象となる傷害
① 合宿・遠征・試合中の事故

■海外旅⾏保険
長期休暇等を利用して海外に行く場合は、必ず海外

た補償の「学研災付帯学生生活総合保険」（任意）

旅行保険に加入してください。（個人で最寄りの業

への加入をお勧めしています。

者に申し込むようにしてください。）

〇保険の対象となる内容
① 家計負担者が不慮の事故で亡くなられた際の学
業費用の補償
② 学生が他人をケガさせたり、他人のものを壊し
てしまい、法律上の損害賠償責任を請求された
時の補償
③ 学生自身の不慮の事故による各種保険金等
④ 下宿（寮・アパートなど）する学生の大家さん
に対する補償や、学生本人の身のまわり品が火
災や盗難などによって被った損害補償

詳細については、下記にお問合せください。
事故の際も、連絡先は同様です。
取扱代理店︓れいたくサービス
℡︓04-7136-1021

国⺠年⾦

■学⽣納付特例制度
学生は、在学中の保険料納付を猶予される「学生納
付特例制度」があります。本人の所得が一定以下の
学生が対象で、申請に基づき適用されます。家族の

■保険料の追納
学生納付特例期間については、10 年以内であれば保
険料をさかのぼって収めること（追納）ができま
す。将来受け取ることができる年金額を増額するた
めにも、追納することをお勧めします。

所得は関係ありません。
注）本年度の所得基準（申請者本人のみ）118 万円
＋扶養親族の数×38 万円＋社会保険料控除等

⽇本国内に住む全ての⼈は、20 歳になった時から

■申請の⽅法
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓
口へ申請するか郵送で申請してください。申請書は
年金事務所に請求していただくか、日本年金機構か
らプリントアウトすることができます。

〇申請に必要なもの
・国民年金手帳
・学生等であることを証明する書類（以下）
＜在学証明書（原本）または学生証の写し＞
① 国民年金手帳
初めて国民年金の資格を取得した人で、資格取
得届の届出と同時にこの申請書を提出する場合
は不要。
② 学生等であることを証明する書類
在学証明書または学生証の写し。ただし、申請
手続きを行う際に申請窓口で直接提示する場合
は不要。

■不慮の事態
国民年金に加入していると、傷害や死亡といった不
慮の事態が生じた場合には、傷害基礎年金や遺族基
礎年金が支給されます。学生納付特例制度の承認を
受けていれば、納付猶予中であっても同様の措置を
受けられますが、20 歳を過ぎても申請しないでいる
と、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害
について、傷害基礎年金を受け取ることができない
場合があるので、注意が必要です。

国⺠年⾦の被保険者となり、保険料の納付が義務
付けられています。

