大学＋αという選択
虹の心塾はただの学生寮ではありません。あなたがこれから
進学しようとしている大学と同じように、心塾もまた “学
びの場”、“成長の場” であると位置づけています。

全国各地はもとより世界中から集まった学生との共同

生 活、 英 会 話 講座や読書講座等のカリキュラム、一年間
の海外留学研修など成長できる環境が心塾にはあります。

あなたの 4 年間の大学生活に虹の心塾という＋ α を加え、
社会に貢献する人材を目指してみませんか？

学生寮

虹の心塾
Since 1999 / Kobe, JAPAN

虹の心塾の理念

心塾がかかげる理念は、
「広く人類社会に貢献する人材を育てる」ことです。

そのために必要な４つの力、
「暖かい心」
「広い視野」「行動力」「国際性」を養うための環境を整えています。
心塾はただの学生寮ではありません。

心を鍛える塾として、賛同してくださっている方々のご寄付で運営している学び舎です。
神戸には「虹の心塾」
、東京には「あしなが心塾」と国内に２つの心塾があり、

どちらもこの理念をもとに全ての教育方針や、実際のカリキュラム、日常生活を設計しています。

虹の心塾から高校生のみなさんへ

気づいたら言葉もわからない「誰か」と、
「どこか」で、「何か」をしなければならない。

みなさんが社会人として働くときには、そんなことが当たり前のように起こる時代となります。
さて、皆さんはそんな中で生き抜いていけるでしょうか？

そこから、さらに自らの目標へ力強く歩いていけるでしょうか。

虹の心塾は、一言でいうとそんな問いにどのように答えていくのかを考える場所です。
日本でも屈指の国際都市といわれる神戸で、どこよりも国際化が進んだ虹の心塾で、
大学生活を過ごしてみませんか？

まずは見学におこし下さい。お待ちしています。

「心塾」の命名は幕末期の代表的な蘭学塾「適塾」の開祖・緒方洪庵

の曾孫、緒方富雄先生（故人・東京大学名誉教授）の言、
「心、それが

人間を人間にする」から、
心を育てる人間教育の場として名づけました。
学んだことを、世のため人のために役立てるのは、教育を受けたものの

使命です。全国のご支援者・あしながさんの愛の結晶であるこの心塾で、
共同生活や独自のカリキュラムを通して、塾生同士切磋琢磨し、知識や
技術ではなく、厳しい時代に負けない自助自立の心を鍛えて下さい。

また昨今、日本においては、子どもの貧困が大きな社会問題であり、

格差がそのままこの世代に受け継がれる負の連鎖が続いています。さら
には、サハラ砂漠以南のアフリカの多くの国々では、その日の食事にも
事欠くような、絶対的貧困に子どもたちが苦しんでいます。それらの貧
困削減の解決のために志を高く持ちワークハードしながら、みなさんが
巨木になってくれることを期待します。

一般財団法人あしなが育英会 会長／虹の心塾 塾長

玉井 義臣

Schedule
４月

11 月

あしなが学生募金

若葉杯（スポーツ大会）

入塾式

５月

だんじり祭り

若葉祭（新入生歓迎会）

７月

塾生面談
大掃除

一学期終業式

８月

高校奨学生のつどい

９月

大学奨学生のつどい
二学期始業式

入塾式（秋入学生）

10 月

あしなが学生募金

深え～な祭り

ウガンダ短期研修

12 月

大掃除

二学期終業式

１月

三学期始業式

２月

在塾継続面接
卒塾面接
卒塾式

三学期終業式

３月

リーダーズキャンプ
一学期始業式
地域交流祭

＊ 2018 年度実績

Facility
フロア案内

虹の心塾では、原則１、２年生は 2 人～ 4 人部屋で生活します。留学生と同

5F

女子寮

るかもしれませんが、国籍、出身地、学校、性格、価値観などが異なる仲間

4F

女子寮

との共同生活は、塾生を大きく成長させます。

塾費（寮費）は月１万円で、朝夕食事付き、光熱水費込みです。家具、寝具、

3F

男子寮

洗濯機、Wi-Fi 完備ですので、からだ一つで入塾することができます。

2F

図書室・研修室・ケア施設

1F

玄関・事務室・ホール・食堂

じ部屋になることもあります。
「相部屋なんてめんどくさそう」と思う人もい

運営費は、すべてあたたかいご寄付によってまかなわれています。

外観

食堂

居室

図書室

ホール

自習室

談話室

ご寄付者銘板

レインボーハウス

５階建て。多くの方々からのご支援によって、 美味しい朝食と夕食が提供されます。食費は塾
1999 年に竣工しました。JR・阪神・阪急の３線 費の 1 万円 / 月にふくまれています。塾生たちの
利用可能です。
団らんの場でもあります。

図書室には様々なジャンルの本がそろっていま
す。自習スペースとしても利用可能です。共用
パソコンもあります。

男女それぞれのフロアには、自由に使えるキッ
チンをかねた談話室があります。お国料理をも
ちよりパーティーをすることもあります。

入塾式や卒塾式などの式典や、若葉祭などの行
事に使われるホールです。ピアノも設置されて
います。

心塾はたくさんの方々からのご寄付により建設
され、また運営されています。ご寄付くださっ
た方々のお名前を、玄関の銘板に記しています。

１，２年生は２～４人部屋で生活します。時には
ぶつかり合いも生みますが、その経験が一生の
友を作ります。

男子寮と女子寮にはそれぞ自習室があり、集中
して勉強に励むことが出来ます。共用パソコン
とプリンターもあります。

１、２F は、遺児小中学生の心のケア施設「レイ
ンボーハウス」です。子どもたち向けのプログ
ラムに参加する塾生もいます。

Life
門限

開門時間は朝６時 30 分、門限は 23 時です。

安全のため 23 時には玄関を施錠するので、それ以降の出入りはできません。

外泊

外泊を希望する日の朝 10 時までに外泊届を提出すれば可能です。
実家への帰省時にも帰省届の提出が必要になります。

清掃

寮棟、各居室は各自で責任を持って綺麗にし、共有部分は全員で分担して掃除します。
また学期末には、大掃除を行います。

食事

朝夕食が毎日提供されます。
夕食は栄養士の方がバランスの取れた献立を考え、館内食堂の厨房で調理されています。

Location
虹の心塾は、JR 甲南山手駅から徒歩５分、阪神電鉄深江駅から徒歩 10 分、阪急芦屋川駅から徒歩 20 分の閑静な
住宅街にあります。三ノ宮まで 12 分、梅田まで 15 分ととても便利な立地です。

おもな大学への所要時間

N

阪急神戸線

山手幹線

至 芦屋川駅
至 大阪

至 三宮

甲南山手駅

兵庫

甲南大学・・・・・・・・・・・・・・・20min
神戸大学（六甲台）・・・・・・・・・・35min

神戸学院大学（ポートアイランド）・・・40min
神戸市外国語大学・・・・・・・・・・・50min

ＪＲ神戸線

関西学院大学（西宮）・・・・・・・・・60min

ソフトバンク

●

●

交番

●

セルバ（商業施設）

国道２号線
●

au

●

ネッツトヨタ

大阪

関西大学（千里山）・・・・・・・・・・60min
大阪大学（吹田）・・・・・・・・・・・75min

近畿大学（東大阪）・・・・・・・・・・80min
摂南大学（寝屋川）・・・・・・・・・・80min

京都
セブンイレブン

同志社大学（今出川）・・・・・・・・・80min

虹の心塾

立命館大学（衣笠）・・・・・・・・・・110min

●

至 深江駅

●

ファミリーマート

神戸レインボーハウス

京都大学（吉田）・・・・・・・・・・・100min
京都産業大学・・・・・・・・・・・・・130min

Application
入塾を希望される方は、下記をお読みいただいたうえ、虹の心塾までお問い合わせ下さい。入塾願書はあしなが育英
会ウェブサイトからダウンロードいただけます。

なお、この入塾案内は 2020 年度募集（2021 年４月大学進学予定者向け）のものです。2021 年度以降の募集につい
ては都度お問い合わせ下さい。
■出願要件

① 2021 年度からあしなが育英会の大学奨学生となる者、もしくは 2021 年度から利用予定の者（入寮後に奨学金採用申請可）
② 2021 年度から大学に入学予定の者（専門学校や就職は対象外）
※あしなが育英会大学奨学金
月額：70,000 円 ( 内貸与 4 万円・給付 3 万円 ) または 80,000 円 ( 内貸与 5 万円・給付 3 万円 )
対象：親が病気や災害 ( 道路上の交通事故をのぞく ) または自死などで死亡、あるいは親に障がい（１～５級）がある子
問い合わせ：一般財団法人あしなが育英会 奨学課（0120-778-565・平日 9-17 時）

入 塾まで の 流 れ

よくあ る ご 質 問
心塾カリキュラムと学校の両立はできますか？

10 月末まで

11 月上旬

１１月中旬

12 月

３月下旬

出で欠席、遅刻、早退ができます。ただし、アルバイトや部活、サー

入 塾

合否通知送付

入塾面接実施

面接案内送付

入塾願書受付

カリキュラムが学校の授業や行事と重なった場合は、届け出の提
クル活動での欠席は認めていません。看護学生など実習が多い学
生については、事前に相談をするようにしています。

入塾前に検討しておくことはありますか？

心塾のカリキュラムや規則などを事前に確認した上で、心塾で生
活していけるかどうかを保護者の方とご検討下さい。学業やアル
バイトと塾生活の兼ね合いで、学生生活に不安を感じるようであ
れば、必ず事前にご相談下さい。

ウェブ サ イト

心塾の見学をすることはできますか？

事前にご連絡をいただければ可能です。まずはお電話下さい。

あしなが育英会のウェブサイトで

浪人生ですが、入塾はできますか？

も、虹の心塾に関する情報を掲載

出願は可能です。希望される方には入塾願書をお送りしますので、

しています。QR コードを読み取

お電話にてご連絡下さい。

り、ご覧ください。

一 般 財団法人 あしなが 育英会
虹の心 塾

〒 658-0012 兵庫県神戸市東灘区本庄町 1-7-3

		

電話 078-453-2418

東京本部

〒 102-8639 東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館４階

		

電話 03-3221-0888

		

www.ashinaga.org
＊入塾については、東京本部ではなく、虹の心塾に直接お問い合わせ下さい

掲載されている情報は、2020 年 8 月現在のものです。情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

あしなが 育英会は、病気や災害、自死（自殺）
などで親を亡くした子どもたちや、親が重度の障
害で働けない家庭の子どもたちを物心両面で支
える団体です。
広く社会からのご支援によって、人類社会に貢
献するボランティア精神に富んだ人材を育成す
ることを目指しています。

