東海大学国際会館・留学生会館利用規則
2019 年 9 月 11 日改訂・施行
はじめに
東海大学国際会館・留学生会館は東海大学に学ぶ留学生のための単なる安価な宿舎ではない。留学生が起居をともにし、お
互いに交流することによって相互理解を深め、さまざまな国や文化に対する理解を深め、国際的な視点にたってものごとを考
えることができる人材を育てるための教育の場である。したがって、国際会館・留学生会館に居住するものはこのことを良く
理解して、利用規則を守り、会館を居住者全員にとって快適な場所にするように各自努力しなければならない。
利用規則
１．入居費は大学が指定した期間内に納入すること。
入居費は年度の途中で値上げすることがある。
２．門限は午後１１時とする。やむを得ず帰館が１１時を過ぎる場合には、事前に管理人に連絡すること。
３．非常時以外は非常口や窓からの出入りは禁止する。
４．会館内は土足厳禁とする。玄関でスリッパなど各自が所有する室内履きにはきかえること。
５．外泊、旅行、一時帰国などで会館を留守にする場合には、前もって管理人に届け出ること。
６．会館での宿泊は、入居を許可された学生以外は認めない。
７．来訪者がある場合には、受付の訪問者ノートに必要事項を記入すること。
入居者が来訪者と面会する場合は、１階談話室を利用し、居室での面会及び来訪者の宿泊は認めない。
８．電気調理器具等の居室内での使用は禁止する。
９．電化製品の持込に関するルール（別に定める）。
10．洗濯機の利用は夜１０時までとする。
11．台所と食堂・シャワールームの掃除は当番制で行うこと。
12．会館全体の大掃除は年２回行うこととし、入居者全員が担当すること。
13． 会館および居室内の備品や設備を改造したり、他の場所へ移動すること、または私用目的で利用することを禁止する。
14.
15.

設備・備品を破損ないし、紛失した場合には、損害を弁償すること。
入居期間中は責任をもって居室の鍵を保管し、万一、紛失や破損した場合には、速やかに管理人に届け出ること。
鍵の再交付については、入居者の実費負担とする。セキュリティー上、ドアノブを交換するため、1人-2人部屋の場合、
約17,820円となる（3人-4人部屋は別途定める）。また、鍵を複製したり、他人に貸すような事は絶対にしてはならない。
複製を見つけた場合もドアノブを交換するため、上記金額を請求する。

16.

盗難、火気等に関わる、安全衛生管理には充分気を配り、会館の秩序維持を図ること。
多くの留学生とともに居住することを前提とした会館であることを良く理解し、決して他人に迷惑がかかるような
行為はしてはならない。

17.

居室を不在にする場合は、たとえ短時間でも必ず施錠すること。特に、現金・貴重品の保管は、各自が責任をもつこと。

18

定期清掃、臨時修理その他の施設の保全・管理の必要が生じた場合には、管理人及び関係者が居室へ立ち入ることがある

所持品等の紛失については、大学は一切の責任を負わない。
なお、居住者が不在の場合でも、緊急・管理上の必要に応じて、居室に立ち居入ることがある。
19． 各居室は、１部屋に複数名が居住するため同室の留学生には特に気を配り、互いに快適な会館生活がすごせるよう心掛け
ること。部屋割りについては、大学側の指示により部屋割りをする。
20． 共同利用のために設けられた公共スペース(食堂、台所、風呂場、トイレ、洗面所、談話室、集会室等) はつねに清潔を
保ち、後から利用する人のことを考えて使用すること。また、それぞれの施設の利用規則に従うこと。
21．会館内において酒類は慎み、また、他人に飲酒を強要しないこと。
なお、20歳未満の未成年者は、日本の法律に従い禁酒とする。
22．会館内においては、喧嘩等のトラブルが生じないように心掛けること。万一このような事態が発生した場合には、
管理人、守衛、国際教育センター事務室等、大学関係者に通報しトラブルの早期解消に努めること。
23．日本の法律で使用が禁止されている薬物は一切使用しないこと。
24. インターネット利用について、不法ダウンロードは一切しないこと。不法ダウンロードした者は退館を命ずる。
25．会館の諸行事には積極的に参加すること。
26．会館および居室内では、ペットの飼育を禁止する。
27. 喫煙場所の徹底、決められた場所以外での喫煙を禁止する
28. 利用規則に違反し、他人に重大な迷惑を及ぼし、あるいは危害を加えた者、ないしはその他のトラブルを生じさせ
会館の共同生活を乱すなどの行為を行った者は、学内の関係委員会で審議の上、相応の処罰を行う。
懲戒の対象とする場合もある。
29．次の事項に該当する場合には退館を命ずる。
除籍・退学処分を受けた者
入居費の滞納が2ヶ月になった者
入居資格を失った者
利用規則を守らず、前項の規程により退館が相応と認められた者
東海大学の学生として相応しくない行為および会館内の風紀を乱す行為をした者
以

上
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Foreword
The Tokai University International House is not merely an inexpensive accommodation for students studying at Tokai University. It is
also a place of learning, where students can gain an international perspective and understanding of other countries and cultures
through communication and cultural exchange. This could be achieved ONLY if the residents abide by the rules and regulations given
below.
Rules and Regulations
1. Accommodation fees should be paid by the date set by Tokai University. The fees may be increased at times.
2. The curfew is 11.00 p.m. If a student cannot return to the house by 11.00 p.m, then the house caretaker must be notified in
advance.
3. Students must not enter or leave the house through the emergency exit or windows except in case of an emergency.
4. Shoes should not be worn inside the house. Students must bring and wear their own slippers or other appropriate footwear.
5. The caretaker must be notified in advance if students intend to stay outside of the House overnight, take trips or return to
their home country for a short period of time.
6. A student who is not a resident of the International House is not permitted to stay overnight in the house.
7 Visitors to the International House must sign the visitor’s book reception. Residents must use the first floor meeting lounge
when meeting visitors. Visitors are not permitted to meet or stay in residents’ rooms.
8. Electrical cooking equipment are NOT allowed in students’ rooms.
9. The rules for bringing electrical equipment into the residents` room are set forth separately.
10. Washing machines may only be used until 10.00 p.m.
11. Kitchen, dining room and bathroom cleaning is performed by a roster system.
12. The entire house is cleaned twice a year, and all residents must take part.
13. No parts of the house facilities are to be altered, moved or taken for private use under any conditions.
14. Any student who breaks or loses any part of the house facilities or equipment is liable to reimburse the house for the appropriate
amount.
15. During the period of staying in the International House, you must not lose the key of the room. If you lose it, you will need to pay
the expense for changing the key and the door knob for security reasons. (Approx.17,820 yen for a single & double occupancy room. The
expense in case of a triple room or quad is set forth separately.) You are not allowed to make a spare key, nor give your key to any other.
If we find you have made a spare key, you will also be asked to pay the above mentioned amount for changing the key and
the door knob.
16. Students are expected to use common sense regarding theft, fire and safety regulations. The International House is designed for all
the students living there, and residents should not be a nuisance others.
17. Residents must lock their room doors whenever they leave their room, even if only for a short time. Each resident must take
responsibility for their own cash and valuables. Tokai University will not accept responsibility for the loss of any personal items.
18. The caretaker and other persons may enter residents’ rooms in case of maintenance of facilities, such as periodic cleaning or
temporary repairs. Also, such persons may enter residents’ rooms if the case requires such action, and in emergency cases, even if
residents are not in their room at that time.
19. Each room is occupied by more than two students, and all students are expected to use common sense and courtesy regarding
others. The university authorities decide the room allocation.
20. Communal space (dining room, kitchen, bath area, toilet, wash area, lobby, meeting room etc.) are to be kept sanitary and clean
for use by all the residents. Students must abide by the regulations for each area.
21 Students are requested to refrain from drinking alcohol, and not to force others to drink alcohol in the International House. Under
Japanese law, no one below the age of twenty is allowed to drink alcohol.
22. No physical fighting is accepted in the house. If such a thing should occur, then the caretaker, guard, International Education
Center Office and university authorities will take action to stop or resolve the situation.
23. Any pharmaceuticals products or other drugs that are banned under Japanese law are not to be used in the house.
24. Illegal downloading is prohibited. Students who have downloaded any copyrighted material and illegal contents will be forced to
leave the International House.
25. Students are expected to participate actively in all International House activities.
26. No pets are allowed in the house or student rooms.
27. Smoking is permitted only in the designated area.
28. Any student who infringes these rules and regulations, is an extreme nuisance to others, causes damage or in any way disrupts life
in the International House will be dealt with by the university board or council. Such students may be subject to dismissal.
29. Students who meet one of the following criteria will be forced to leave the International House.
-Any student who is dismissed from the university.
-Any student who has delayed paying the accommodation fees for two months
-Any student who loses their right to residence in the International House.
-Any student who does not abide by these rules and regulations or is forced to leave due to actions in the preceding article.
-Any student who performs actions or behavior unbecoming or undeserving of a Tokai student or any actions which may disrupt
life in the International House.

