施設詳細

ベルヴュタワー寮
〒151-0053

東京都渋谷区代々木 2-25-7

設備案内

代ゼミタワー概要

全館個室・冷暖房完備・IC カードによる
各フロア入出管理

◆代ゼミタワー「学」
「住」一体 26 階建、
免震・耐震・制震システム

■共用設備

◆スタッフ常駐の「住宅管理人室」、
「個別郵便 BOX」「宅配 BOX」設置

レストラン・自習室・空中庭園・
その他校舎設備
■個室設備
冷暖房・クローゼット・ロールブライン
ド・机・椅子・本棚・ベッド・寝具一式
・
（シーツなどのカバー類は月1 回無料交換）
洗濯機（乾燥機能付）
・冷蔵庫・IH クッキ
ングヒーター・浴室乾燥機
◆月１回、個室内の水回り清掃あり
◆インターネット（個人契約）

18〜25階
16 階

☎03-3379-5221

学生寮フロア
ICカードで各フロア入出管理
空中庭園

ベルヴュラウンジ
15 階 （スカイレストラン）
寮生食堂として利用
総合案内センター
教務室
教室
個別指導スクール
1〜14 階
自習室
教材研究センター
フレックス・サテライン受講ブース
等設置

入寮手続
入寮申込資格
代々木ゼミナール国際教育センター帰国大学受験コースの在籍者。
希望者には事前に入寮希望の予約を受付しますが、正式に入寮許可
となるのは、国際教育センター帰国大学受験コースの手続き完了後
となります。

定員
男子 50 名、女子 30 名
帰国生限定部屋数 男子 20 名、女子 20 名

寮費
月額 159,000 円（1 日 2 食付・食費管理費等込）水道・光熱費は別。
入寮金 131,000 円（6 月入寮の場合）入寮月により減額、寮費
は月の途中で入寮する場合は日割り計算となります。
※金額は変更になる場合があります。

奨学金制度
対象の大学・学部に合格して入学した場合、
審査の上、
奨学金を支給します。
※帰国大学受験コースに 1 期から 4 期まで（翌 2 月以降まで）
在籍・在寮した帰国寮生

入寮手続開始日
2020 年 1月 7日

国際教育センター帰国大学受験コース入学申込開始日

帰国生入寮日
2020 年 6 月より

詳細日時はご相談いただいた上で決定いたします。

手続方法
〈お問い合わせ〉
Email：kikoku@yozemi.ac.jp
電話：03-3379-6701（国際教育センター直通）
◆お問い合わせがありましたら折り返しご連絡いたします。
◆寮見学は随時できます（事前にご予約ください）。

〈対象大学・学部〉
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科
〈支給金額〉
20万円

学生寮入寮案内
2020年度版

国際教育センター帰国大学受験コース専用

ベルヴュタワー寮
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-25-7
☎03-3379-5221
■JR「新宿駅」徒歩 5 分、
■JR・地下鉄大江戸線「代々木駅」徒歩 5 分
■小田急「南新宿駅」徒歩 3 分、
■都営地下鉄・京王新線「新宿駅」A1 口徒歩 2 分

寮のご紹介

入寮初日から勉強をスタート！
各部屋には、机・ベッド・本棚・洗濯機・冷蔵庫・エアコンなど、必要な設備が
あらかじめ備え付けられています。勉強道具や衣類、洗面用具など、最低限必要
な身の回りのものをご用意いただければ、すぐに寮生活をスタートできます。

Q&A
規則正しい生活を送れるか不安です
寮規則はありますか、厳しいでしょうか？
寮生同士お互いに自主性を尊重した生活を送るため、
そして受験生として学習に集中できるようにするた
めの寮規則を定めています。常識的な日常生活がで
きる方であれば心配する必要はありません。

近くに病院はありますか？
寮のすぐ前に総合病院があり、万一の病気やケガの
ときも安心です。また夜間急病の場合も、寮スタッ
フが常駐しておりますので、迅速な対応が可能です。

掃除・洗濯はどうなっていますか？
自室の掃除は各自で行います
（掃除機は貸出します）。
水回りの清掃が月 1 回入るので掃除に不慣れな方で
も安心です。洗濯物については、全部屋に洗濯機や
浴室乾燥の設備がありますので、天候に関係なく洗
濯物を干すことができます。

浴室
洗面所

洗

冷

収納

スタンダードタイプ（7.2 帖）

栄養バランス満点の食事
栄養バランスに配慮したメニューを毎日朝晩
ご用意いたします。
合格までの 1 年間、年中無休で健康面・栄養
面からもしっかりサポートいたします。

ベルヴュタワー寮のモデルルームを
Googleストリートビューで 360 度見学！

授業のある日の朝は 9:00 までに登校しているかどう
か寮スタッフがチェックしていますので、安心です。

寮費の他にかかる費用はありますか？
寮費の他に水道光熱費として水道代・電気代が必要
で、使用量に応じて実費請求されます。

男女のフロアは分かれていますか？
男子専用フロアと女子専用フロアに分かれています。
自分の部屋があるフロア以外に立ち入ることはできません。

友人を部屋に招いてもいいですか？
許可を得た保護者以外、寮内及び室内への立ち入り
は一切できません。定期的に清掃および点検のため
関係者が立ち入ることもありますが、その際は事前
に告知いたします。

寮スタッフについて教えてください

門限はありますか？ 外泊はできますか？

昼間は女性の事務員、
夕方以降は現役大学生・大学院生
の寮チューターが住宅管理人室に常駐しています。
生活上の悩みなど、相談したいことがあれば気軽に
お声がけください。

門限は 21:30 です。以降の外出は認めません。
帰省または試験のためであれば外泊できます。あらかじ
め行先と帰寮予定日時を、住宅管理人室に届け出て
ください。

スマホで右の QR コードを読むか
Google マップで「代ゼミタワー」検索。
ストリートビューで 21F です。
https://goo.gl/maps/cySJR13Ndy92

合格の声
寮生ゼミ
寮生ゼミで得点力大幅アップ！
少人数制・演習型授業を寮生限定で実施します。各科目
の専門スタッフが「わかる」まで徹底的に解説します。
答案の添削指導も行いますので、記述問題でなかなか思
うように得点できないという人も安心です。

ベルヴュタワーでの生活はとても快適で、勉強だけに
集中して取り組むことができました。受験のストレス
や悩みなども他の寮生と共有し、互いに支え合いなが
ら乗り越えられたと思います。
初めての寮生活で不安でしたが、この一年間とても有
意義に過ごすことができました。
ありがとうございました。

日本での生活は初めてで右も左もわからない状態からの
スタートでした。そんな私でも普段の生活に支障をきた
すことなく第一志望校の合格を勝ち取ることができたの
は、このタワーの充実した住環境と寮スタッフの手厚い
サポートがあったからだと思います。これから受験を控
える皆さんも、この素晴らしい環境でのびのびと勉強に
励み、第一志望校の合格を勝ち取ってください。

Sさん（ペルー滞在）東京大学理科一類合格

Kさん（アメリカ滞在）慶應義塾大学経済学部合格
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