2017 年 11 月
早稲田大学高等学院 3 年生の皆様へ

■各学生寮の詳細情報・料金
早稲田大学レジデンスセンター

早稲田大学 学生寮のご案内・申込み方法について

https://www.waseda.jp/inst/rlc/

早稲田大学には、大学直営の寮に加え、寮運営に豊富な実績を有する企業が運営する早大生専用寮など、様々なタイプの学生寮を紹介
しています。主に学部１・２年生を対象とし、スタートアップ支援を目的とする直営寮では、大学ならではの付加価値として寮プログラムを実施す
る寮もあります。立地や設備、サービス面等を比較し、ご自身のライフスタイルに応じた寮を選択することが可能です。
運営形態

早大生専用寮

大学
直営寮

早大生のみ

大学
提携寮

他大生も入居

運営
早稲田大学

（株）共立メンテナンス
（財）和敬塾

早稲田大学レジデンスセンターの Web サイトに掲載のデジタルパンフレット『学生寮のご案内 2018』をご覧ください。
【レジデンスセンターWeb サイト URL】

学生寮名称
早稲田大学中野国際コミュニティプラザ
国際学生寮 WISH
東伏見学生寮
早稲田大学国際学生寮（WID）

食事提供

早稲田大学推薦学生寮

朝・夕

RA

なし
（自炊）

和敬塾学生寮

○

×

■学生寮の申込み方法
○『学生寮のご案内 2018』p.41～42 で申込みの流れ、スケジュールをご確認ください。
○申込希望寮により、申込み時期が異なりますのでご注意ください。

★ 国際学生寮 WISH および学生寮に関する個別相談会 ★
12 月 20 日（水） 12:30～14:30 高等学院 72-2 号館 1 階 多目的室
【推薦入学による早稲田大学進学予定の方】
各学部への「推薦候補者」の段階で入寮申込みが可能です。次の２通りの方法で学生寮入寮希望者を受け付けます。

■国際学生寮 WISH
2014 年 3 月、早稲田大学中野国際コミュニティプラザに日本人学生と留学生が共生する国際学生寮 WISH がオープンしました（定員 872 名）。
日本全国、世界各地から集まった多様な仲間たちと独自の Social Intelligence(SI)プログラムを共に学びながら生活することにより、グローバル
社会において必要とされる創造的課題解決力やコミュニケーション力などを養います。
■全室個室
寮室は全室個室で、原則 4 人 1 ユニットとなり、リビングを 4 人で共有（※一部
3 人、2 人 1 ユニット有）。基本設備が完備され、スーツケースひとつで大学生活を
スタートできます（個室に自然換気を行うための通風口が設置されていること、共
同生活の空間であるため、生活音等があります）。
■Social Intelligence（SI）プログラム
異なった文化背景・家庭環境で育った学生が集まる WISH の特性を活かした
プログラム。寮生同士でディスカッションする場を積極的に設け、社会のニーズに
応え得る人材となるための能力・スキルを養成します（授業期間中の月～金曜日、
19:00～20:30 に実施。全寮生に週 1 回の参加を義務付けています）。
■地震時の揺れを抑制
1 階と 2 階の間の中間免震層に、5 種類の免震装置をバランスよく配置。
通常の 1.5 倍相当の耐震安全性を確保しています。

早稲田・西早稲田・戸山各キャンパスへ地下鉄一本の
■充実した施設
好アクセス！
寮生の共用施設として、SI プログラムが実施される多目的教室のほか、
ラウンジ、防音設備を備えた音楽室、軽運動が可能なフィットネスルーム、
キッチン、シャワールーム、浴室（男子・女子）などを配置。
■ハウスマスターや RA のサポート
住み込みのハウスマスター（管理人）夫妻や 24 時間常駐の警備員、大学が選抜・
研修した先輩寮生である RA（レジデント・アシスタント）が、安心で快適な寮生活を
サポートします。

【毎月必要な費用】
・寮費（水道光熱費を含む）…53,000 円

【入寮時に必要な費用※】 (※2017 年 11 月時点での予定)
・入寮費…60,000 円 ・保証金…60,000 円 ・家財保険料…4,930 円（1 年間）
・SI プログラム費…20,000 円（税別） ・ベッドマット・イスカバー費…4,275 円（税別）
その他の詳細情報については Web サイトをご参照ください。 https://www.waseda.jp/inst/rlc/wish/

※国際学生寮 WISH 入寮推薦者は、大学による入寮選考はなく、高校で入寮推薦者と決定した段階で国際学生寮 WISH
の入寮が決定します。

国際学生寮 WISH 入寮推薦要件
2018 年 4 月入学者として、早稲田大学附属・系属高校より早稲田大学へ入学推薦が決定した者の内、
次の推薦要件をすべて満たし、学校長が責任をもって推薦できる者とする。
（１）国際学生寮 WISH への入寮を強く希望する者（入寮期間：2018 年 3 月 20 日頃より 2020 年 3 月 7 日までの 2 年間を
予定。途中退寮は留学の理由を除き不可）。
（２）国際学生寮 WISH で大学が提供し、入寮者に参加が義務付けられている「Social Intelligence(SI) プログラム」に必ず
参加する者。（入寮希望者は SI プログラム内容を『学生寮のご案内 2018』p.9～10 で必ず確認のこと）
（３）国際学生寮 WISH への入寮後、早稲田大学附属・系属校の卒業生として、国際学生寮 WISH の中核たる人物として
リーダーシップを発揮していく意志のある者。

②入寮申込みフォームによる通常申込み
早稲田大学レジデンスセンターの Web サイトにある「入寮申込みフォーム」から申込みデータを送信してください。
【対象寮：国際学生寮 WISH、国際学生寮 WID、推薦学生寮および和敬塾学生寮】
申込期間： 入寮申込み第 3 期： 2018 年 1 月 12 日（金）10:00～1 月 26 日（金）16:00
※入寮申込みフォーム入力の際、「受験番号」は「99999」、「学部/研究科名」は「入学予定学部」を入力してください。
※国際学生寮 WISH、和敬塾学生寮は入寮選考があります。
※国際学生寮 WISH の選考結果は、2 月 9 日（金）にレジデンスセンターWeb サイトに受付番号を掲載して発表します。
※国際学生寮 WID・推薦学生寮（共立メンテナンス運営寮）は入寮選考を行わず、申込みは先着順です。

ユニットイメージ
（個室 4 室・共用リビングで構成）

※本来の月額寮費は 63,000 円ですが、国際化に対する寮生の意識の一層の意識向上と経済的負担の
軽減を目的とした支援金（寄付金）により 10,000 円を補助し、実質寮費を 53,000 円とします。
※食事の提供はありません（各階のコミュニティキッチンで自炊可能）。
※入寮期間は、2 年間です。入寮 2 年目に、次の住まいを探すためのサポートがあります。

①国際学生寮 WISH 入寮推薦枠による入寮申込み（対象寮：国際学生寮 WISH のみ）
入寮推薦要件は以下のとおりです。希望する場合は、1 月 13 日（土）までに生徒係までお申し出ください。

（個室内設備）
・ベッド ・ベッドマット
・エアコン ・ブラインド
・クローゼット ・冷凍冷蔵庫（2 ドア）
・机（デスクライト、本棚付） ・椅子
・Wi-Fi 利用可
（フロア設備）
各階にキッチン、シャワールーム、
ランドリールーム、トイレあり（全て共用）

【対象寮：東伏見学生寮】
申込期間： 入寮申込み第 4 期： 2018 年 2 月 19 日（月）10:00～3 月 5 日（月）10:00
※東伏見学生寮を希望される方は「入寮申込み第 4 期」でお申込みください。
※入寮申込みフォームを入力する際、実際の受験番号および入学予定学部を入力してください。
※入寮選考があります。
※選考結果は、3 月 10 日（土）にレジデンスセンターWeb サイトに受付番号を掲載して発表します。
以 上
【問い合わせ先： 早稲田大学レジデンスセンター】
電話： 03-3203-2634 （受付 平日 9:00～17:00）
URL： https://www.waseda.jp/inst/rlc/
お問い合わせフォーム：https://www.rlc.waseda.jp/contact/

