
　April, 2017: Grand Opening
2017年4月 新しい学生寮が2棟開寮します。 

新学生寮のご案内



全ての学生にメリットのある施設を目指して
Aiming to create a place beneficial for all ICU students

　国際基督教大学（ICU）は、世界平和に貢献する人材を育
む大学を目指し、第二次世界大戦後の 1953 年に献学されま
した。その 2 年後、1955 年には、第一男子寮と第一女子寮
を開寮。以来、学生寮はそこで生活する学生たちが「リベラルアー
ツ」を学び、実践する教育寮として 位置付けられています。
　現在、教育寮 8 棟は全てキャンパス内にあり、海外からの
留学生を含む学生約 600 名（全学生の約 20%）が暮らしてい
ます。これほど多くの学生がキャンパス内に住む大学は、都内
では例がありません。多くの留学生を受け入れる海外大学のよ
うに、寮生は一日 24 時間、世界から集う友人と教員との対話
から学びを得ています。

　そして 2017 年 4 月本学の新施設の建設および一部施設の
建て替え等の基本計画「キャンパス・グランド・デザイン」の
一環として、全ての学生にメリットのある施設を目指し、学生・
教職員・卒業生が協働した、新しい 2 棟の教育寮が開寮します。
5 階建てと7 階建ての 2 棟の定員は計 320 名。これで学内の
教育寮定員は約 900 名（全学生の 30% 以上）となります。

   International Christian University（ICU） was founded in 1953 shortly 

after the end of World War II with a mission to nurture individuals who 

will contribute to world peace. Two years later in 1955, First Men’s 

Dorm and First Women’s Dorm was opened. The dormitories at ICU are 

positioned as a place for students living there to study and practice the 

discipline of Liberal Arts and this tradition has been passed down to 

date.

   There are currently eight dormitories on campus where about 600 

students (or 20% of the total student body) including international 

students from abroad live together. No other university in Tokyo has 

such a high percentage of students living on campus. Just like overseas 

universities that accept many foreign students, dorm residents live and 

learn through around-the-clock dialogue with friends and faculty.

   In April 2017, two new dormitories will open as part of Campus Grand 

Design, ICU’s basic plan for building new facilities and rebuilding some 

existing ones. Students, faculty, staff, and alumni worked together to 

create a complex that is beneficial for all students. The two dormitory 

buildings will be 5 stories and 7 stories to accommodate a total of 320 

students. This will increase the total capacity of ICU dormitories to about 

900 people, allowing us to cover over 30% of the entire student body.

上記はイメージです。今後の協議により変更になる可能性があります。
Subject to change.

Two New
Dormitories
2017年 4月開寮の新2寮
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学生が主体的に運営する「フロアミーティング」は月1 回開催され、フ
ロアの総意を確認し、運営方針を決める会議です。大学や管理人か
らの各種連絡のほか、運営に関するさまざまな議題が話し合われます。

ICU dormitories are proactively managed by students. Floor meetings are 
held once a month to discuss dormitory management policies and to develop 
consensus among residents. Many issues are covered – from announcements 
including reminders from the university and dormitory supervisors to matters 
on floor management.

部屋替えは、寮によって年 1 回もしくは年 2 回、アンケートなどを行い、
生活習慣のマッチングを考慮した上で決定。学年や国籍などの違う者
同士が、教育的な交流を促すことを意識して行います。

Once or twice a year, the dormitories undergo room changes. Room 
assignments are determined by carefully matching students based on lifestyle, 
by having students answer questions. Nationalities and years are also 
considered to cultivate academic and cultural exploration.

「デューティー」とは共同生活を行う上で、寮生に課せられる義務。浴室、
キッチンほか共用スペースの清掃などの作業を当番制でこなします。

As part of the responsibilities of living in a community, dormitory residents are 
required to share several duties including cleaning duties to keep bathrooms, 
kitchen and other common spaces clean. 

試験に向けて寮生、時には通学生が集まって勉強したり、読書会、大
学院生や講師を招いた講演会などを開催したりすることができます。

Study sessions for the exam, reading group activities, and lectures inviting 
guest speakers can be held in the dormitory.

寮生同士や通学生、教職員を含めた交流イベント、卒業生を招待して
の寮の同窓会など、さまざまイベントの場として活用できます。

The common living & dining can be used to host various events, such as 
networking events (involving dorm residents, commuting students, faculty, and 
staff) or reunions (of former dorm residents).

施設構造 ／ Building description

開寮 ／Open

延べ床面積 ／ Total Floor Space

収容人数 ／Quota

フロア構成 ／ Floor Plan

鉄筋コンクリート ／ Ferroconcrete

2017 年 4 月 ／April, 2017

10,819㎡

北棟（5階）：128名 ／ North-wing (five floor)：128
南棟（7階）：192名 ／ South-wing (seven floor)：192

合計：320 名 ／ Total：320

1階：共有フロア／ The First floor：Common floor
セミナールーム、共同リビング・ダイニング、浴室、和室

Seminar Room, Common Living & Dining, Shower 
with Japanese-style bathtub, Japanese-style Room

2 階以上：居室フロア（各階定員 32 名）／ The second 
floor and above：Residential floor (Quota:32/floor)
居室（ベッド・マットレス・デスク・椅子・クローゼット・
エアコン等）、スタディールーム、リビング＆ダイニング、
ランドリー、物干場、シャワールーム、トイレ、洗面所、

インターネット回線（無線 LAN）

Room (Beds, Mattresses, Desks, Chairs, Closets, 
air-conditioner, etc.), Study Room, Living & Dining, 

Laundry Room, Drying Room, Shower rooms, 
Bathrooms, Washbasins, Wi-Fi

居室モデルルーム（今後の協議により変更になる可能性があります）。
Room prototype (subject to change).  

Outline
新学生寮の概要
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学生が主体的に運営する1フロア 32 名の自律協働コミュニティー

寮生、通学生、教員の学びと対話を生む知的学修コミュニティーの創出

A proactive community of 32 residents per floor

Creation of an intellectual learning community that reaches out to residents, day students, and faculty

　2 階以上は、寮生の居住空間。各フロア定員 32 名の「自律
協働コミュニティー」が連なります。この「32 名」とは、寮生
と教職員がこれまでの経験から「学生が自主的に運営するの
に最適」とした数。その内訳は、1 年生から 4 年生までの各
学年 8 名です。
　居室は、主に 1 ～ 3 年生が住む 2 人部屋 12 室と、卒業論
文作成や就職活動等で多忙な 4 年生などを想定した 1 人部屋
8 室。「2 人部屋こそ、教育寮の本当の楽しさ」という寮生の
声を映し、2 人部屋が中心です。
　また、上層階には大学院生や多様なニーズの学生に応えら
れるように、1 人部屋を中心としたフロアも設置します。
　各フロアの中心には、32 名が一同に集まるキッチンとリビン
グ、スタディールーム、シャワールーム、ランドリーなど、ゆっ
たりとした共同空間があります。これは、暮らしの中で、寮生
同士の対話を自然と促す仕組みです。
　育った環境、性格や考え方、さらには言語、文化、宗教も
異なる留学生と日本人学生が、共に暮らす教育寮。時に衝突
しながらも、夜遅くまで議論し、お互いの違いを認め合い、
協力して解決を試みる経験は、高校を卒業したばかりの学生を
大きく成長させます。寮を卒業する頃には、多様性への理解と
コミュニケーション能力、さらには高い協調性と問題解決能力
など、世界で必要とされる素養が身に付くのです。

　この 2 棟の特徴は、1 階部分に広々と設けられた「6 つの
セミナールーム」、「共同リビング＆ダイニング」。寮生に加え、
通学生、教員も利用可能で、講演会や勉強会、教育寮の伝
統行事の一つであるもちつきや、世界の料理を作って楽しむ
パーティーなど、学びや対話の場として活用することが可能で、
所属や世代、年齢や国籍を越境した知的学修コミュニティー
が創出されます。

セミナールーム / Seminar Room（1F） 共同リビング＆ダイニング / Common Living & Dining

※上記はイメージです。今後の協議により変更になる可能性があります。 Subject to change.

   The second floor and above are the residential zones for dorm residents, 

designed like a series of communities housing 32 residents per floor. The 

capacity of 32 residents – eight residents from each year – was derived 

from past experience of dorm residents and faculty who decided that it 

was the ideal number for residents to manage the dormitory autonomously.

   Dormitory units consist of 12 double-occupancy rooms basically for 

1st to 3rd year students, and 8 single rooms for the 4th year students 

who will be busy with graduation thesis, job seeking activities and such. 

Because many students say that double rooms make dorm life even 

better, we have planned the floors mainly around double rooms. Floors 

consisting mainly of single rooms for graduate students and students with 

diverse needs will also be established on the upper stories.

   The spacious common areas including kitchen and living room, study 

rooms, shower rooms, and laundry rooms are located at the center of 

each floor to encourage natural dialogue among the residents in their 

daily living environment.

   A dormitory is where Japanese and foreign students of different 

backgrounds, personalities, mindsets, language, culture and religion live 

together. At times there may be disagreements, but the experience of 

debating late into the nights, accepting each others’ differences, and 

cooperating and resolving issues will enable students out of high school to 

mature significantly. By the time they graduate and leave the dormitories, 

they will be equipped with a good understanding on diversity, communication 

skills, high spirit of cooperation, excellent problem-solving capabilities and 

other sophisticated abilities that will prove useful in the global society.

   The two dormitories will be equipped with 6 seminar rooms, a 

common living & dining on the spacious first floor. These spaces will 

be opened to day students and faculty for all sorts of learning and 

interactive activities such as lectures, study sessions, traditional rice 

cake making party, and international cuisine parties. An intellectual 

learning community that extends beyond the borders of affiliation, 

generation, age and nationality will be created in these new dorms.
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寮で実施されているイベント
Events that are implemented in dormitories.

Culture Passed Down, 
Culture Created
受け継がれる文化、創られる文化

年間イベント

イニシエーション

Annual Events

Welcoming Event

教育寮では、寮内および他の寮との交流を図るイベントが数多く行われ
ています。年 2 回（6 月頃と 2 月頃）のサッカー大会「岡田杯」、10 月
の寮祭で開かれる「演芸会」、クリスマスに他の寮に出向いて歌を披露す
る「キャロリング」、バーベキューなどが挙げられます。このほか、ある
寮では、誕生日を迎えた寮生の部屋の前で、その日の午前 12 時ぴった
りに歌を歌って祝ったり、もちつき大会で新年を迎えたりするなど、各寮
で独自のイベントを行っています。

新入生が寮での生活を始める際に参加するのがイニシエーション。ダンス
や歌などをキャンパス内で披露します。ある寮では、上級生や卒業生も加
わることもできる、寮に伝わる「どんぐりダンス」を毎年披露。寮ごとに受
け継がれているダンスや特色があります。

Many intra-dormitory and inter-dormitory events are held every year at ICU: the 

Okada Cup football tournament held twice a year (around June and February); the 

Entertainment Show at the Dormitory Festival in October; Caroling, when students 

visit other dorms presenting Christmas carols; barbeque; and other unique events 

at each dormitory. One domitory has a tradition of singing in front of the birthday 

girl’s room at exactly 12 o’clock midnight. Another dormitory celebrates the dawn 

of a new year with a rice cake making party.

First year students start off their dormitory life by participating in the welcoming event in 

which they dance and sing around campus with senior dorm students and alumni. Each 

dormitory has its own unique performance that is handed down for many years: one 

dormitory performs its Traditional Acorn Dance every year.

寮生の声
Voices 「あの時、あのメンバーと一緒に寮生活を送ることができたことは、私にとって

かけがえのない財産。今後も寮の文化を受け継いでいって欲しい」

「人と人のふれあいがある。そこが寮の魅力」

“Living in the dorm during that specific period with those specific people has become an invaluable 

asset for me. I hope that those dorm cultures will be handed down in the coming days.”

“The charm of dormitory life is that on a daily basis, you can encounter and interact with people from 

all different backgrounds intimately, person to person.”
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国際基督教大学 学生サービス部 ハウジングオフィス
〒 181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10-2　TEL：0422-33-3069　http://www.icu.ac.jp/

設計および隈研吾建築都市設計事務所に委託し、この設計に大
学教職員が参画しました。過去と現在、未来の学生と教職員、そ
のご家族、同窓生、地域の皆様にとって、いつの時代も「戻るべ
き場所」であり「世界へのゲートウェイ」であるICUのキャンパス
は、これからも、さらに豊かに発展してまいります。

ICUは、次の60年を見据え、21世紀のリベラルアーツを実践す
るにふさわしい、新施設の建設および一部施設の建て替え等の
基本計画策定を決定しました。これから60年かけてICUが創る
キャンパスの未来像と、それに向けた短・中期の移行ステップを
具体的に示す「キャンパス・グランド・デザイン」の設計は、日本

The facilities of the campus, with which ICU had built 
its history over the past 60 years, are showing signs of 
deterioration due to ageing, and ICU decided to formulate 
the basic plan for constructing new facilities and rebuilding 
of some facilities to create an environment to practice 
liberal arts for the next 60 years befitting ICU in the 21st 
Century. The university positions this basic plan as the 
Campus Grand Design and describes in detail the vision 
of the campus ICU is going to create over the next 60 
years and the short- and medium-term transitional steps 

toward achieving the vision. The university commissioned 
the design of the Campus Grand Design to Nihon Sekkei, 
Inc. and Kengo Kuma & Associates and ICU faculty and 
staff members participated in the design process.

ICU's campus is the place to go back through the ages 
for the students, faculty, their family, alumni and local 
residents in the past, present and future and is the 
gateway to the world for them. The ICU campus will 
continue to develop and prosper.

キャンパス・グランド・デザインの詳細は、以下よりご覧いただけます。
More information about the plan is available on the website

http://www.icu.ac.jp/about/activities/cgd.html

キャンパス・グランド・デザイン全体像（2030年頃のイメージ）
Overall image of the Campus Grand Design (around 2030)


