
１３-９　寮一覧

2022年5月現在

敷地面積 建物面積 延床面積
（㎡） （㎡） （㎡）

此　春　寮 男子寮 33 19 15,000円 京都市上京区 1940年1月 鉄筋3階 796 321.18 935.27  1名 1962年4月竣工　

2003年8月・2005年8月改修

暁　夕　寮 男子寮 18 6 11,500円 京都市左京区 1962年4月 木造2階 657 260.06 450.44  1名 大成寮より独立（旧2部大成寮）

1964年12月移転、改称

松　蔭　寮 女子寮 72 49 26,400円 京都市上京区 1953年4月 鉄筋4階 1,183 673.05 2,192.37  1名 1963年12月竣工

2002年8月・2004年8月改修

2017年8月～2018年2月耐震改修

留学生寮

敷地面積 建物面積 延床面積
（㎡） （㎡） （㎡）

1974年5月竣工 2013年改装

一括借上

1967年竣工 2014年改装

総戸数36戸のうち19戸借上

1982年1月竣工

一括借上

1978年竣工 2012年改装

一括借上

1984年4月竣工

一括借上

1986年1月竣工　2015年改装

一括借上

1978年竣工 1997年改装

総戸数45戸のうち33戸借上

1969年5月竣工 

総戸数198戸のうち30戸借上

1971年2月竣工　2019年改装

総戸数37室のうち35戸借上

1988年3月竣工

総戸数46室のうち37室借上

1989年2月竣工　1999年改装

一括借上

注）借上方式のため掲載していない項目については「－」と記載

無

無

セレーネ田辺Ⅱ 男・女寮 35 13
42,100円

　　　＋電気､ガス
京田辺市 2013年4月 鉄筋5階 －

京田辺市 2020年4月 鉄筋4階 －

－ 904.57

セレーネ田辺Ⅰ 女子寮 37 13
42,100円

　　　＋電気､ガス
－ 1,118.66

鉄骨5階 － － 1,028.16

－ 5,328.70 複数名

クレサンテーム 男・女寮 35 11
47,000円～
62,000円

京都市北区 2019年9月 1名

エルベ北野 男・女寮 30 3
44,500円

　　　　　　＋電気
京都市北区 2017年3月 鉄筋5階 －

123.54 594.90 無

ハイツくすの木 男・女寮 33 8 41,000円
＋電気､水道

1名京都市北区 2010年9月 鉄骨6階 － － 1,730.12

メゾン山ノ内 男・女寮 24 4
39,500円

　　　＋電気､ガス
京都市右京区 2015年9月 鉄骨5階 －

ドーム鴨川 男子寮 50 11 36,100円 1名

メゾン岩国 男・女寮 48 16
37,700円

　　　＋ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
京都市下京区 2009年3月 鉄筋5階 359.34

京都市上京区 2012年3月 鉄骨4階 － － 930.84

235.24 1,253.02 1名

－ 1,532.55 複数名

カーサ北山 女子寮 49 3 38,000円 京都市左京区 2013年9月 鉄骨4階 465.19 － 892.44 1名

京都YWCAあじさい寮 女子寮 19 5
43,000円

　　　＋電気､ガス
京都市上京区 2014年9月 鉄骨5階 －

243.15 1,198.63 1名 2006年3月竣工

キズナハウス 女子寮 24 0 34,000円 無京都市上京区 2013年9月 鉄骨3階 － － 462.36

リチャーズハウス 女子寮 40 4
42,000円

　　　　　　＋電気
京都市上京区 2006年3月 鉄筋5階 181.00

建物構造 寮職員 備          考

寮　　　名 定員 在寮者数 舎費（月額） 所 在 地 使用開始年月 建物構造

寮　　　名 定員 在寮者数 舎費（月額） 所 在 地 使用開始年月

寮職員 備          考

（5）それ以外の学生関連施設

施      設      名 施          設          内          容

　舞台　86㎡　　ホール客席　419㎡　300席（可動式）

　ラウンジ （350㎡　75席） 

　ギャラリー

　会議室 3室　（54～57㎡　40席）

　和室 1室　（20畳）

　ギャラリー （71㎡）

　ラウンジ （702㎡，長いす26脚　108席）

　会議室 1室　（43㎡，30席）

　京田辺別館 　ラウンジ （132㎡　47席）

施      設      名 施          設          内          容

  ハーディーホール （1052㎡　　850席＜最大1004席＞）

　クローバーホール （154㎡　　100席＜最大187席＞）

　ギャラリー （45㎡）

　会議室 地Ａ　（178㎡　96席）

1Ａ・1Ｂ　（各30㎡　各14席）

2Ａ・2Ｂ　（各23㎡　各12席）

2Ｃ　（52㎡　20席）

6Ａ　（50㎡　15席）

6Ｂ　（22㎡　12席）

　ミーティングブース 3室　（75㎡　各7席）

　学生デジタル編集室 1室　（24㎡）

　印刷室 （14㎡）

　アトリウム （119㎡）

　リーディングスペース （223㎡）

　和室 （82㎡）

　パウダールーム （47㎡）

　1階ラウンジ （176.5㎡　76席）

　地下ラウンジ （189㎡　88席　＋　63㎡　38席）

　学生ラウンジ（大） （189.5㎡　154席)

　学生ラウンジ（小） （50㎡　36席）

　志　　高　　館 　ラウンジ （259.20㎡　176席）

　１Ｆラウンジ（カフェラウンジ含む） （585.44㎡　330席）

　地下ラウンジ （98.40㎡　56席）

　ラウンジ （159㎡　10席）

  中庭 （21㎡）

　印刷室 （1室　18㎡）

　拡大カラープリンター室 （1室　16.5㎡）

　合唱資料室 （1室　16.5㎡）

2022年5月1日現在
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