
2019 年 4 月、株式会社共立メンテナンスと業務提携を結び、井の頭恩賜公園の近くに
ある「ドーミー井の頭公園」（三鷹市牟礼）を成蹊大学専用国際交流寮としてリニュー
アルオープンします。「ドーミー井の頭公園」は勉学に集中できる個人の居室スペース
を確保しつつ、寮生同士が交流を図れる共有スペースがあり、日常の生活を通じて、
本学の正規学生、海外協定校からの協定留学生
等が相互交流することができます。

日常的に日常的に  
留学生と交流留学生と交流
寮内イベント寮内イベント

多数開催多数開催

個室タイプ個室タイプ
（ベッド、デスク＆チェア、
クローゼット、エアコン等

備付）

キャンパスまでキャンパスまで  
自転車通学可能自転車通学可能

（約１２分）

栄養バランスの良い栄養バランスの良い  
食事付食事付（朝夕）（朝夕）

寮長寮長夫妻が夫妻が常駐常駐  
するのでするので安心安心

（セキュリティ・傷病時
対応・不在時の
荷物受取り等）
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特集 1特集 1 専用国際交流寮専用国際交流寮
「ドーミー井の頭公園」オープン！「ドーミー井の頭公園」オープン！

◎見学・体験宿泊のご案内
寮長・寮母が随時、寮内をご案内します。株式会社共立メンテナンスま
でお申し込みください。※現在は女子学生寮のため、2018年度中の体
験宿泊については女性のみ、1泊5,184円（税込・寝具・食事サービス
※日曜・祝日・第５土曜日は休食日）となります。

株式会社共立メンテナンス	 ■電 話：0120-88-1030／ 03-5295-7791（毎日9:00～17:30）
	 ■メール：int@gakuseikaikan.com（平日のみ英語対応可）

◎寮に関する問合せ・入寮申込み
株式会社共立メンテナンスまでお問い合わせ
ください。
詳細についてはパンフレットもあわせて参照
ください。（学生生活課・国際課で配布中）

寮生インタビュー、特集 2 バディシステムについては中面で

成蹊大学専用国
際交流寮

（男女混住）2
019年4月

リニューアルオ
ープン！

❶専用国際交流寮
　「ドーミー井の頭公園」オープン！
❷「バディシステム」が変わります！



留学生活における留学生活における  
諸手続きの諸手続きの  
サポートサポート

国際交流国際交流  
イベント企画イベント企画
（費用補助あり）

空港出迎えサポート空港出迎えサポート
（交通費補助あり）
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RA（レジデント・アシスタント）について

寮生にインタビュー！ 〜寮生活ってどう？〜

協定留学生紹介 海外14の協定校より23名の協定留学生を受入れました。

ドイツ
ボン大学
アンドレアス　ベッカー
ジェロム　フェルナンデス
ユリア　パシロブスカ

ハイデルベルク大学
フロリアン　ヴァイダート
マヌエル　マイスター
メルト　セザー

英国
エディンバラ大学

オリエル　アグラノフ
スペイン

サンティアゴ・デ・コンポステラ大学
アンドレア　メンデス

韓国
高麗大学

リュウ　ソン

オーストラリア
マードック大学
ナーディア　コナガイ
シャーム　クーマ

モナシュ大学
リー　グオ　イー

中国
広東外語外貿大学

エン　レイシン
華東政法大学

イン　イジュン
上海交通大学

シュウ　キョク
復旦大学

ファン　シンチェン
同済大学

ジェン　ジョンホア

2018 年
度

後期受入
れ

留学生と日本人学生がともに生活する学生寮にお
いて、寮生の学生生活全般のサポートや、留学生
と日本人学生との交流促進を目的としたイベント
企画など、寮内で活動する学生リーダーが「RA（レ
ジデント・アシスタント）」です。RAとしての在
寮中は、寮費の一部補助があります。

セーラセーラさんさん RARAの皆さんの皆さん

リアムリアムさんさん

ウェスタン・ワシントン大学ウェスタン・ワシントン大学
（アメリカ）からの協定留学生（アメリカ）からの協定留学生

専用学生寮専用学生寮
「ドーミー吉祥寺」「ドーミー吉祥寺」

マードック大学（オーストラリア）マードック大学（オーストラリア）
からの協定留学生からの協定留学生

成蹊大学ではボランティアサークルと広告研究会に所
属し、日本人の友達がたくさんできました。寮生活も
とても楽しい！先日は寮で RA やほかの留学生とたこ焼
きパーティをしました。なにかあればすぐに RA に相談で
きるので、留学で困ったことは特にありません。

寮長夫妻が常駐し見守ってくれているほか、寮
生が全員、成蹊大学生という点で安心感があり
ます。履修や大学生活の相談をすることができ
るし、大学行事である「成蹊レガッタ」にも寮
生で参加するなど団結力があります。また、寮
内のアットホームな雰囲気が気に入っています。

成蹊大学に留学して、とても良かったと思っています。
Welcome Party のビンゴですぐに友達を作ることが
できました。寮の友達とは会うといつも挨拶をするので、
寮には温かい雰囲気があります。寮ではいろんなイベント
があるので、とても楽しみです。

フランス
リヨン第三大学

エマ　クロド
ミウ　アンリ

モルガン　ジェレバー

アメリカ合衆国
ウェスタン・ワシントン大学

アーロン　エリス
キャリック　ブレバー
ジェイソン　ウィーバー

特集2特集2 「バディシステム」が変わります！「バディシステム」が変わります！

「バディ」は来日する協定留学生を空港で出迎え、留学生のパートナーとして彼らの日本で
の生活をサポートします。これまでは担当する留学生の在学期間のみ（半年もしくは1年）
の活動でしたが、留学生のサポートを通して、他の留学生との交流や国際交流に関心を持
つ学生同士が活動を継続できるよう登録制に変更します。国際交流イベント開催時には大
学より費用の一部補助もありますので、ぜひ積極的に活動してください。

活動内容
・来日する協定留学生を成田空港もしくは羽田空港で出迎えサポート
・留学生のサポート全般（住民登録や銀行口座開設等の諸手続き、履修登録など）
・国際交流イベント企画

登録条件
※語学力に関する
条件はなし。

①来日シーズン（9月上旬および3月中旬）に成田空港もしくは羽田空港での出迎えサポートが可能な者
②留学生に関わるボランティアであることを十分に理解し、留学生のサポートを積極的に行うことができる者
③国際交流・異文化理解に熱意があり、イベント企画など積極的に活動できる者
④バディとして良識的に活動できる者

登録受付時期 例年6月／12月

その他
・留学生1名につき、複数名が担当する場合があります。
・空港出迎え時の交通費補助やイベント開催時の費用補助があります。

留学生のサポートをした
いとバディシステムに応募しま
したが、彼女の明るい性格や一生
懸命日本語を学ぶ姿に、私のほう
がパワーをもらっています。また、
彼女を通じて他の留学生とも交流
することができ、バディとの出会

いに感謝しています。（経2）

留学生の出身地の話からサークル
の相談、恋愛話まで、留学生とのおしゃ
べりから日本の良さを発見するなど有意
義な時間を過ごしています。留学生が安
心して日本での生活を送れるよう、これ
からも交流を続けたいと思います。（法3）

バディとは来日初日の成田
空港からの移動中にすぐに仲良く
なりました。バディが吉祥寺のいろ
んな場所を案内してくれて、和食
の店や日本文化を発見しました。毎
週、学食で一緒にランチを食べます。
時々、バディの英語やドイツ語の

宿題を手伝います。（留学生）

私のバディは韓国
語を勉強していて、韓国
にも興味があるので積極
的に連絡をくれるのがうれ
しいです。一緒に勉強や遊
びに出かけ、さらに仲良く

なりました。（留学生）

（イメージ）

❶専用国際交流寮「ドーミー井の頭公園」オープン！ ❷「バディシステム」が変わります！2大特集



「海外留学・キャリアセミナー」
開催報告！

留学や英語の勉強法についての
個別相談・個別指導！

● CV、Cover Letter はどう書いたらいい？
●海外インターンシップに挑戦したい！
●英語での面接対策

といったお悩み解決のため、中期インターシップ留学を
予定している学生を主な対象とした「海外留学・キャ
リアセミナー」を開催し、国際教育センター常勤講師

（国際交流担当）の黒松まり先生より Resume(CV) や
Cover Letter の書き方についてご指導いただきました。
後 期も開催予定
です。開催日時等
はポータルサイト
や掲示板等でご
確認ください。

（派遣時期は 2019 年 8 月中旬～ 9 月中旬です）
ケンブリッジ大学（イギリス）派遣生募集！2019 年度夏期

【短期協定留学】

●  研修内容：英語およびイギリスの文化・政治・歴史
などの専門科目

●   春期休業期間中にオリエンテーション実施予定
● 修了者には単位認定（4 単位）あり
● 給付奨学金（10 万円）制度あり
● 九州大学との合同プログラム

説明会：2018年10月2日火・12日金　
※両日とも同じ内容です。いずれかにご参加ください。 
時間：12時20分～ 13時　　　
場所：大学1号館212室
出願期間：11月5日月～ 11月8日木

新国際教育センター副所長よりメッセージ
   “Where are you from?”  This seems like a simple question, and shouldn’t be difficult to 

answer.  In my case, I never know quite what to say.  I was born in America, but moved to the 

UK when I was 10 years old, and have now lived in Japan for almost 10 years as well.  Living 

overseas has made my life very happy and rich.  Although there have been many challenges and 

difficult times, those experiences have made my life better in so many ways.  

   As the Vice Director of SIIS, I want to encourage you all to take one of the many opportunities 

we have for study abroad.  Through encountering other people and other cultures, you will 

have a chance to share your life and experiences with others, and you yourself will be forever 

changed.  We have programmes with so many universities in so many countries that it shouldn’t 

be hard to find one that is just right for you. 

   If you can’t study abroad, there are many other ways to get involved at SIIS and experience 

other cultures right here at Seikei.  For example, you could join the International Course to study 

about other countries in detail, you could volunteer to help our visiting students from other 

countries settle into life in Kichijoji, or you could stop by for English Chat Time to share your ideas in English.  

   Whatever you decide to do, I hope you’ll take advantage of your time as a university student here to begin something new 

and exciting in your life, so that you too might have to stop and think a little when someone asks: “where are you from?”

経済学部 准教授経済学部 准教授
Peter Evan 先生Peter Evan 先生

●  IELTS や TOEFL 受験に備えて Speaking の練習をし
たい！

● Writing の添削をしてほしい！
●留学したいけど、何をどうしたらいい？

留学や英語学習についての個別相談・個別指導を実施し
ます。希望者は国際教育センター国際課（1 号館 2 階）
でお申込みください（要事前予約）。課題は添削対象外
です。

■  2018 年度学期中の毎週月曜日 11 時 30 分～ 13 時の
間の 1 セッション 15 分（Writing 添削は 30 分程度）

　※ 実施日は変更となる可能性がありますので、事前にご確認
ください。

■  Writing 添削希望者は、国際課で予約のうえ個別指導
の 3 日程前までに、添削を希望する文章を下記のアド
レス宛にメールで提出のこと。

　siis@jim.seikei.ac.jp


