上智大学祖師谷国際交流会館
リビンググループの趣旨及びリビンググループリーダー活動方針
2016 年 7 月 25 日
学生センター
1．リビンググループの趣旨
『上智大学祖師谷国際交流会館は、上智大学が持つ「キリスト教ヒューマニズムに基づいた人間教育」や「叡智が世
界をつなぐ」という目標に基づいたグローバル人材育成の実践の場』であり、多国籍・多宗教・多文化・多言語環境の中
での共同生活を通じた人間的成長を促す「インターナショナル・ハウス」として位置付けられています。外国人留学生を
中心に、日本人学生が共住する生活の場として 2012 年 4 月から運用を開始しています。ここで掲げられたグローバル人
材の育成をより活発にするために、会館生が「ひとつの家族としての意識と責任を持って互いに助け合い」、「多様性を理
解し、受け入れ、共にいきる」ことを学び、
「会館の文化・環境・秩序の担い手になる」ことが求められます。このような
上智大学の目指す祖師谷国際交流会館の多面的交流と会館の文化、環境、秩序の担い手となるためにリビンググループを
結成します。このリビンググループは会館生全員参加が前提で 1 グループ約 15 名の多様な学生から成り、約 20 組のリビ
ンググループが結成されます。

2．リビンググループリーダー（以下、LGL という）
LGL は会館生を代表し、学生センターのパートナーとしてよりよい会館を作り上げることが期待されています。LGL
は、学生センターと連携し、会館のミッションステートメントとビジョンを活かすためにリビンググループが中心となる
活動のまとめ役として、次の活動を含む役割を担うものとする。
（1）

毎月のリビングループミーティングの実施

（2）

生活の場である各フロア及び共有施設（補食室等）の環境・秩序の維持

（3）

会館管理人（マネージャー）の補佐（例：新規入館者の受入業務補助、緊急時対応等）

（4）

会館開催の各種イベントの企画・運営の協力（例：トライアングルフェスタ、歓迎会等）

（5）

月間報告書（＊）の提出及び学生センターとの会議への出席。

（6）

その他、会館のミッションとビジョンのために必要な事項。
＊ 月間報告書：毎月の活動内容をまとめたものを翌月 10 日までに学生センター長に提出すること

3．LGL の要件
（1）

日本語及び英語で対応できる者。

（2）

会館生活の支援及び国際交流を促進する意欲のある者。

（3）

立候補もしくは、各リビンググループで推薦された者。
＊

LGL 候補者については、組織的観点から学生センターが編成を調整し、学生センター長が承認する。

4．LGL の採用期間
任期は 1 セメスターとし、継続更新ができるものとする。

5．LGL の補助
LGL に対して、補助として月額 10,000 円を給付する。

SOPHIA SOSHIGAYA INTERNATIONAL HOUSE
Living Group and Guideline of the Living Group Leaders
July 25th 2016
Center for Student Affairs
1. The purpose of the Living Group
Sophia Soshigaya International House is a home that aims to bring up persons of global competency,
guided by Sophia University’s vision: “Character building through Christian Humanism” and “Sophia
-Bringing the World Together” and it has been positioned as the International House to encourage
personal

growth

through

living

together

in

a

multinational,

multi-religious,

multi-cultural,

multi-language environment. This House has started its operations as a place for majority of
international students to live together with Japanese students since April 2012. In order to make more
active education towards global competency, all residents are required to “Help each other, as a family
with unity and responsibility”, “Live together understanding and accepting all differences” and “Become
leading agents of creating the culture, atmosphere and order of the House.” We have organized the Living
Group system to practice the above mentioned vision of the Soshigaya International House and which is
exactly what Sophia University expects in this House. Around 20 Living Groups have been established,
consisting of around 15 members with different nationality and language as a premise that all residents
should participate in it.
2. Living Group Leaders (referring as LGL)
LGLs represent the residents and work with CSA as partner to build better House.

In collaboration with

the Center for Student Affairs, LGL should facilitate activities of Living Group to embody the vision and
mission statement of the House as well as carrying out the following activities:
(1) Organizing the monthly Living Group Meeting
(2) Maintaining rules, environment of each floor and shared places (kitchen etc.)
(3) Assisting the manager of the House (e.g. welcoming new residents, dealing with emergency )
(4) Cooperation of planning and operation of various events held in the House (e.g. Triangle Festa,
Welcome Party)
(5) Submitting a monthly report (＊)and attending a meeting with the Center for Student Affairs
(6) Performing necessary actions for the Mission and Vision of the House
＊ Monthly Report: summarize activities of each month and submit it to the Center for Student
Affairs within 10 days of the next month
3. Condition as LGL
(1) One who can communicate both in Japanese and English
(2) One who is committed to promoting the international exchange and supporting the House.
(3) One who is nominated by others or by self.
＊ The candidates are arranged by Center for Student Affairs from organizational viewpoints and
assigned by the Director of the Center for Student Affairs.
4. Term of LGL
Term is one semester. The term is renewable.
5. Benefit of LGL
Receive 10,000 yen per month

