学生寄宿舎
本学の学部学生が入居できる学生寄宿舎は，

カウンセリングセンター

山車を引いたりするもので，学生生活の思い

は正門西側カフェレストラン・カンフォーラ隣

学生の診察や相談は無料です。ただし検

出にもなり，学生に好評のアルバイトです。

りの保健診療所で受け付けます。

査，投薬，処置，診断書作成は実費とな

●保健診療所

処置や投薬も無料です。

出会う様々な悩みや問題を相談できる場とし

1 年間に約 500 人の学生が相談に訪れ，のべ

◎ 各科の診療などの問い合わせ先 :

て，
カウンセリングセンターを設置しています。

5,000 回に上る相談面接がなされています。
（カウンセリングセンターの詳細については，

ります。正課中の負傷は，初回治療のみ

なお，その他一般のアルバイトは，京都大

下の表の 3 寮です。いずれも大学の近くにあ

学生活協同組合で紹介しています。

りますので，便利で安価に生活することがで

◎ 問い合わせ先：学務部奨学厚生課厚生掛

保健診療所では，下記各科の専門医が，本

カウンセリングセンターでは，心理学（臨床
心理学・相談心理学・青年心理学など）を専

京都大学では，学生が学生生活を送る上で

門とするスタッフが相談に応じています。現在，

きます。詳しくは，学務部奨学厚生課へお問

Tel.075-753-2533

学学生の病気やけがの診療と健康相談・メン

Tel.075-753-2404（受付）又は

大学は，単に知的な学習・研究のための場で

い合わせください。

京都大学生活協同組合コンベンション・

タルヘルス相談を行っています。

Tel.075-753-2405（内科）

はなく，全人格的な成長・発達のための場で

ホームページをご覧ください。

◎ 問い合わせ先：学務部奨学厚生課厚生掛

サービスセンターアルバイト紹介係

あるべきものです。しかし学生生活の中で，

http://www.kyoto-u.ac.jp/counseling/）

Tel.075-753-2539・2540

健康管理について

内科，神経科，皮膚科，眼科，スポー

自分だけでは抱えきれない問題が生じてくる

ツ整形外科，耳鼻咽喉科

こともあるかもしれません。友人や家族にさ
え話しにくい内容の場合もあるでしょう。そう

（b）診療受付時間

いう時のために，カウンセリングセンターがあ

10：00 ～ 12：30，14：00 ～ 16：30
下宿，アパート，マンション等の紹介業務は，

● 環境安全保健機構健康管理部門

京都大学生活協同組合が行っています。

本学学生の健康の保持と増進を図り，最適
な健康状態で充実した学生生活を過ごしても

ショップルネリビング店
Tel.075-771-0823
〈桂，宇治の物件等の紹介も有〉

紹介しています。

年始（12 月 28 日～ 1 月 3 日）は全日

らうために，健康管理を専門的に行う施設と

休診です。なお，臨時休診日（定期健康
診断実施日等）は，その都度受付の掲示

ています。

板に掲示しています

相談を行っています。病院などとは異なり，
ちょっとした不安や疑問を解決するためにご

祭礼アルバイトは，京都の三大祭（葵祭，

く気軽に受診することができます。また，検

祇園祭，時代祭）等で，行列に参加したり，

査や投薬も受けられます。個別の相談や診療

［写真］保険診療所

学生教育研究災害傷害保険

（d）緊急時対応（事故等）
事故等で緊急に処置を要する傷病が発生

学生が，
「急激」かつ「偶然」に「外来」の事

した場合は，通常の受診手続きを取らず

故を被った場合の災害補償を全国的な補償救

に，直接医療職が対応いたします。

済措置として制度化されたもので，本学では，

診断や保健指導などの予防医療，応急措置な
どの初期診療，その他健康に関するあらゆる

主に祭礼行列員・官公庁等のアルバイトを

土曜日，日曜日，国民の祝日及び年末

して環境安全保健機構健康管理部門を設置し
部門には専任の医師と看護師がおり，健康

アルバイトの紹介サービス

るのです。

（c）休診日

◎ 問い合わせ先：京都大学生活協同組合

学生生活サポート

下宿・アパート等の紹介サービス

（a）診療科名

Tel.075-752-0374

教育研究活動中等の不慮の災害事故補償のた

【緊急時連絡先】
8：30 ～ 17：15 内科（内線 2405）

め，保険料も低額な本保険には，原則として入
学時に全員が加入することとなっています。

（e）料金

また，インターンシップ，教育実習，介護体
験，ボランティア活動等において学生が万が一

学生寄宿舎一覧
吉田寮

熊野寮

女子寮
35名

収容定員

147名

422名

対象学生

男子・女子

男子・女子

女子

に全員が加入することとなっています。さらに教

建物構造

木造2階建（3棟）

鉄筋コンクリート4階建（3棟）

木造モルタル2階建（2棟）

育研究活動中の補償を 24 時間に拡大し，アル

居室様式

和室

洋室

洋室

食堂の設置

無

有

無

バイトや自主参加のインターンシップも含めた学

寄宿料（月）

400円

700円

400円

光熱水料等
通学時間（※）

1,500円から2,500円（各寮により異なります）
徒歩約5分

徒歩約15分

徒歩約7分
※吉田キャンパス本部構内までの参考通学時間
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相手にケガをさせたり物を壊したりした時に備え
て賠償責任保険についても，原則として入学時

生生活の幅広いリスクに対応した学生生活総合
保険もあります。
◎ 問い合わせ先：学務部奨学厚生課厚生掛

［写真］旧石油化学教室本館（学務部／カウンセリングセンター）

Tel.075-753-2533
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［写真］時計台旅行センター

［写真］時計台生協ショップ

京都大学生活協同組合

プなどがあり，京都大学での勉学・教育・研究

京都大学生活協同組合各施設の営業時間

に書籍・雑誌は生協組合員の特典として定価の

記号の立体周期表「エレメンタッチ」なども大学

10% 引で提供し，大変喜ばれています。

らしいと評判です。

キャンパス
（学部）

店舗名

● 安全で安心な大学生活をサポート

● 京大受験生や，新入生も応援しています。

吉田キャンパス
北部構内（理・農）

北部生協会館

学内の各キャンパスには，京都大学生活協同
組合が運営するカフェレストラン，食堂，ショッ

［写真］本部構内 中央食堂

行動範囲や社会的責任の広がる大学生活，

生協では京都大学を受験する皆さんの宿泊

営業時間（平日）
食堂部

8:00 〜 21:00

購買部

10:00 〜 18:00
8:00 〜 21:00

1階:カフェテリア食堂，2階: 喫茶（計250席）
文具・食品・日用品等
カフェテリア食堂（計463席）

事故や病気などの「万が一」に備えるため，
「学

の手配も行い，安心して受験していただけるよ

中央食堂

生総合共済」に取り組んでいます。手頃な掛金

うお手伝いをしています。受験の不安を和らげ

時計台生協ショップ

10:00 〜 20:00

文具・食品・日用品等

● 朝食から夕食まで，食生活をサポート

で大学生活にぴったりの保障が特徴です。京都

ようと，受験生のサポートには在校生があたっ

京大ショップ

10:00 〜 17:00

京大オリジナルグッズ，教員図書等

大学では約 70% の学生・院生が加入しています。

ています。

時計台旅行センター

10:00 〜 19:00

海外・国内旅行，
プレイガイド等

コンベンション・サービスセンター

10:00 〜 17:30

イベントサポート，
アルバイト紹介

京都大学での新生活をスムーズに始められるお

生協本部

10:00 〜 17:00

生協加入・脱退，共済給付申請

手伝いをしています。

正門カフェレストラン
「カンフォーラ」

11:00 〜 21:30

カフェレストラン
（計100席）

吉田食堂

11:00 〜 15:30

1階，2階:カフェテリア食堂（計587席）

吉田ショップ

10:00 〜 19:00

文具・食品・日用品，教科書等

栄養バランスの取れた豊富なメニューで，朝食

事故や病気にあわないための予防活動や情報

から夕食時間帯までの食生活をサポートしてい

提供にも力を入れています。

ます。レシートへの栄養価表示や，食生活や健
康に関する情報の提供，食生活相談や体力測
定など，学生の食の自立を応援し，健康への関
心を高める企画に取り組んでいます。

● 京都大学の内外で大好評，
「京都大学オリジナルグッズ」
最近人気の京都大学オリジナルグッズも生協
で販売しています。手頃なボールペン・レポート

● 書籍からパソコン，文具など，
勉学・研究生活をサポート

用紙・T シャツ・タオルなどから，贈答に最適の

また毎年 3 月には新入生の住まい探しや生活
用品の購入ができる
「新入生センター」を開設し，

ほかにも，京都大学オープンキャンパスでの
キャンパスツアー開催や各種相談コーナーの運
営などを通して，これから京都大学を目指す人

ジナルグッズ」として好評な八つ橋，かわらせん

具類やパソコンまで，大学での勉学や研究に必

べい，飴などに加え，総長カレーやチョコレート

要とされる商品，サービスを提供しています。特

などもあります。また京大教員が考案した元素

吉田キャンパス
吉田南構内
（全学共通・総人）

たちへのサポート活動にも力を入れています。

クリスタル用品や時計のほか，
「食べられるオリ

講義に必要な教科書や専門書，雑誌から文

本部構内
（文・教・法・経・工）

吉田キャンパス
医学部構内（医・薬）

組合員センター

8:00 〜 15:00

共北ショップ「ポルト」
南部生協会館

11:00 〜 15:00

カフェテリア食堂，喫茶（計174席）

ショップ

10:00 〜 18:00

文具・食品・書籍等

11:00 〜 22:00

カフェテリア食堂，
ケバブコーナー（計494席）

パソコンコーナー
吉田キャンパス
西部構内

宇治キャンパス
（各研究所）

桂キャンパス

ショップルネ

書籍コーナー

パソコン本体・パーツ・周辺機器・ソフトウェア
教科書・参考書などの専門書，一般書，雑誌等，
スタディガイド
住まい斡旋

クリーニング

11:00 〜 18:00

クリーニング

食堂部

11:30 〜 14:30
17:30 〜 20:00

カフェテリア食堂（計168 席）

購買部

10:30 〜 18:00

文具・食品・日用品等，JRチケット発券

桂Bクラスター キャンパスショップ

10:00 〜 18:00

文具・食品・日用品等，JRチケット発券

桂Bクラスター カフェテリア食堂「セレネ」

11:00 〜 21:00

カフェテリア食堂（計126席）

桂Bクラスター カフェ
「アルテ」

11:00 〜 14:00

喫茶（展望デッキ席もあります。計244席）

桂Aクラスター ショップ

10:00 〜 20:00

文具・食品・日用品等，JRチケット発券

宇治生協会館

桂Aクラスター ハーフムーンガーデン

［写真］百周年時計台記念館内にある「京大ショップ」
。
京都大学オリジナルグッズや京都大学の教員が執筆した書籍が購入できます。

10:00 〜 19:00
11:00 〜 17:00

住まい紹介

桂Aクラスター ベーカリーショップ「リューヌ」

［写真］本部構内の正門横にある
カフェレストラン「カンフォーラ」

文具・食品・日用品等

食堂部

カフェテリア
「ルネ」

8:00 〜 19:00
11:00 〜 14:00

学生生活サポート

生活を幅広くサポートしています。

生協食堂では安全で安心な食材を使用し，
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取扱内容等

焼きたてパン，調理パン等
テイクアウト弁当・軽食

※ 2012 年 8 月から 2013 年 3 月（予定）まで，西部会館ルネの耐震改修工事のため，カフェテリア「ルネ」は一時閉店，ショップルネは臨時店舗に移転となる予定です。
詳しくは京都大学生協ホームページ http://www.s-coop.net をご覧ください。
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学生生活サポート
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