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〜はじめに〜 

 

 

 松蔭寮の寮生は大学４年間を寮生として過ごします。松蔭寮は「自治寮」であり、寮

の伝統・文化を大切にしながら学生主体で運営を行っています。 

 

 松蔭寮では、原則として個人的な理由での途中退寮は控えて頂きます。また、原則入

寮してから２年間は相部屋で過ごしていただき(※)、その後 1 人部屋で生活することに

なります。その他にも、在寮期間中に寮務委員を一年間、もしくは入寮選考委員を担当

すること、隔週行われる「寮会」に出席することなどのいくつかの規則があります。上

記のような規則はありますが、松蔭寮での生活は自由な面もあります。門限はなく、キ

ッチンやお風呂などいつでも利用可能です。私たちは、寮生として当たり前の最低限の

ルールを守ることができる方であれば、大いに歓迎します。 

 

 松蔭寮は、たくさんのことを学び成長することができる場所です。共同生活を通して、

個人の責任感や協調性、助け合いの精神を身に付けることができます。何より「おかえ

り」と言ってくれる人がいることは、あなたの心の支えになることでしょう。ここ松蔭

寮でかけがえのない仲間と大学４年間を過ごしてみませんか。 

 

※2020 年度からはｐ.１７に記載のとおり対応しています。  
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《寮生の義務》 

 

◇寮会に出席すること 

松蔭寮では、隔週（現在は水曜日 22 時〜）で寮会が開催されます。寮の運営方針や

その時々の寮内の問題などについて話し合う場であり、寮生は出席が義務づけられてい

ます。やむを得ず遅刻・欠席する場合は委任状の提出が必要であり、その場合、後述の

ポイント制度に基づいて寮生としての持ち点が減っていきます。寮の公式行事について

も、寮会と同様に出席が義務づけられています。 

 

◇寮務委員もしくは入寮選考委員を担当すること 

 寮生は、在寮期間中に必ず、寮務委員を一年間、もしくは入寮選考委員を担当しなけ

ればなりません。 

 

◇各種当番の仕事を忘れずに行うこと 

 共同場所の清掃や毎日の消灯は当番制によって寮生が行っています。各種当番を怠っ

た場合についても後述のポイント制度に基づいて、寮生としての持ち点が減っていきま

す。 
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◇退寮しないこと 

 卒業年度を待たずに途中退寮することは、あなたの代わりに入寮できた可能性のあっ

た希望者の機会を奪ってしまうことを意味するたいへん身勝手な行為です。また、空き

部屋が出たり、寮務委員や入寮選考委員の人数が減ったりするなど、寮の運営にも影響

を及ぼします。 

 様々なバックグラウンドを持つ人間が集い、全てを自分たちで決めながら暮らしてい

く場所ですから、誰しもが多少なりともストレスを感じることになると思います。それ

でも、その環境を前向きに捉え、寮生としての義務を全うする覚悟のある方を、松蔭寮

にお迎えしたいと思っています。 
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《寮の制度》 

◇ポイント制度について 

松蔭寮では、以下のようなポイント制度を採用しています。 

 各自原則 5 月、11 月に 12 点の持ち点が与えられ、以下の項目に該当する行為があれ

ば、該当する点数が減らされていきます。 

＊持ち点が 0 点になった場合、退寮を勧告します。 

＊寮の公式行事（新歓・追い出しコンパ等）への不参加 → 寮会の減点方式に準拠 

減点 減点要因 

－4 寮会無断欠席、寮会開始 30 分以上の無断遅刻、舎費滞納、1 か月以上の自治

費滞納、寮食費滞納 

－2 各種当番さぼり 

－1 寮会委任状欠席、寮会委任状遅刻、寮会開始 30 分以内の無断遅刻、オンライ

ンでの寮会にてカメラオフ 

＊ポイント回復制度あり 

 

◇寮務について 

 松蔭寮は、自分たちで寮を運営している「自治寮」です。寮には、寮務という寮生を

代表する機関があります。任期は 5 月から 10 月の春寮務、11 月から 4 月の秋寮務の 2

通りです。寮生は在寮期間の中で必ず１年間、寮務委員または秋任期に発足される入寮

選考委員に就かなければなりません。 

 寮務に就いた場合、寮会に向けての準備をしなければならないので、他の寮生より時

間に縛られる事が多くなります。しかし、寮務という寮を運営する立場として、それぞ
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れが自分の役割に責任感を持ち、リーダーシップを身に付けることができます。 

【寮務の役職】 

役職 仕事内容 補足 

寮長 寮会で全体的な司会進行。寮の代表として全寮代表者会議に出席。 この 6 名が寮会

中の 

司会進行役を務

める。 

副寮長 寮生の部屋の管理、鍵の管理など。 

渉外 舎費の納入の管理、地域や他寮との交流など、寮を代表して行う。 

文化 新歓や追い出しコンパ、オープンハウスなどの指揮。 

庶務 寮の備品の管理、整理など。 

会計 自治費や寮食費の回収など、寮の運営に関わるお金の管理。 

入寮選考委員会 入寮希望者への資料作りや、入寮説明会などの指揮。 秋学期のみ。4

人以上で構成。 

 

◇寮会について 

 寮会は、原則隔週水曜日の 22 時から行われます。寮生は原則として全員参加です。

寮の行事も寮会扱いなので、寮会・寮行事は必ず出席しなければなりません。従来は全

員対面での参加が原則でしたが、現在はオンラインでの参加も併用して行っています。 

 

寮を運営し共同生活を送る上で、寮会は大切な場です。寮会は全員一致で物事を決め

るので、なかなか全員の意見が一致せず夜遅くまで行われることもあります。次の日が

時間：隔週水曜日夜 22 時から 

場所：食堂（オンラインでの参加も可） 

運営：寮務を中心に行われる 

禁止事項：携帯電話の持ち込み、私語、居眠り、勉強など私的な行為 

条件：遅刻・欠席は原則禁止。 

   寮会に出席することは寮生の義務である。 

   部活、サークル、アルバイトなどによる欠席は認められない。 

   やむを得ない家庭の事情、病気などに関しては特例として欠席が認められている。 

   委任状は寮会開始 10 分前までに指定された場所に提出。 

内容：寮で起こっている様々な問題や、寮の行事についての話し合い。 

   多数決の形はとっておらず、全員一致で物事を決める。 
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１限だったり、課題があったりと、寮会に出るのが億劫な時もあると思います。しかし、

寮をより良くしたいという気持ちのもと、松蔭寮の一員として必ず寮会に出席していた

だきます。私たちはこの寮会をとても重要なものと考えているので、新入寮生の皆さん

はこのことを十分考慮した上、入寮するようにしてください。 
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《寮生活を支えるもの》 

 

◇舎費、自治費について 

舎費：2 年ごとに改定（2023〜2024 度は 2７,５00 円/月）。毎月 25 日（25 日が休日の場合

は直前の平日）までに支払うシステムで、寮生が郵便局の ATM や窓口で各自振込み

ます。 

※各部屋の電気代とエアコン代は別で使った分だけ部屋ごとに舎費と一緒に支払い。

（相部屋は折半） 

 

自治費：寮の日用品や寮内行事などで使われるもの。 

1,500 円/月（変更あり）で、月初めの寮会で徴収するシステムです。 

 

◇寮職員さんについて 

松蔭寮には、大学の職員である寮職員さんが、平日の 9 時から 17 時まで寮の受付にい

てくださいます。寮生が悩んでいる時や、病気にかかった時などには力になってくださ

り、とても安心です。また寮にいらっしゃる時間中、電話の取次ぎや郵便物の受け取り

もしてくださいます。その他に寮食を作ってくださる炊母さんや、掃除をしてくださっ

たりする清掃担当の職員さんもいらっしゃいます。寮生の生活は様々な多くの職員さん

によって支えられています。そのような寮職員さんに迷惑をかけないためにも、ゴミの
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分別や決められた掃除などをきちんとしていただきます。 

◇寮食について 

 炊母さんが寮生の為に作ってくださる食事です。 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

寮食は都合の良い時間に食べられるので、「一人で」「他の寮生と一緒に」「偶然会っ

た人と雑談をしながら」など食べ方は様々です。思わぬ交流に繋がることもあります。 

また、松蔭寮の寮食は、十分満足できるボリュームで 250 円という安さなのでとても

お得です。寮生の中には一部を朝ご飯に取っておいたり、お昼ご飯にしたりする人もい

ます。季節のメニューが出たり、リクエストを聞いてくださったりするので、楽しみに

しておいて下さいね！ 

 

メニュー例：親子丼、サンマの塩焼き、ハンバーグ、チーズドリア、麻婆豆腐 … 

 

 

 

期間：月曜日から土曜日の夕食のみ（第二土曜日、祝日、原則長期休暇中はなし） 

   注文制。期間中張り出される寮食表に、寮食を取りたい日の 3 日前までに書く。 

値段：250 円/1 食で、月初めの寮会時に前月分をまとめて支払う。 

場所：基本的に食堂で食べる。食堂以外で食べる時には、自分の食器に移し替える。 

ルール：翌日の正午には寮食の所有権がなくなる。 

    使った寮食器はしっかり洗って返却場所へ返す。炊母さんへの感謝です。 

 

 

 

 

〜Menu〜 

ハンバーググラタン 

ミネストローネ 

キンピラ 

ご飯 
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◇相部屋について 

現在は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

相部屋を解消し、寮生全員が一人部屋となっています。 

また、共用部についても使用ルールを定めています。 

松蔭寮には原則 2 年間の相部屋制度があります。新入寮生の皆さんにとって、相部屋

生活というものは非常に気になるところだと思います。相部屋では、部屋割りのくじ引

きで決まった相手と生活していきます。今まで育った環境が全く違う人と生活すること

になり、そのため生活習慣の違いが生じる事もあります。例えば、生活リズムが朝型か

夜型か、電気を点けるか点けないか、話好きか物静かか …。これらの違いは時にスト

レスとなってしまうかもしれません。 

 しかし、その違いについて、相手と相談してみる、または体が慣れるように努力して

みる、解決方法は色々あります。相部屋生活は自分とは違う価値観を持つ人の存在に気

づき、理解し合う良いきっかけとなります。 

相部屋の寮生とは悩みを相談し合うことができますし、何気ない日常会話をすること

もとても楽しいです。相部屋に対して不安を感じる方もいるかもしれません。ですが生

活するにつれて、きっと相部屋生活の良さを感じていただけることと思います。 
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◇各部屋設備について 

各部屋には机、椅子、ベッド、クローゼット、エアコンが備え付けられていて、Wi-Fi

のネット環境も整備されています。机には引き出しや棚も備え付けられています。また、

ベッド下にも引き出しが付いており、収納スペースは豊富にあります。さらに、相部屋

の期間は各部屋設備の他に荷物部屋のスペースが設けられます。家電製品等の冷蔵庫や

電子レンジは各階に共同のものがありますが、個人で買っている人もいます。 

しかし寮に入って半年で部屋替えがあるということもあり、必要最小限の荷物で入寮

することをおすすめします。寮の近くにホームセンター等もあるので入寮してから様子

を見て買い足したり、実家から送ってもらったりするといいと思います。 

 

◇共同場所、共同設備について 

松蔭寮の玄関は、ナンバーキー施錠を採用しています。寮外への暗証番号の流出禁止

や ALSOK 契約など、防犯に関しては最大限の対策を行っています。さらには各個室の

ドアにも鍵が設置されています。 

  

お風呂：共同浴場、シャワー室（各１つずつ）、24 時間使用可能 

 トイレ・キッチン：各階に共同のものあり、24 時間使用可能 

※お風呂・シャワー室に関しては 3 か月に 1 回程度、キッチン・トイレに関しては月に 

1 回程度、掃除当番が回ってきます。共同で使う場所なので、必ず綺麗に掃除をします。 

この他に、コピー機付きの学習室、和室が２つあります。 

 

共同設備：〈全体設備〉 洗濯機（６台）、コピー機、アイロン、ドライヤー  

      〈各階設備〉 冷蔵庫、オーブンレンジ、トースター、掃除機  

共同場所や共同設備は、自分だけのものではないため思い通りに使えない場合があり
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ます。さらに、後の人のことを考えて掃除や後片付けをきちんとすることも大切です。 

また、2020 年度からの同志社大学内の全面禁煙に伴い、寮内も全面禁煙となっていま

す。 

 

               

       キッチン                 お風呂 

  和室（大）  
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◇寮の行事 

 

現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施を取り止めている寮行事が

あります。 

 

4 月：新歓コンパ 

 寮生全員の顔合わせと交流のために行われます。新入生には寮生の前で出し物をして

もらいます。2019 年度の新入生はダンス、漫才、歌などを披露しました。 

７月：オープンハウス（年度により時期は異なります） 

 寮を開放し、地域の方や他寮の人たちと交流を深める行事です。寮生にとって大事な

行事の 1 つで、毎年みんなで協力しお客様をおもてなしします。2019 年度は 7 月に行

い、中庭を開放してバーベキューをして、寮生の作った料理、ゲームや歌などを多くの

お客様に楽しんでいただきました。2022 年度は新型コロナウイルス感染対策のもと、

寮生が友人や、大学の他寮生を招待して、フリマや縁日などを行いました。 

10 月：消防訓練（年度により開催期間は異なります） 

 消防署の方をお招きして、地震や火災などが起こった際の対策として避難経路と安全

で効果的な避難方法の確認をします。寮での非常事態に備えて、原則寮生全員が参加し

ます。 

2 月：追い出しコンパ 
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 3 月に卒業される先輩方を寮生全員で送り出します。皆で計画を立て各階で手作りの

料理を出し合い、プレゼントと出し物を用意します。お世話になった先輩方との別れを

惜しむだけでなくその新たな門出を祝福し、先輩方が参加される最後の寮の行事として

ふさわしい、寮での一番の思い出となるようにみんなで温かく送り出します。 

     

             オープンハウス              お花見 

他にも、有志でお花見に行ったり、バーベキューを行ったりします！ 

 

◇留学生の生活 

 留学生については、毎年１,２名の選考枠を設けています。留学生は家計審査が行え

ないため、二次審査の面接によって選考しています。留学生も他の寮生と同様に相部

屋制度の下、寮会への出席や寮務の仕事を行うことが義務付けられています。 

 寮生活の中で留学生の方は、日常生活や寮務の仕事が他の寮生よりも難しいと感じた

りするかもしれません。もし困ったことがあれば、寮の先輩や友達にぜひ相談してく

ださい。頼りがいのある先輩が力になります。 

 寮では様々な行事（オープンハウスや追い出しコンパなど）があるので、多くの日

本人の学生との交流が楽しめます。また日本人と一緒に生活するので、日本の文化や

慣習、考え方などを生活の中で体感することができ、より早く日本に慣れることがで
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きます。 

 

◇寮の立地について 

 松蔭寮は京都御所の東に位置しており、同志社大学今出川キャンパスまで、徒歩で 20

分〜30 分ほど、自転車で 10 分〜15 分ほどです。ほとんどの寮生は徒歩か自転車で通

学しています。（寮のすぐ近くに自転車屋さんがあるので、購入・修理も安心です。）ま

た、三条烏丸、四条河原町などの京都市内の繁華街までも徒歩圏内で、かなりいい立地

です。寮周辺にはコンビニエンスストアや飲食店があり、少し歩くとスーパーやホーム

センターもあります。 
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◇松蔭寮が行っている新型コロナウイルス感染防止対策 

現在松蔭寮では、新型コロナウイルス感染防止対策として、以下のことを行っ

ています。 

・密を避けるために相部屋を解消 

・寮生以外の寮への立ち入り制限 

・寮会を毎週から隔週へ変更し、オンラインを併用して実施 

・寮共有部でのマスク着用・検温・アルコール消毒 
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〜最後に〜 

 

毎年松蔭寮は大勢の入寮希望者がいらっしゃいますが、部屋数の関係上、実際に受け

入れられる人数には限りがあります。また、2020 年度から新型コロナウイルスの影響に

より相部屋を一時的に解消したことで、募集枠が例年に比べ少なくなっています。ご理解

いただいたうえでのご応募をお願いいたします。松蔭寮への入寮が決まった方は、「松蔭

寮に入寮できなかった人がいる」という事実を覚えておくようにしてください。また、

松蔭寮は一般的な学生マンションの家賃に比べて低額に抑えられており、大学からの経

済的な支援のひとつとして機能しています。入寮確定後に辞退する、入寮後に退寮する

ということは、入寮できる可能性があった方の機会を奪うことになります。空き部屋が

できたからといって、容易に追加募集できるものでもありません。そのため、入寮後に

個人的な理由や安易な理由での退寮は認めることは出来ません。また、松蔭寮の寮生と

して寮のルールを守り、共同生活を送らなければならないということを忘れないでくだ

さい。以上のことを踏まえ、保護者の方とよくご相談の上で入寮を決めるようにしてく

ださい。 

松蔭寮の「自治」とは、自分たちで責任をもって寮を運営していくという意味です。 

新しく松蔭寮に入ってこられる新入寮生の方々には、これらのことを知ったうえで入 

寮していただきたいと願っています。 
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〒６０２－０８６７ 

京都府京都市上京区寺町通丸太町上る松蔭町１３６ 

０７５－２２１－２１００ 

syoinryo2023@gmail.com 

＊電話での対応は平日（9:00〜17:00）のみとさせていただきます。 

上記以外の時間は確実に対応させていただくためにメールでのご連絡をお

願い致します。 

※寮の見学は必ず事前にご連絡ください。 

 

mailto:syoinryo2023@gmail.com

