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5 福　利　厚　生

１ 住居

２ アルバイト

３ 福利厚生施設



1 住　　居

（１）学生寄宿舎

本学には学生寄宿舎として次の４寮があります。

吉　田　寮　　　熊　野　寮　　　女　子　寮　　　室　町　寮

①　各寮の概要

② 入寮募集

募集人員　各寮とも欠員数に応じた人員を募集します。

募集時期　原則として年度初め（大学入試時）に募集しますが，欠員が生じたときには追加募集

を行うことがあります。

出願書類　各寮で作成した出願書類（所定用紙）を提出してください。

¡入寮願

¡出願参考書類（親の所得証明等）

¡市区町村長の証明書（家族関係，納税等）

願書受付場所　各寮

担当窓口：［学務部学生課厚生掛 TEL 075-753-2539／2540］
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所 在 地

電話番号

収容定員

対象学生

建築年度

建物構造

居室様式

付属施設

寄 宿 料
（月　額）

通学時間

吉　　田　　寮 熊　　野　　寮 女　　子　　寮 室　　町　　寮

〒606-8315 〒606-8393 〒602-0001
左京区吉田近衛町 左京区東竹屋町 上京区竹園町

075-753-2537･2538 075-751-4050・4051 075-431-8888

和室8畳～10畳
（26室）
和室6畳～7.5畳
（95室）（個室はありません）

図書室・舎友室・娯楽
室・応接室・シャワー
室

洋室30㎡　84室
（4人部屋）
洋室15㎡　43室
（2人部屋）

食堂・談話室・図書
室・会議室・音楽室・
シャワー室

洋室13㎡　16室
（2人部屋）
洋室9㎡　3室
（1人部屋）

静養室・応接室・裁縫
室・自炊室・浴室・談
話室・図書室

和室8畳　1室
和室6畳　6室
和室4畳　12室
（いずれも1人部屋）

400円 700円 400円 400円

徒歩　約5分 徒歩　約15分 徒歩　約7分 市バス　約20分

147名 422名 35名 19名

本学学生 本学学生 本学学部女子学生 本学大学院生

大正2年 昭和39・40年 昭和33・34年 昭和17年

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）

木造2階建（1棟）

学務部学生課厚生掛まで
問い合わせてください。

談話室・自炊室・シャ
ワー室



③ 諸　経　費

◎寄宿料

寄宿料は，当月分を毎月10日までに納めてください。

なお，月の途中において入寮を許可された場合は，許可のあった日から10日以内に納めてください。

◎光熱水料

光熱水料は各寮によって異なりますが，現在のところ月額1,500～2,500円です。

◎その他諸経費の納付方法は，各寮によって異なるので，各寮自治会の指示に従ってください。

（２）下宿・アパート等

下宿、アパート、マンション等の紹介業務は、京都大学生活協同組合が行っています。（P63参照）。

同組合ショップルネ，もしくは同ホームページで物件情報を提供していますので，ご利用ください。

京都大学生活協同組合　http://www.s-coop.net/service/life/
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2 アルバイト

学務部学生課厚生掛では，祭礼・官公庁・学内のアルバイトに限り紹介しています。

大学生活の中心は勉学にあり，余暇は自習や課外活動のための貴重な時間であることを十分認識して，

アルバイトは最小限にとどめるよう心がけてください。

なお，紹介するアルバイトの申込み方法は，次のとおりです。

（１）祭礼

祭礼アルバイトは，京都の三大祭（葵祭，祇園祭，時代祭）等で，行列に参加したり，山車を引いた

りするもので，学生生活の思い出にもなり，学生に好評のアルバイトです。

求人があれば，学務部学生課厚生掛の掲示板に掲示します。先着順に受け付けますので，希望者は，

学生証持参のうえ，学務部学生課厚生掛窓口へ申し出てください。

なお，求人は，主に男子学生対象で，4, 5月・9, 10月に集中しています。

（２）学内等のアルバイト

実験補助・事務補助等の学内等のアルバイトについては，連絡先を学務部学生課厚生掛の掲示板に掲

示しますので，直接連絡してください。

その他のアルバイトについては京都大学生活協同組合で紹介しています。

また，インターネットによる紹介を下記アドレスにて行っています。利用してください。

・京都大学生活協同組合　http://www.s-coop.net/arbeit/

・京都大学アルバイト紹介システム　http://www.aines.net/kyoto-u/
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下記の表は学生アルバイトには好ましくない職種です。これは京滋地区の各大学において統一された

アルバイト職種の基準です。アルバイトを行う際に参考にしてください。
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具　　　　　　　　体　　　　　　　　例 理 由 及 び 参 考 事 項

す
る
も
の

法
令
に
違
反

害
な
も
の

人
体
に
有

危

険

を

伴

う

も

の

教
育
上
好
ま
し
く
な
い
も
の

望

ま

し

く

な

い

求

人

プレス，ボール盤，旋盤，裁断機など自動機械の操作

高電圧，高圧ガス等危険物の取扱い（助手も含む）

自動車，単車の運転，自転車による重量物（30kg以上）の

配達

線路内や交通頻繁な路上での作業（測量，白線引き，交通整理）

土木・水道工事等の現場作業

建築中の現場作業，建物崩壊，残材片付け作業，

２階以上での高所での屋外作業（硝子ふき，器具取付等）

警備員

その他労働安全衛生法に定める制限職種

農薬，薬剤など有害な薬物の扱い（メッキ作業，白蟻駆除等）

特に高温度・低温度の作業

塵埃，粉末，有害ガス，騒音等の著しい中での作業

労働争議に介入するおそれのあるもの

営利職業斡旋業者への仲介斡旋

マルチ・ネズミ講商法に関するもの

街頭でのチラシ配り，ポスター貼り

不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査

訪問販売，勧誘，専門におこなう集会

競馬，競輪場等ギャンブル場内の現場作業

バー，キャバレー，マージャン，パチンコなど風俗営業の現

場作業，長期継続の深夜作業

選挙の応援に関する一切の業務

スパイ行為に類する調査

人命にかかわることが予想される業務

労働条件が不明確なもの

人員の限定を条件とするもの

医院の受付業務以外の行為

学生を紹介しても採否の連絡が無かったり，正当な理由なく

採用されないことがしばしば繰り返されるもの

＊危険事故が伴う。

＊免許を必要とし，高度の危険がある。

＊最近の厳しい交通状況から危険度も高く，ま

た事故を起こした場合の経済的・精神的負担

が重すぎ刑事責任まで負うことになる。

＊落下物・転落等の危険度が大きい。（内装工

事は除く）

＊会場整理，誘導，受付は除く。

＊健康上，人体に有害と考えられる。

＊職業安定法20条参照

＊職業安定法の趣旨（雇用関係の成立斡旋）に

反する。

＊無限連鎖講の防止に関する法律参照

＊内容的に問題があったり，無許可の場合が多

い。

＊相手側の了承が得られない場合が多く，トラ

ブルの原因となることが多い。

＊大学としては特定の政党や候補者を応援する

ことは望ましくない。

＊無資格の水泳指導員，監視員，ベビーシッタ

ー，介護等

＊賃金，労働時問，就労場所，労働内容，賃金

支払方法等に関することが明示されていない

もの。

＊例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採

用とするようなもの。

＊薬剤の調合等学生アルバイト業務の範囲を超

えるケースがあるので，注意を要する。



3 福利厚生施設

京都大学の福利厚生施設は，学内7つの構内（本部，吉田南，西部，北部，南部，宇治及び桂）それぞ

れに食堂・購買・書籍部を配置し，これを京都大学生活協同組合の運営に委ねています。また，レストラ

ン，理髪店，コーヒーショップについては業者委託により学生諸君の大学における生活文化の向上に資し

ています。

（１）京都大学生活協同組合

①　運営

生協の運営は，互助の精神に基づく組合員の総意によることを原則に，組合員から選出された代表

（総代，理事）によって管理運営されています。

②　出資金

生協加入は，出資（学生組合員の場合50口20,000円を基準）をすれば組合員となり，生協運営の各

施設では組合員価格で利用できます。

出資金は卒業の際に全額返還されます。また，途中脱退の場合は90日前に申し出れば生協の事業年

度末（2月末）に出資金の払い戻しを受けることができます。

③　「学生総合共済」制度

学生生活で万一の事故・病気に備えた「学生総合共済」制度があります。生協の学生総合共済は，

24時間の事故や病気が補償されること，一部の例外を除いてあらゆる事故も病気も保障対象となるこ

と，少ない掛け金で長期間（加入年数選択）の保障が行われること，学生生活にフィットした補償内

容になっていること，全国の学生の要望に基づいて絶えず制度改善がはかられていること，などの特

徴があります。京都大学では昨年度1,180件で約7,391万円の給付が行われております。

④　案内物等

機関紙「らいふすてーじ」毎月発行

ホームページ「S-COOP」http://www.s-coop.net/

メールマガジン（空メールを送り登録してください）kyodai@univ-coop.com
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構内別 施　設　名 主　な　事　業　内　容
営　業　時　間 営　業　時　間 連絡先

月～金曜日 土曜日 日曜日 祝日 （内線）

⑤　主な事業内容及び営業時間（2014年4月現在）
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文具　食品　日用品　
時計台生協ショップ 映画等チケット 10：00～20：00 11：00～15：00 閉　店 閉　店

753-7630

コピー
（7630）

時計台旅行センター
国内旅行　海外旅行　自動車教習所

10：00～19：00 閉　店 閉　店 閉　店
771-6289

レンタカー　JRチケット （7639）
本 部 753-7630

京大ショップ 京大オリジナルグッズ　京大関連書籍 10：00～17：00 11：00～15：00 11：00～14：00 11：00～14：00
（7630）

コンベンションサービスセンター
キャリアアップサポート

10：00～17：30 閉　店 閉　店 閉　店
753-7655

アルバイト紹介 （7655）

中央食堂〔総合研究8号館〕 朝・昼・夕食　ドリンク ８：00～21：00 閉　店 閉　店 閉　店
752-0832
（7651）
753-7628カフェレストラン 昼・夕食　喫茶　アルコール 11：00～21：30 11：00～15：00 11：00～15：00 11：00～15：00

「カンフォーラ」 （7628）
吉田ショップ 文具　食品　日用品　コピー

10：00～19：00 閉　店 閉　店 閉　店
752-1587

（購買部・書籍部） 自動車教習所　教科書　雑誌 （7632）

共北ショップ 文具　食品　日用品　コピー ８：00～15：00 11：00～14：00 閉　店 閉　店
753-7626

吉田南
（7626）

吉田食堂 昼食　軽食　ドリンク　コンパ 11：00～14：00 閉　店 閉　店 閉　店
761-9557
（7652）

書　籍
専門書　洋書　一般書　教科書

10：00～19：00 11：00～15：00 閉　店 閉　店
771-7336

雑誌　文庫・新書　ＣＤソフト （7631）

Ｐ　Ｃ パソコン関連（本体・周辺・ソフト）10：00～19：00 11：00～15：00 閉　店 閉　店
753-7636

ショップルネ
（7636）

サービス
自動車教習所

10：00～19：00 11：00～15：00 閉　店 閉　店 752-2739
西 部 レンタカー

組合員 生協加入・脱退 学生総合共済加入・
10：00～19：00 11：00～15：00 閉　店 閉　店

771-6211
センター 給付申請 TUOカード申込 （7606）
住まい マンション・アパート紹介 11：00～17：00 閉　店 閉　店 閉　店 771-0823
クリーニング クリーニング 11：00～18：00 閉　店 閉　店 閉　店

752-9271
カフェテリア　ルネ 昼・夕食　ドリンク　デザート 11：00～22：00 11：00～19：30 11：00～14：00 閉　店

（7650）
※北部購買部 文具 食品 日用品 パソコン 雑誌 10：00～18：00 閉　店 閉　店 閉　店 753-7633（7633）北 部
※北部食堂 朝・昼・夕食 ８：00～21：00 11：00～14：00 閉　店 閉　店 722-0706（7653）

南部ショップ
文具　食品　日用品　パソコン

10：00～18：00 閉　店 閉　店 閉　店
752-1586

医学書　薬学書　教科書 （7635）
南 部

南部食堂 昼食 11：00～15：00 閉　店 閉　店 閉　店 752-1586（7635）
喫茶「ブリュッケ」 昼食　ドリンク 11：30～16：00 閉　店 閉　店 閉　店 752-1586（7635）

宇治購買部 文具　食品　日用品　パソコン 10：30～18：00 閉　店 閉　店 閉　店
0774-38-4388

宇 治
（17-4388）

宇治食堂 昼・夕食
11：30～14：30

11：30～14：00 閉　店 閉　店
0774-38-4385

17：30～20：00 （17-4385）
桂ショップ　Ａクラスター 文具　食品　日用品　雑誌 10：00～20：00 閉　店 閉　店 閉　店 382-0137

桂ショップ　Ｂクラスター 文具 食品 日用品 パソコン 書籍 10：00～18：00 閉　店 閉　店 閉　店 383-7300
（15-7300）

桂カフェテリア（セレネ） 昼・夕食 11：00～21：00 11：00～14：00 閉　店 閉　店 383-7302
（15-7302）

桂 桂カフェ（アルテ） 軽食・ドリンク 11：00～14：00 閉　店 閉　店 閉　店 383-7278
（15-7278）
383-7303

桂ベーカリー（リューヌ） ベーカリー ８：00～19：00 ８：00～19：00 ８：00～18：00 ８：00～18：00
（15-7303）

11：00～14：00 383-7314ハーフムーンガーデン 軽食・ドリンク 閉　店 閉　店 閉　店

※北部購売部・北部食堂は、現在耐震改修工事中（2014年5月にリニューアル予定）。



その他，インターネットで購入申込みのできるインターネットショッピング事業も行っています。

事業品目は，和書，洋書，PC・ソフト関連，その他計測機器等。http://www.s-coop.net/shopping/

（２）その他の福利厚生施設

大学構内には，生協運営の施設のほかに委託業者の経営による施設があり，それらは次のとおりです。
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構　内　別 施　　設　　名
営　業　時　間 営　業　時　間

連　絡　先
月～金曜日 土曜日 日曜日 祝日

理 髪 店 京大理容室 ９：00～18：00 ９：00～15：00 閉店 閉店

本　部 11：00～15：00 11：00～15：00 11：00～15：00 11：00～15：00レストラン ラ・トゥール
17：00～22：00 17：00～22：00 17：00～22：00 17：00～22：00

753-7623

カフェ タリーズコーヒー ９：00～19：00 ９：00～18：00 10：00～18：00 10：00～18：00 762-1261

桂 レストラン ラ・コリーヌ
11：00～15：00 11：00～15：00 11：00～15：00 11：00～15：00

382-0022
17：00～22：00 17：00～22：00 17：00～22：00 17：00～22：00

宇治
カフェ

きはだ
11：00～15：00 11：00～15：00 11：00～15：00 11：00～15：00 0774

レストラン 17：00～22：00 17：00～22：00 17：00～22：00 17：00～22：00 31-7111


