学生寮の案内
（男子寮・女子寮の寮生からのお知らせ）

し そうりょう

※男子寮：紫 藻寮

ほっこうりょう

， 女子寮：北香寮

紫藻寮について
§1．寮のアクセス
〒002-8075 北海道札幌市北区あいの里 5 条 3 丁目１番２号
Tel

011-778-8820（北海道教育大学札幌校男子学生寮

紫藻寮

18：00～22：00）

紫藻寮 HP：http://shisoryohue.wix.com/dormitory
駅からの距離：あいの里教育大駅から徒歩 20 分

バス停からの距離：教育大前から徒歩 3 分

§2．入寮時に最低限必要なもの
物品

備考

寝具（敷布団・掛布団・枕 etc…）

ベッドはあります。

大学指定の銀行口座

寄宿料（現行¥4,300-/月）が引き落とされます。

ゆうちょ銀行の口座

寮費（¥12,000-/月：2019 年 10 月現在）が毎月 15 日に引き落とされま
す。
※寮費は令和元年度予算が決議され次第、数百円～数千円変動する可能
性があります。

スリッパ

寮内はスリッパで歩きます。

§3．あると便利なもの
物品

備考

物干し竿（突っ張り棒）

部屋で洗濯物を干すのに使います。ロープなどでも構いません。

カーテン

窓の大きさ：約 130cm×130cm。個室によってはカーテンがついている部屋
もあります。

風呂道具

寮で風呂に入るときに使います。

洗濯物カゴ

洗濯・乾燥をするときに服などを入れます。

間接照明

部屋の雰囲気が良くなります。

一発芸

様々な場面で非常に役立ちます…笑

§4．寮の設備
・寮生全員で使用するもの：洗濯機・乾燥機・風呂場
・各クラスターにあるもの：炊飯器・電子レンジ・電気ポット・冷蔵庫・食器棚・調理器具（包丁・フ
ライパン etc…）
・テレビ・掃除機・ソファー・暖房設備・インターネット｛有線 or 無線｝設備（不具
合あり）
・各個室にあるもの：机・椅子・クローゼット・ベッド・暖房設備・換気扇
Cf. 寮生 1 人に鍵付きの個室が 1 つ割り当てられます。
§5．紫藻寮の主な決まり
1.

門限はありません。

2.

主に毎週月・木曜日（長期休業除く）に、22 時から寮の会議（寮生の意思決定をする場）がありま
す。会議には原則として出席が義務づけられています。

3.

お風呂は毎週水・金・日曜日の 19 時～22 時までです（シャワーはいつでも使えます）
。

4.

毎週水曜日の 22 時から寮掃除・クラスター掃除・クラスター会議があります。
Cf.

5.

クラスター（LDK）
：寮生が集まる自由な空間（テレビあります）でいつも賑やかです。

18 時から 22 時までの間、当番制で事務勤（来客時の対応・浴槽にお湯をためる etc…）を行いま
す。
Cf.

紫藻寮の「一原五義」
（1 つの原則と 5 つの義務）原則：生活の基盤を寮に置く

義務：1．寮費を払う

2．寮会に参加する

3．寮食をとる

4．事務勤をする

5．寮掃除をする

（「3．寮食をとる」は現在行われていません。自分の分の食事は、自分で作ります。
）

【作成】 紫藻寮 入寮選考委員会

北香寮寮務委員会作成

北香寮～北海道教育大学札幌校女子寮
北香寮は 2010 年 8 月に改修工事を終え、より快適な環境になりました。4 階建てで 80 居室
(定員 80 名)あり、現在(2020 年 10 月)寮生は 32 名です。入居者は、教育大の学部生・院生・研
究生・交換留学生と多様です。自炊し 1 人暮らしに近い自立生活ですが、お互いが孤立すること
なく常にコミュニケーションを大事にし、暮らしています。共同使用の場では、お互いの信頼や寮生
で作ったルールが成り立っています。常に次使う人への気づかいや支え合いの精神を忘れず、楽し
く過ごしています。

○住所：札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 319-14
地下鉄西 11 丁目から徒歩 8 分・ＪＲ桑園駅から徒歩 30 分
○主な通学方法
①地下鉄西 11 丁目(東西線)→大通り駅(南北線乗り換え)→麻生(南北線)→麻生(バス乗り換え)
→あいの里教育大学前
＊1 か月定期 11,280 円
②ＪＲ桑園駅(学園都市線)→ＪＲあいの里教育大前駅(あいの里 4 条 5 丁目)
＊1 か月定期 9,930 円
＊ＪＲの場合、寮から桑園まで徒歩約 30 分、あいの里教育大前から学校まで徒歩約 20 分かか
るため、自転車があると便利！
○寮体制
入寮費 3,000 円、敷金(入寮時のみ)5,000 円、学校に払う寄宿料 1 か月 4,300 円、寮費 1
か月 10,000 円が主な費用です。（※費用は R1 年 10 月現在です。月により変動する可能性があ
ります。）
トイレ・洗面所・キッチンは各階共同使用、お風呂・洗乾室(洗濯機と物干竿あり)・娯楽室(グラ
ンドピアノあり)・事務室(郵便受け)・パソコン室(パソコン 1 台)・ミシンアイロン室（アイロンあり）は
全寮生での共同使用となっています。これらについては、どの時間帯でも使用できます。
インターネットについては、寮に無線 LAN があるので無料で利用できます。パソコン室に行けば
有線 LAN もあるのでそちらも無料で利用できます。寮生の多くは 1 人 1 台ノートパソコンをもって
います☆レポートなどでよく使います！
また清掃については当番制で、キッチン・事務室は毎日、お風呂は 2 日に 1 度の頻度で行われ
ています。当番制と言えば、毎日事務室に待機する当番があります。夕方 18：00～荷物の受け取
りや放送などが仕事です。玄関は寮生にしか管理できないオートロックになっています。

○居室
1 部屋 6 畳間となっています。各居室備え付けのものは、机・ベッド・クローゼット・暖房・棚・換気
扇です。暖房については決められた時間帯にしか使用できないことになっています。床・壁はコンク
リートなので、各自でじゅうたんなどをひいています。
改修工事に伴い各居室のベッドは、70ｃｍの高さのものとなり、ベッド下にも収納スペースが作
られるようになりました。
●６畳
●二重窓
枠 100 ㎝×100 ㎝

●本棚(右上)と
暖房(左下)
＊これらは固定。

●大きさ 100 ㎝×60 ㎝
●回転いす
●鍵付き引き出し

入口横の固定クローゼット
●全体…190 ㎝×90 ㎝
収納スペース
●上部 120 ㎝×90 ㎝
●下部 65 ㎝×90 ㎝

●部屋配置の一例

☆キッチン☆
●ガスコンロ４つ
●水道２つ
●共用の鍋や食器あります。
●炊飯器は各自
●電気ケトル使用不可

☆洗面所・トイレ☆
●大きな鏡と 8 つの蛇口
●奥がトイレです！！
トイレは和式・洋式どちらもあります。

☆お風呂・脱衣所☆

○入寮日
毎年 3/31 を入寮日と決めています。この日に新入寮生は顔あわせとなるので、ぜひこの日に
入寮してください☆寮生も歓迎します！入寮 1 日目～2 日目にかけて歓迎パーティを行う予定
です。この２日間で、寮のルールなどを覚えていってもらい、さっそく寮生活のスタートです♪
部屋づくりの中でも最低限必要なものは、スリッパ・カーテン・布団・じゅうたん・掃除機です。
○部会・寮務
北香寮は、自治寮です。自治活動の一つとして、私たちは週に１度部会を開いています。ここで
は寮生全員が部に分担され、それぞれの部で話し合いを行っています。自身の暮らす環境をより
快適にするためにそれぞれが考え、学年関係なく寮生同士が意見を交わし交流する場となってい
ます。現在部会は毎週火曜日の夜 10 時からと設定しています。
また、入寮したら必ず 1 人 1 回は、責任者の役割をしなくてはなりません。例えば部長であった
り、寮長だったり副部長だったり…。このような責任者は、部会に加えて、毎週木曜日の夜 10 時に
集まります。この集まりを寮務といいます。寮務では、各部会で話し合ったことをまとめたりして、
北香寮のルールや方向性を決めていきます。

少し時間は拘束されますが、周りの協力や理解があります。全員の意見を反映させ、積極的に
話し合いに参加するという活動なので、むしろ今後社会に出ていく上ではとても貴重な経験にな
ります。（※これらの集まりは、夏休みや冬休み中はありません。）
○寮行事
楽しい行事が定期的にあります☆その中でも新入寮生の歓迎会は大きな行事の１つですので、
ぜひ参加下さい！！！その他にも、山登り・夏祭り・寮祭・クリスマスなど…寮にいるからこそ楽し
めるものです。男子寮との行事もあるので、たくさん仲間が増えます！
寮の行事では飲酒を禁止しています。お酒がなくとも、ないからこそみんなが楽しく交流を行う
ことができます。留学生とも交流できとても楽しいです。
○寮生の声
大学 4 年間は、社会に出ていく 1 歩手前の時期。そんな大事な時期に、いろんな人と出会い一
緒に時間をともにし、経験してください。楽しいことばかりはわかちあい、辛いことは分け合って助
け合っていきましょう！生活をともにする中で、友だちとは違う家族に近い存在となるでしょう。
☆1 人暮らしと違ってよい点☆
●学年・学部をこえて友だち・先輩・後輩
ができるから楽しい！！
●1 人暮らしと違って、「おかえり」と言って
もらえる。
●悩み相談のれる仲間が一緒♪
●病気になった時も助け合えるのでさみし
くない！心強いよ！
☆1 人暮らしでは学べないこと・経験でき
ないことがたくさん！
☆寮生は家族のような存在ですよね。
～北香寮外観～

☆北香寮だからこその良い点☆
●上下関係があるので、テストの時は過去
問をもらえるし、勉強方法教えてもらえ
る。
●ご飯も一緒に食べたりできて、楽しい☆
●自炊なので、料理は覚えられるよ！
●留学生ともお友達になれる！
●寮は他県の人も多く、他文化を学べま
す。
●北大が近いので、北大のサークルに参加
もしやすい！
●札駅まで自転車で 15 分！大学生の遊
ぶ場所は近いです！
●交通手段も豊富でバイトもしやすい♪
●学校が休みの日もさみしくないよ☆

みなさんの入寮、寮生一同お待ちしています
(^^*)
ぜひ見学もどうぞ☆

