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序文 

NaN 

 

こんにちは。地塩寮入寮選考パンプレットを手に取っていただきありがとうございます。このパンフ

レットは、京都大学 YMCA 地塩寮と、その入寮選考について説明するためのものです。 

 

地塩寮は、京大正門前から徒歩３分の好立地にある学生寮です。全室個室で、家賃は光熱費込

みで毎月 24,000 円です。 

（地塩寮の設備と生活→P.16 「設備と費用」、P.15 「会館」、P.41 「寮生活について」） 

 

地塩寮はただの好立地でリーズナブルな学生寮ではなく、いくつかの特徴があります。 

 

一つ目の特徴は、地塩寮が自治寮であることです。自治寮とは、住んでいる学生によって運営さ

れている寮のことです。地塩寮の自治は主に、毎月の寮例会と、各種仕事の分担によって成り立

っています。 

（自治について→P.9 「自治について」、P.19 「仕事について」） 

 

二つ目の特徴は、豊富な共有スペースがあることです。地塩寮の部屋は個室ですが、食堂や会

館（東一条通りに面した洋館）などの共有スペースが豊富にあります。これらの共有スペースは、

寮生同士でおしゃべりしたり、遊んだり、勉強したり、読書したりと好きなように使うことができま 

す。 

（食堂・会館について→P.12 「食堂について」、P.15 「会館について」） 

 

三つ目の特徴は、地塩寮の母体が京都大学 YMCA である点です。キリスト教に関連して、毎月

の聖書研究会や、YMCA の各種企画に参加することができます。その一方で、地塩寮の入寮おい

て宗教を問いません。また、キリスト教関連の各種イベントの参加は全て任意です。 

（地塩寮のキリスト教関連イベントについて→P.40 「聖書研究会について」 P.23 「YMCA プログラ

ム」） 

地塩寮には、上であげた三つ以外にもいろいろな特徴があります。ぜひこのパンフレットを読ん

で地塩寮を「発見」してみてください。また、見学も随時受け付けています。お気軽に寮にお越しく

ださい。 

このパンフレットを読んで、地塩寮に入りたいと思っていただければ幸いです。 
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理事長より 

京都大学キリスト教青年会理事長 岩野祐介 

 

京都大学キリスト教青年会(京都大学 YMCA)は、1899 年に創設され、100 年以上にわたって、

京都大学の内外でキリスト教の精神に基づく青年会活動を行ってきました。そのもっとも中心的な

活動が、京都大学の学生を中心とする学生寮である「地塩寮」の運営です。 

  

地塩寮は学生 YMCA の寮です。YMCA は Young Men’s Christian Associationの略語であり、キリ

スト教青年会と訳されています。教派の枠を超えたキリスト教団体です。地塩寮の立地は京都大

学のすぐそばで、通学にたいへん便利ですが、この土地はアメリカ合衆国を中心とした YMCA か

らの寄付金により取得されたものなのです。  

「地塩寮」という名前は、新約聖書マタイによる福音書 5章 13節の、「あなた方は地の塩である」と

いうことばに由来します。塩は、防腐剤として、また味付けのために、重要なものでした。そのよう

に、この寮で学生生活を送った人たちが、世の中に出て行って、腐敗を防ぐような、また適度な塩

辛さをもたらすような存在になってほしい、というのが、創設された方々の願いであったのであろう

と思いますし、私自身もそのように願っています。いまの地塩寮はキリスト教信仰を入寮・入会の

条件としてはいませんが、この創設の精神と、寮の名前に込められた意味、その背景にある聖書

のことば・教えにはリスペクトをもっていただきたいと思います。 

 

地塩寮の実質的な運営は寮生自身によりなされています。月に一回の理事会はありますが、ほ

とんどのことが寮生による自治、自主管理により成り立っています。新入寮生を選ぶのも、寮生で

す。現在の寮生がどのような会議をしているか、その場に立ち会っているわけではありませんが、

自分の経験を振り返って考えれば、大変面倒な、手間のかかる話し合いを、時間と手間をかけて

おこなっていたと思います。自分たちで合意を形成するということは大変面倒なことなのです。誰

かに決めてもらった方がさっさと済んで楽かもしれません。ついでに、うまくいかなければその誰か

のせいにすることもできます。自分たちでやる、ということは、自分たちのせいになる、ということで

す。社会に出たときのための訓練、という面もあります。しかしそれ以上に、そのような面倒ではあ

るがそれぞれが主体的に関わることのできる、やりがいのあるやり方を、そういう方がいいのだ、

と選んでやっている、ということなのではないかと思います。 

 

 ぜひ、安いから、近いから、個室だから、親に勧められて、といった理由だけでなくて、このパンフ

レットをよくお読みになられて、寮生たちのやっている寮運営のやり方をよく見て、そのうえで、とも

にこのような寮運営にかかわってみたい、という方に、きていただきたいと思っています。 
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地の塩  

エビスビール星 

「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付けられ

よう。 もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるただけである。」(マ

タイによる福音書 5 章 13 節 )  

あなたがたは地の塩である。この言葉が「地塩寮」の名前の由来である。そしてイエスは引用部に

続けて、「あなたがたは世の光である。」と説く。地塩寮生には、「地の塩」そして「世の光」として、

人々の模範となりなさい、という、身に余る期待がかけられているらしい。  

だがそれよりも気になるのは、「塩に塩気がなくなれば...」の部分である。塩気のない塩なんて、も

はや塩じゃないだろうとか、色々とつっこみたくなってしまう。例えば、次のような場面を想像してみ

よう。  

ある休日の昼下がり、テレビをつけると、料理番組をやっている。料理研究家の先生がおもむろに 

調味料を手に取り、「ここで、塩気のない塩を少々」  

どういうことなんだそれは。冗談にしてもあまりにシュールすぎる。  

だが少し考えてみると、似たようなものは世の中にすでにあると気づく。例えば、アルコールのない

ビールはどうか。ニコチンのないタバコというのもある。ノンアルコールビールは飲み会で運悪く帰

りの運転を任されてしまったサラリーマンたちの心を幾分か慰めているのだし、ニコチンのないタ

バコだって、禁煙に幾度となく失敗してきた喫煙者たちのオアシスになっているではないか。  

だがやはり、「塩気のない塩」は役に立ちそうもない。塩味はしないのに血圧だけはグングン上が

るなんて、こんなに残念な調味料は他にあるだろうか。いやない。  

 じゃあ、こんなのはどうだろう。 

「青春のない大学生活」 

大学生活にとっての欠かせない「塩気」とはなんだろうか。「恋愛」だろうか、それとも「単位」だろ

うか。色々候補はありそうだが、やはり「青春」だろう。何せ大学生活は人生の夏休みなのだ。それ

にいい歳した大人が「青春」とか言ってるのは見ていられない…と言ってみたところで、これは大学
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生という残り短い期間を盾にした戯言に過ぎないのだが…ともかく、大学生活とはいわば、「青春」

を謳歌することが許される最後の時間である。 

ただ、当然のことながら、寮生の全員が「青春」ある大学生活」を送っているわけではない。 (少な

くとも一人は、送れていない。) しかしだからといって、投げ出されることもないのだ。食堂にいれ

ば一人くらい話す相手がいるだろうし、運が良ければ食事を奢ってもらえるかもしれない。少なくと

も「卓球の相手がいない大学生活」になることはないということだけは、保証しておこう。  

 

京都大学 YMCA について 

甘粕雅子 

 

「京都大学 YMCA」とはなんでしょうか。 

一言で言えば、この地塩寮にいま住んでいる学生ウン十名全員＋OP（卒退寮生）のグループの

ことです。なのでもしこのパンフレットを読んでくれているあなたが入寮選考を受け、合格し、寮に

住みます！…ということになったら、その瞬間あなたも晴れて京都大学 YMCA ファミリーの一員と

なり、楽しい京都大学 YMCA せいかつが始まることになります！バンザーイ！ 

しかし、これではまだよくわからないでしょう。いや、実を言うと、わからなくても別に不都合とか

はないんです。ほら、カレーの作り方がわからなくてもカレーはおいしいですよね？あれと一緒で

す。「京都大学 YMCA」なんて言葉、ほとんど YMCA の中でしか使わないんだから、習うより慣れ

ろ、でいいと（個人的には）思うんです。でもせっかくここまで読んでくださったのですから、最後ま

で読んでいってもらえると嬉しいです。 

じゃあまずは「京都大学 YMCA」の「京都大学」の部分ですが、これ、嘘なんですよ。いや、真っ

赤な嘘というほどではないですが、ワインレッドくらいには赤いです。どういうことかと申しますと、

京都大学 YMCA は、クスノキとか時計台とかがある、あの京都大学とは関係ありません。京大に

みかじめ料を払っているとか、逆に京大を脅しているということは一切ないということです。では全

くつながりがないかというと、そうでもなくて、地塩寮は確かに京都大学のすぐ近くにありますし、そ

のため寮生の多くは京大の学生です。なので「京都大学（の学生が多くを占め、確かに京都大学

の近くに寮があるんだけど、逆に言えばそのくらいしか京大と繋がりがない）YMCA」というふうに

理解してもらえれば大丈夫です。 

では次に「YMCA」の部分ですね。YMCA とは Young Men's Christian Associationの略で、日本

語ではキリスト教青年会と呼ばれています。時は産業革命時代、故郷を離れ都市に移住した青年
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たちは荒廃した労働環境で働く日々を送っていました。そこで 1844 年、ジョージ・ウィリアムズら

12人のキリスト教青年が立ち上がり、啓蒙・生活改善事業のための奉仕組織として YMCA が創

立されます。この活動が日本にも広がっていき、国内の YMCA を取りまとめる日本 YMCA 同盟を

頂点として、都市 YMCA やサークル活動・学生寮運営を行う学生 YMCA（京大 YMCA はここに含

まれます）など、いくつかの YMCA が連なっているというのが、今の状況です。 

京大 YMCA もこのような経緯で生まれており、教会から牧師さんをお招きして月に一回の聖書

研究会を行ったり、YMCA のイベントに参加したりと、キリスト教との関わりは今も続いています。と

は言うもののクリスチャンでなくとも京大 YMCA に入ることは可能です。いま寮生にはクリスチャン

はおらず、過去の寮生を振り返ってもキリスト教徒は少なかったとのことです。クリスチャンの方も

そうでない方も、遠慮せず入寮申し込みしていただけると嬉しいです。 

そして最後に一つだけ。最初に、「京都大学 YMCA」とは「学生ウン十名全員＋OP（卒退寮生）

のグループ」だと説明しました。これはつまり、地塩寮を出た後も京都大学 YMCA の会員であり続

けるということで、卒寮後・退寮後は「京大 Y 会員費」を年に 4,000 円納めてもらうことになっていま

す。卒寮・退寮後も繋がりが続く、それは呪いなのか祝福なのか…？こればっかりは寮を出てみ

なければわかりません。 
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京大 YMCA 会則 

 

第 1 章 総則 

 第 1 条 本会は京都大学キリスト教⻘年会(略称を京大 YMCA)と称する。 

 第 2 条 本会は主たる事業所を京都市左京区吉田牛ノ宮町 21 番地におく。 

 第 3 条 本会は財団法人日本 YMCA 同盟に加盟する。加盟することによって「YMCA」という

名称を使用し、日本の YMCA、世界の YMCA 活動に関わる。また、併せ、日本 YMCA 同盟を

通して、WSCF(世界学生キリスト教同盟)に加入する。 

 

 第 2 章 目的及び事業 

 第 6 条 本会は、聖書に基づいた人間形成を目指し、京都大学の内外にキリスト教の真理をひ

ろめ、キリストの愛と正義とを生活の全面において実践することを目的とする。 

 第 7 条 本会はその目的を達成するために、会館および学生寮を運営し、その他諸種の事業を

行う。 

 

第 3 章 会員 

 第 8 条 本会の会員は、京都大学の学生、卒業生、修了生、教職員、旧教職員、第三高等学

校の卒業生、及び理事会で承認または推薦した者で京大 YMCA の目的に賛成するものとする。

会員の入会及び退会は、別に定める手続きによるものとする。 

  第 9 条 本会会員は次のごとく区分する。 

1. 一般会員 

  (1)学生会員 大学生・大学院生、その他の研究生などの学籍を有するもの 

  (2)維持会員 卒業生、修了生、教職員、旧教職員 

2. 賛助会員 

   本会の目的に賛同し活動を支援する個人または団体 

3. 特別会員 

   理事会の特に推薦する個人 

 第 11 条 一般会員、賛助会員は会費を納入しなければならない。会費については別途定める。 

 

第 4 章 役員並びに理事会 

 第 12 条 本会は会務を処理するために、次の役員をおく。 

(1)理事⻑ 1 名 (2)副理事⻑ 2 名 (3)理事若干名 (4)監事 2 名 
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 第 17 条 理事会は少なくとも年 4 回、理事会を開催する。また全理事の 1/4 以上の要求が

あった時には理事会を招集する。 

理事会は本会の会務を執行する責任を持ち、下の事項を扱う。 

(1)基本財産の管理に関すること 

(2)事業計画、事業報告を総会に提出すること 

(3)収支予算、収支決算を総会に提出すること 

(4)総会の決議を要する事項につき、その議案を総会に提出すること 

(5)総会の決議を執行すること 

(6)その他必要と認められる事項 

 

第 5 章 総会 

 第 23 条 総会は第 9 条に定めた一般会員を持って組織し、議⻑は出席者より選任する。 

 第 24 条 本会は理事会の招集により毎年 1 回定期総会を開く  

 第 25 条 下の事項が総会の権限に属する。 

(1)本会解散の決議 

(2)日本 YMCA 同盟及びその他の団体への加盟または脱退 

(3)本会則の廃止または変更 

(4)事業及び会計に関する理事会ならびに監事の報告の承認 

(5)事業計画及び予算の議定と決算の承認 

(6)役員の選任 

(7)理事会より提出された議案の審議 

(8)役員が不正不法の行為を行ったときこれを解任すること 

(9)会員に不正不法の行為、その他本会の目的に反する行為のあったときこれを除すること 

(10)会費の変更 

(11)その他必要と認められる事項 
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自治について 

ドラ息子 

 

Ⅰ.自治について〜実務編〜 

 まず、この寮の意思決定の機関として、寮例会と理事会があります。寮例会においては、寮生活

に関わることを決めます。理事会では、簡潔に言うと、OP と現役の寮生により構成された理事同

士で、予算案の作成や、新入寮生の京大 Yへの入会と地塩寮への入寮を承認しています。寮例

会では、寮生の全会一致制が採用されています。寮生にとって、一番大事な仕事は寮例会への

参加でしょう。一方、理事会では、多数決制が採用されています。理事は現役寮生が 8人、OP が

9人になっています。まあ理事職については 2 年目以降になるので、とりあえず 2 年目以降にな

ると 1 年間は比較的忙しめの仕事が割り当てられることだけ覚えていれば良いです。 

 

 なぜ寮生にとって寮例会が一番大事な存在かと言うと、寮生活におけるルールを直接的に変え

るのは寮例会ですし、参加していない場合、参加していない人についての事柄を決定する欠席裁

判のようなことも「理論上は」可能だからです。私が入寮してからは一度もそのようなことになって

いるのを見たことはありませんし、出来ればそんな光景は見たくないですが、どうしてもその時に

決めなければならないことはあるので、ないとも言い切れません。「こんな決定、聞いてないよ」と

ならないためにも、寮例会には出席しましょう。 

 

Ⅱ.自治について〜理念編〜 

 このパンフレットを見ていて、「自治だ自治だと言ってるが、結局自治って何なのだよ」と思った方

もいると思います。約半年前に入寮選考を受けていた私もそうでした。面接の際、何か質問がある

かと聞かれたときに「寮生の皆さんにとって自治とは何ですか。」と聞こうと思ってましたが、面倒な

人間だと思われて落とされるのが嫌だったので言わなかったのをいまだに覚えています。そして、

入寮から半年ほどたった現在、分かったことは、この寮では自治の意味に関して、統一的な見解

はないということです。「なんだよ、あれだけ大事そうにしておいて、結局寮生自身も分からないの

かよ」と突っ込まれてしまいそうですので、私の考える自治とは何かということを、簡単にここでは

書こうかなと思います。無論、自治とは何かという質問に対する答えは寮生一人一人異なるでしょ

うから、詳しく考えたい人は先輩にでも聞いてみてください。 

 

 自分で治めると書いて自治と書いて、英語だと self-governance というこの言葉。自分たちのこと

を、外部からの干渉なく、自分たちで決定すること、というのが一般的な意味合いなのではないで

しょうか。大学で見かける、拡声器持って職員と揉めている人たちが自治という言葉を使う時は、
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外部からの干渉なく、というところを重視して自治という言葉を使っているような気がします。（ちな

みに最高裁曰く、大学の学問の自由と自治というのは、教授の研究や発表などを保障するものな

のであって、学生の自由や自治というのはあくまでもそれらの効果として認められるものに過ぎま

せん。）ただ、地塩寮で自治という言葉が使われるときは、あまりそういった文脈では使われてい

ないような気がします。地塩寮の場合、外部からわざわざ干渉してくる、熱意とお時間のあるお方

は、（幸い）あまりいませんので、自分たちのことを自分たちで決めるという意味合いの方が強いで

す。 

 

 自分たちのことを自分たちで決める、ずいぶんとまた威勢の良いことを言っているな、と思う方も

いらっしゃることでしょうが、これは最終的に判断をしてくれるような第三者がいないという事態に

由来しています。そういった第三者の不在の中、自分たちで運営することを一種の美徳としている

方もいることでしょう。私にとっては、第三者の不在は紛争を解決する手段が基本的に寮生の当

事者間においてのみでしか期待できないということなので、不安要素でもありますが、自分が納得

できるまで話が出来る場があるという意味であります。 

 

 もう一つの地塩寮のルールとして、寮例会においては全会一致制（そうです、国際連盟のアレで

す。）を採用しています。一人でも反対すれば議題は否決されるということです。制度論としては、

既存のルールを変更する決定をするコストが非常に重いと言う課題を抱えることとなりますが、同

時に寮生の自由を尊重し、それを制限することが難しいということでもあるので、必ずしも悪いこと

ばかりではないのかなと思っています。 

 

・大文字の自治と小文字の自治 

 自治は大文字の自治と小文字の自治に分類できると思っています。大文字の自治とは、直接寮

の公式な職務に関わる活動と言えるでしょう。例えば、寮例会での意思決定プロセスに参加するこ

とや、自らに与えられた職責を果たすことが大文字の自治と言えます。 

 

 小文字の自治とは、寮の公式な職務とは必ずしも関連するものではない、寮生間における交流

のことを指し示しています。例えば、寮生同士のコンパに参加するなど寮生間でのコミュニケーショ

ンを行うことがあると思います。 

 

 寮生同士は寮生としての属性に付与される形式的な関係性を有してはいるものの、やはり同じ

寮に住んでいるというだけで仲間意識が当然に形成されるものではないので、ほとんど寮生とコミ

ュニケーションを取らない人が出てくると、お互いの素性がわからなかったり、何かトラブルが起き

た際に円滑に解決することが困難になります。ある程度お互いのことが分かっている間柄ならば
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話し合えるトラブルの種も、ただのアパートの近隣住民程度の関係だとそれを解消することが難し

いです。想像以上に、寮生同士の small talkは、寮生活を送る上で重要なものになります。学業、

就活、サークル、友人関係、恋愛など、各人には各人の事情があるかとは思いますが、ぜひ積極

的に、食堂に来たり、コンパなどの寮内でのイベントに参加してください。寮に入ったら最初は緊張

すると思いますが、最初のうちは僕に声をかけてくれれば何か食事に連れて行きます。あと、寮生

から挨拶をされたら挨拶をしましょう。大学生やそれ以上にもなって、挨拶しても無視してくるような

のは、問題外です。 

 

・どこまで仕事すれば「自治をした/している」と言えるのか 

 「寮生になったら、どれくらい仕事させられるんだろう」「『お前は全然自治してない』と言われたら

どうしよう・・・」と考える方もいることでしょう。結論だけ言うと、そんなに怖がらなくても良いと思い

ます。寮例会に参加して、自らに与えられた職務をすれば良いと言うだけです。ただ、基本的に入

寮 2 年目にやることになる理事職は忙しくなるので（場合によっては 3 年目にやるなども出来ます

が）、2 年目に忙しくなるのが厳しいと言う方は本当にこの寮に入るべきか考える必要があるでしょ

う。大学ではサークルや学問、研究に打ち込むつもりの方にも、個人的におすすめはしません。 

 

 一方、小文字の自治においては、基本的にそれぞれのペースやスケジュールで良いと思います

が、寮例会や仕事の時か、忙しくしている時しか見ない、となると前述のような問題が起きかねな

いので、可能な限り積極的に寮生と交流しましょう。 

 

・「自治をすること」自体に価値があるのか 

 ここまでの文章を見て、「自治をすること」自体が大切なのかと思った人がいると思います。例え

ば、寮例会に出ること自体が大切なのでしょうか。「寮生で決めることに価値がある」と思う人は、

そう答えるでしょう。寮例会に出ることの制度的重要性は、寮例会の定足数を満たさない場合にそ

もそも寮内での決定ができないということを防止することにあります。私自身は、別に寮例会に出

ること自体が大切だとは思っておらず、必要なのは寮生にとって住みやすい環境にすることだと思

っているので、あくまでも自治と言うものは手段に過ぎません。自治をすること自体を目的とする方

もいると思うのですが、まあここは今のところ大きな問題にはなっていません。 

 

 小文字の自治は、寮生同士の交流による効用の増加やトラブルの防止の効果があるので、行

動そのものの価値があるだけでなく、実質的に意義のある行動だと思っています。 

Ⅲ.終わりに 

 ここまで長く色々と書きましたが、本質的に必要なのは寮のコミュニティの一員として頑張ろうと

いう意欲だと思うので、それさえあれば入寮してもなんとかなると思います。ただの大学に近い個
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室で安いアパートとして寮を捉えるのではなく、人々が交流する場として捉えて入寮したいあなた

をお待ちしております。 

 

食堂について     

大地塩帝国軍食堂方面混成師団統合参謀部作戦参謀  

                              地塩吉田守寮太郎大佐 

 

 今回僕が食堂について書きたいことは２つあります。１つ目が食堂のハードとしての側面です。

ハードというもったいぶった書き方をしましたが、食堂は寮生が料理をしたり雑談をしたり一緒にゲ

ームをしたりする場です。２つ目が自治の基盤であるということです。 

  

 標準的な食堂の機能は以下の通りです。ある時は自炊料理を食べ、外食のほうが美味しいなと

いう真理を実感し、またある時は寮生のご実家からのお土産を貪り食らい尽くします。あと、寮食と

いって寮父が作る格安絶品おかず（１皿２００円）を食べられるのも食堂ですね。これもすぐに無く

なります。特にオンライン授業が開始されてから、寮生が寮にいる時間が増えました。また、新歓

コンパや七夕コンパ、秋コンパなどの楽しいコンパも食堂で開かれます。そして食堂は寮生同士

のコミュニケーションの場でもあります。例えば、みんなでテレビを見たり(ホラー映画に皆でツッコ

ミを入れてホラー要素を消し去る)、ゲームをしたり(先輩寮生が後輩寮生をスマブラで煽る)、テスト

勉強をしたり、そうじゃなくて何気ない話題で盛り上がったり(履修制限忘れてた)、一緒にボーっと

したりできるのが食堂です。月に１度の寮例会が行われるのもこの食堂です。（今は、コロナウイ

ルス対策で会館のホールで行っているのですが）寮例会では、皆で寮に関する議題について議論

し、空き時間には一緒に食事します。あと、補足です。食堂・厨房には共用の炊飯器４つ、レンジ２

つ、トースター１つ、流し台２つ、ガスコンロ４つ、たくさんの鍋とフライパンとお皿とコップがありま

す。 

 

 自治を行う上で大切なことは寮例会だけではなく、寮例会の直前に行われる食堂での私的な意

見の聴取であったり根回しもです。寮例会は毎月の第１または第２日曜日に食堂または会館で行

われる話し合いです。その際に寮の具体的な運営方針について議論します。ですが寮生は３０人

いるので、ある議題に対して１人１人の寮生が多様な論点を提起します。みんなで愉快にクリアな

議論を行うためにあらかじめ食堂でよく寮例会で発言をする人たちを集めて、あらかじめその自分

のレジュメに目を通してもらい、疑問点・反論を収集した上でそれをレジュメに反映させる人もいま

す。新入寮生の皆さんがそのようなやりとりを見ておくと自分の議題を通したい時に押さえておくべ
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き人が分かり、その人たちに事前に了解を取っておけば通る確率があがりますよね。寮例会でた

だ座って( ﾟ д ﾟ)ということを防ぐためにも食堂でどういう話し合いが行われているのかを聞いたら

良いと思います。聞いていてよくわからなければ、この二人に聞くとよいでしょう。プライバシーの

関係で名前は出せないのですが入寮したらには分かるでしょう。１人目は論点ずらしなどの搦め

手が上手いです。一方で鋭い質問という正攻法にも長けています。この人とどうでもいいこと（食事

はサプリメントだけで済ませて良いのか？、チームスポーツと個人スポーツはどちらが“善い”スポ

ーツなのか？）について話すと「今話してる論点が違うな」、「ここは考えてなかったなぁ」などと

色々考えることができます。そういう搦め手込みの議論を鍛えたい人はその人と話しましょう。２人

目の人と話すと寮のディープな仕組みについて理解することができると思います。僕は入寮当初

彼の理解力の高さに驚きましたが、どうやらその「言葉を用いる力」は望んで手に入れたというよ

り、過酷な環境で自我を護持するために必要不可欠なものだったそうですね。本人たちの了解を

得てないので勝手に仕事を増やしたのですが僕は知りません。以上で食堂の説明は終わりです。 

 

  

が、しかし、食堂よりも大事な 

ことが世の中にはたくさんある！ 

入選パンフ読者限定！注目！ 

大好評！極秘！アドバイス！ 

 

 

 大学入試合格編 

・分からない整数問題はとりあえず n=０,１,２,３を代入しよう。 

・微積はパターンゲーム。落ち着いて基本問題に帰着させよう 

・確率は数え漏れを無くそう。混乱したら基本の定義(事象 A が起こりうる場合の数)/（全ての事象

の場合の数）を思い出そう。コンビネーションとパーミュテーションだけに頼ると意外と混乱します。 

・結局、凡そ理系科目の合否を分ける問題の鍵は用語の正確な定義を基に頻出問題に 分解・帰

着させられるかがであります。 

・文系科目に関しては部分点と明確な主張を意識した答案作りに励んだらどうでしょうか。 
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大学生活実践編 

・ミールシステムは大学の近くに住むならアリ、でなければナシらしい。 

・奨学金は調べてみてください。新入生なら大学合格が主な基準であり、皆さんは大学に合格する

と思うので、もらえる確率は高いですよね。 

・PC に関して「生協おすすめ」は地雷、かと言って迷ったら Macみたいなノリも危うい。 

・お金の管理はちゃんとしよう。（収入を増やすもよし、支出を減らすのもよし） 

・酒と煙草はたまには上等なものを嗜もう。 

・賭け事においては損切とリスク分散を確実に行おう。 

・早寝早起き。 

・レポートの書き方、大学での学び方について解説してある本を読もう。（ガチ） 

・もう一度、レポートの書き方、大学での学び方について解説してある本を読もう。 

・ご飯とお味噌汁、簡単な自炊料理はできるようになった方がいいかも 

・新４回生・体育会に所属している私は新歓活動において、twitterで春先は「春から京大生です！

皆さんよろしくお願いします。〇〇学部で第２外国語は〇〇語です。 ＃春から京大＃京大生」な

どと呟くフレッシュ１回生アカウントが６月くらいには 自称限界京大生馴れ合い底辺大喜利アカウ

ントに変節する苦々しい様を幾度となく見せつけられてきました。これを読んだ皆さんはどうか永

遠に若々しい京大生アカウントであってください。 

・これらのアドバイスについて私はまだまだたくさんの真に有用な事柄を見つけたが、この余白は

それを書くには狭すぎる。 
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会館について  

 open door 

 吉田神社を背に伸びる、東一条通を西へのらりくらりと歩いて行くと、古めかしい装いをした赤い

屋根の洋風建築物が目に入ってくる。眺めるだけでも、この洋館が経た歳月の長さを感じる。表玄

関には京都大学 YMCA 地塩寮の文字。これが私と地塩寮の会遇だった。 

 私の心を惹きつけてやまない会館の魅力について、この場を借りて是非語らせていただきたい。 

 通称「会館」の正式名称は京都大学キリスト教青年会館。竣工は 1914 年にまで遡り、かのウィリ

アム・メレル・ヴォーリズの事務所によって手がけられた。1999 年には文化庁の登録有形文化財

にも認定されている。赤を基調としたこの会館は荘厳ながらもどこか可愛らしい一面を覗かせる。 

 

少しくすんだ、黄金色のドアノブを回して、会館に足を踏み入れてみると、まず目に入るのは木製

の卓球台。いつの時代からあるのだろうか、木造の会館の暖かな雰囲気に溶け込んだ、優しい色

をした台だ。左手には図書室がある。今は M さんが勉強中みたいだ。濃褐色の大きな机は、背後

に並ぶ数多の本と相まって、極上の知的空間を提供する。自室ではなかなか作業が進まない私

はよくお世話になっている。 

右手の会議室に入ってみよう。机上にはポーカーマット。チップケースからは色とりどりのチップ

が、顔を覗かせている。ビリヤード、ダーツも見える。棚の上では猫が眠そうに丸くなっていた。今

日の夜は久しぶりに、ポーカーがしたくなってきた。 

さっきから２階でピアノの音が聞こえてくる。誰が弾いているのかな？ちょっと覗きに行こう。階段

を登り、左手のドアを押して入る。改めて見ると広々としたホールだ。左角のグランドピアノでは K

君が指を鍵盤の上で踊らせていた。ピアノの音が仄かに聞こえる夕暮れ時。贅沢な時間だ。寮で

はそんな時間があちらこちらにある 

ホールを後に、和室へと向かう。途中、屋根裏部屋へと向かう扉が見えたが、今は置いておこう。

この和室は個人的にとても気に入っている。天井からは可愛らしい六角柱のランプが伸びている。

スイッチをつけるとゆっくり、ぽうと明るくなる。趣深い。少し埃っぽいので上げ下げ式の硝子窓を

上げると、涼しい空気がさぁと流れてきて気持ちいい。少し疲れたので畳の上で横になろうかな。

瞼が重い。少しだけ眠ってしまおう。  

 

1世紀以上の間、変わらず寮生に愛され続けている会館。そんな歴史ある会館の虜にあなたも

なってみませんか？ 
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設備と費用                             オゾン 

◯個室(4.3 畳	 南向き)   

壁、床などの内装の状態は部屋により若干異なっています。部屋によっては前の人が残していっ

た物(椅子やカーテン、冷蔵庫等)がある場合もあります。  

※全室に窓枠型のクーラー(暖房機能なし)がついています。  

※Wi-Fiはややつながりにくい部屋もあります。  

※火災保険等は寮で加入しているため、個人で入る必要はありません。  
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◯共用スぺース(1 階)について	

 

・	冷蔵庫は自分専用のものを自室の前に置いて使用。	
・	物干しは屋外に 2箇所。2 階に除湿機付き女性専用物干し部屋あり。	 会館	 1 階に男性専	
用物干し部屋あり。	
・	 3階に談話室あり。	
・	 各階に共用トイレ、洗面所あり。	  

◯費用	  
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寮父・寮食について 

みやこのたつみ 

 

・寮父について 

 地塩寮の 1 階には、寮父の小坂さんが住んでいます。小坂さんは、寮食作り、朝のゴミ出し、前

庭の草刈り、卓球の練習など、様々な場面で寮生の生活をサポートしてくださっています。普段は

フリースクールの先生をされています。合気道の有段者でもあり、京大の合気道部の指導もされ

ているようです。とても優しい方なので、困ったときは相談にのってくださることでしょう。 

 

・寮食について 

授業がある期間の平日の晩は、5 人分～8 人分くらいのおかずを小坂さんが作ってくださいます。

ひと皿 120 円～200 円と、とってもお安いです。寮食ができあがるのは 18 時半前後ですが、小坂

さんに予めお願いしておけば取り置きも可能なので、帰りが遅くなっても安心です。 

 メニューはいろいろで、和食なら肉じゃが・豚汁、洋食ならカレー・シチュー・ハッシュドビーフ、中

華なら麻婆豆腐・麻婆茄子・焼売／餃子スープ・豚キムチなどがあります。 

 地塩寮 Twitterの #地塩寮の寮食 のタグがついたツイートには寮食の写真も載っているので、

気になる人は調べてみてください。 
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仕事について 

 

もやしフラペチーノ 

 

 このページでは「仕事」について説明をしたいと思います。地塩寮は自治寮であることが大きな

特徴の一つです。そのため、下宿や学生会館とは違い、寮を運営していくために寮生全員で仕事

を分担して行っています。寮にかかわるすべてのことを自分たちで決められるのですから、やりが

いは大きいです。自分たちの理想とする寮生活を実現するために一緒に頑張りましょう。もちろん

うまくいかずに落ち込んだり、事務的な仕事に追われることもあります。けれども、そんなときこそ

他の寮生と協力しながらこなしてくことで、寮生活がより充実することでしょう。 

では具体的にどんな仕事があるのでしょうか。それぞれの仕事をするにあたって、特別な能力

は必要ありません。寮生としての自覚や責任感、そして思いやりがあれば大丈夫です。以下の仕

事一覧を眺めてみて、自らが寮に入った時にどんなことをしたいか考えると、寮生活がより明瞭に

想像できることでしょう。 

 

☆ 理事職について 

理事職とは以下に挙げる寮の運営の中枢を担う仕事の総称です。理事職を担当する者は各役

職の仕事に加えて、月に 1 回開催される理事会※に出席する必要があります。 

原則として寮生は全員、入寮 2、3 年目に、理事職か、後述の入寮選考委員長を担当すること

になっています。また、前年度理事職の人がフォローすることになっているので、困ったときも安心

です。 

※理事会:卒寮生の代表と理事職の寮生が話し合う会。京大 YMCA の活動について話し合う。 

 

・寮長:寮の対外的な代表。寮例会の運営をしたり、いろいろな会議に参加したりする。 

・副寮長:寮長をサポートする。 

・財務:京大 Y、寮のお金を管理する。 

・再建:老朽化が進む寮を再建するために中心となって動く。 

・事業:全国の YMCA と京大 Y の連絡役になり、京大 Y としての活動を活発化させる。 

・総務:理事会の司会進行をつとめ、総会の準備と運営を行う。 

・庶務:理事会運営を補佐し、総会の準備と運営、資料の発送などを行う。議事録をとる。 

・会館:会館を利用する団体の窓口となり会館の管理をする。 

 

☆ 理事補佐について 



 
 

 

20 

理事を補佐する役職。経験を積む。 

・財務補佐、再建補佐、事業補佐、庶務補佐の 4 つ 

 

☆ その他 

・入寮選考委員長:入寮選考の準備、運営を取り仕切る。 

・編集:寮生文集、入寮選考パンフレットなどの編集。 

・広報:HP・Twitter・YouTube で地塩寮の活動を世界に対して発信する。 

・雑費:寮生から雑費を集め管理する。※雑費:日用品、調味料などを買うためのお金 

・宿泊:宿泊室を維持管理し宿泊代金を集める。 

・聖研:毎月行う聖書研究会のセッティングを行う。 

・イベント:寮内のイベントを取り仕切る。 

・監査:財務・雑費の帳簿と現金・預金を照らし合わせて誤りがないか確認する。 

・駐車場:寮から徒歩 5 分ほどのところにある駐車場を管理する。 

・掃除:寮の共有スペースの掃除を取り仕切る。 

・厨房:厨房の衛生管理、調理器具の管理。 

・消耗品:救急箱の中身や日用品の補充。 

・情報:電話、インターネット回線、プリンター、印刷機の管理。 

・図書:寮生の意見を聞き、本を購入する。 

・営繕:寮の設備を修繕する。 

・前庭:寮の前庭の環境を整える。 

※年により若干の差異があります。 

※原則として年度ごとに担当する仕事は変わります。 
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年間スケジュール	
まみむ 

ここでは、地塩寮で行われている公式イベントの年間スケジュールを紹介します。次のページの図

も見ながら、なんとなくのイメージをつかんでもらえたらと思います。  

まず、寮生全員に参加義務のあるものとして、寮例会や掃除があります。寮例会は 9 月以外 の

月 1 回、第 1 or 第 2 日曜日の夕方から開催されます。掃除は 2週間に 1回くらい、30 分 程

度みんなでやっています。掃除はその時間に参加できなくても、その分時間があるときに 気にな

るところをやってもらっても大丈夫です。また、理事会では主に入寮 2 年目の理事 職に就いた

寮生たちが、OP 理事と一緒に会議をします(現在はオンライン開催です)。  

図に挙げたもの以外でも、最近の寮では読書会や勉強会などもたくさん開催されているよ うで

す。その他にも(特にコロナ以前は、)一緒に食事に行ったり、五山の送り火を見たり、 寮生が手作

りの食事を振る舞ってくれたり、祭りに参加したり、闇鍋したり、旅行に行った り、琵琶湖一周サイ

クリングをしたり、劇を見に行ったり、スウィーツを食べに行ったり、 映画を見たり、地域のコンサ

ートに参加したり、それぞれ有志を募っていろいろなことをやっています。楽しそうですね。  
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〇:全員参加義務がある行事 

☆:関係のある人は参加義務がある行事 

その他のものは任意参加です。 

※あくまでも 2021 年度の予定で、今年度行うかわからないものもあります。 (1・・・年一回行わ

れる、OP を交えた大きな会議。2021 年度はオンライン開催でした。 (2・・・東京にいる OP との

交流会です。 (3・・・OP などの講演を聞きます。  
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京大 YMCA プログラム 

放蕩息子 

 

 京都大学 YMCA 地塩寮が他の一般的な寮ともっとも異なっている点はやはり寮生の活動が寮

内に留まらないという点でしょう。YMCA という場では人脈を広げたり、他の人が経験できないよう

なことを経験したりすることができます。地塩寮に入って素敵な体験をしてみませんか。やりたいこ

とがある人は運営委員をやってみるのもいいでしょう。ただ参加するのとはまた違った経験が確実

に得られます。また、テーマに限らずいろんなことをいろんな人と話せます。しかし、現状では新型

コロナウイルス感染拡大を受けて多くの YMCA プログラムが中止またはオンラインになり、私はこ

れらのどの活動にも参加できていないのが現状です。なので以下に挙げる活動についての文章

は夏期ゼミ以外は去年以前に参加した寮生により書かれたものです。 

 

全国 YMCA夏期ゼミナールについて  

 全国 YMCA夏期ゼミナールは、全国の YMCA から学生が集まり、あるテーマについて、意見を

交換し合い、議論するというものです。例年のプログラムは 3泊 4日で富士山麓の東山荘というと

ころで行われます。しかしここ 2回は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020 年度は開催

が中止、今年 2021 年度はオンラインでの開催となりました。今回のテーマは「アフターコロナをど

う生きる」というものでした。はやくて 4 年間で終わってしまう大学生活を「来年こそはコロナがなく

なる」という薄い希望だけを頼りに過ごすのは少ししんどいので、「今できること」を考えることでこ

れからの学生 YMCA の活動につなげることを目的として全国の学生と議論を交わしました。いつ

かその人達と対面で会えることを楽しみにしています。 

 

京都地区プログラム  

 京都地区プログラムとは、私たち京都大学 YMCA 地塩寮と京都府立医科大学 YMCA橘井寮そ

して日本 YMCA 同盟関西在住主事宅（関西で YMCA に関わっている人が住んでいる場所）の三

者が集まり、交流を主要な目的として毎年自らが企画し行っているプログラムである。 

 2018 年度に関しては、京都は舞鶴市にある舞鶴引揚記念館を寮生らで訪れた。舞鶴とは、第二

次世界大戦後シベリアに抑留された人々が引き揚げてくる港として 13 年間その役目を果たした

地であり、戦争の悲惨さや平和の尊さを訴える地として上記の記念館が建てられている。そこで

は、シベリアでの厳しい生活の様子や抑留中の日本の家族とのやり取り等が展示されており、戦

争や平和について非常に考えさせられる内容であった。このように寮生の関心のある場所に有志

で行けるということは私たち地塩寮ならではのことではないかと思っている。（※橘井寮と主事宅と

呼ばれる建物は、地塩寮と同じ敷地内にひっそりと立っています。） 
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NSCF ( North Student Christian Federation )  

 毎年北海道大学 YMCA 汝羊寮（じょようりょう）と東北大学 YMCA 渓水寮(けいすいりょう)が毎

年行っているプログラム。どちらかの寮に集まって各々の寮の現状や問題点を話し合ったり聖研

等をして交流します。2019 年度は田代島という猫がたくさんいるところに行きました。 

 

冬ゼミ  

 2 月半ばごろ、北海道 YMCA 汝羊寮・東北大学 YMCA 渓水寮と合同で行うプログラムです。

北海道と宮城、隔年で開催地が変わります。2017 年度は北海道開催でアイヌ資料館や北海道

庁、札幌雪祭りなどに行きました。各寮の現状について話し合いや朝の聖書の輪読会なども行い

ました。真面目に楽しく他寮生と一緒に活動しませんか。 

   

日韓交流プログラム  

 日韓交流プログラムは、２月の半ばに行われる日本と韓国の学生 YMCA の交流を目的とした

プログラムです。 

 2018 年度は韓国での開催だったため飛行機で乗り込んで参りましたが、現地の人のフレンドリ

ーさに驚かされました！また、共に社会問題について学んでいる最中に時折見せる彼らの政治に

対する鋭い洞察には学ばされることがたくさんありました。国際関係が悪化してい 

る今だからこそ、実際に会って議論を戦わせることは得難い経験になるでしょう。 

 

インドスタディ・キャンプ  

 南インドの SCM（＝Student Christian Movement の略。学生 YMCA に相当する。）やボーイズ

ホームを拠点にフィールドワークを行い、草の根の取り組みについて学ぶ。例年、２月～３月の 

20 日間ぐらいの日程となっている。インドでは初夏なので、寒さが苦手な人はこの時期京都から

エスケープできる。毎晩聖書研究があり、キャンパー（参加者）同士の深い意見交換が行われるの

が、学生 YMCA プログラム特有の醍醐味かもしれない。参加者の中にはインドで何かを掴んだ

り、掴まなかったりして帰ってくる人がいたりする。インドの方が京都より過ごし易かったのが一番

の驚きだったわー。あと、カレー美味しいよ。この他にも寮生は自分で YMCA プログラムを企画

することが可能で、条件を満たせば地塩寮や YMCA から補助金が出ます。ぜひあなたも寮生と

一緒にいろんな人と話したりしてみませんか。 
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性という視点からの寮生活 

矢口 陽二 

 

みなさんこんばんは。こちら「性」という視点からの寮生活、のコーナーです。なんでこんなペー

ジを私が書くことになったのか。地塩寮は入寮選考の受験者の性別は不問で、実際に私が経験し

たここ数年の入寮選考については、性別で合否が分けられたということはありません。よって多様

な性の人が入寮選考に合格し、寮生になりうるわけです。性の在り方も、意見も様々な人が暮らす

わけですから、寮生同士意見がぶつかり合うこともあります。そうした対立が生じることがあるこ

と、そうした対立や、現状存在する性に関する制度上・設備上の問題について、寮例会(自治のペ

ージ参照)等で話し合っているということ、あるいはそもそも地塩寮の設備がどのようなものでどの

ように運用されているのか、をこの場を借りて共有するのは、有意義であるように思います。寮自

治についてのイメージを掴んでもらう上でも、地塩寮に入るのかどうかを検討してもらう上でも。 

 

どんな設備があるのか、という話から始めましょう。まずはシャワー室とトイレについて、寮の 1

階にはシャワー室が 3 室あり、また 1〜4階の各階にはトイレがあります。トイレは 1階に小便器

があるのを除くと、現在使用されているのは全て洋式便器で、1階に一つ、2〜4階に三つありま

す。これらのシャワー室、トイレには、性別による使い分けがありません。「男子トイレ」、「女子トイ

レ」、「男子シャワー室」、「女子シャワー室」といったものがないのです(ただし、会館横のトイレは

男女の別が存在する)。大抵の寮生はそういうことを気にせずにシャワー室、トイレを使っているの

ではないか、というのが私の肌感覚です。みなさんが目にし、使ってきたトイレ、シャワー室がどの

ようなものなのかわからないので、どんな反応をされるのか、私としては気になるところです。特段

気にならない、という人もいれば「変わってるな」と思う人もいるかもしれませんね(私、実は 2 年前

の入選パンフレットでもこのページを担当したのですが、その時も反応は気になっていました)。ひ

ょっとすると「先進的だ」という感想を抱く人がいるかもしれません。しかし、寮の歴史を見れば、事

態はそれほど単純でもなさそうだ、というのが私見です。本筋から外れるように感じられるかもしれ

ませんが、きちんと後で回収するので、お時間が許せば、矢口調べの地塩寮小史にお付き合いく

ださい。 

 

唐突ですが、地塩寮は 1980 年代後半まで男子寮でした。よって、寮内に男子寮生しか存在し

ない前提で、寮の設備が作られていたのでしょう。1986 年に初の女子寮生を受け入れる時も「女

子トイレ」を設置するといった設備改修を施すことなく、当初の設備をそのまま利用したのだと思わ

れます。結果「先進的な試み」となったのかもしれませんが、「狙ってやったのだ」というのは言い

過ぎのような気がします。続いて現在あるシャワー室ですが、2000 年代前半まではどうもなかった
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ようです。使われずに放置されていた浴槽と、申し訳程度の蛇口があっただけなのだとか。2000

年代前半に改修工事が行われ、現在の三つのシャワー室が作られたようです。工事を請け負った

業者が、シャワー室を男女別に分けようとしたのを、必死に止めさせた、という記述が 2003 年度

の入選パンフレットにあります。「男女の区別を設けられることに対する抵抗感」や「混雑時に使え

るシャワーが減ってしまうのは困る」といった率直な感想がつづられていました。「男子ばかりシャ

ワー室が空くのを待っているが、女子シャワー室が使えないがために、待ち時間が伸びてしまう」

というような事態を指しているのだと思います。先日、某寮生が寮のトイレに関して同じようなこと

を言っているのを聞きました。それと空港の女子トイレが出発前の人でいつも混んでいるのが嫌な

のだとか。もっと個室トイレの絶対数を増やすか、自分も男子トイレを使えるようにするか、性別で

トイレを分けず、空いている個室のトイレを効率よく利用できるようにして欲しいのだとか。男子トイ

レ／女子トイレという区別が設定されることによって、地塩寮で空港みたいな思いをするのが嫌な

のだとか。おっと、危ない。洗濯機の話を忘れていましたね。地塩寮には、洗濯機が 1階に三つあ

り、シャワー室やトイレ同様に、寮生皆の共用物となっていることも付記しておきます。 

 

設備の話もそこそこに、性に関する話と自治との関りについて話しましょう。このように見てもら

うとわかるかもしれませんが、設備改修が面倒だということと性別に応じて設備の利用を制限され

るのは居心地が悪い、不便だ、ということが複合的に重なって現在のようなシャワー室、トイレの

利用が定着した、というのが実際のところなのだと思います。ただ注意が必要なのは、これは入選

パンフレットという公的な場で表明されてきた寮内マジョリティの地塩寮史だということです。「お前

もそうしたマジョリティの地塩寮を、保守的な立場から温存することに加担しているのではないか」

と問われれば「否、断じて否」とは言えませんね。個々人のレベルでは、そうした寮の設備に何が

しか不満のある人もいた／いるかもしれません。また本コーナーでは取り上げていない事象に対

する不満もあるかもしれません。でもそういった不満は、寮例会や入選パンフレットで公的に表明

されない限り、議論されないし、寮の歴史には残りません。原則的には「言われないとわからない

ので、寮例会で表明してください。議論しましょう」というのが、寮自治なのでしょう。原則的には。 

 

一昨年、地塩寮では設備改修の話が持ち上がっており、当時学生理事(仕事のページ参照)だ

った矢口は某 OP の理事から性に関する設備の改修について以下のような注意を受けました。

「こういうマイノリティが絡むような問題は、発言しづらくなっている寮生がいないか気を配る必要が

あるし、発言しづらい人の意見をすくい上げる仕組みが必要だ」と。正直、耳の痛い話でした。地

塩寮の寮例会では、寮生なら誰でも議題を出すことができるし、全会一致を原則とするので、寮生

皆が議題に対して拒否権を持っているわけです。では、全会一致制であれば、寮生全員が平等に

意思決定に関与できるのか。そうではないのかもしれないのではないか、という問いを突き付けら

れたわけです。 
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もっとも、これは何も地塩寮に限った問題ではないでしょう。「民主主義は社会への参加の平等

をある種前提としている面があるが、参加の平等を前提としてよいのかどうかは怪しい」という問

題です。卑近な例では一票の格差を挙げることができるかもしれません。しかしここで話したいの

はそういう定数の増減や選挙区の引き直しによって技術的に解決可能なことではありません。 

 

例として、ある日知人と話していた生理のことを挙げてみましょう。社会には生理のある人と無

い人がいて、生理のある人の中でも、生理の重い人と軽い人がいると。生理用品を購入するのに

追加的な費用がかかる人もいるし、PMSや月経困難症で日常生活を送ることが困難な人もいる

と。他方で、そういうことを念頭に置いていないか、十分に考慮されていないような制度――例え

ば学校の皆勤賞なんかどうでしょう――や職種――例えばスポーツカメラマンなんかはそうかもし

れません――が沢山あると。これはどうなんだろう。しかもそのように参加の平等が妨げられてい

ることに対して、異議を申し立てにくい、そもそも生理の話がしにくい。そんな話をその知人とはし

ました。あくまで一例ですから、生理と同様に検討しないといけないことは山積みなんでしょうが。 

 

話が大きくなりすぎたので、ひとまず便宜的に地塩寮の話の枠に押し込めましょう。先ほどの話

をこのコーナーの文脈を踏まえて総合すると「社会は生理の無い人を中心に作られていて、生理

によって生じる社会参加の不平等は不可視化されるか、不当に小さく見積もられている可能性が

ある」と言えるでしょう。で、それは地塩寮でも起こっているかもしれない。でも、ここで先ほどの問

題に戻るわけです。「寮例会では話しづらい」。かもしれない、と。ひょっとすると、今までの私の話

は全部私と某 OP の理事の考えすぎで、寮生はみんな言い出しにくいことがなく、誰も我慢するこ

となく暮らしているかもしれません。でもここではあえて「かもしれない運転」を貫きます。仮に誰一

人我慢することなく暮らしていたとしても、「かもしれない」と考えるのをやめるのは、これから新入

寮生を受け入れる立場として不健全というものでしょう。「あなたは新入寮生だから不満を感じてい

るかもしれないが、ここに住んで長い私たちはあまり不満を感じていない。寮の平穏に波風を立て

るようなことはやめてくれ」という話にもなりかねません。 

 

では「寮例会では話しづらい」かもしれない人に対してどうすればいいのか。正直寮としての見

解はおろか、私個人のレベルでも答えは出ていません。他人に勧められるままに、マイノリティで

ある等の理由で、寮例会に議題を出しづらい場合に、匿名で他人を発題者に指名して議題を出せ

る「目安箱」的な制度を創設してみました。これはこれで「シャワー室に生理用品を流している人が

いて、掃除の時間の度に自分が掃除をしている」という書き込みがあり、問題が明るみになると同

時に、生理用品用のダストボックスを設置するという小さいながらも成果を上げました。が一方で

「自転車の空気入れ購入」の議題をこの枠組みでやって欲しいという書き込みがあり、対応に苦慮
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するということもありました。何をこの枠組みでやるのか、きちんと基準を共有しないとうまくいくも

のもうまくいかないですね。 

 

それに「需要はあるのにうまく吸い上げられない」という問題もあります。この前、私が自分のベ

ッドのシーツを血で汚してしまい、掃除のために薬局でオキシドールを買ってきました。「経血でシ

ーツを真っ赤にしてしまったらオキシドール」みたいな話は前々から知ってはいたので。H₂O₂ が血

中のカタラーゼを触媒として反応し、異物を除去するのだとか。でもオキシドール、近くの薬局では

1本 500mlで売っていたんです。到底自分で使いきれる量ではないので、寮日誌にその旨記入し

て、食堂の救急箱に入れておきました。これが一部の寮生からまあまあ喜ばれた、というのがあり

ました。以前「生理用品を雑費で購入してはどうか」という話が出た時に「自分が好きなものが買え

るかどうかわからないので気乗りしない」という話を聞いたことがあり、あまり寮生は前向きではな

いのかなあ、と邪推していたわけですが、寮にしてほしいことがないわけでもない、ようです。と、

書いたところで、オキシドールが雑費で購入できるようにする議題を寮例会に上げるという宣言を

誰かにしたのを思い出しました。今からでは間に合わない、来月にしようっと。 

 

後半、手前味噌な話を続けてしまいましたね。入寮からそこそこ年数のある人が「私は今までこ

んなことをやったんだ」という話をするのは、たとえ事実の積み上げであっても、老害ムーブになり

かねません。自戒も込めて、皆さん気をつけましょう。とまあこんな感じで具体例がぞろぞろ上がっ

たところで、この話も締めたいと思います。今までお付き合いいただきありがとうございました。「や

り方が下手。自分なら矢口、お前よりうまくできる」という方に是非とも入寮していただきたい。正直

なところ、この手の話って「制度として形にするまでの流れがだるい」と言って、途中で投げてしまう

か、興味関心があまりない、という人が多いのです。それで 2 年越しにお鉢が回ってきたというの

もありまして。2 年前よりましな記事を書く機会、成長を表現する機会を与えられた、という意味で

はありがたい。ですが、そろそろ誰かがこの席から私を追い出してくれないと、私が寮にいる間の

一過性の試みに終わりそうだなあ(また老害ムーブしてるよ、この人)、と危惧する今日この頃で

す。 
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https://www.kenei-pharm.com/medical/countermeasure/feature/11.php, Last Access: 2021-10-05. 
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---2003, 設備改修を通じて見えてきた男女の問題, 『2003 年度入選パンフ』より. 

中村, 衣里, 2021, トイレに“男女”の区別がなくなったら？国際基督教大学にできた「オールジェンダート
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https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoyODA5MX0=&detailFlg=0&pN

o=1, Last Access: 2021-10-05. 
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整理表（2022年度 地塩寮入寮選考）

●この「整理票」を、作文と一緒に 3月12日（土）お昼12時まで に提出してください。詳細はパンフ
レットを参照してください（ 手書きの場合は、必ず青か黒のボールペンでの記入をお願いします。 
） 
入寮選考事務の為に、以下の項目を記入してください。なお、記入していただいた内容は入寮選
考以外の目的には使用しません。 
 氏名：　　　　　　　　　　　　　　年齢： 　　　　   
大学・所属先・学年(4月時点)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
 携帯電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　   
メールアドレス： 　　　　　　　　　　　　　　　　  
入寮選考当日の連絡先：　メール / 携帯電話 / その他  　  

●下のA、Bの中から面接の希望時間帯を選んで下の欄に記入して下さい。  
A：9:00~12:00　B：13:00~16:00　C：17:00~20:00
第 1 希望（　　）　第 2 希望（　　） 
特に希望する時間帯がある方は、右欄にご記入ください。(  　　　      )
※当日の進行状況により面接時間が遅れる場合がございます。ご了承下さい。

※面接を受けられなくなった場合はできるだけ早く地塩寮（075－751－9744）までご連絡下さい。

 
 



以下の５つの質問 は選考の上で大切な質問ですので必ず答えるようにして下さい！  

 

１. 地塩寮を知ったきっかけは何ですか？  

 

２. 寮に何年住むつもりですか？その理由も含めて教えてください。  

  

３．地塩寮は第何志望ですか？また、地塩寮の他に希望・検討している住居があれば教えて

ください。  

  

 

４．地塩寮を選んだ理由はなんですか？３の質問で他の学生寮を挙げた方は、地塩寮がそ

の順位である理由も教えて下さい。できるだけ詳しく書いてください。 

 

 

５．地塩寮入寮に伴う義務として、京都大学 YMCA（京大 Y）に入会してくれますか？   

 

 

以下の質問は寮生が「あなた」を知りたくて聞いてみたい質問です。気軽に答えてください。  

６．入寮後、キリスト教とどのように関わりますか?  

 

 

７．入寮後、YMCA の活動とどのように関わりますか？ 

 

 

８．大学生活を、どんな活動を中心にして送りたいと考えていますか?  

  

 

９．あなたはどのようなサークル、部活動に入っていましたか、また、入ろうと思っていますか?

理由も含めて教えてください  

 

 

１０．今までの人生で、「頑張ってきたな」と思えることは何ですか?  

  

 

 

 



１１．パンフレットで気に入ったページはどれですか?その理由は何ですか?  

 

１２.地塩寮では原則寮生一人一つの役職に就きますが、就いてみたい役職はあります

か？  

 

 

１３．この寮で異性と共同生活するにあたって、重要な要素は何だと思いますか。 

 

 

１４．共同生活を送るにあたって、自分がどうしても許せないだろうなということを教えてくだ 

さい。 

 

１５．あなたの人生観を変えた出来事は何かありますか、ある場合はそれはどのように影 

   響しましたか。 

  

  

１６．あなたは寮のどんなことに興味がありますか。 

 

 

１７．パンフなどを読んで、自治についてどのようなイメージをもちましたか、これまでのイメー

ジと比べてどうでしたか。 

 

１８．あなたの短所、長所は何ですか。  

 

 

１９．部活・学校などの集団生活で失敗したこと、そこから得た反省などはありますか？ 

 

 

２０.19 の質問を踏まえ、具体的に行っている・心がけていることはありますか？  

 

 

２１．あなたの座右の銘がありますか？また、それが具体的な生活と関わっていたら教えてく

ださい。 
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☆⾃由記述欄☆ 
あなたを精⼀杯アピールして下さい！ 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
お疲れ様でした。面接は 20 人前後の寮生の前で緊張するかと思いますが、（寮生も緊張している

ので怖く見えるかもしれませんが、）リラックスして質問に答えていただければと思います。それで

は、当日寮でお会いしましょう！ 

 
その他、特記すべき事項があれば記入してください 

 
 
 
 
 

 



入寮選考の流れ 

 

入寮選考委員長 

こんにちは、入寮選考委員長です。ここでは入寮選考の一連の流れを説明します。入寮を考

えている方は必読ですよ! 

入寮選考は、「整理表」「作文」、そして「面接」によって行われます。 

 

1.整理表と作文を書く 

・どちらも必須です。 

・電子メールでの提出を推奨します。(手書きの場合は黒のボールペンで見やすくご記入くだ

さい。) 

・整理表は HP 上からダウンロードできます。パンフレット中央にも挟まっています。 

・面接時間や合否をお伝えするため、確実に連絡の取れるメールアドレス、電話番号の記入

をよろしくお願いします。 

・作文テーマは「私の相棒」です。パンフレット内に寮生が書いた「作文解題」が載っています

が、参考にしていただいても、そうでなくても構いません。ご自由にお書きください。 

※提出していただいた整理表・作文の個人情報は、入寮選考以外の目的には使用せず、入 

寮選考後はすべて廃棄します。 

 

2.整理表と作文を提出する 

提出期限:2022 年 3 月 12 日(土) 12:00 必着 

提出方法 

① E メールで送る[推奨] 

宛先→ chiendenyusen@gmail.com 

件名は「入寮選考 応募 ○○(氏名)」でお願いします。 

② 郵送する 

宛先: 

〒606-8302 

京都市左京区吉田牛ノ宮町 21 

京都大学 YMCA 地塩寮 

③ 寮に直接持ってくる 

 

 

・時間に余裕をもって提出してください。締め切りを過ぎた場合は受け付けられません。 

・応募者多数の場合、整理表と作文をもとに一次選抜を行い、面接にお呼びする方を決定し

ます。 

・提出が確認できた方には受付確認のメールを送ります。提出したにもかかわらず 3 月 12 日

(土)13:00 までに受付確認のメールが来ない場合は、お手数ですが、14:00 までに寮の電話

(075-751-9744)までご連絡ください。(chiendenyusen@gmail.com)を受信できるように設定して

おいてください。 

 

結果にかかわらず、3 月 12 日(土)16:00 より順次ご連絡します。一次選抜を通過した方には、

面接時間をお伝えします。 

 

 

3.面接を受ける 

 



3 月 13 日(日)9:00~20:00 の間いずれか 30分間、地塩寮で行われる面接を受けていただき 

ます。新型コロナ感染症感染防止のため、12 日、13 日の宿泊は受け付けておりません。 

 

4.結果を確認する 

3 月 14 日(月)15:00 より順次合否結果をご連絡します。16:00 を過ぎても連絡がない場合は、

お手数ですが寮にお問い合わせください。(地塩寮:075-751-9744) 

※合格通知を受けたその瞬間から、寮にて部屋を選び、入居できます。それぞれの部屋の壁

紙、床は微差があり、部屋選びは先着順のため、早めに決められることを推奨します。 

※応募したのちに入寮の意思がなくなった場合は、直ちに地塩寮までご連絡ください。 

※入寮選考についての質問等は、 

E メール( chiendenyusen@gmail.com) または、 

電話(075-751-9744)で対応します。 

※入寮選考の倍率は年によって異なりますが、例年 1倍を下回ることはありません。また、今

年の入寮選考の倍率はお答えできません。ご了承ください。 
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大学院生（修士課程）について 

すずアリス 

 こんにちは。このページをご覧の皆様は、院生に興味がある、もしくは院生が地塩寮に住めるか

気になるという方だと思います。まず、後者の方に向けてですが、「住めるし、なんなら今結構いる」

という回答を最初にしておきます。ちなみに寮から桂キャンパス、宇治キャンパスに通っている学

生もいます。安心して応募してきてね。 

 次は前者の方に向けて、快適な大学院生活を送るために重要な考え方を 5 つ紹介します。 

1.研究は勉強とココが違う 

 院生は自身の「研究」に時間と労力をかなり割くことになります。ここで研究とは、既知のモノゴト

に対して、自らの創意工夫によって得ることができた新しい発見や知見を付け加えることです。例

えば、人文科学だったら今まで言語化されていないこと、自然科学だったら数式化やデータ化され

ていないこと、工学だったら現実化・実装化されていないこと、といったことが対象になるでしょう。 

 対して、大学受験の際や学部生で一般教養や専門といった形で学んだことを、「勉強」と呼ぶと

すれば、それは多くの場合、これまで誰かが調べてまとめ上げた成果を学習することです。言い換

えれば、誰かの「研究」の積み重ねを追体験することに他なりません。 

 とすれば、「研究」とは自分一人で完結する営みでは決してなく、今後それを踏まえてさらなる「研

究」が連なっていったり、また、その一連を見知らぬ誰かが将来「勉強」するものであると言えます。

その意識が必要です。 

2.既知をきちんと知ろう 

 発見のどこが新しいのかを説明するためには、既知のモノゴトのアレコレをしっかり把握できてい

ないといけません。そのため「研究のための勉強」が必要不可欠です。方法としては既往研究に

対する文献調査が多いでしょう。英語の論文を瞬時に訳す能力が輝きます。 

3.指導教官に頼りすぎないで 

 指導教官はあくまで、研究の進め方や、課題の立て方、論文の構成の助言をくれる存在です。

自分の研究は自分の判断や裁量で進めて、オリジナリティを出していきましょう。 

4.研究活動は夜ふかし厳禁 
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 文献調査や、実験、実習、プログラミング、論文制作…、研究活動の中身は様々ですが、決して

24 時を超えて行ってはいけません。睡眠不足で身体が疲労している際の研究活動は、事故や大

バカミスを誘います。頭を使う作業は午前中に始めて夕方までにやっつけましょう。 

5.1〜4 を完璧に出来る院生なんてほぼいないので安心する 

  This is the truth. 

 これまで偉そうなこと言っておきながら、正直私は、研究と勉強なんてどっちも超難しくてよく分か

らないし、英語文献はとりあえず翻訳サイトにぶち込むし、意見聞きすぎて自分の研究なのか准

教授の研究なのか分からなくなるし、徹夜でゼミ資料作ることも多々ある、そんな院生です。周りも

塩梅は異なりますが概ねそんな感じです。  

 ですので、1〜4 まで読んで「院生しんどそう」と思っている方も、是非安心して入ってきてください。

逆に「院生めっちゃ頑張りたい」って思っている方は、是非 1〜4 を大事に取り組んでみて下さい。 

 本気で学問を極めに来た人も、流れで入った人も、途中でやる気を出した人も、他のことに興味

がある人も、適度に受け入れてくれる(解放してくれるかは別…？)のが大学院です。 

大学院生について(博士) 

じゃんじゃん 

 

同じ年に生まれた人のうち 2人に 1人が大学に進学し、そのうち 10人に 1人が大学院に進学

し、そのうち 6人に 1人が博士課程に進学するとされています。そのため博士課程に進学する人

は 120人のうち 1人です。 

地塩寮にはそんな博士課程の学生が少ないですが所属している時が多いです。朝の 9 時から

夜の 9 時まで研究室生活の人もいるし、コアタイム(研究室にいなくてはいけない時間)などまった

くないという人とか、よく出張で別の研究施設に行ったりする人とか様々です。このようにケースバ

イケースではあるのですが、寮の仕事自体は非常に頭を使ったり時間を大幅に取られたりするこ

とは基本的にないので、研究と寮の仕事の両立については忙しい研究室でも問題ないと思いま

す。実際、博士課程で理事職(詳しくは仕事のページにて)を務めた方もいます。ですので、博士課

程だからといって遠慮することなく、ぜひ興味があれば見学に来て、面接に参加していただけたら

嬉しいです。 

博士課程の貴方に会えるのを楽しみにしております。 
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他大生について 

真鯛 

 

地塩寮には京大生でなくても応募することができる。京都大学「YMCA」と名前に入ってはいるが、

クリスチャンでなくても入寮できる。また、大学生でなくても「どこかの大学に何らかの形で属してい

る」人であれば入寮選考の対象となる。現在は京都府立医大の学生が 1名住んでいる。過去には

同志社の学生もいた。他大生として寮に入っていてよかったことは、帰ったら誰か人がいることと、

大学内での人間関係を越えた（ただし寮ならではのしがらみもある）繋がりができることである。お

いしい寮食と、猫がいるのも嬉しいポイント。一方で、寮内の公式行事（寮例会、理事会、入寮選

考等）は基本的に全員出席で、その日程は京大、とくに学部生の授業、定期試験、入学試験に合

わせて決めることが多い。また入寮後は全員なんらかの寮自治に関わる仕事をすることになるの

で、京大生以外または院生の人などで入寮を考えている方、授業や部活、研究等で忙しくなること

が予想される方はこれらの点を一度検討することをお勧めする。 

 

～～～ 

以下、ある他大生寮生 M（京都府立医大 6回生）の実習がある日の例。朝 7時半に起床。洗面所

で顔を洗っていると同じ階に住む寮生Ａも入って来る。「おはよー」と言う。食堂まで下りている時

間がないので自室でライフ（スーパー）の値引きされたパンとインスタントスープを朝ご飯にする。8

時 10 分、行ってきます。大学は寮から自転車で 5 分と近い。荒神橋がもっと北にあったら、寮から

一直線でもっと早く着くんだけどな。病院ローソンの下にあるロッカーでスクラブに着替えて医局に

集合。授業を受けたり、カンファを聞いたり、患者さんのところに行ったり、手術に入ったり。実習の

合間には講義室で久しぶりに会う他のポリクリ班の友達と話したり、勉強したりする。実習が始ま

るとポリクリ班の同じメンバーとしか会わないので、こういう機会が貴重なのだ。お昼は生協の学

食（これはどの大学も似たメニューとクオリティ）で食べる。実習はだいたい 16 時か 17時に終わり、

そのあとは図書館で自習する。6 回生になって、同級生が勉強に身を入れだしているのを見て少

し焦り始めたのだ。20 時に帰寮。その前にライフに寄って、値引きされたパンやお惣菜を買う。こ

の時間帯は仕事帰りのサラリーマンや学生が多くお惣菜売り場は混雑する。余裕がある時は自炊

用に野菜やお肉を買う。寮の食堂に入ると何人かの寮生がご飯を食べたり、ゲームをしたりしてい

る。厨房で買ってきたご飯を温める。寮で購読する 4 紙の新聞をチラ見したり寮生と近況を話し合

ったり馬鹿話したりしながらご飯を食べるのが密かな楽しみである。自室に帰り、本を読んだりネッ

トフリックスで海外ドラマを見たりする。最近はシカゴ・メッドという医療系ドラマが面白い。23 時半、

シャワーを浴び、寝る前に 1日の復習をして、畳ベッドに入る。おやすみなさい。 

～～～ 
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留学生について 

 

注: 2021 年度現在、留学生の寮生は居住していません。ここでは、卒寮生 J.Z.さんの 2018 年

度当時の声を紹介します。 

初めまして、C 国から来た留学生 Z です。「自治のページ」を読んでもらったら分かると思います

が、地塩寮は自治寮であり、留学生も例外なく何らかの役職につくことになります。例会で意見を

交換したり仕事で寮外の人と接することがあるので日本語が話せることが望ましいですね。私の

場合は図書係をやっています、年間決まった図書費予算から共有の本や雑誌を購読するのが仕

事です 
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聖書研究会 

ハッとして聖研 

 

地塩寮では月に一回、「聖書研究会」を行っています。昨年度は全てオンラインで行っていまし

たが、今年度 5 月から対面での聖書研究会が復活し、寮一階の食堂で楽しくやっております。 

「聖書」の「研究会」というと、何やら一見さんお断りのような雰囲気を感じてしまうかもしれませ

んが、そんなことはありません。ほとんどの参加者は聖書に関しては素人ですし、なんといっても

今現在寮にはクリスチャンが一人もいないのですから。ただ、聖書の文言は平易に見えて実はこ

んな歴史的な背景が…ということがあり、そんなのわからないよ〜うわ〜助けてくれ〜、となること

もしばしば。 

そんな時に心強い支えとなってくださるのが、日本ナザレン教団・花園教会の主任牧師をしてお

られる篠澤先生です。毎月、聖書研究会の日になると、教会周辺の細くうねった道を（本当に細い

んですよ、これが。）車幅の広いダイハツ・ロッキーを華麗に乗り回して地塩寮までお越しになり、

そのままの繊細なハンドル捌きで、聖書理解の手助けをしてくださいます。篠澤先生の揺れの少

ない静かな運転のおかげで、快適に聖書研究ができるというわけです。 

少し前置きが長くなってしまいました。じゃあここらで、イカれた段取りを紹介するぜ！ 

 

1. 賛美歌を歌う（誰だ甲本ヒロトの真似をしてるのは！？） 

2. お祈り 

3. アイスブレイク（お題が「最近どう？」みたいな感じのものばかりになってしまって、マンネリ気味

で困ってます。誰か助けて…） 

4. 発題箇所について議論（聖書の一部を順番に音読した後、思うところを話し合います。） 

5. 賛美歌を歌う （あの人また玉置浩二の真似してる…） 

6. 主の祈り （聖書の「主の祈り」を音読します。） 

 

「おっ、これなら自分にもできそうだな」と思ったあなた、焦ってはいけない。確かに聖書研究会

では案外と卑近な話題の方が盛り上がったり、またジャンキーなお菓子とコーラを楽しみながら談

笑していたりしますが、生半可な覚悟で参加できると思ってはいけません。聖書研究の王と謳わ

れたある先輩いわく、「聖書研究の頂に至る道は狭く、遠く険しい」。それはいわば世人の目を避

けるための仮の姿であって、本来聖書研究会は火花散る真剣勝負の場所なのです。そこのところ

を勘違いしないように。 
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ですがここまで読んでくれたあなたは、もう聖書研究会の道に片足を踏み入れてしまったも同然

です。「入るは易し、出るは難し聖研の道」。これは今考えた名言っぽい言葉です。聖書研究会は

あなたの参加をお待ちしています。 

 

寮生活について① 

マツポックル 

 

寮生活といっても人それぞれ。部活やバイトに忙しい人、寮で多くの時間を過ごす人、早起きな

人、夜行性な人などなど十人十色です。ここでは講義と食事をメインにゆるっと過ごす 3回生の私

の生活を紹介します。少しでも参考になれば嬉しいです。 

 

・朝 8 時ごろ 起床 

洗濯物と朝食の材料を持って一階の食堂へ。洗濯は大体 40 分かかるので朝食の前に洗濯を開

始するのがベター。朝の食堂は 7時台は早起き勢の寮生が何人もいるけど、8 時以降はまばらに

しかいないんですよね。ちょっとさみしいなと思いながら食パンをもぐもぐします。朝食のお供は人

によってそれぞれで、新聞（4 種類取ってるよ！）だったり、テレビだったり。私のお気に入りはドラ

マ「きのう何食べた？」です。見てみてね。 

 

・10 時半〜 授業 

最近はずっとオンラインなので部屋で授業を受けます。ベッドでごろんとしながら授業…なんてこと

しませんよ。寝ちゃうのでね。 

・12 時 昼食 

私はほぼ学食を利用しない民なので、お昼も自炊します。大体スパゲッティとかチャーハンとか簡

単な物ですけどね。1 時間で作って食べるので少し忙しいけど、寮生と会話できる時間でもあるの

で食堂で食べるのが楽しいです。 

・13 時過ぎ〜 授業 

今期は 3〜5限がかなり埋まっているので午後も頑張ります。 

・18 時半 夕飯 

冷蔵庫の食材と相談して夕飯を作ります。やる気が出ない日は寮父の小坂さんの寮食をいただき

ます。ご飯を作ろうと思って食堂に降りたはいいものの寮食があまりに魅力的なので作るのを放

棄してしまうこともしばしば。 

 個人的に、厨房で料理している時に 1番寮生とコミュニケーションとってるなと思います。美味し

そうだね。何作ってるの？から始まる会話、日常の些細な発見とかちょっとした悩みとか、そんな
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他愛のない話をできるのが嬉しいです。あと他の寮生が作っているご飯ってすごく美味しそうに見

えるんですよね。次はあれ食べよう、これ作ろうとレパートリーが広がるのもありがたいです。 

・21 時ごろ 

21 時〜22 時台にシャワーを済ませます（23 時以降はシャワー室が混むのです）。シャワー後はダ

ラダラと YouTubeを見たり漫画を読んだり、ちょっと勉強したりします。 

・23 時半 就寝 

23 時を目安にお布団に入って寝ます。寝ようと思ってもすぐには寝れないのが悩みです。 

 

こうして 1日が終わります。なんて特徴のない生活でしょうか…！でも案外これがいいんです。

みなさんも自分に合う寮生活を見つけてみてくださいね〜。 

 

寮生活について② 

(株)コイリン 

学期中のある１日 

 

7:00~8:00 起床 

 朝食 30 分。食べるのが非常に遅い 

8:45 授業 

 オンライン授業の場合は附属図書館に行くこともある 

15:00 課題 

 YouTubeのおかげで時間が溶けるときもある 

18:30 部活 

 バスケ部は週 4 である 

21:00 筋トレ 

 理学部棟近くのジムで 

22:30 帰宅 

 シャワー、飯、洗濯 

1:00~2:00 就寝 最低 6 時間は寝たい 

僕は 2回生になるときに入寮しました。寮生活を始めてまだ 1 年も経っていないですが、思いつ

くことを書いていきます。 

最初は色々と苦労しましたが、一通りのことは 1 カ月もすれば慣れました。寮生のみなさんは何

でも親切に教えてくれるので、安心安全の寮生活が送れます。約 30 人の小規模な寮ですが、共
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同生活を強いられるわけではなく、ずっと部屋に籠ることもできます。でも、食堂で飯を食いながら

喋ったり、テレビを見たりする時間も楽しいです。 

平日は勉強・部活・バイトをしていれば勝手に終わっていきます。課題が後回しになることも

多々あります。余談ですが、地塩寮には体育会の部活に入っている人が多いです。驚きました。 

休日は漫画読んだり、料理したり、会館にあるグランドピアノ（音がめちゃ良い）を弾いたり、よそ

で夜中の 3 時まで遊んだりしてます。まあ、なんだかんだ休日も部活とバイトで終わることが多い

です。 

最後に、地塩寮は立地がめちゃくちゃ良いです。目の前にファミマがあって、徒歩 3 分でライフに

行けて、大学は自転車で数分の距離にあります。出町柳駅へも徒歩 10 分ほどで着きます。おか

げさまで、計画性のない行き当たりばったりの生活でもやっていけています。地塩寮は（若干の汚

さはありますが）家賃は安いですし、寮生の皆さんは気さくで話しやすいですし、個人的にはかなり

住みやすいと思いますね。 

 

寮生活について③ 

正木敬之 

 

 ここ最近コロナのせいで街を出かけるときにマスクをしなければならなくなった。だから雨に濡れ

たアスファルトのにおい、知らない家で夕方に作られるご飯のにおいなど、様々なにおいを感じる

ことが少なくなった。しかし地塩寮にはにおいがある。寮内ではマスクを外すときもあるからにおい

が分かる。僕はこれが幸せでたまらない。 

 朝起きる。といっても長期休暇中は早くても起きるのが 11 時で、今日は学校に行く用事があるか

ら早く起きないといけなかった。学校に行こうと食堂の前を通ると早起きした寮生の朝ご飯のにお

いがする。これはおばあちゃんの家に泊まった翌朝、いつもより少しだけ豪華な朝ご飯を出しても

らったときのにおい。そして寮の玄関を出ると前庭に生えた様々な草木のにおいがする。これは毎

日毎日頑張ったのに試合に出ることができず何時間もベンチで声を出し続けた、中学校の部活遠

征に出かける朝のにおい。 

 学校から帰ってくる。お昼の時もあれば夕方の時もあるが今日は用事が長く、夕方に帰ってきた。

前庭からは他の寮生の洗濯物のにおいがする。これはみんなで一緒に住んでいることを実感させ

られる生活のにおい。4 階の部屋に上がる前に通る食堂からは寮食のにおいがする。これは実家

でお母さんがご飯を作りながら家族三人でお父さんの帰りを待つにおい。 

僕はあまり頻繁に食堂へは行かないのだが今日は久しぶりに入ってみよう。寮生がお酒をのん

でいる。テレビを見ている。ご飯のにおいと蚊取り線香のにおい、そして少しだけお酒のにおいが

する。これは将来仕事でつらい時に思い出すだろう青春のにおい。 
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 深夜になった。勉強も寮の仕事もやりたくないし散歩に行こう。前庭に降りると相変わらず大きな

木々から自然のにおいがする。ただ朝と違ってこれは小学校の野外活動で夜に肝試しに出かけ

た時のにおい。食堂ではまだ人が騒いでいる。においではないがこれもつらくなったときに思い返

す楽しい思い出として目に焼き付けておこう。 

 散歩から帰って部屋に戻ってくる。ゴミと本と服が散らかって足の踏み場もない部屋。人が来ると

きはそれなりにきれいにして体裁を保っている部屋。この汚い部屋にいたくないから今日は頑張っ

て活動した。100 人が 100 人皆この部屋のにおいが好きだとは限らないが、僕にはどこよりも落ち

着くにおいがする。明日も何もないし、また昼まで寝ることにしよう。 

 
 

作文解題①    

地塩寮琵琶湖支部 

 

自分にとって相棒と呼べそうなものを考えると人、物ともにいくつか思い浮かんだが、それらにつ

いて考えるとどうしても過去のことについても考えることになり、今の私だとどれをとっても何となく

過去を懐かしむだけの文章になりそうなのでやめておくことにする。せっかく春からの新生活の幕

開けたる入寮選考会なのだから、これから相棒になっていきたい存在について考えようと思う。 

ということで私にとってこれから相棒になりたい存在、それはナマズである。 

私にとって、ナマズはいつでも私の心を和ませ、励ましてくれる大切な存在である。扁平な頭、

小さな目、不思議なひげ、常に半開きになっている口など少し間の抜けた風貌とユーモラスな動き

は私に癒やしを与えてくれるし、その行動は私を和ませ、励ましてくれる。まず、ナマズはよく眠る。

夜行性なので昼間はずっと眠っている。用水路を覗くと藻から尾びれだけ出して眠っている姿をよ

く見かける。背中をちょっとつついたくらいでは起きないほどである。それから、ナマズは大抵の困

難をのらりくらりとかわしてしまう。産卵のために川から水路へ、水路から田んぼへ遡上するときに

少々の段差や堰に行く手を阻まれても、いつの間にか流れの弱いところを見つけて、にょろにょろ

りと乗り越えて行くところを何度も見てきた。このようにナマズには、ピンチでも何かしらの解決策を

見つけ出し窮地を脱する粘り強さ、突破力がある。それから、ナマズのパワーは凄まじい。サギに

襲われたナマズが全力で暴れまわり、サギがたじたじになって逃げていくところを見たことがある。

絶体絶命のピンチで凄まじい力を発揮する、やるときにはやるのがナマズである。 

こうしてみてみると、ナマズからなんだか人間臭さが感じられてこないだろうか。森見登美彦氏

曰く赤ん坊の次によく眠る大学生にとっては、昼間に眠りこけるナマズは親近感満載だし、どこか

憎めない風貌ながらヌルヌルとしたしぶとさに粘り強さ、土壇場での馬鹿力はナマズと人間に共通

するものだろう。もはやある日突然ナマズ科人間がその辺を歩いていても何の違和感もないので
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はないかと思うほどだ。ナマズの人間臭さ故に、ナマズがのらりくらりと困難を乗り越えていく姿に

｢自分も頑張ってりゃなんとかなるんじゃないか｣と幾度も勇気をもらってきたし、いざというときには

自分もナマズみたく火事場の馬鹿力を出せるだろうと信じて踏ん張ってこられた。地元を離れると

きにはきっと大都会京都では地元ほどナマズはいないだろうと思って少々寂しかったが、上京初

日に三条大橋の上から鴨川の水底でぼんやり揺れるナマズを見つけて心底ほっとしたし、何より

琵琶湖が近くなって出会えるナマズの種類が増えたのは嬉しい限りである。これからも京都の地

にあっても、ユーモラスながら逞しいナマズの姿に何度も救われることになるだろう。 

だが現状は私がナマズからの恩恵を享受し、一方的にナマズに依存しているだけに過ぎない。

｢相｣棒というくらいだから、私が一方的に恩恵を享受するだけでは私とナマズの関係は相棒とは

言えないだろう。干上がりそうになっている水たまりから子ナマズたちを救出したり、ヤスを手に潜

っているときに情けをかけて大ナマズを見逃したりしてきたが、この程度では私がナマズから受け

ている恩義に全く応えられていない。 

現在ナマズは希少種ではないが、河川改修や圃場整備のせいで各水域の接続部の障害が大

きくなり、産卵場所である小川や田んぼへの侵入が難しくなっている。実際、三面コンクリート張り

の用水路で、ひれを擦って傷だらけになりながら、高くて垂直な段差のせいで田んぼに上れず立

ち往生しているナマズを何度も目にしてきたし、このような水路はナマズだけでなく様々な水田利

用性の生物に悪影響を与えている。いつの日か、私の手によって、いい農法を見つけるかいい魚

道を開発するかしてこの問題を解決し、ナマズたちが安心して暮らせるような環境を取り戻したい

と思っている。そうすれば、私が一方的にナマズから恩恵を享受するだけではなく、ナマズの方か

らも私のことを必要な存在として認めてもらえるのではないだろうか。そのときこそ私とナマズは真

の相棒となることができるであろう。 

作文解題②  

                                   Q陀露憂 

 

 「相棒」と聞くと何を想起するだろうか。私がまず思いついたのは刑事ドラマの「相棒」である。イ

ンターネットの検索欄に相棒と入力するとドラマのことしか出てこないほどだった。また、電子辞書

でも調べてみると、その語源が出てきた。もとは、上部に一本の棒を通した駕籠や畚（もっこ）の前

後を二人で一緒にかつぐ時の相手のことを言ったそうだ。こういったもの（棒を通した駕籠や畚）を

運ぶには必ず二人いなければ運ぶことはできない。つまりお互いがお互いにとってかけがえのな

い存在なのである。こう考えてみると、「相棒」というのは自分にとってかけがえのない存在、なくて

はならない存在のことだということもできる。こんなことをいうと、え、そんな重たく深いことを書かな

ければいけないの？と思うかもしれないので、逆に私は軽くて薄っぺらいことを書くことにする。 
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 確かに定義から考察した「相棒」は以上のように考えることができるが、自分のなかにある相棒

の定義はおのおのによって異なるだろう。私が思う相棒とは、ずっと自分のそばにあるもの（存在）

である。じゃあ自分の相棒って何かな～と考えながら今の自分の周りを見渡すとこれだ、というも

のが一つある。それは、、、筆箱だ。この筆箱は私が小学校 6 年生の時の誕生日プレゼントとして

もらったものだ。数えてみると使い続けて約 7 年が経過した。もともとはあんなに綺麗だった青色

の塗装は剥げて判明したピンク色の下地、他の部分の黒色の外装が剥げ落ちて見えるようになっ

た糸の編み目、片方の小さいポケットを開くと入っている高校受験時に担任から貰った金色の鉛

筆等、これらを見るとこんなにボロボロになるまで、そしてボロボロになっても尚、私に尽くしてくれ

ているのだと何かしらの健気さを思う。中学進学、高校受験、大学受験を共に乗り越えたこの筆箱

はまさに私の相棒だと言っても過言ではない。周りのみんなは続々と筆箱を変えていく中、私はこ

れを使い続けてきた。なぜ皆はこんなにもすぐ変えているのだろうか、としばしば思うことがあった。

私からしたら相棒と呼べるほど長く使っているのに、、、と。しかし、「私からしたら」そうであるが、

他の人からしたらどうとも思わないものの対象なのかもしれない。こう考えてみると、自分は相棒と

思っていても他の人がそれ（その人）についてどう思っているか、どう捉えているかは分からない。

だから、「相棒」とはまさに、「「私の」相棒」なのである。 

とりあえず最後に言うとしたら、以前も今もそしてこれからも、私の机の左端にはいつもこの筆箱

がある。 

 

作文解題③	 	 	

お市 

	古くさいインターホンを押して、外から声をかける。 

「こんにちわー。左亰役所でーす」 

しばらく待っても返事がないので、もう一度インターホンを押す。 「左亰役所ですけどー。ゾンビ駆

除の件でー」  

 

やはり返事がない。端末で時計を見る。11 時 50 分を指していた。「いなさそうっすね」隣に立つ

島崎くんが口を尖らす。「こっちもわざわざ他の仕事を後回しにしてきたってのに」  
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私は背伸びして柵から少し中を覗いてみたが、人の気配はない。やはり留守にしているようだ。  

「しかたない、一旦役場に帰って昼食にしよう。午後もう一度尋ねるとするか」 私は胸元のポケット

からメモ帳を取り出して『清水氏宅午後訪問』と記入し、役所の連絡 先が書かれた不在時用の紙

をポストに入れ、踵を返した。島崎くんはへーい、と気の抜けた  

返事をしてついてくる。役所の白いバンに乗り込むと、ドアを閉めながら島崎くんが言った。  

「これだからオレ、宇宙人嫌いなんすよね。ヒトは食べるし、向こうから電話かけてきたくせにすっ

ぽかすし」  

私はキーを回してエンジンをかける。島崎くんは律儀にシートベルトを着ける。 「まあ、異星人が

来る前から、市民のみなさまは神様だったけど」  

私は苦笑する。生ぬるいクーラーの風がカビ臭い。ドリンクホルダーから飲みかけの缶コーヒーを

取って呷る。 

「それってまだヒトしかいなかった頃の話っすか?いや今より絶対そっちの方がマシっしょ」  

もう 5 年になる。ある日気がついたときには異星人がいた。町も、学校も、職場も、テレビの中も、

異星人だらけだった。異星人はみな動物のような顔をしており、直立二足歩行をする。地球人と変

わらない服を着ている。日本語をしゃべる。仕事もしている。趣味もある。 近所づきあいもする。ま

るで普通のヒトが変なかぶり物をしているだけのようにも見えが、それが彼らの頭なのだった。異

星人も地球人もそれで何も問題ない様子で生活している。 私も初日こそ腰を抜かしたが、翌日か

ら今日に至るまで何の変哲もなく日常を送っている。「そうでもないさ。......だって、同じヒトに頭を下

げるよりは気持ちが楽じゃないか? 異星人ならどこに視線が向いてるかわからないヤツらも多い

し。少なくとも、ヒトといる方が私にとっては苦痛だ」  

島崎くんは私の言葉にげえっと舌を出して見せた。私はそれを見なかった振りをして車を発進させ

る。  

「オレは同じ頭で同じ顔の方が好きだけどなあ。......もしかして、旦那さんがネコなのもそういう理由

っすか?」 

「パートナーだ」「え?」  
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「だから、『旦那』じゃなくて『相棒』。旦那とか嫁とか、そういうのはもうないんだよ。 異星人にヒト

のような性別もジェンダーもないから」 

「ああ、そっかすみません」 

島崎くんはあまり聞いてない様子で、浅緑の制帽をかぶり直す。しばらく沈黙が流れる。 信号が

赤になる。 

「......私のパートナーがネコ科人間なのは、私が猫好きだからさ」 「え」外を眺めていた島崎くんが

こちらに向き直る。「まさかペット飼ってる感覚なんすか」 「ばか冗談だよ、真に受けないでくれ」私

は笑った。「ただみんなと同じように入れ替わっただけだよ」  

あの日、私の夫はネコ科人間になって帰ってきた。他のほとんどの家庭でも、同じようにヒトから異

星人にそっくり入れ替わった。今では普通に暮らす地球人なんて 3%にも満たないという。 「はは、

そうっすよね」島崎くんの表情が引き攣ったのは、顔を向けずともわかった。 

私は言葉を続ける。 「まあ、夫も例に漏れず、私のパートナーに食べられたか、養殖場に放り込

まれたかだね」  

私はその様子を想像して、ふふっと笑った。信号が青になったので発進する。  

異星人はみな、ヒトを食べる。「野生」のヒトは食べたら減ってしまうので一部を生け捕りにして養

殖する。そして「野生」が減った分だけ異星人に入れ替わり、入れ替わった異星人はそのヒトと同

じ名前を名乗り同じ生活を歩み始める。パートナー曰く、地球の文化を存続させるためだそうだ。  

「......お子さんは?」 「いなかったよ。少なくとも私が生んだ子はいない。私の方が原因で子どもはで

きなかったんだ。そのせいかは知らないが夫婦仲は結婚してからだんだん悪くなっていったよ。彼

はずいぶん、子どもが欲しかったようだから。最後らへんは日常会話なんてほとんどなかった。た

ぶん、他所で女の人とも会ってたんじゃないかな。......ははっ、それが急に猫の頭になって帰ってき

て、愛してるなんて言うもんだからびっくりしたってもんじゃないよね」  

あの日、何者かを尋ねる私に、その猫頭の人間は夫と同じ名前を口にした。自分は異星人である

こと、ヒトを食べるのが好きであることを告げた。そしてこれからパートナーとして私と一緒に生活し

ていくことを宣言したのだった。しかしヒトである私を食べる気はないらしい。これまで 5 年間一緒

に暮らした実感としても、私を食用に育てているつもりもなさそうだった。むしろ対等な人間として接
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し、愛してくれている。 「そういえば、もし夫が養殖場に入ったのだとしたら、今朝私たちがえさやり

をした子どもたちの中に夫の子がいたかもしれないな。えさやりをした子らはちょうど 4 才くらいだ

ったか。彼が養殖場に入って予定通り種付けをしているとするならちょうどの年齢になる計算じゃ

ないか? だとしたら、子どもを欲しがっていた彼にとっては幸運なことだろうね。 もしくは彼、それ

なりに体格は良かったから私のパートナーが鋭い爪で彼を一息に」  

言い切らないうちに、島崎くんは窓から嘔吐した。胃酸の臭いが鼻をつく。 「......大丈夫?」 「すいま

せん、大丈夫っす」島崎くんは袖で口を拭って答えた。私はそれを汚いなと思う。  

しばらく息を整えるのに時間がかかったが、最後に一度意味あり気に深呼吸をした。 「......古川さ

んは、宇宙人に対して憎いって思わないんすか?」 「宇宙人、って言い方は感心しないな。異星人

の方がニュアンスとして近い。だって彼らもどこかの惑星から来ているんだからさ」  

「いいんすよそんなことは」 「......憎いなんて思ったことはない。それどころか私はパートナーを愛し

ている」 「なんでなんすか?」 「なんでって言われても。......憎いなんて人に思ったことはないけれ

ど、まあ強いて言うなら夫の方が憎かったね」 

「だけど、いつ自分も食べられるかわかんないんすよ!? オレの家も、あの日家族がみんな宇宙人

に入れ替わった......。オレはとにかく怖くて、受け入れたふりして死に物狂いで役所の育成課に入っ

たんだ。あんたもそうなんだろ、古川さん!」 「......まあ、当分食べられないで済むのは食用人種育

成課ぐらいだろうからね」  

私がそう言うと、ややあって、ははは、と島崎くんは笑った。 「やっぱり、そうだよな。ははっ、ちょっ

と焦っちゃいましたよ。なんだかんだ言って古川さんも怖いんじゃないすか」島崎くんは冷や汗をか

いているようだった。「大丈夫っすよ。 ......実は宇宙人をぶっ殺すための組織があるんす。オレは

組織に古川さんをスカウトしたいんす。オレらと一緒に、もう一度ちゃんとした人間だけの世界に戻

しませんか?」  

私は答えないまま左折し、役所の駐車場に停めた。サイドブレーキを引き、エンジンを止める。  

「......君は何か勘違いしているよ島崎くん」私は髪をまとめ、ダッシュボードの上に乗せて いた制帽

をかぶる。「私が怖いのは、食べられることじゃない。最愛のパートナーと一緒にいられなくなるこ

となんだ」  

私が左手を挙げて合図すると、助手席のドアが開いて島崎くんは声を上げる間もなく外に引きずり

出された。私は帽子のつばを下げ、顔を背ける。制服が破れる音とハンバーグをこねるような音、
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そして液体が滴る音と咀嚼する音が聞こえてきた。1 分もしない内にそれらの音は止み、島崎くん

と同じ制服と制帽を身につけたスズメ頭の人間が乗り込んできた。  

 

「お疲れ様、島崎くん。それじゃあゾンビ退治に行こうか」  

「えー、なんでオレが蚊科人間の食べかすを処理しなきゃいけないんですか」 「蚊科人間の唾液

がヒトの死体をゾンビにしちゃうのは今に始まったことじゃないだろ? それを駆除しに行くのも、市

井を守る私たちの仕事だよ。それに、君が私の相棒を食べちゃったんじゃないか」  

「ちぇー」 

 

「よろしく頼むよ、相棒」私は再びエンジンをかける。」 
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寮猫について 

                     nop90 

 

地塩寮には、とっても可愛らしい猫がいます。名前は「ルツ」で、生後 3 年と７ヶ月(2022 年 2 月

現在)の雌猫です。寮生からは、「るっちゃん」「ルツ先生」「おルツ」など様々な愛称で呼ばれてい

ます。 

そんなルツ先生の寮での立ち位置は、「複数の寮生グループの飼い猫」です。寮として飼ってい

るわけではありません。このグループは世話係と呼ばれ、ご飯や水の交換を分担しています。最

近はトイレを外でしてくれるので、トイレ掃除の仕事はなくなりました。世話係には誰でもなることが

できます。日常にかかる費用は、有志のカンパから支払われています。 

下の写真を見ればわかると思いますが、この子はとってもキュートです。辛い大学生活の癒しに

なること間違いなしですよ！ルツの写真をもっと見たいという方は地塩寮公式 Twitter をご覧くださ

い。定期的にルツ先生の写真をつぶやいております。 

あなたも、地塩寮で猫のいる生活をしてみませんか？ 

 

 

 

※寮に住む以上、彼女との接触は避けられません。猫アレルギーをお持ちの方や猫が嫌いな方

には辛いことになるかもしれませんし、お勧めできません。 
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新型コロナウイルス感染防止のガイドライン 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。寮生の皆さまには、コロナウイルスの感染拡大防

止と寮生の安全のため、次の協力をお願いします。 

 

1. 寮を感染拡大の場にしないために、以下のことを守ってください。 

1.1. 外から帰ってきたら必ず手洗いをしましょう。 

1.2. 食堂のドアと窓は常時開放し、換気をしましょう。 

* ドアノブを介した感染を防止する意図もあります。 

1.3. 咳エチケットを守りましょう。 

* 人が密集する場所では、マスクの着用を推奨します。 

1.4. 三密となる状況をできる限り避けましょう。 

 

2. 自分の身を守るために、以下のことを心がけましょう。 

2.1. 共用の箸や皿などは、使用する前に必ず一度洗いましょう。 

2.2. 毎日検温し、体温を記録しましょう。 

3. 今後、次の事態が想定されうるため、緊密な報告・連絡・相談をお願いします。 

3.1. 体調不安の外部者の寮・会館施設の利用および立ち入りの禁止。 

* 宿泊室の利用や友人を招待する際、気をつけてください。 

3.2. 体調不安の寮生や、陽性診断がくだされた寮生のための隔離措置。 

 

4. 体調が悪いと感じる寮生への考えられうる寮の対応は以下の通りです。 

4.1. 毎日検温して体温を記録させ、京大の診療所に連れて行く。 

4.2. 他の寮生に伝え、使用するトイレや食器を分ける。 

4.3. 食堂や厨房などの共用スペースへの立ち入りを極力避けてもらう。 

4.4. 会館の 2階を自主隔離スペースとして用意する。 

4.5. 会館に隔離する人がいた場合、会館の利用を禁じる。 

4.6. 京都市の専用窓口への検査相談 Tel. 075(222)3421 

 

5.陽性診断がくだされた場合の考えられうる寮の対応は以下の通りです。 

5.1. 保健機関に指示を仰ぐ。 

5.2. 病院、または自治体の指示する施設に陽性者を移動する。濃厚接触者についても同様の対

応を行う。 
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5.3. 寮外への陽性者の移動が不可能な場合は、会館の二階和室に隔離する。地塩寮居住棟 

には立ち入らない。感染者が多い場合、関西主事宅にも協力を仰ぐ。 

5.4. 感染者が触れたところを消毒し、数日間共有スペースを閉鎖する。 
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介護のページ 

地塩寮生有志 

 

 みなさんは「自立障害者」と呼ばれる方々の存在を知っていますか? 

 自立障害者の人々は、障害者には一般的には難しいとされる一人暮らしを選択し、あらゆること

を自分の責任で選ぶ生活を送っています。しかし、その生活を維持するためには、洗濯・炊事・入

浴といった家事労働を手助けする人間が必要です。地塩寮では、三人の自立障害者、湯口真さん、

李清美さん、井上緑さんの生活介護を有志で行っています。今回は、その三人のメッセージと、寮

生有志の声をご紹介します。興味のある人はぜひ参加してみてください。あなたも障害者の“自立

生活”に関わってみませんか? 

 

【湯口 真さん】 

私は京都市のある地域で一人暮らしをしている、ほぼ寝たきりに近い“重度の身体障害者”です。

身体がとても不自由で、日常生活のあらゆる動作に介護が必要です。私たちは介護が無ければ、

食事も排泄もままならず、人間としての日常生活を送ることができません。“介護”と言えば、体が

不自由な人の着替えを手伝う・外出の際の車椅子押し...などを障害者の家族が、いわば抱えこん

でしまう形でやらねばならないもの...と認識されてしまいがちです。 

私たち“自立障害者”は、その考え方とは一線を画す形で、家族以外の社会人・学生・その他様々

な立場の人たちと人間関係を作りつつ、介護に入ってもらいながら日常生活を送っています。とく

に歴代の地塩寮生との関わりは長く、介護を通じて障害者と介護者の間でしか生まれ得ない、一

風変わった人間関係を作ってきました。 

新入寮生の皆さん、既に介護に入ってくれている先輩寮生たちとともに、私たちに力を貸してもら

えないでしょうか? 

湯口 真(ゆぐち まこと) 

連絡先:090-5362-4045 

 

【李清美（いちょんみ）さん】 

私は難病をもつ在日韓国人 2 世です。1985 年から親と世帯分離し、地域で生きてきました。当時

は公的な介護保障制度が皆無で、自力で色々な大学や寮でビラまきをしたり、話をしに行ったりし

て、学生さんに関わって今の生活を維持させてきました。 

地域で皆さんのように当たり前に生きたい。けれども「介護」に関心を持ってくれる人がいなくなっ

てしまえば、今の生活を維持させていくことができず、施設に入ることを余儀なくされてしまいます。

多くの障碍者は好きで施設に入っているわけではありません。どうして社会的弱者という立場に置
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かれている者は、自由を選択することすら許されないのでしょうか。施設ではなく地域で自分らしく

生活することを望んでいるだけなのに。 

今私ができることは自分のすべてをさらし、「私のことを見て!」、「私の話をちゃんと聞いて!」と、皆

さんにアピールし、理解してもらえるように話をしていくことしかありません。どうか他者のために自

分の能力を使うということを考え、そして選んでみてほしいのです。私も一人の人間として、悔いの

ない生き方をしたいと思っています。立ち止まることはあっても毎日を精一杯生き抜いて、こんな

私でも関わってくれている人たちから必要とされたい、互いに支え合える関係を目指しています。

「健常」者と「障害」者の間にある溝(差別構造)を取り除いていくには、互いに置かれている環境、

立場があまりに違うということを認識し、その上に寄り添い合う意志(気持ち)を持ち続けていくしか

ないと考えます。 

 

この世の中から「障害」者差別をなくしたい! 

 

体が許す限り、考え行動していこうと思っています。地塩寮生の皆さんには 23 年の間私の生活を

支え、関わることを選んでもらえたことに心から感謝しています。これからも「障害」者の介護に関

心を持ち続けてください。よろしくお願いします。 

李清美 連絡先:075-621-6899 

著書:「私はマイノリティ あなたは?」現代書館 

  

【井上 緑さん】 

 私と夫の井上正宏は、二人とも身体や言語に障害があります。今、私たちはヘルパーやボラン

ティアに介助を頼みながら生活しています。しかしヘルパーだと色々と制限があり、私たちがした

い生活を送りにくいことや、気持ち的に窮屈になってしまうこともあるので、やっぱりヘルパーだけ

に介助を頼むのは難しいと思い、私たちは今ボランティアで介助をお願いできる方や、バイトとして

簡単なヘルパーの資格を取っていただき、私たち二人だけのヘルパーになっていただける方たち

を募集しています。 

 私たちの子どもたちは、保護犬のクウと夕生奈です。私たちは、障害を持つ人たち、子どもたち、

家族のみなさんへのサポート活動もしています。そのサポート活動のお手伝いもしてもらいたいと

思っています。医学部生のみなさんは、私たちの介助に入っていただくと役に立つ勉強にもなると

思います。とくに、リハのセラピストになられる方やナースになられる方たちには勉強の役に立つと

思います。私は昔、まだ京大に医療短大があった時に PT・OT・ナースになられる学生のみなさん

を集めてエンドレスというボランティア・グループをつくって、私たちの介助や私たちの友達の介助

などをしてもらったり、私の担当の有名なセラピストの先生にお頼みして勉強会とかもしていました。

今はそのセラピストの先生の教え子の先生に私たち二人とも学研都市病院でリハビリをさせても
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らっています。また、大阪のボバース記念病院の方でもリハを受けています。そのボバース記念

病院の方は 10 回のクールになっていて、10 回終わると予約が空くまで待たないといけなません。

そこは有名な病院なので、予約待ちの患者さんが多く、1 年以上の予約待ちです。私たちも、もう 1

年ぐらい待っています。学研都市の方では私たちの担当の先生は、発達障害の専門の PTの先生

です。とても高い技術を持ったボバース法を使われて、しておられている先生なので、私たちの介

助に入ってもらい、一緒に行っていただくと絶対勉強の役に立ってもらえると思います。 

 どうかみなさん、私たちの介助グループ・エンドレスのメンバーになってもらい、介助やご自分の

勉強のために役立てていただきたいと思います。よろしくお願いします。エンドレスに少しでも興味

を持たれて一度私達と直接話を聞いてみたいなと思われる方がおられましたら、地塩寮の池田さ

んや宮本さんか、直接私たちの方へご連絡していただければと思います。 

井上 緑 連絡先 090-1965-126 

 

【寮生の声】(文学部四回生) 

 一回生の時に寮の先輩に紹介してもらったのがきっかけで介護に関わることになりました。気づ

けば四年が経ちました。さまざまに複雑な思いやジレンマを抱えながらも、よくやってきたなあとし

みじみ思います。 

 最初のころは生活の細々とした仕事から覚えなくてはいけないし（住んでいる家が違えば単純に

生活文化は異なってくるものです）、距離感を測るのも難しかったです（誰だって初対面の人と話

すときはそうですよね）。ですがまあ、大変だと思うのはそんなとこぐらいです（たぶん）。 

もちろん、障がいを持たない人に比べたら必要な作業は増えるかもしれません。というか増えま

す。でもそれだって、病気やけがをしたら誰だってしてもらう可能性のあることです。はたしてそれ

は面倒なことでしょうか？ 

……と、ここまでそれっぽいことを書きましたが、四年経った今でも、時々いらいらしてしまったり、

しんどいなあと思ったりすることがあります。ただ大体は介護の内容というよりは彼との関係にお

いて不満があったり、彼とは全く関係のない自身の生活の中で嫌なことがあってそれを持ち込ん

でしまっていたりというのがほとんどだということに最近気がつきました。 

そんなときは正直に話すようにしています。「これは良くない」とか、「今これが大変なので次の介

護はお休みできないか」とか。そうすると湯口さんは真摯に彼のできることをしてくれます。彼に限

らず地塩寮に関わっている「自立障害者」はきっと応えてくれるはずです。 

介護に携わって、というか湯口さんと知り合ってわかったことがあります。彼は「障がい者」では

なくただの「おっさん」なのです。彼の介護に入っているもう一人の寮生も同じことを言っていました。 

そんなおっさんのことを少しでも知ってみたいと思ったら、声をかけてもらえるとうれしいです。 

!
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X à<<P8r3O4<s0I>R7t1\<Q(u5=0I=WY92n:o3ufIM22=(vw

I6rxy34MP8>  
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そうだ、琵琶湖疏水辿ろう 

たい焼きくん次郎 

 
 莫大な予算を投じて行われた疏水建設はかなりの難工事でしたが、着工から 5 年目の明
治 18(1885)年に完成しました。琵琶湖疏水は現在も琵琶湖の水を京都に供給し続けていま
す。(京都市上下水道局，https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007153.html) 

令和 2(2020)年には「京都と大津を繋ぐ希望の水路 琵琶湖疏水 ～舟に乗り、歩いて触
れる明治のひととき」として日本遺産に登録されています。(琵琶湖疏水沿線魅力創造協議
会，https://biwakososui.city.kyoto.lg.jp/story/) 

 

《琵琶湖疏水沿いの地図》 

(京阪電車, https://www.okeihan.net/recommend/mizunomichi/biwakososui/01/を基に筆者作成) 

Q.そもそも琵琶湖疏水ってなに？？ 

A.琵琶湖から京都に水を引くため
の人工の水路じゃ 
 疏水による水力発電や路面電車の走行、新

しい工場の設立は、明治維新に伴う東京遷

都で衰退した京都に活力を与えたのじゃ 

 
 ① 

② 
③ 

④ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007153.html
https://biwakososui.city.kyoto.lg.jp/story/
https://www.okeihan.net/recommend/mizunomichi/biwakososui/01/


琵琶湖のすぐそばにあるびわ湖浜大津駅から山を越えて山科に入り、途中毘沙門堂に立
ち寄りつつ山科盆地を横断して蹴上へ向かい、そこから水路閣を辿って南禅寺まで歩く、と
いうルート(前ページの地図の散策ルートとほぼ同じ)で琵琶湖疏水を辿りました。総距離約
11.3 ㎞、高低差約 200m のコースを色々と寄り道しながら 7 時間ほどかけて歩き、最後は
かなりへとへとになりながらも何とか徒歩だけでゴール！！！ 

 

《琵琶湖疎水沿いのおすすめスポット》(数字は左ページの地図上の番号と対応しています) 

①琵琶湖の水止めたろかの門(大津閘門) 

 京都府民に対する滋賀県民の鉄板ネタ
「琵琶湖の水止めたろか」ができる門。名
前の通りこの閘門は滋賀県にあるが、管
理しているのは京都市上下水道局。よっ
て、滋賀県が琵琶湖の水を止める権限は
無い。何なら琵琶湖の水を止めると滋賀
県は水没するらしい。 

 

 

②トンネルと扁額 

 琵琶湖疏水には第 1～3 トンネルがあ
り、それぞれが異なるデザインになって
います。トンネル部分のすぐ上には建設
当時の政治家・権力者の揮毫による扁額
が飾られています(右の第 1 トンネル東
口の扁額は伊藤博文の揮毫「氣象萬千」
＝千変万化する氣象と風景の変化はすば
らしい)。 

(京都市上下水道局，https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007764.html) 

 

③無鄰菴 

 明治・大正時代に活躍した政治家山縣
有朋の別荘。疏水の水を引いて作られた
庭園が有名です。何とも贅沢な疏水の使
い方ですね。無鄰菴周辺には疏水による
庭園群が形成されています。(写真は

https://biwakososui.city.kyoto.lg.jp/place/detail/37

より引用) 

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007764.html
https://biwakososui.city.kyoto.lg.jp/place/detail/37
https://biwakososui.city.kyoto.lg.jp/place/detail/37


④琵琶湖疏水記念館 

 琵琶湖疏水完成 100周年を記念して平
成元(1989)年に開設された記念館。入館
料は無料。左のような琵琶湖疏水のジオ
ラマや疏水の設計図など、展示内容はか
なり豊富。駐輪場が付いているので、基
本的に自転車移動をしている京大付近の
大学生もアクセスしやすいですね。 

 

 

《でも長距離を歩くのは疲れる…というあなたへ》 

 かつて琵琶湖疏水は舟運の利用が盛ん
でしたが、自動車や鉄道の発展により衰
退してしまい、昭和 26(1951)年を最後に
姿を消してしまいます。しかし数年前か
ら琵琶湖疏水が新たな観光資源として注
目されるようになり、平成 30(2018)年に
観光船として舟運が復活を果たしました。
現在は春と秋に大津～蹴上間を運航して
います (びわ湖疏水船受付事務局，

https://biwakososui.kyoto.travel/about/overview.html)。徒歩移動では行くことのできない
エリアも通るのでオススメです。 
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引っ越しのススメ 
マツポックル 

 
こんにちは、将来の寮生諸君！このページは入寮する際に直面するであろう「引っ越しに何を持って
いけば良いだろうか？」という難問に君たちが苦しまないようにと、優しい寮生が真心込めて書いたも
のである。ぜひ荷作りするときには参考にしていただきたい。読み飛ばすなかれ！ 
まず、寮生にはそれぞれ四畳半の居室と備え付けの家具（机、棚、クローゼット、ベッド等）が与え
られる。部屋の壁や床は自由に張り替えて良いし、新たに家具を設置しても良い。寮生の中には部屋の
壁を青く塗ったり、扉をポスターで埋め尽くしたりする人もいるそうな。また前の寮生が残していった
家具なども自由に使える。部屋によってその内装・設備は様々なので、自分の部屋の設備・状況を見て
から必要なものを買い足すのがいいだろう。また一人暮らしと違って寮には、食堂、厨房、シャワー
室、洗濯機など共有の部分があるため、＜いらないもの（寮にすでにある）＞もぜひ参考にして、持っ
ていくものを選別してみて欲しい。 
最初から完璧にはできない！少しずつ君の理想の部屋に作り替えよう！ 
 
＜必要なもの＞              
・布団セット 
・冬物のコート、衣類 
・暖房器具（電気毛布など） 
・カーテン 
・ドライヤー 
・延長コードプラグ（たこ足配線できる） 
・冷蔵庫（卒寮生からもらえるかも！） 
 

＜人によって必要なもの＞ 
・調理家電（個人的に欲しい人のみ） 
・空気清浄機（また加湿機・乾燥機） 
・ハンディ掃除機 
 
＜いらないもの＞ 
・食器、調理器具（厨房にあるよ） 
・大量の本・漫画（寮にたくさんあるよ） 

＜おすすめのもの＞ 
・大きな突っ張り棒 
・姿見鏡 
・厚めのマットレス 
（布団一枚じゃ腰が痛い） 
 
この辺は部屋を見てから買おう！ 
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編集後記 
 open door 

 

入寮選考パンフレットを手に取って読んでいただきありがとうございます。今期の編集係の open 

door と申します。今、食堂でモンスターハンターRISEの順番待ちをしながら書かせていただいて

おります。（決して、片手間に入寮パンフを書いているわけではありませんヨ） 

 

 

寮にはいろんな人がいます。釣りが好きな人。ピアノが好きな人。銭湯が好きな人。ショートカット

が似合う人。自炊熱心な人。ボクシングが好きな人。昼夜逆転の人。食堂の妖精。食堂の妖精２。

GOD。早起きな人。お酒が大好きな人。ハグが好きな人。一見クールだけど焼き芋くれる人。オー

ルバックが似合う人。絵が上手な人。オーディオに詳しい人。バイクが好きな人。人格者。ポーカ

ーが強いお姉さん。自転車が好きな人。MT 車を乗りこなす人。めっちゃ早起きな人。アウトドアが

好きな人。ザワークラウトを作る人。しっかりした人。ムキムキな人。きらきらしてる人。穏やかに喋

る人。米津玄師に似てる気がする人。院で研究している人。毎日、ジャンボチキンカツ食べてる

人。ニャルガクルガ。 

 

 

いろんな考えの人がいて、どの寮生との交流も自分の糧になっていると思います。そして、それ

ぞれが思い思いの地塩寮ライフを過ごしていると思います。僕としてはたわいない話をしながら食

堂でご飯を食べたり、寮生と銭湯に行ったり、ゲームをしたりするのが最高です。ぜひ、入寮した

暁には、自分なりの地塩寮を楽しんでください。 

 

もし一ミリでも地塩寮に興味を持っていただけたら是非見に来てください！ 

百聞は一見に如かず！寮生、寮父、猫ちゃん、があなたをお待ちしています！ 

 

 

最後に入寮パンフ制作にご協力してくださった寮生の皆様、ありがとうございました。N田くん、J く

ん、Y さん、O さん、アドバイスありがとうございます！ 
 



京都大学 YMCA 地塩寮 入寮選考案内   

  

対象：大学に籍を置く者  

（大学・回生・性別・国籍・クリスチャンか否かを問いません）  

選考方法：整理票・作文・面接     

作文テーマ「私の相棒」   

日程   

整理票・作文提出締切    3 月 12 日 ( 土 ) 正午必着   

面接                            3 月 13 日 ( 日 )  9:00 から 20:00  

合否発表                3 月 14 日 ( 月 ) 15:00   

 

アクセス   

京阪出町柳駅より徒歩 15 分   

京都市バス京大正門前より徒歩 2 分   

連絡先   

京都大学 YMCA 地塩寮   

               〒606-8302   

京都市左京区吉田牛ノ宮町 21   

TEL：075-751-9744   Email：chiendenyusen@gmail.com  

HP：https://chienryohp.wixsite.com/chienryo  

twitter：@chienryo  YouTube：「塩野香」で検索！  


