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「２０１８在寮期限 資料集（暫定）」発行の趣旨 

 

 ２０１７年１２月１９日、京都大学は「平成 30 年 9 月末日までに、現在吉田寮に入舎しているすべての学生

は退舎しなければならない」という「基本方針」を決定した。これを、現役の寮生は、１９８２年の「在寮期限」

決定になぞらえて、「第二次在寮期限」というふうに言っている。そこで、ここでも、その言葉を使って「在寮期

限」というが、この資料集は、「在寮期限」決定に関心を持つ個人有志が集まって、この問題を考えるために、吉

田寮の持つ自治活動の大切さを、様々な切り口から考え、吉田寮を残す積極的な意味を模索したものである。あ

くまでも有志による私案である。これをもって、方向づけを意図するものでなく、こういう考え方もあると示し

たに過ぎない。 

 本資料集はこれからの吉田寮を考える、一つの取り掛かりになれば幸いと思う。個人有志の見解であることを

示すために執筆者名を記したが、もし現役の吉田寮生が寮のために有用だと思う箇所が少しでもあれば、寮生の

「オープンソース」として自由に利用してほしい。 
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０．吉田寮を残したい理由をまとめる   上田実（１９８１年入寮）  

 

① 吉田寮を潰してならない理由の第一は、吉田寮は、京大が大学創立以来持つ伝統的な「人間尊重教育」の場

所だからである。その定義やありようについては、長年、総長・副学長・学生部長ら大学関係者たちが悩みな

がらも、継続させてきた努力があった（添付の西島元総長の所感や、団交確約書ににじみ出ている）。「廃寮決

定」は、この伝統をないがしろにする、暴挙である。 

 

② 吉田寮を潰してならない理由の第二は、京大の優れた教育学習装置である「吉田寮」を消失させるからであ

る。第一の伝統の理由の中身にもなるが、吉田寮は「人間成長の場」として機能してきた。 

 同じような装置の機能は、①同時期に大学によって規制された「立て看板」、②学生の手によって実行されて

いる学園祭（１１月祭）等にもあるだろう。それら「人間成長」機能の特徴は、大学から準備されたものでな

く、学生側の働きかけで発生し、大学もその意義を認め、実際の運用は学生らが先輩から後輩に受け継がれた

形態を取るものが多い。ゆえにその維持は、はかないもので、一度途絶えると再生困難なものばかりである。

人間成長とは、学生どうしの対話によって、そこで仮設と検証の実践が行われ、体験という形で互いに習得さ

れることを指す。これは、情報伝達や知識習得とは異なる「体験学習」である。 

 

③  潰してならない第三の理由は、今回の吉田寮廃寮のプロセスが、創立以来の京大の自治や学生自治を無視

する方法だからである。こういう手法が、今後続くようなならば、京大では、話し合いといったものに価値

をおかなくなってしまう。今回の「吉田寮廃寮」を、今後の京大の典型としてはならないと考える。そのた

めにも、今回の廃寮決定の実態を共有し、京大の新しい秩序としないように、全学に知らしめるものである。 

 

④  潰してはならない第四の理由は、「厚生施設として学生寄宿舎」の否定につながるからである。将来の収容

人員増を理由に、短期間（２～３年間を短期間とは思えないが）の閉鎖を正当化する論拠となり得ない。常

に、寄宿舎を切実に必要とする学生は存在している。厚生施設の存在は、この機会を逃したら、後々にフォ

ローできない「修学のための安心・安全の機能」なのである。ましてや、授業料免除や奨学金適用で代替す

るというのは、質の違う論拠で無理矢理に合理化する、乱暴なモノの言いようである。すべてを金銭的価値

という同じモノサシで計測できると考える、悪しき資本制の考え方をそこに観るものである。 
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Ⅰ．吉田寮とは  喜友名正樹（２０１５年入寮） 

 

 

 

 

吉田寮には現在２７０名の寮生が住んでいる。 

 

１．吉田寮自治会の概要 

 吉田寮は寮生によって自治会を結成して運営されている。寮の管理運営権を、大学当局から委譲したものが自

治の基礎となっている。寮生は自由な活動をする権利を有しているが、同時に自主管理という義務を背負わなけ

ればならない。難しいことはない。ただ、自分たちのことを自らの手ですればよい。以下は、寮外の人たちに吉

田寮自治会の機構をできるだけ分かりやすく説明しようとした試みの文章である。  

 

◎寮生大会  

 寮生大会は全寮生によって意志を決定する最高の機構であり、もちろん全ての寮生がその構成員である。寮自

治会の運営方針は必ずこの寮生大会で承認されなければならず、直接民主制を保障している。寮生大会での議事

は形式上多数決で行われることになるが、議事を途中で打ち切って議決をとることはない。すなわち、全寮生の

議論が深まるまで幾度でも寮生大会がもたれるこれが吉田寮の自治権構における最大の特徴である。  

 

 

 

 

 

 

 

◎評譲会  

 評議会は寮生大会に次ぐ常設の決定機関であり、次の事項について議決する。  

●自治憲章の改廃の決議  

●予算の決定および決算の承認  
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●執行委員会の活動方針および総括の承認  

●執行委員会の不信任決議  

●その他寮運営に関する事項また、全ての寮生はこの評議会で発言する権利を有している。  

 

◎執行委員会  

 吉田寮における最高運営機関であり、吉田寮を代表する。また、執行委員会は自治憲章（自治会規約）および

寮生大会の決議に従って誠意を持って運営されねばならない。執行委員会を代表する執行委員長は吉田寮の運営

に関して最高責任を負い、全寮生によって選出される。  

 

◎総会  

 吉田寮は、その内部で北寮、中寮、南寮、西寮と４つの寮に分かれている。各寮で起こる問題や議題は総会で

討議、決定している。また、寮生大会での議事をより充実させるために前もって議論を煮詰めるための場として

も機能している。寮全体がこの総会を通じて自主管理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

◎監察委員会  

 監察委員会とは、評議会、執行委員会から独立して寮の運営全般を監察する機関である。すなわち、運営全般

に対して評議会、執行委員会とは別に一定の見解を出すことができ、そうしたフィートバック作用によって寮の

運営を常に民主的に行う働きがある。  

 

◎専門部  

 寮の自主管理を円滑に行うために専門部活動がある。専門部には庶務部・文化部・厚生部の３つがあり、各専

門部には更に細かい局・係が６個ほどある。吉田寮生は入寮時に一つ以上の局・係に所属し、同じ局・係の構成

員から仕事を引き継いで活動する。この「仕事を一緒にする」というのが、寮自治の教育学習機能の根幹となっ

ている。アパートでは得られない機能となっている。 

吉田寮では専門部活動の実践によって、アパート生活とは異なる共同生活を円滑に運営するとともに、課題を

こなしながら、寮生同士のコミュニケーションをトレーニングしてゆく。 

以下に、２つの専門部活動の具体例を紹介します。 
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◎「厚生部清掃局」  

吉田寮の共有スペース（廊下、玄関、中庭など）の大掃除を企画して実施する部署。 

以下のような大掃除を２～３ヶ月に一度、実施しています。 

・大掃除の実施日時を決定し、チラシで寮生へ実施日を周知する。 

・あらかじめ寮生大会の確保した予算枠をもとに、大掃除に必要なゴミ袋代、軍手代、大掃除参加者への慰労を

込めた昼食の食材代などの費用を見積もる。 

・当日都合のつく料理が得意な寮生に昼食の準備を依頼する。 

・大掃除当日は参加者に軍手やほうきを渡し、全体の陣頭指揮をとりつつ、自らも清掃に加わる。 

・大掃除終了後に、昼食を参加者に振舞う。 

 

◎文化部食堂局 

「吉田寮食堂」のイベントスペースの運営をサポートする部署。 

吉田寮食堂は吉田寮開寮の１９１３年から１９８６年３月までは、賄所として寮生及び寮生以外へも安価な食

事を提供する場所として機能していた。１９８６年３月、在寮期限の執行により炊フさんの配置換えによって給

食機能を停止。以後、京都大学の演劇サークルや音楽サークルをはじめとした諸団体がイベントを行う「イベン

トスペース」として機能している。 

寮食堂運営の母体は「食堂使用者会議」とよばれる団体が行っています。会議の構成員は、吉田寮自治会食堂

局や「劇団愉快犯」「劇団ケッペキ」「吉田音楽製作所」などの学内サークルです。食堂使用者会議では毎月２回

の定例会議で、食堂使用団体のスケジュール調整や企画内容の検討を行っています。 

近年の企画の例では、２０１５年から毎年夏に吉田寮食堂で行われる「京都学生演劇祭」が挙げられます。こ

れは京都に拠点を置く学生演劇団体による一大演劇イベントで、２０１７年の演劇祭では１１団体によって延べ

６日間の公演が行われた。 

 

◎防災訓練 

専門部活動以外にも、多様な自治活動がある。その一つが「防災訓練」である。 

吉田寮現棟は火が回ると５分で全焼すると言われているが、そうならないためにも防火のための取り組みを行

っている。寮内に防火ベルが整備されていて、防火ベルが鳴ると放送機具のある部屋に寮生が駆け込み、寮内放

送で防火ベルの作動場所を寮生に呼びかける。そして、それを聞いた寮生は寮内にたくさんある消火器を持って

指示された場所へ向かう。防火ベルが鳴る原因の多くは、料理の煙などによる誤作動であるが、本当に火がつい

ている場合には、速やかに消防へ連絡したうえで、初期消火を行う。この方法で、吉田寮内の火災は今までボヤ

で済んでいる。こういった寮生の連携も、個室アパートではできない知恵・技術となっている。 

 

◎吉田寮祭 

毎年５月末から６月頭にかけて行われる吉田寮祭は、有志による「吉田寮祭実行委員会」が運営し、毎年いろ

いろな企画を行っている。名物企画「鴨川レース」では、鴨川の水の中を丸太町から出町柳まで走って逆流し、

その速さや見た目の面白さを競う。企画「仮装決起」では、仮装した参加者が京大構内を歌いながら練り歩き、

吉田寮祭を周知する。ときに授業中の教室に飛び入って、「講義に何も考えず出席することへのアンチテーゼ」を

投げかけたりもする。年によって様々な企画が行われる。 

 

◎多彩な寮生活の側面 

以上の組織的な自治活動に加えて、寮生各人の共同生活そのものも自治活動の一部であり基盤となっている。
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友達と一緒に鍋を囲むこと、一緒に勉強すること、ゲームや麻雀をすること、花見や月見に興ずること。吉田寮

の中で何気なく起こる多くのことが、寮生その他の人間関係や世界観を拡げ、他者との関係を切り結び、人間と

しての成長の機会を与えてことにつながる。 

性別・国籍・専門分野・趣味の異なる多くの人々と関係を築けるのは、単なるアパートでは体験できない吉田

寮特有の利点となっている。 

 

◎話し合いの作風 

吉田寮の自治活動の中では、「話し合うこと」が大切とされている。共同生活で起こる様々な出来事（物の貸し

借り、ごはんを一緒に食べる、けんか、イベント企画）の決定・解決方法として、既存のルールを持ち出すので

はなくて、その都度当事者同士で話し合って決めることが、最も全体の自由度と平等度が最大に保たれる方法だ

と考えている。 

吉田寮に門限や起床・消灯時間・禁酒・禁煙・友達連れ込み禁止について、寮生たちは敢えて細かくルールを

定めていない。ルールを設定していないのは、様々な価値観をもった寮生が生活している以上、さまざまなトラ

ブルが発生するのは当然と考えているからである。トラブルを事前に網羅してルールを作るよりも、都度、是々

非々で切実な利害者どうしの話し合いで解決するほうが、ルールがあることで阻害されるよりも、個人の利得が

大きいと考えるためである。また、話し合いによる折衝や解決は、当事者間の信頼関係を生む。第三者の権威や

中立性を笠に着て、「善悪」の裁定を下させることは、相手の利益を尊重しない態度であるだけでなく、納得しな

い形の解決が不和を生み、信頼関係を捻じ曲げることになると考えている。このためにも、吉田寮には寮生個人

間のトラブルを「裁定」するような上位機関を置かれていない。当事者どうし、各寮単位、専門部単位で話し合

いによって解決することを旨とし、そのための最高議決機関として寮生大会をおいている。 

 

◎対話技術 

 吉田寮の中で暮らしていて身に付く対話の技術とは、例えば以下のようなことがある。 

・対話する両者の関係性や、そのひとの立場性により自覚的になり、互いに物を言いやすいような配慮を考える。 

・対話の前提に、対話する当事者間に「腹を割って話しやすい関係がある」ことが求められます。そのような関

係づくりこそ対話の基盤であると考える。 

・対話による問題解決は、論理的解決と感情的解決の両立によって達成されることを知る。当事者の利益の調停

が理屈の上でうまくいく妥協点が仮にあるとしても、それを当事者が感情的に拒否してしまうならば問題は解決

できないからです。伝え方の工夫や感情の清算があって、初めて理屈での妥協点に達することができます。 

・対話する相手の主張の理屈と感情を丁寧に理解する。 

・自分の主張のうち、理屈と感情を分けてとらえる。 

・対話の解決を遅らせる話し方（怒鳴り声、話を遮るなど）をしない。 

・自分の非は素直に認める。 

 

 京大当局が潰そうとしているのは、こういう営みが行われている場であることを知っていてほしい。  



8 

 

Ⅱ．吉田寮があることで、京大に良い効果をもたらしていること 

稲庭篤（１９８４年入寮） 

     

１．京大にとっての吉田寮 

 

 大学は、教育の場であり、研究の場である。教育の豊かさ、研究の多様性を生み出すものは何かを考えたい。

考古学者である上原真人京大名誉教授は、入学式が粉砕された１９６９年に京大に入学した。自身が新入生とし

て経験した「学園紛争」を振り返り、半年間授業が行われなかったが、このとき「自主講義と称して先生が最先

端の研究を話してくれて、とてもエキサイティングだった」と公言してやまない。結果とて、学生の間で自主研

究グループがたくさん生まれ、「京都の人は学生運動に寛容」「大学は本来は多様な意見や価値観が交錯する場。

そこに良さがあり、学問も学生たちも育まれるんだと思います」と話している。（※１） 

 寛容さとは、多様性を認め、受け入れていくことであり、京大の作風、ひいては１２００年の歴史を誇る京都

が大陸文化の受け入れなどで積み重ねてきたことである。そんな京大で、寮は教室だけにとどまらない学びの場

として機能し、新入生に学びの全方位化をうながす場であったとまで語る。かつて「探検大学」の異名をとどろ

かせた京大は、幸せな学びの最初の一歩を踏み出す場になっていた。 

 寮に相部屋があることも、学生の成長につながっている。国際基督大の学生サービス部長の鈴木幸夫氏は、新

規に整備する寮について「戦略的に全部二人部屋にしている」とし、「学生たちにはじめから快適な空間を与えな

いため」「あえて不都合をあたえることによって、いろいろな問題を学生自身が解決していく」「学生の成長にと

って大事であり、貴重な経験」と説明、現状で１、２年生に限る居住期限について「寮の運営上の役割を担うこ

とによって自分たちは成長していける」との学生の意見を受け止め、４年まで住めるよう検討をしている。上級

生と下級生の交わりについても「一般社会におけるさまざまな情報も、寮生には先輩を通じて入ってきます」と

積極的に評価している。（※２） 

 

 そんな学寮にあって、吉田寮の存在意義は、どのようなものがあるだろうか。端的に言えば、自治寮としての

吉田寮のあり方そのものが、吉田寮の存在意義といえる。 

 自治寮とはどのようなものなのか。一例として青色発光ダイオードの発明でノーベル賞を受賞した赤崎勇氏を

挙げる（※３）。赤崎氏は京都の情景にあこがれて七高から１９４６年に京大に入り、１年間の聖護院での下宿生

活を経て、自治寮に関心を抱いて吉田寮に入った。２年間の吉田寮生活を通じて、京大の自由闊達な学風にます

ます感化したという。自らのことは自らが決めるという自治寮の根幹は、赤崎氏に示されるように戦後まもない

ころから、吉田寮では実践されていたようだ。赤崎氏はその実践を経て、「われ一人荒野を行く」研究生活を自ら

選び、貫徹した。自治寮とは自立した人間を確立する場なのだ、と。 

 自らのことを自らが決め、その責任をまっとうする。さらに吉田寮の自治を語るとするならば、いろんな人が

そこに住んでいることを自覚し、いろいろな考えを受け入れつつ、暴力ではなく、議論を尽くすことで解決する

ということだろう。吉田寮は、寮生だけでなく、寮食堂を利用する寮外生も入り乱れ、さまざまな人たちを受け

入れ、議論を重ねて寮の内実を豊かなものとし、寮生も寮外生も、それぞれが「人として」成長してきた。戦後

一貫として吉田寮は自治寮であり、それは世代を超えて卒寮生の自負にもなっている。 

 

 吉田寮が戦後一貫して果たしてきた人間的成長の大切さを、きちんと定義付けして今後に生かしていこうと、

卒寮生が昨年、「２１世紀に吉田寮を活かす元寮生の会」を結成し、世代を超えて交流を深めようとしている。
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「三高同窓会」が三高が果たしてきた役割を社会に伝えて貢献を果たしてきたと同様に、吉田寮の歴史と内実を

広く社会に伝える必要があるのではないか。今回の廃寮という事態で、歴史を切り捨てるような対応は、京大に

とっても損失となると考える。 

 

 歴史を引き継ぐとは、どのようなことなのか。吉田寮でいうなら、人と建物が織り成す「文化的景観」も歴史

の継承といえるかもしれない。旧棟だけでなく、現在進行形として新棟（西寮）も含めて文化的景観が構成され

ている。写真家の野村幹太さんは自らの個展「吉田寮」の案内文で 「１００年のときを経て学生を見つめてき

た吉田寮という空間は、そこで過ごした多くの学生たちの気配や熱気をはらんでいます。それは時間とともに朽

ちていく木造の建物の上に、人間の匂いや存在感として積み重ねられてきました」と記している。人が関わり続

けなければ、吉田寮の文化的景観は失われる。場の力が失われる。２０１８年９月末の「一斉退寮」を認めるこ

とができない理由がここにある。 

 

 さらにいえば、京大は自らの歴史を直視する必要がある。侵略の先兵として帝国大学、戦争協力、７３１部隊

などなど、負の歴史を直視することが歴史修正主義が跋扈する現代において求められている。京大の歴史を意識

し、未来を俯瞰する場としても、現在の地に吉田寮があることが欠かせないことである。 

 現在の吉田寮が学生寮として１００年を超えて続いていることは、京大の財産といえる。１００年を超えた企

業は「長寿企業」と称される。帝国データバンクの調べ（２０１４年）によると、京都府は全企業に占める長寿

企業（創業１００年）の割合は、全国１位（４・０％）だった。京都はベンチャーのイメージが強いが、京都の

老舗企業では、しっかりとした企業理念、企業のＤＮＡをもちつつ、時代の流れをとらえて絶え間ない変革を生

み出し、企業を存続させる力を持っている。「継続は力なり」というが、継続するのは理由がある。「守旧」では

なく「先取」を重ねてきた吉田寮の自治寮としての実践こそ、未来に伝えていかなければいけない「京大のＤＮ

Ａ」の一つといえよう。 

 

 国際化時代にあっての吉田寮の役割はどうだろうか。 

 国公立を問わず国際学生寮が注目されている。 リクルート進学総研の牧田綾子研究員は、国際寮を「寮内留

学」「グルーバル人材育成の場」と表し、「共同生活での摩擦を解決する家庭を多く経験できる」「だんだんコミュ

ニケーションが図れるようになり、その経験は自信となって学生を支えていく」と、国際寮の人気の理由を説明

している。これから女子大、理工系大学、地方大にも広がっていくだろうと説明する（※４）。 

 文部科学省も施設整備の例として、会津大の創明寮を「学習意欲を向上させ学生が運営する混住型学寮」「寮生

の社会性や国際感覚を培う教育施設として整備」、早稲田大の中野国際コミュニティプラザを「交流を促す４名

室ユニットをもつ９００名の国際学生寮」「４名１ユニットで共に学び生活する」「グリーバルリーダーの育成と

地域連携の促進」などと紹介している（※５）。 

 「日本初の国際大学」を自称する立命館アジア太平洋大（大分県別府市）には、学生寮「ＡＰハウス」があり、

そこには国内学生３３０人、留学生８４０人の計１１７０人（２０１１年３月時点）が暮らしており、「否定する

のではなく、なぜ異なるのかについて話し合うことで、異文化への理解が深まった」（日本人学生）といい、寮生

対象の懇親会を開くなど企業からの関心も高く、大学は「さらなる規模拡大を目指したい」としている。福岡女

子大の「国際学友寮なでしこ」も、４部屋１ユニットで構成し、中央にキッチンなど共有スペースがある造りで、

１ユニット１人の留学生を割り当てており、「寮生活で人間関係や国際性を養ってもらえれば」としている。慶應

大も混住寮の整備に積極的だ。（※６、７） 

 留学生を迎え入れ、いち早く国際化に踏み出した先駆者が、吉田寮である。府内の大学や自治体などでつくる

「留学生スタディ京都ネットワーク」によると、２０１７年度の府内の留学生数は過去最多の８３９４人（前年
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から３８３人増）になった。この１０年でほぼ倍増だが、寮やアパートの不足や卒業後の就職が、留学生の課題

という（※８）。京大も留学生が入寮できる施設の整備を進めているが、これまで３０年の実績があり、留学生の

人脈も形成されている吉田寮をリセットするならば、まさに本末転倒といえる。 

 

 現代の日本には「生活の場には足を踏み入れてはいけない」という思い込みが広がっており、このことが人間

関係の希薄化を生むことになっている。そんな現代日本にあって、さまざまな「衝突」が、吉田寮では発生する。 

自称元吉田寮生は、「プレジデントオンライン」の取材に「環境としては過酷ですが、真の国際化時代を生き残

れる人材はそういうところから出てくるんじゃないですか。ビジネスって最後は人間同士の付き合いが勝負だと

思います」と語っている。迷惑な人も含めていろいろな人がぶつかり合う場として、吉田寮のような存在がます

ます求められているといえよう。 

いろいろな人たちと議論を尽くす吉田寮の態度こそ、ヘイトに満ち、トランプ症候群が蔓延する世界への対抗

文化としていま求められていることでもある。 

 

 吉田寮には「議論する文化、自らに責任を持つ文化」がある。ここでは異なる学部生が交わり、学問の多様性

について意識を深めることができる。討論によって足りないことを知ることもできる。寮外生として来る者を拒

まず、他者を尊重する意思を強いものとする。不便があるからこそ自ら考えて解決する。このような文化は、個

室アパートでは生まれにくいものだろう。 

 こたつやどてらのイメージにも重なる「温かさ」も、吉田寮の文化を表すキーワードの一つだ。落ちこぼれて

も、一緒に生活して、つながって生きていける。切り捨てることにやっきな大学の現状にあって、「セーフティー

ネット」の役割を果たしている。 

 温かな人間関係は、友人を「勝共連合－原理研究会」や「オウム真理教」などのカルトから守る力として機能

してきた。あいさつだけの顔と声だけ知っている関係ではなく、生活や性格まで熟知する関係になっているから

こそ、友人の心が弱くなっていることに気付き、カルトがつけいるすきを与えないようすることができる。クラ

スや研究室では、なかなかできないことだ。 

 吉田寮には、探検部や山岳部、運動部、学生自治会、劇団、音楽系サークルや社会系サークルなどに打ち込ん

でいる寮生も多い。寮生にとって寮を運営する実務はときに負担となるが、彼ら彼女らに配慮し、活動を後方支

援する文化が吉田寮にはある。京大のアクティビティを支えている存在でもある。松尾芭蕉の句「秋深き隣は何

をする人ぞ」のように、周りへの気遣いや自らの失礼への詫びに満ちた空間なのだ。 

 京都の現状を見よう。京都は、かつて学生を育てる文化があったが、いまはどうか。住居はワンルーム化し、

大家さんは単なるオーナーになり、学生を守り育てる京都の下宿文化が消え去ろうとしている。学生のまち京都

のとりでの一つが吉田寮といえる。地域の中で学生が住民と関わり合いを持ちながら、成長していくことは、ま

ちの活力になる。極論を言えば、京大だけでなく、京都市も吉田寮を守る取り組みをすべきではなかろうか。 

  

 寮生が自治を実践する場として吉田寮があるだけでなく、食堂ライブや寮祭など、学生や市民が自治が生み出

す豊かな文化を実感できる場としての、面白いことに吉田寮の寮食堂がある。 

 寮食堂での食堂ライブは文化を生み出す場となった。現代の河原として機能し、河原者を生み出した。ポピュ

ラー音楽研究者の葉口陽子さんは「１９９９年あたりには、吉田寮ライブの盛り上がりもピークに達しました。

くるり、つじあやの、キセルといった同じ流れを汲む京都出身のバンドがメジャーでも活躍し始めて、京都シー

ンや京都系といった言葉が関東のメディアでも囁かれるようになったのです」と振り返る（※９）。吉田寮なくし

て新世代の「京都系」と呼ばれる音楽は生まれなかった。 

 吉田寮は音楽だけでなく、他の表現にも影響を広げた。２０１４年に「春の庭」で芥川賞を受賞した作家の柴
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崎友香さんは、会社員時代に毎週末、京都市を訪れ、吉田寮のイベントに通ったという。「こういう自由なつなが

りがあるんやな。いろんな生き方があって、いいんだな、という気持ちになった」といい、映画化された小説「き

ょうのできごと」に、それらが色濃く反映された。（※１０） 

 現在も、表現の場としても吉田寮は注目され続けている。昨年４月１５日から５月１４日に開催された「京都

国際写真祭 Kyotographie２０１７」では、吉田寮が京都市内一円で行われたサテライトイベント「ＫＧ＋」の

会場の一つになった。アーティストとのせめぎ合いが生まれ、ブログ（※１１）で「ＫＧ＋でも随一の貴重かつ

秀逸な取り組み」「廃墟と異なりこの場は今まさに生きていて、今もこのすぐ隣で寮生が寝たり起きたりしてい

る」などと紹介された。 

 また自主管理空間としての寮食堂は、利用者も主体的に管理に加わることで、学外に文化創造の場を広げる新

たな力となった。吉田寮祭の仮装決起集会は一方向的な授業の破壊によって、ときに学生に学ぶこと本質につい

て考えさせている。 

 結果として吉田寮は京大の「自由の学風」「学生自治」の象徴となり、宣伝塔として全国から新入生を呼び寄せ

ている。「四畳半神話体系」や「鴨川ホルモー」など、小説、映画、アニメでは虚実相半ばする存在として吉田寮

が登場し、京大の奥深さが表現されている。アニメの聖地にとどまらず、虚実ないまぜの物語世界が展開される

ことによって、新しい学生文化への可能性も示されている。このようなパワースポットが、ほかに京大であるだ

ろうか。 

 吉田寮は、京都が持つ文化豊かさの一つの象徴にもなっている。ＮＨＫ「岩合光昭の世界ネコ歩き」で知られ

る岩合光昭さんの写真集「ねこの京都」（※１２）に登場する舞台は、寺社、祇園、花街の宮川町、美山の茅葺き

屋根、天橋立と智恩寺、そして吉田寮だった。岩合氏は写真集で「築１００年を超える歴史的建造物、京都大学

の吉田寮では４才のオスネコ、アレク（アレクサンダー）と出会います。彼が寮の中の京都を見せてくれます」

と吉田寮を紹介し、「あまたの物語を見守ってきました」と書いてネコの視点から寮生たちの生活をいつくしん

でいる。 

 「ぼんさん」「まいこはん」「学生さん」という京都三大キャラクターの一つは、もはや吉田寮生ということに

なる。京都の学生のイメージの一つの体現が吉田寮生であり、こたつにどてらの吉田寮生は普遍化した存在にな

っている。 

 

※参考文献 

１）京都新聞「戦後語り 山城から」（２０１５年６月２７日） 

２）大学時報「座談会これからの学生寮戦略」（２０１１年１１月、日本私立大学連盟） 

３）京都新聞「小説帰郷に憧れ京大進学 赤崎さん」（２０１４年１０月８日） 

４）「カレッジマネジメント１８３号 特集寮内留学」（２０１３年１１月 リクルートＨＤ） 

５）文部科学省「国立大学等の特色有る施設２０１４」（２０１４年） 

６）週刊東洋経済「本当に強い大学２０１１」（２０１１年１０月２２日） 

７）週刊東洋経済「本当に強い大学２０１２」（２０１２年１０月２７日） 

８）朝日新聞「府内留学生数過去最高」（２０１８年１月１０日） 

９）京都新聞「京うたフォーク 吉田寮食堂ライブの熱気」（２００５年６月２７日） 

１０）京都新聞「私の好きな京都 ときどき嫌いな京都」（２０１３年１１月３０日） 

１１）ＨａｔｅｎａＢｌｏｇ「写遊百珍」（２０１７年５月４日） 

１２）岩井光昭「ねこの京都」（２０１７年、クレヴィス） 
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Ⅲ．吉田寮を含む学生寮の教育的役割とは 

冨岡勝（１９８３年入寮） 

  

 「第二在寮期限」問題について寮内外で考察する材料の一つとして、吉田寮を含む学生寮が果たしている教育

的役割について、なるべく一般的な資料を通して説明できないかと考えてみた。 

 

１．１９７０年代からの学生寮に対する文部省政策 

 紹介されることの多い資料であるが、１９７１年に出された中央教育審議会答申「今後における学校教育の総

合的な拡充整備のための基本的施策について」では、寮について次のような見解が記されている。 

 

一般的には、これまで学寮に期待された共同生活の教育的意義は他の方法によって生かすことを考えると

ともに、勉学中の多数の学生に対し、相互の人間的な交流を深めたり、適当な食・住の便宜を供与したりす

るための生活環境を整備することを別途に検討すべきである。そのことが高等教育機関だけではじゅうぶん

になしえないとすれば、国としても別に適当な方策を考える必要がある（資料１） 

 

 つまり、明治期以来、学生寮は厚生施設としての役割だけでなく、共同生活、それも学生の自治的運営による

教育的役割が期待されてきたが、これを他の方法に代替しようという考え方が示されている。こうした考え方を

背景として、１９７０年代後半から国立大学で建設された新規格寮（いわゆる新々寮）では、個室、寮食堂なし

などの共同生活による教育的役割を否定するような条件が定められてきた。また１９８０年代ごろよりプライバ

シーや個人生活の快適さなどを理由に、他人との接触の少ないワンルームマンションが学生の人気を集めていく

事態が、学生寮の個室化と並行して進んでいった。 

 

２．学生寮への近年の期待 

 しかし近年、学生寮が再び教育施設として期待される事例が見られるようになっている。 

例えば朝日新聞の記事「学べる」学生寮へ進化中」（２０１５年２月６日朝刊）では、「安くて、古めかしい―。

そんな印象もあった学生寮が変わりつつある。生活の場から、就職活動も意識した「教育寮」としての役割を持

たせる大学も出てきた」と述べ、早稲田大学の国際学生寮「ＷＩＳＨ」（２０１４年春オープン）などを紹介して

いる（資料２、資料３）。この「ＷＩＳＨ」では、全室個室だが原則４人でリビングを共有する、共有空間での寮

生の交流を重視した、いわばシェアハウス型が採用されている。さらに、寮生は「社会のニーズに応え得る人材

となる」ことを目的とした SOCIAL INTELLIGENCE プログラムへの参加義務が課せられている。 

またお茶の水大学で２０１１年に新設されたＳＣＣ（Students Community Commons）は、４～５名単位の生

活スペースである「ハウス」による日常的な交流による教育効果をコンセプトにしている。この学生寮のねらい

について、耳塚寛明・桂瑠以「学生寮への教育的期待 : お茶大 SCC の実践と課題」『京都大学高等教育研究』第

１９号、２０１３年では、この学生寮新設のねらいについて次のように説明している。 

 

ワーキング・グループでは、早々に個室主義を捨て「ともに住まいともに成長する新しい学生寮」を方針

とすることにした。すでに完成していた図書館のラーニング・コモンズに次ぐ、第二のコモンズとして学生

寮を位置づけた。いまの学生たちの多くは、かつてとは比較にならぬ「家族の庇護」のもとで成長している。

入卒業式に出席する保護者の数は入学学生の倍を上回る。入学前のオープンキャンパスへの保護者の出席数
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知識 スキル 態度・やる気 手法
教える 〇 本・講義
習い性にさせる 〇 learning　by　doing
聴く・訊く・聞く 〇 コーチング

もうなぎ登りで、子どもより積極的に質問する親が目立つ。加えて、高等学校をはじめ強力な「学校の庇護」

のもとにも置かれている。学生たちを見ていると、大学の教員に対しても「きめ細かな」指導を期待してい

ることがよくわかる。入学早々、時間割を組む相談に乗って欲しいと教授の研究室を訪れる学生も珍しくな

い。高校までの手取り足取り指導の効果である。もはや日本の青年期は、自律・自立を促す人間形成空間を

欠いているのではないか。大人たちの庇護から解放された場、「他者との共生を強制する場」が必要ではない

のか。（資料４） 

 

そして、このねらいを実現するためにお茶の水大学では「学寮アドバイザーを置き、学生同士の交流を促す各

種行事、寮生による自主企画を支援する組織、広い視野からさまざまな学習を可能とする教育プログラムなどを

提供することにした」という。 

 

３．自治による共同生活 体験学習の極致「為すことによって学ぶ learning by doing 」 

 

 一般に能力開発とは、下記のような場面で行われる。これまで、日本では、知識教育に偏重してきた。しかし、

これからは、スキルや態度・やる気にシフトするように、言われて久しい。   

  

 

 

 

 

既述のように近年、学生寮を共同生活による教育効果を期待する場として再び位置づける動きが現れ始めてい

るが、鍵となるのは寮生による自治の有無であろう。つまり寮内で生じる様々な問題（ゴミ出し、寮内の共同作

業などを含む）を寮生同士で直接話し合って解決し、決めたことを共同で実行するような自治の営みが育たなけ

れば、上記の事例のように大学が教育プログラムを用意したり、アドバイザーを設けたりすることはマイナスで

はないが、寮生の自治が育たなければ、表面的な効果に留まるだろう。 

１９５１年の文部省『学習指導要領一般編（試案）』では、戦後の民主主義教育のポイントの一つとしてホーム

ルーム・生徒会・クラブ活動などの特別教育活動で「為すことによって学ぶ」（Leanig by doing）ことが次の

ように強調されている。Leanig by doingとは、アメリカの実践主義の教育者「ジョン・デューイ」が唱えた、

教育理念である。 

 

教科の学習においても、『為すことによって学ぶ』という原則は、きわめて重要であり、実際にそれが行わ

れねばならないが、特に特別教育活動はこの原則を強く貫くものである。特別教育活動は、生徒たち自身の

手で計画され、組織され、実行され、かつ評価されねばならない。もちろん、教師の指導も大いに必要では

あるが、それはいつも最小限度にとどめるべきである。このような種類の活動によって、生徒はみずから民

主的生活の方法を学ぶことができ、公民としての資質を高めることができるのである 

  

もちろん学習指導要領は高校段階までを対象としたものであるが、中央教育審議会「新しい時代における教養

教育の在り方について」（資料５）でも大学における幅広い教養教育が強調されていることからも、大学では、

「為すことによって学ぶ」教育を、より充実させていく立場にあるといえるだろう。 

この「為すことによって学ぶ」は、失敗を経験し、失敗から生じる問題を解決することも含むと考えられる。

単なる「利用者」としての寮生では、失敗を自ら経験することは難しい。人生の早い段階で、共同生活の中で自
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ら計画・組織・実行する経験ができるとともに、失敗とその克服の取り組みも経験できるということは、ますま

す不透明になっていく２１世紀を生きていく上で貴重な糧になると思われる。 

以上のように考えてみると、吉田寮を含む学生寮の果たしている役割は、厚生施設としての役割とともに、共

同生活での自治を経験することによる教育的役割が重要であるといるだろう。そして、「為すことによって学ぶ」

教育の効果をより期待するためには、大学は寮生を単なる「福利厚生サービスの利用者」としてとらえるのでは、

寮生の体験は受け身的なものに留まり勝ちであろう。寮生を単なる「利用者」ではなく、寮生活を自治的に計画・

組織・実行し続ける主体として認めていく必要があると考えられる。 

別の節で述べられているように、吉田寮では百年以上にわたって、各時代の寮生活をめぐる様々な事柄を寮生

の自治によって話し合い、実施し、問題解決してきた実績がある。 

また大学側も、吉田寮の寮生自治を尊重しようとしてきた系譜がある。例えば初代総長木下広次は、寮生が責

任ある「切磋団体」をつくることによって寮が「研学修養上重要ナル一機関」となると呼びかけ（資料６）、寮生

がそれに応えた（資料７）という事例がある。 

また、老朽化を理由に１９８２年に一旦決定された在寮期限について、寮生や学内各学部の学生の声を受け止

めて「在寮期限設定に伴う一連の措置の完了」という方針を採用して寮生と和解した西島安則総長は、「より永い

学寮の歴史を深く思慮しつつ寮生による学寮の伝統的な自治を尊重し、解決の道を誤ることのないように慎重に

進めよう」という思いから、「誠意をもって寮生と話し合って行くなかで、自治の原則に沿った解決への熟成の時

が必ず来ることを固く信じていた」（資料８）という。 

「対話を根幹とした自学自習」（資料９）を標榜する京大において、寮の安全性とともに（資料集末尾の経過で

も示されているように、寮生も寮の「安全」について従来から意識して対案を出してきている）、吉田寮の教育的

役割が「為すことによって学ぶ」教育の継続・充実という観点から、学内外で広く理解されるなら、今回の「第

二在寮期限」の問題も、より良い形での解決が可能になるのではないだろうか。 

 

 

（資料１） 

中央教育審議会答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」（１９７１年６

月１１日）より 

高等教育機関における教育を真に実りあるものとするためには、以上のような改革と並行して、課外活動の充

実や生活環境の整備によって豊かな学生生活を保障し、学生の人間形成を助長するための方策を促進することが

重要である。とくに学寮は、従来このような面で重要な役割を果たしてきたものであり、これをさらに改善充実

していくことは、高等教育機関の重要な仕事である。しかし、今日および今後の社会において、すべての高等教

育機関がそのような学寮を持ち得ない場合もあろう。したがって、一般的には、これまで学寮に期待された共同

生活の教育的意義は他の方法によって生かすことを考えるとともに、勉学中の多数の学生に対し、相互の人間的

な交流を深めたり、適当な食・住の便宜を供与したりするための生活環境を整備することを別途に検討すべきで

ある。そのことが高等教育機関だけではじゅうぶんになしえないとすれば、国としても別に適当な方策を考える

必要がある。 

〔説明〕 もともと学寮は、単に学生に対して食・住の生活環境を提供するためのものではなく、その共同生活

から貴重な体験を身につけるところにその特質があった。しかし、学寮がその本来の教育的な機能を発揮するた

めには、その規模・構造はもとより、その運営について学校がわの指導理念が確立され、教職員と学生の間に信

頼と協力の関係が維持されなければならない。そのような理想と努力が実を結ぶことは、もっとも望ましいとい

える。 

 ところが、近年、学校をとりまく社会的条件の変化や学生数の増大、学校規模の拡大等によって、そのような
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理想をめざす学寮をすべての高等教育機関がもとうとすることは実際上困難となった。とくにわが国の大学では、

学寮は学生の単なる厚生施設として扱われ、その物的条件も長く劣悪なままに放置されてきた。しかも、学生集

団の特殊な意識にもとづく自治活動が学寮の運営に持ち込まれて、ことごとに大学の管理方針と対立するように

なった。そして今日では、多くの学寮は、学生にとって教育的に有意義なものでないどころか、さまざまな紛争

の根源地とさえみられるような不幸な状態にある。 

 このような状態を改めて、その本来の姿を実現しようとすることが困難なばかりでなく、今日の多数の学生を

対象とする学寮が、はたして戦前の学寮の理念を追求すべきかどうかには根本的な問題がある。したがって今後

一般の大学としては、これまで学寮が果たしてきた機能を分解して、それに代わる方策をとることも必要であろ

う。すなわち、その場合には、一方では組織的・計画的な合宿セミナーを学生に経験させることによって、共同

生活から得られる貴重なものを修得させることも可能である。また他方では、課外活動のための施設を整備する

とともに、新しい適切な方式によって食・住に関する便宜が与えられるようにする必要がある。その場合、後者

のような事業については、大学だけでは手の及ばないことも多いと思われるので、国としてなんらかの方策を検

討する必要があろう。 

 

 

（資料２） 

「『学べる』学生寮へ進化中 早大…ジム・共有リビング 国際教養大…食堂テレビは英語」（『朝日新聞』２０１

５年２月６日朝刊）より 

 

 安くて、古めかしい――。そんな印象もあった学生寮が変わりつつある。生活の場から、就職活動も意識

した「教育寮」としての役割を持たせる大学も出てきた。 

 早稲田大学は昨春、東京のＪＲ中野駅近くに国際学生寮「ＷＩＳＨ」（地上１１階）をオープンさせた。初

年度は定員８７２人に対する申込数が約３倍の人気。関東１都３県以外の出身者が優先で、４人に１人は留

学生だ。 

 「米国のボストン大やコロンビア大の寮の良いところを採り入れた」という寮は、フィットネス室や音楽

室も備える。全室個室（８.６平方メートル）で、原則４人でリビングを共有する。 

 寮生は独自の教育プログラムに参加しなければならない。企業の採用担当者になったつもりで「ドラフト

会議」を開いたり、アジアの企業の相違点や共通点を比較したり。多様な価値観を持つ寮生同士が議論し、

問題解決やコミュニケーションの力を養う。寮を担当する葛山康典・社会科学部教授は「一言で言えば社会

人教育。グローバル人材としての素養を身につけてほしい」と話す。 

 国際教養大学（秋田市）は新入生全員が１年間寮生活を送る。日本人と留学生の相部屋が基本。小林和世

学生課長は「生活環境の中でも多くの文化の中にいれば、他文化を理解し、相手を受け止めた上で自分で判

断する力が身につく」と話す。 

 問題が起きたら、消灯時間や掃除の分担などを決めたルームメートとの「契約」に基づいて話し合う。食

堂のテレビは米ＣＮＮと英ＢＢＣしか映らない。図書館は２４時間開館。市中心部からは車で約３０分離れ

た場所。徹底的に学ぶ環境に置かれる。 

 ２人で使う部屋は１４平方メートルと狭いが、１年生の西野隼人さん（１８）は「寝るために帰るだけだ

から気にならない」と笑う。 

 今後、「テーマ別ハウス」を導入する予定だ。「メディア」「日本文化」などテーマごとの棟に約２０人が暮

らす。講師が講義もする。小林課長は「生活寮から教育寮に変えたいと思っています」と話す。 

 日本学生支援機構の調査によると、学生寮を設けている大学（高等専門学校を含む）は増加傾向。２００
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８年度は４７.１％、１０年度は５１.２％。１３年度は５３.７％だったという。 

 

 ■社会人と交流／留学生支援 ＮＰＯ・自治体 

 大学生の中退予防などに取り組む教育系ＮＰＯ法人「ニューベリー」は昨春、「チェルシーハウス」（東京

都小平市）を開設した。 

 近隣の一橋大や国際基督教大を中心に２０以上の大学、大学院の学生計約５０人が住む。寮生活のルール

は月に１度の寮内会議で自分たちで決める。 

 大手広告会社員や大学教員ら１６人がサポーターとして月に１度は寮を訪れ、大学生活の過ごし方や就職

活動についての相談に乗る。 

 東京女子大３年の酒井友紀さん（２０）はオープンと同時に入居。寮生は学んでいることも将来の夢もば

らばらで、「世界が広がった」と話す。北海道の大学を休学し、インターン中の中富智弘さん（２２）も「知

識と行動力がある人たちに出会って、『負けていられない』と刺激になった」と話す。寮生同士で話すうちに

料理教室や読書会などを開くことも。留学経験者から話を聞いて留学を決めた寮生もいる。 

 寮の運営に携わる「キュレーター」を務める斉藤寛子さん（３０）は「大学内だけで過ごしていたら出会

わなかった人や、興味が無かったこととつながり、化学反応が起こる」と話す。 

 自治体が寮を整備する動きもある。京都府は留学生を増やそうと昨年３月、「きょうと留学生オリエンテ

ーションセンター」（京都市）をオープンした。８９人が入居できる。 

 府内の留学生は約７千人。１８年までに１万人に増やすことをめざす。運動会や餅つき大会などを通じて

留学生と地域との交流も生まれているという。国際交流に興味がある日本人学生も入居している。 

 府の委託を受けてこの寮を運営するナジック学生情報センターは、全国で１００棟超の学生寮を管理する。

学校法人営業部（西日本）の筒井三和部長は「最近の若者は１人部屋を与えられて育ってきた。人間関係が

深まる寮が見直されているのでは」と話す。 

 （山本奈朱香） 

 ■各寮の概要 

 部屋数／毎月の費用／入居期間 

     ＊ 

 ◇早稲田大学ＷＩＳＨ（東京都中野区） 

 ８７２人（定員）／５３０００円（水道・光熱費を含む）／２年間（９月入学者は１．５年） 

 

 ◇国際教養大学（秋田市） 

 １８５室（原則２人部屋）／２００００円／１年間 

 

 ◇チェルシーハウス（東京都小平市） 

 ２８室（２人部屋）／３２０００円、光熱費・通信費など１４７００円／最長５年 

 

 ◇きょうと留学生オリエンテーションセンター（京都市） 

 ８９室（１人部屋）／３２５００円（共益費・インターネット回線使用料など含む）／１年以内 
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（資料３） 

冨岡勝「学生寮が注目されつつある」『月刊ニューズレター 現代の大学問題を視野に入れた教育史研究を求め

て』第３号、２０１５年３月１５日 より 

 

 先日、テレビをながめていたら２０１２年４月にオープンした東京八王子の拓殖大学「カレッジハウス扶

桑」がくわしく紹介されていた。 

（ＮＨＫあさイチの”ＪＰＰＡなび”コーナー、２０１５年２月２６日放映分） 

 ジム、サウナなどの豪華施設つきでセキュリティ完備のま新しい建物で寮費が６万円以下（しかも１日２

食の食費込み）である。 

 大正時代に建設された木造のレトロな学生寮に住んでいた筆者にとって、学生寮が豪華施設としてテレビ

で取り上げられるというのは大変新鮮だった。たしかに親にとっては、安全で快適な施設であり、しかもマ

ンションに比べて安いとなれば歓迎なのだろう。 

 学生寮関係では有名な資料であるが、全共闘運動などの直後に出された中央教育審議会答申「今後におけ

る学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」（１９７１年６月１１日）では、学生寮を大学

がコントロールするのは困難であるとして、学生寮に代わる方法で学生の生活上の便宜をはかり、共同生活

体験の提供を考えることを提唱している。それ以降、学生寮の充実に取り組む大学は目立たなくなったよう

に思う。特にバブル期には学生のプライバシーが守られるワンルームマンションが人気を集めていた。 

 しかし、経済的理由や安全面への保護者の関心などが影響して、学生寮への期待が次第に高まりつつある

のではないか。日本大学も近年学生寮を重視し、地方から入学した学生が安心して勉学に励むような生活環

境を整える「経済支援寮」と銘打って、２０１４年３月に４つの学生寮を新設している。 

 学生寮関係で筆者がさらに注目するのは、近年、学生寮が教育施設としても注目されつつあることである。

例えば朝日新聞の教育欄に「安くて、古めかしい―。そんな印象もあった学生寮が変わりつつある。生活の

場から、就職活動も意識した「教育寮」としての役割を持たせる大学も出てきた」と述べる記事が掲載され

ている（「『「学べる』学生寮へ進化中」（朝日新聞２０１５年２月６日朝刊）。この記事で紹介されている早稲

田大学の国際学生寮「ＷＩＳＨ」（２０１４年春オープン）では、寮生は「社会のニーズに応え得る人材とな

る」ことを目的とした SOCIAL INTELLIGENCE プログラムへの参加義務が課せられている。 

 筆者は学生寄宿舎の歴史に関心をもち、旧制一高（第一高等中学校・第一高等学校）の寄宿舎自治制開始

経緯などについて調べてきたが、戦前の学生寄宿舎は一高の例に見られるように、寄宿舎生の自治的活動が

寄宿舎の教育力の源泉の一つとして学校から促進されたり尊重される例があった。 

 現代の学生寮でも教育施設として充実させていくためには、大学が優れた教育プログラムを一方的に提供

するだけではうまくいかないかもしれない。ここで紹介した新しい学生寮の宣伝では「自治」という言葉が

ほとんど見られないが、寮生の自主的な活動をどのようにして尊重するのかが課題となってくるのではない

か。戦前の学校の寄宿舎において、生徒・学生が自治的活動として実際にどのようなことを行ったのか、そ

こにどのような教育的効果が生まれ、どのような問題が生じていたのか、ノスタルジーに留まらず深く問い

直すことが有効なのではないのだろうか。 
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（資料４） 

耳塚寛明・桂瑠以「学生寮への教育的期待 : お茶大 SCC の実践と課題」『京都大学高等教育研究』第１９号、２

０１３年 より 

 

p87「お茶の水女子大学は国立女子大学としての使命を果たすべく、グローバル女性リーダーの育成とリー

ダーシップ教育を重視し、学生支援やキャリア教育を含めた教育改革に取り組んできた。リーダーシップ教

育の理念は、ひとりひとりが知を備えて他者と関わり、異質な他者を理解することによって自らを磨き成長

するところにある。お茶の水女子大学はこの考え方を実践する空間として近年相次いで「二つのコモンズ」

を設置した。第一に、2007 年に附属図書館を改修して整備した「ラーニング・コモンズ」。第二に、本稿で

紹介する新たな学生寮としての「お茶大 SCC」（Students Community Commons）である。 

 

p88 「お茶の水女子大学にはすでに、主として大学院生を対象とした小石川寮と、留学生および学部学生を

対象とした国際学生宿舎という、二つの学生寮があった。２００９年４月、羽入佐和子新学長のもとで、新

しい学生寮のコンセプトと設計案づくりがはじまった。耳塚は担当理事としてこの作業に参画した。学生寮

は、学生に安価で安全な住環境を提供することを目的とする。学生への経済的支援施策のひとつである。民

間アパート賃貸料の市場価格と寄宿料の差額分が経済的な学生支援に相当すると考えれば、学生支援上の経

済効果は授業料減免に勝るとも劣らない。保護者の負担軽減にも大きく寄与する。だが同時に、大学が希少

な財源を投入して新寮を建設する以上、たんなる経済的支援策にとどめるのはいささかもったいない。欧米

のドミトリーの伝統やわが国の旧制高等学校の例が物語るように、学寮は人間形成機能をも担うポテンシャ

ルを持っている。」 

p88「ワーキング・グループでは、早々に個室主義を捨て「ともに住まいともに成長する新しい学生寮」を方

針とすることにした。すでに完成していた図書館のラーニング・コモンズに次ぐ、第二のコモンズとして学

生寮を位置づけた。いまの学生たちの多くは、かつてとは比較にならぬ「家族の庇護」のもとで成長してい

る。入卒業式に出席する保護者の数は入学学生の倍を上回る。入学前のオープンキャンパスへの保護者の出

席数もうなぎ登りで、子どもより積極的に質問する親が目立つ。加えて、高等学校をはじめ強力な「学校の

庇護」のもとにも置かれている。学生たちを見ていると、大学の教員に対しても「きめ細かな」指導を期待

していることがよくわかる。入学早々、時間割を組む相談に乗って欲しいと教授の研究室を訪れる学生も珍

しくない。高校までの手取り足取り指導の効果である。もはや日本の青年期は、自律・自立を促す人間形成

空間を欠いているのではないか。大人たちの庇護から解放された場、「他者との共生を強制する場」が必要で

はないのか。 

 そのような共生の場として学生寮を建設することは、近年大学に求められている「就業力」育成の点でも

有効に働くと考えられる。就業力とは就職後に役立つ実学的な専門知識・技能だけを意味するわけではない。

異質な人々と協働・共生する中で公共的な課題を発見し、それを解決するために多様な知識やスキルを身に

つけ自在に発揮する力を意味するものと考えている。いかに学力が高くとも、それが現実的な他者との協働

の中で発揮されなくては、持っていないも同然である。 

 そこで、学生寮を「五人で一つのコミュニティ」（“ハウス”と呼ぶ）から構成し、各ハウスに、共用のキ

ッチン、トイレ（２）、バス、リビングを設置し、これら共用スペースの周囲に鍵のかかるプライベートスペ

ースを配置することにした。個室には､ベッド、机、クローゼット、書棚、エアコンがあり、インターネット

に接続できる。必要最低限の設備を備えてはいるが、個室から共有空間へと学生を「追い出す」設計が貫か

れている。」 
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p89「実際に他者との協働・共生を実現し、またコミュニティ生活にともなう問題を解決するためにはそれ相

応の仕組み（ソフトウェア）が伴わねばならない。そのため、学寮アドバイザーを置き、また学生同士の交

流を促す各種行事、寮生による自主企画を支援する組織、広い視野からさまざまな学習を可能とする教育プ

ログラムなどを提供することにした。」 

 

p89「２０１１年４月、新入生と２年生約５０人を迎えて、新しいコンセプトを担うお茶大 SCCが開寮した。

私たちの試みが期待通り功を奏するかどうかはわからない。しかし、人間形成空間の変容に対して手をこま

ねいているのではなく、新しい仕組みを実験的に進めていくことは意味があるだろう。学生たちによって「共

に学び共に住まう」寮の伝統が根付いていくことを期待している。」 

 

 

（資料５） 

中央教育審議会「新しい時代における教養教育の在り方について（答申）」２００２年２月２１日より 

 

教養教育は、大学のカリキュラムの中だけで完結するものではない。この世代の青年が、部活動やサーク

ル活動などを通じて協調性や指導力などの資質を磨くこと、各種のメディアや情報を正しく用いて現実を理

解する力を身に付けること、国内外でのボランティア活動、インターンシップなどの職業体験、更には、留

学や長期旅行などを通じて、自己と社会とのかかわりについて考えを深めることも教養を培う上で重要であ

る。 

（略） 

ヨーロッパの多くの国では、大学に入学する前に、社会での活動を行うことが積極的に受け止められてお

り、大学入学者の平均年齢は我が国よりも２、３歳高い。我が国においても、大学を休学して長期間のボラ

ンティア活動に取り組んだり、職業経験を積んだ後に再度大学に入り直したりといった『寄り道』をするこ

との意義を社会全体で認識し、評価する必要がある。 

 

 

（資料６） 

京都帝国大学寄宿舎開始の告示（１９０６年１月）より 

 

大学寄宿舎ガ学生ノ研学修養上重要ナル一機関タルベキ所以ノモノハ在舎学生カ特ニ規律アリ制裁アル

一ノ切磋団体ヲ組織スルニ由リテ存ス 

 

 

（資料７） 

入舎生決議文（1906年 2月 10日） 

 

吾人は茲に総長告示の旨を体し且我寄宿舎が本学に対する本来の責務を思ひ一致協力之が実行を期す 
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（資料８） 

総長西島安則「吉田寮在寮期限設定に伴う一連の措置の完了について(所感)」『京大広報』３７５号、１９８９年

７月１０日 より 

 

昭和６０年（１９８５年）１２月１６日、私が総長に就任した時、吉田寮の在寮期限として設定されてい

た昭和６１年（１９８６）３月３１日は、わずか３ヶ月半後に迫っていた。まず、在寮期限の到来の時に、

強制的に吉田寮の寮生を退去させ、吉田寮を老朽建物として機械的に撤去することは、本学の学寮問題の基

本的な解決にはつながらず、かつ、在寮期限設定に至る本来の趣旨に沿うものでもないと考えた。そして全

学的事項に関する大学の意思決定機関である評議会の決定を尊重して、その基底にある趣旨を実現するため

に、本学の学寮の歴史を振り返り、京都大学らしい解決方法を熟考した。その結果、当時の朝尾直弘学生部

長と十分協議の上、在寮期限「執行中」という基本方針を採る決心をした。これは、昭和５５年（１９８０）

のはじめ以来、昭和５７年（１９８２）の末の評議会で在寮期限が設定されるに至る経緯をふまえるととも

に、より永い学寮の歴史を深く思慮しつつ寮生による学寮の伝統的な自治を尊重し、解決の道を誤ることの

ないよう慎重に進めようというものであった。誠意をもって寮生と話し合って行くなかで、自治の原則に沿

った解決への熟成の時が必ず来ることを固く信じていたのである」 

「この間になされた多くの関係者のたゆまぬ努力と全学の理解と協力によって京都大学らしい学寮の歴史

の中で意義ある一歩が踏み出されたものと私は信じる。 

 

 

（資料９） 

京都大学「第３期中期目標・中期計画」（平成 ２８ 年４月１日から平成 ３４ 年３月 ３１ 日）より 

 

（教育に関する目標） 

本学の特色である「対話を根幹とした自学自習」を重視した教育活動を一層推進するため、以下を前提と

しつつ、各学部、研究科及び専門職大学院（以下「学部・研究科等」という。）の教育目的と方針を踏まえて、

学生主体で自発的な創意・創造性を活かせるような教育プログラムの充実と、学生本位の視点に立った教育

への質的転換を行う。これにより、自主独立と創造の精神を涵養し、多元的な課題の解決に挑戦して、地球

社会の調和ある共存に貢献する。 
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Ⅳ．厚生施設としての学寮の必要性 

本母 将輝（２０１６年入寮） 

   

この文章では、吉田寮（正式名称：京都大学学生寄宿舎吉田寮）の「福利厚生施設」としての存在意義につい

て述べる。 

 

１．福利厚生施設としての寮の必要性 

 

そもそも、福利厚生とは何だろう？ 広辞苑によれば、「福利」とは、「幸福をもたらす利益」であり、「厚生」

とは、「人民の生活を豊かにすること」である。また、「福利厚生」で引くと、「福利と厚生。特に、雇用者が従業

員向けに、健康の増進や生活の充実をはかること」とのことだ。一般には、企業における従業員の健康や生活の

豊かさを指す用語として用いられていると思われる。ところで、企業というのは、ふつう労賃関係によって社員

と結びつくものである。その観点からすれば、健康の増進、生活の豊かさ、といった要素は必ずしも企業が社員

に与えるものではない。ということは、あえて「福利厚生」という言葉が用いられるとき、そこには、労働の対

価としての金銭の授受のような関係を越え、生活の増進や幸福の創造を与えるという意味合いが含まれているの

だろう。 

 京都大学に舞台を移すと、同大学は第３期中期目標において、「【１３】学生間の交流や学生の課外活動、社会

貢献活動を支援し、また、 学生の福利厚生環境を充実させる」という項目を設けている。であるならば、京都大

学は福利厚生を提供する意志を持っており、可能な限り実行すべきなのである。 

したがって、明らかにする必要があるのは、吉田寮という空間が、いかなる点において、現代の学生に福利厚

生をもたらすのかということである。以下では、低廉な寮費という点に焦点を絞り、吉田寮の福利厚生施設とし

ての側面について詳しく述べる。 

 

２．低廉な寮費がもたらす効用とその妥当性  

  

日本では、１９９０年代初頭のバブル崩壊以来、名目国内総生産額はほぼ横ばいのままであり、さらに２０１

７年度における子供の貧困率も先進国とは思えないほどに深刻である。にも拘らず、奨学金制度の整備は進まず、

大学授業料も高止まりしたままの状態で（下のグラフを参照されたい）、所得の多寡に左右されない平等な高等

教育の提供はとても実現できているとはいいがたい。このような現代日本において、吉田寮の安価な寮費が果た

す意義の大きさを説くのが以下である。 
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日本の大学授業料の推移、左は昭和 50年を基準とした変化を示し、右は金額の変化を示す。（文部科学省「平成

21年度文部科学白書 第一章 家計負担の現状と教育投資の水準」より） 

 

まず、吉田寮の寄宿料は月４００円、光熱水費負担区分などを含めても月２５００円である。他の国立大学の

学生寮における学生負担額の相場を参照してみると、たとえば東京大学の三鷹国際学生宿舎は、学生負担額は基

本料が月１１５００円、加えて光熱水費が自己負担である。吉田寮に比べるとかなり高額なものとなっている。

また、吉田寮と同じく戦前以来の歴史を持つ自治寮である北海道大学恵迪寮を参照しても、寄宿料が月４３００

円、光熱水費は自己負担である。吉田寮の寮費が他大学の学生寮の寮費と比べたときにかなり低廉である、とい

うことは間違いのない事実なのである。 

以上を踏まえたうえで、起こりうる批判として、月２５００円ばかりの負担なんて非常識である、そのように

非合理的・非経済的な学生寮が大学法人化以後にも残っているなんてありえない、というものがあるかもしれな

い。       

というのは、ワンルームでも月５万円以上が当たり前の家賃相場や大学の側の採算などを鑑みれば、月２５０

０円は安すぎるという理屈である。しかしながら、このような批判は、学生への福利厚生という観点を考慮に入

れると、妥当ではない。 

現代の学生に与えられるべき福利厚生がどのようなものであるのかを理解するために、その学生たちを取り巻

く社会的背景を頭に入れる必要がある。一つは高額の授業料である。１９８０年代には２０万円代だった国立大

学の授業料は５０万円を超す金額になっている。日本が１９９０年代以降デフレ基調にあることを鑑みれば、支

払う側にかかる負担は圧倒的に増えている。また、良質な奨学金制度の不足も重要な事実である。現在、日本で

最も多くの学生が借りていると思われる奨学金はおそらく日本学生支援機構によるものであろう。しかし、原則

として給付型ではなく貸与型であり、返済の履行が少しでも滞れば、断固たる措置が取られうるという性質のも

のである。また、標準修業年限の順守などの厳しい要件が課されている点から、自由な学生生活を阻害しうる。

では、他の奨学金制度が充実しているのかというとそういうわけでもなく、仮に給与型の奨学金を借りることが

出来たとしても、年間２０～３０万円程度が上限であり、授業料を賄うには至らないことが多い。その上で、日

本経済の低迷と並行して格差の拡大が起こり、潜在的に京都大学に進学する可能性を秘めた子供たちにも格差拡

大の影響が伝播しているに違いないのである。 

以上の事実を鑑みたうえで、吉田寮の寮費は決して安すぎるということはなく、吉田寮ほどの安さであること

によってようやく安心して大学で学ぶことができるというような学生を支援することが出来るという点におい

ては、むしろ妥当なものであると言えよう。 

そのような学生がいるのか、という意見があるのかもしれないが実際存在しているのである。たとえば、地方

出身の母子家庭。そういった家庭では、年間数十万の金額を家賃のためだけに支払うということはとんでもない

負担となるだろう。 

さらに、授業料免除があるではないかという指摘も考えられる。しかし、まず授業料免除は一定以上の成績を

確保する必要がある上に、「特別な理由」がある場合を除いて、最低修業年限の間しか得られない性質のものであ

る。また、画一的な基準による経済選考が行われるため、生活実態とはそぐわない結果が生まれる可能性もある。 

いずれにせよ、仮に授業料の免除を受けることができる学生であったとしても、それでも数十万円の年間家賃

が大きな負担となる世帯、学生は数多くいるはずだ。そもそも、あらゆる家庭が子供の進学のための蓄えをして

いるわけではなく、子どもに仕送りを送ることができない家庭はたとえ京都大学であっても数多く存在するので

ある。実感上、吉田寮には家庭から仕送りを受け取っていない学生がたくさん暮らしていて、彼らは積極的にア

ルバイトをすることで収入を得ている。しかし、京大の「2016年度学生生活実態調査」によれば、京大生の平均

的なアルバイト収入は、自宅生が 27700円、自宅外生が 26840円である。この程度の金額ではとても独力で生計
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を立てていくことは出来ないだろう。そういった家庭にとっては、吉田寮の年間３万円の負担がようやく安心し

て子供を送り出せるレベルであろう。 

また、文科省の方針に沿って考えても、吉田寮の低廉な寮費は妥当なものだとみなすべきで、非常に意義が大

きいということを示す。平成 16 年に発布された「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」の第９条を

参照した際、１項において「寄宿舎の寄宿料の額及び徴収方法は、当該寄宿舎の居室の面積、建築後の経過年数、

構造その他の事情を考慮して、各国立大学法人の規則で定める。」と記載されたうえで、同条２項では、「前項の

寄宿料の額を定めるに当たっては、学生又は生徒等の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければ

ならない。」と補足される。よって、問題となるのは、現代における、経済的負担を勘案した「適正な」額とは何

だろうか？ ということだ。これまで検討してきたことを振り返れば、この「適正な」額として吉田寮の寮費も

認められるべきであり、京都大学はそうすべきであるということは明らかではないだろうか。 

したがって、現在の吉田寮の低廉な寮費は現代においても非常に意義があり、妥当性を有するものである。 
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Ⅴ．京大中期計画、年度計画から見る吉田寮 

本母 将輝（２０１６年入寮） 

  

１．吉田寮生の安全確保についての基本方針 

 先日、2017 年 12 月 19日に、京都大学は「学生担当理事・副学長 川添信介」の名のもとに、「吉田寮生の安

全確保についての基本方針」及び「「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の策定・実施について」と称する

文書を発表した。当該基本方針の要旨としては、（１）平成 30年１月以降の新規入寮募集を禁止する、（２）同年

９月末日までに現在吉田寮に居住する学生は退去しなければならない、（３）同年４月時点において正規学生の

資格を有する学生については、400 円の寄宿料（光熱水費は自己負担）のもとで代替宿舎を提供する。なお、代

替宿舎に居住できる期間は各修業年限に従う、（４）吉田寮の老朽化対策については、福利厚生の充実を目指し、

収容人数の増加を念頭に置きつつ、検討を進める、という４点であった。 

 以上の経緯を念頭に置きつつ、本論稿は「在寮期限」というものが策定されるに至った学内におけるプロセス

を分析することを意図するものである。 

 

２．「第一次在寮期限（1982年 12月 14日発表）」の分析 

 まずは、第一次在寮期限に関していかなる経緯のもとで発表されたものであったのか、という分析を行いたい

と思う。もちろん、当時と 2017 年現在では情勢が異なることについては留意しておく必要があるだろう。しか

しながら、何が違うのか、ということを認識することも現状を豊かな視点から捉える上で有用であるはずだ。従

って、以下ではその経緯についての分析を行う。 

 当時、まず発端としてあったのは、政府・文部省の京大自治への積極的介入、というものだった 。つまり、当

時の「新々寮」要件に反した吉田寮の在り方に対しての不正常指摘・正常化である。この政府・文部省の動きに

押されて、沢田総長を筆頭とする大学当局は「正常化」という言葉のもとで、寮生各人に対する在寮者確認、光

熱水費・寄宿料納付を要求するようになった。これに対し吉田寮が反発した結果として、当局は、「正常化」では

なく、当時の寮自治会との関係を断った形での新寮建設に向けて動くことになる。そして、「正常化」ならぬ「老

朽化対策」を理由として、1982 年 12 月 14 日、評議会の決定のもとで、「吉田寮の在寮期限を昭和 61 年３月 31

日とする」ことが発表されたのである。 

 以上より言えることは、当時の在寮期限の発表には、（１）政府・文部省が推奨する「新々寮」要件、（２）政

府・文部省の介入、（３）大学当局の「正常化」要請、（４）評議会における老朽化対策を名目とした決定、とい

った経緯があったのである。 

 また、これらに対する、当時の吉田寮自治会の対応としては、「新々寮」要件への批判、文部省・会計検査院へ

の批判というよりは、新寮建設・老朽化対策の実行にあたっての大学当局の手続き的不備、すなわちデュープロ

セスの不履行の指摘などが主であった。さらに、当時は、学生大会の組織、各学部自治会による学部所属の教授

の追及といった寮外学生の運動的組織が（形式的なものであったとしても）行われたという点において、以下で

述べる駒場寮以降の例とは大きく異なるだろう 。 

 

３．他大学における「在寮期限」の発表 

３－１．有朋寮 

 まずは、東北大学有朋寮の例を参照しよう。初めに、2001年９月、在寮期限（2003年３月）の設定と入寮募集

停止の決定がなされる。当時、寮自治会と大学側との間で老朽化問題解決のための団体交渉が行われていたが、
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平行線の状態が続いていた。その背後には、文部省の厳しい新寮要件とそれに反発する寮自治会という構図があ

った。そして、「新寮なき廃寮」、つまり代替施設の具体的提案が一切ないままの廃寮が決定された。大学側の論

理としては、安全確保の緊急性というものがあった。その後、10名程度の寮生が期限後も残り続け、ハンストや

署名活動などによる抗議を行ったが、結果的には裁判において大学当局に敗北した末、強制執行が行われた。ま

た、2002年に入寮した理学部学生に対しては無期停学処分という措置がなされた。 

 入寮した理学部学生に対して無期停学処分を行ったなどの措置を鑑みると、有朋寮は最も極端な策が取られた

例ということができるかもしれない。ここでの例を必ず今後起こりうるものとして過剰に捉えることも危険であ

るとも思われる。セクトの居住など、吉田寮とは異なった条件の存在も考慮される必要があるだろう。 

 

３－２．駒場寮 

 また、最も有名でかつ大きく廃寮化をめぐる運動が行われた例としては、東京大学駒場寮が挙げられるだろう。

在寮期限（1996年４月）及び入寮募集停止の通告が行われたのは 1993年６月であった 。ここに至る経緯として

は、東大教養学部において東大駒場キャンパス再整備計画の一環として三鷹国際学生宿舎の建設計画が持ち上が

ったことが挙げられる。当時、三鷹寮は老朽化が著しく、在寮生数が定員を大きく下回っており、さらに会計検

査院から不効率利用国有地として指摘を受けていた。さらには、増加する学生総数や地方からの学生の比率増加

などもあり、都心部における住宅需要も増加し、家賃は高騰する中、安価な住居を求める学生であふれていた。

そこで持ち上がったのが、三鷹国際学生宿舎であった。当時の構想では、1000人の定員、全個室、教養学部によ

る入寮選考、また建設に伴う三鷹寮及び駒場寮の廃寮化、といったことが挙げられていた。対して駒場寮自治会

は、自治の保障、学生の要求の受け入れを求め、さらに大学当局が一方的な決定を行うことに反発した。その後、

大学側としては、早急な安全確保の必要性、無作為抽出による教養学部学生を対象とした学内アンケートの結果

をもとにして、あくまで学生との協議のために努力したものの芳しい結果は得られなかったとして、廃寮化を強

行した。 

 以上に関して、主な執行機関は東大教養学部及びその下部機関としての三鷹国際学生宿舎特別委員会であった。

また、大学側の論理としては早急な安全確保と福利厚生機能の増進という至極真っ当なものであった。無論、筆

者の意見としても、また世間一般の意見としても、安全確保や福利厚生といった要素に関して批判することは不

可能だろう。が、それを利用して一見当然のように聞こえる大学当局による入寮選考や個室の導入などが押し通

されたことが、論点であった。その際、大学が無作為抽出によって学生アンケートを行い、三鷹国際学生宿舎の

建設に多数派の学生が賛成であるという証拠として持ち出したことも興味深い。駒場寮において減少していた寮

生数、駒場寮の収容人数の少なさ、駒場キャンパスにおけるサイレントマジョリティーとしての学生、などを考

慮しても数の論理というものは大学当局の強力な武器として機能したといえよう。 

 

４．「中期計画・年度計画」の分析 

 2003年の国立大学法人化以降、文部科学省と大学との間で「中期目標・中期計画」というもののやり取りがな

されるようになった。中期目標というのは、文部科学省から大学に対して提示するもので、対して中期計画とい

うのは、大学から文部科学省に対して示すものである。『京都大学 中期目標・中期計画ハンドブック［平成 28

年度～33年度］』に寄せられた山極壽一総長による序文においては、「中期計画・中期目標は社会と京都大学の間

の「公的な約束」であり、この約束を果たすべく計画を確実に実行し目標を達成する決意です。」と述べられてい

る 。一方で、年度計画というのは、中期計画に関して年度ごとに提示されるより具体的な行動案である。これら

を分析することで大学当局の意思の変容を追うことができるはずだ。以下では、順次検討する。 

 

４－１．中期目標・中期計画 



26 

 

 まず、第２期中期目標・中期計画（平成 22 年度～27 年度）において、いかに吉田寮が扱われていたのか。同

目標・計画上の「Ｉ―１―（３）学生への支援に関する目標（中期計画では、学生への支援に関する目標を達成

するための措置）」を参照すると、目標では、「学生間の交流や学生の課外活動並びに社会への発信を促し、また

学生の福利厚生施設を充実させる。」とあり、これに対応して計画では、「キャンパスの課外活動施設や福利厚生

施設を充実させるとともに、学生が企画立案する事業や社会貢献等への支援並びに学生が文化・芸術に触れる機

会を拡充する。学生寮は可能なものから順次再整備し、全体として拡充する。」と記載されていた。 

また、第３期中期目標・中期計画（平成 27 年度～33 年度）における同項目を参照すると、目標は全く同一の文

言であり、計画は「課外活動の支援、課外活動施設の充実を行う。また、学生の社会貢献活動を支援する。さら

に、学生の福利厚生施設を整備するとともに、学生寮については可能なものから順次再整備し、全体として拡充

する。」と記載されていた。つまるところは、中期目標・中期計画については、第２期、第３期を通して有意な違

いはないと言ってよいだろう。 

 さらに、第二期中期計画の実施にあたっては、第二期重点事業実施計画というものが策定されており、その計

画では、「吉田南構内再生整備事業 ～学生寄宿舎の整備～」という項目や「学生寄宿舎整備事業（熊野寮）」と

いった項目が掲げられていた 。前者に関しては、「学生生活における安全かつ安心な住環境を確保するとともに，

慢性的な収容人数不足に対応するため，新しい学生寮建設に向けて整備を行う。」と記載されていた。当時におい

て、基本的に現在の大学当局と殆ど同じような理由付けのもとで「吉田南構内」における「新しい学生寮建設」

が目論まれていたとは言えないだろうか。さらに、第３期中期目標・中期計画に関する同様の実施計画にあたる

「京都大学 重点戦略アクションプラン（2016-2021）」においては、最早吉田南構内整備や学生寮整備といったこ

とが一切挙げられていないことから 、本当は大学当局としては、第２期のうちに吉田寮に関わる問題に決着を

つけるつもりだったのかもしれない。 

 

４－２．年度計画 

 以上を踏まえたうえで、具体的な計画である年度計画の変容を参照することとする 。 

2012 年は、「新寮の建設工事の着工を目指すとともに、吉田寮の建て替えに向けて学生との協議を継続する。ま

た、熊野寮の電気設備改修工事を行う。」 

2013年は、「新寮の建設工事の着工とともに、吉田寮の建て替えに向けて学生との協議を継続し、着手する。」 

2014年は、「新寮を竣工するとともに吉田寮の建て替えに向けた工事の設計・積算を行う。」 

2015年は、「吉田寮の改修工事の設計に着手する。」 

2016 年は、「さらに、福利厚生施設の拡充に向けた検討を進めるとともに、学生寮については耐震化に向けた検

討を進める。」 

2017 年は、「さらに、福利厚生施設の拡充に向けた検討を進めるとともに、学生寮については順次耐震化に向け

た検討を進め、可能なところから充実を図る。」とのように各々記載されていた。  

上の時系列順の羅列について、指摘できることとしては、（１）2014 年以降、学生との協議、ということが述べ

られなくなったこと、（２）2014年、2015年度において、「吉田寮の建て替え」に向けた工事の設計・積算といっ

たことが具体的に計画に組み込まれていたこと、（３）2016年以降においては、「耐震化」の題目のもと検討がす

すめられ、そして、今年 2017年には、「可能なところから充実を図る」ことが計画されていたということだ。こ

れらを見れば、年次計画発表の時点で後の大学の動きは推察することが可能であったといえる。 

 

４－３．大学自身の評価 

さらに、これらの中期計画や年度計画について大学当局から与えられた評価についても参照する。大学当局は、

第２期中期計画に関して、「学生寮は可能なものから、順次整備し、全体として拡充する。」という項目に対し、
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「おおむね良好」という評価を与え、その理由として、「学生との協議を重ね要望を踏まえた上で」吉田寮新棟建

設、熊野寮耐震改修工事を達成したことを挙げていた 。この評価は 2016年６月に発表されたものである。 

また、2016 年６月に発表された 2015 年度計画への評価では 、「耐震性に問題のある施設等、教育・研究・医

療活動に支障のある施設を施設整備費補助金や学内予算等により施設の再生を図り、耐震化完了を目指す。」と

いう項目に対し、「平成 27 年度においては学内予算により、「京都大学（吉田南）総合研究棟耐震改修工事」他

23 事業の耐震化事業を実施し、耐震化が必要な職員宿舎（芦生、犬山、野口原）および学生寄宿舎等（吉田寮、

女子寮、室町寮、西部講堂）を除き、全ての耐震化を完了した。」ということが述べられており、明示的に吉田寮

の耐震化が達成されていないことが述べられている。ここで挙げられた４つの学生寄宿舎のうち、女子寮はすで

に建て替えが決定しており、おそらく次の対象は西部講堂或いは室町寮となるのではないか。 

 

５．国立大学法人化に伴う大学内機構の再整備 

 第３章で述べた中期目標・中期計画というもの自体が、2003年ごろからの国立大学法人化以降要請されるよう

になったものである。国立大学法人化は良い、悪いといった評価は別にして、大学内部の機構の配置を以前とは

異なるものにした。京都大学において、いかなる機構の整備が行われたのかを以下で明らかにし、その分析も行

う。 

 

京都大学ホームページ「大学の機構（2017年 4月 1日）」より。 

 

 まず、中心に位置するのは、役員会である。これは、総長と理事（主に副学長の一部から成る）から構成され

るものである。役員会はその名の通り、総長・理事といった役員のみで構成され、重要とみなされる全般的な事

項についての決定権を有し、総長が議長を務め、召集を行い、参加者の過半数の賛成により決議がとられる 。 

次に、経営協議会は、総長、総長が指名する理事、その他職員、学外者によって構成され、役員会と同様に総

長が議長を務め、また召集を行い、大学の経営・予算運用についての審議を行い、これも過半数の賛成をもって

決議が取られる 。 

 さらに、教育研究評議会は、総長、総長が指名する理事・副学長、各研究機関・学術機関の長や教授の一部に

よって構成され、教育研究に関する決定を行う 。その他、総長の扱いや決定の過程は経営協議会と同じである。 

 最後に、部局長会議について。これは、総長、理事、指名された副理事、副学長、各機関の長によって構成さ

れ、経営・教育研究に関する大学方針の連絡・調整・協議を行う機関である 。その他は、おおむね上と同じであ

る。経営協議会や教育研究評議会の決定を学内教職員に向けて周知・議論する場として機能していると思われる。 
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 また、上のいずれも中期目標・中期計画の達成を目標とするものである。 

 以上の主な４つの京大内の機関に関して言えるのは、いずれも京都大学役員が参加し、その招集・進行を総長

が行う、という点から、役員会が自身の決定を遅延なく押し通してしまう恐れを多分に孕んでいるということで

ある。 

 他方で、京都大学は上のような法人化以降に誕生した機関のみならず、学生生活委員会のような従来から存在

している組織を有しており、学生のことについては原則学生生活委員会が議論・決定する、という形式は一応維

持されている。 

 これらを踏まえたうえで、分析を行う。吉田寮在寮期限の決定や昨年の女子寮に関する決定などを行ったのは

役員会及び部局長会議の二つのみであった。学生生活委員会はその議論について知らされていなかった。また、

４つの機関があるのなら、そのすべてで議論をすることが可能であるし、重要な事項についてはすべてで議論を

することが真っ当であると思われるが、少なくとも判明している限りはうち２つのみでしか議論されていない。

しかしながら、これは今回の問題に限ったことではなく、2010年代において、経営協議会や教育研究評議会にお

いて吉田寮に関する議論が行われたという記録は存在しない。おそらく、京都大学内部において、どの機関で何

を議論するのか、どの機関での決定をもって完全な決定とみなすのか、といったプロセスに関して一貫した見解

が存在しないということもあるのだろう。 

その上で、役員会と部局長会議で議論すれば十分である、ということなのだろうか？いや、十分ではないはず

だ。なぜなら、根本的な構造からして総長・理事といった役員があらゆる会議に関与しているトップダウン的構

造の学内において、役員会以外の議論の場が部局長会議のみであるというのは妥当ではない。しかし、役員から

すれば、一応一定数の教職員に向けて発表をして、その上で異論がなかったのだから、一体何の問題があるのか？

という口実になるのだ。実際、今回の事例においては、基本方針に関する詳しい説明がなされたわけではなく、

簡潔な説明のみで決定を行おうとしたようである。そのような決定を、12 月 19 日同日の役員会、部局長会議の

みで押し通し、同日発表を行うという過程がばかげている。そもそも、本来、学生に関する事項を統括するはず

の学生生活委員会が決定に絡んでいないのもおかしい。この点については、京大の教員も、当然学生生活委員会

が議論したものだと認識していたようである。 

また、川添副学長就任以前の学内においては、学生生活委員会所属の特別組織としての第三小委員会が機能し

ていた点において、まだマシだったといえる。 

 

６．結論と考察 

 以上に関して、まずは、在寮期限が設定されてきた過去の事例に関して、大きく分けて３つのフェイズがあっ

たと指摘できるのではないか。まずは、①大学法人化以前のフェイズ、次に②法人化以後ではあるが学生自治が

尊重されていたフェイズ、そして、現在、③法人化以後であり、かつ学生自治が尊重されていないフェイズ。 

また、駒場寮の事例と８０年代在寮期限闘争の事例を比較すれば、寮外学生に自治の意識があったフェイズと

自治が自治寮だけのものになったフェイズという分け方もできるかもしれない。他にも、個別具体の話として、

現在の吉田寮の老朽化の度合いと過去潰されてきた自治寮の老朽化の度合いの違い、世間一般における安全意識

の間主観的変容といったファクターも学内決定プロセスにおいて影響を及ぼしているかもしれない。 

 大学内部における自治寮潰しの進行過程というのは、必ずしも一様ではなく、様々な要因が絡み合って、複雑

に変化して現れてきたものであることは事実である。その一方で、2015年以前において少なくとも保たれていた

京都大学における安全確保と学生自治の保護という二つの力の均衡が急激に現在変容を遂げているのは何者か

によって意識的になされているのではないかという疑念が生じる。そして、今後、その何者かは安全確保という

要素を数の論理によって極大化して一気に学生自治を潰しにかかってくることも容易に推測されるのではない

だろうか。 
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Ⅵ． 川添副学長の「京都大学の自治」破壊行為 

繁澤 良介（２０１６年入寮）  

           

１．「対話を根幹とした自学自習」京都大学の現状 

 

 ２０１７年１２月１９日に京都大学文責による「吉田寮生の安全確保についての基本方針」が策定された。こ

れは同日における部局長会議で協議の結果、役員会で決定されたとしている 。 

その主な内容としては、 

（1）平成３０年１月以降、吉田寮への新規入寮は認めない。 

（2）平成３０年９月末日までに、現在吉田寮に入舎しているすべての学生は退舎しなければならない。 

（3）退舎にあたって、平成３０年４月時点で本学正規学生の学籍を有する吉田寮生については、希望する者に本

学が代替宿舎を用意し、その代替宿舎に現在の寄宿料で居住させる。ただし、代替宿舎での光熱水費については、

使用者である寮生の負担とする。また、代替宿舎での居住の終期は、原則として、当該寮生の正規生としての学

籍の修業年限（大学院生については標準修業年限）の終期とする。 

（4）吉田寮現棟の老朽化対策については、本学学生の福利厚生の一層の充実のために収容定員の増加を念頭に

置きつつ、検討を進める。 

である。この決定に際し、実際に住んでいる寮生ひいては吉田寮関係当事者との話し合い・説明等は一切行われ

ていない。 

これに対して、吉田寮自治会は１２月２６日に抗議声明 を発表。同声明内にて、前学生担当理事・副学長杉万

俊夫氏との間に締結された確約 の項目 1「大学当局は吉田寮の運営について一方的な決定を行わず、吉田寮自治

会と話し合い、合意の上決定する。また、吉田寮自治会が団体交渉を希望した場合は、それに応じる。」に反する

ものであるとして抗議している。 

 

 これに対して、川添現副学長は「確約には私自身がサインしていないので、それに従う義理もない」「一方的と

いうが、私は団体交渉ではなく出席者の氏名・身分を明らかにした少人数会議ならば応じようと言っているでは

ないか」などと述べるに違いない。（実際、この「基本方針」決定にまつわる説明会を開くことすら否定した。） 

  

しかし、この二つの主張それぞれに対しても問題点がある。 

まず前者。一見もっともらしい主張に見えるが、これはそもそも確約の意味をとらえ違えている。確約の内容

は、上記にも明らかなように「京大当局」の行動を規定する約束事であり、決して「副学長」の努力目標などで

はない。また、仮に、上記項目１を含む確約が吉田寮自治会と各代の副学長との間で結ばれる個人的な約束に過

ぎないのならば、部署の介入や担当（副学長）の変更があれば容易に団体交渉での合意が反故にされ得るという

ことだ。さらに言えば、各副学長ひいては京大当局は当事者の意思を無視した決定をその責任を問われずにやり

たい放題に下せるということになる。つまり吉田寮という多くの人間の住む居住空間の行く末はたった一人の副

学長の「良識」に任されるということであり、はなはだ暴論である。川添副学長以前はそれとは異なり、１９８

８年以降各担当者は「京都大学の」交渉主体として責任をもって確約を結び、それに基づいて行動し、次代に確

約を引き継いできていた（引継ぎ自体は確約内でも約束されたものでもある）。 

そして後者。「理事たちの思惑うごめく吉田寮にまつわる問題」を扱う会議に少数の寮生が氏名を明らかにし

て臨むことは、当該寮生たちへの個人攻撃（会議内での脅迫的行為、会議外においても、当該学生へのアカデミ
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ック・ハラスメントなど）などの可能性があることを考えると、十分慎重にならねばならないことである。 

少人数会議の問題点を考えるには、女子寮の経験も参考になる。京大女子寮は２０１７年京大当局と建て替え

案で合意した。この決定は女子寮生と大学当局の少人数会議でなされたものである。しかしその決定に至る議事

の内容は事後的にすら明らかにされていない。そもそも、寮にまつわる事柄は現在住んでいる寮生だけではなく、

将来住むことになる人々にもかかわるもの（特に寮費・入寮資格など）であり、広く誰もが会議に参加できるも

のでなければならない。それが仮にできないのだとしても、最低限議事録の作成、外部への共有はなされてしか

るべきである。その最低限さえも、女子寮の場合にはなされていない。 この事実を鑑みるに、大学当局は少人

数会議にすることで情報伝播をできるだけ狭い範囲に抑え込み、そのまま少人数会議の中だけで寮生の声を押し

つぶしてしまおうとしているとも考えられる。 

 

いずれにせよ、京大当局が寮生に対し「基本方針」発表からたったの９か月以内で退去・引越せよと言い渡す

ことだけでなく、当事者との何等の話し合いを行わないということは、理性の府として、さらに「対話」を標榜

する大学として、あまりにも粗々しく横暴な方法ではないか。 

 

２．新しい秩序 「部局長会議協議、役員会決定」という意思決定方法の恐ろしさ 

 

「基本方針」は１２月１９日の臨時部局長会議にて協議され、役員会で決定したとされているが、これはそもそ

も実際に住んでいる寮生ひいては吉田寮関係当事者への何等の説明がなされぬままの決定であることは上記に

も述べた。要するに「９か月後には今住んでいる家を出て行ってください」と一方的に突きつけたのだ。 

自治会側に何らの説明がない、というだけではない。今回の決定については、大学当局内での決定プロセスに

おいても拙速さ・杜撰さが露呈している。 

 多くの学生が不利益を被ることになる今回の「基本方針」の決定は、たった一回の臨時部局長会議（１２月１

９日付 ）での協議を経て、最大でもたった８名の役員会で決定されたものである。 

 本来、このような多数の学生の生活に大きくかかわる問題に対して意思決定を行う際は、当事者との話し合い

はもちろん、より丁寧に、かつ慎重に学内機関での承認を経る必要があるはずだ。具体的には、部局長会議の場

の事前に各学部教授会などで諮られるしかるべきである。 

穿った見方をすると、以下のようにも考えられる。川添副学長の通告文書 において、退舎期限以降の居住が

「不法占有」であるとして学生への処分を仄めかしていること、そして先の「基本方針」の決定に際して各学部

教授会での審議を経ていないことを踏まえると、川添副学長は各学部教授会での審議を抜きにして、学生に処分

を下すことさえも一方的に行おうとしているのではないか、と。 

  

３．「京大らしさ」とは 

 上記のように、山極・川添体制下の京都大学においては、当事者（ひいては大学内の諸機関さえも）に対する

何等の説明もなく、当事者を排除した会議体のみで重要な決定がなされている。その一方で「対話を根幹とした

～」「知と自由の誘い」という「京大らしさ」を前面に押し出したキャンペーンを打ち出していることは、世間一

般に対する大学当局の欺瞞であり、うすら寒くさえある。 

 では、「京大らしさ」とはなんだろう。 

ここで、西島安則総長（１９８５～１９９１在任）の１９８９年の文書「所感」1 を引用したい。西島総長は、

                                                      

1 総長西島安則「吉田寮在寮期限設定に伴う一連の措置の完了について(所感)」『京大広報』３７５号、１９８９

年７月１０日 より 
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１９７８年から続く沢田敏男学生部長（のちに総長）時代に勃発した吉田寮「正常化」・「在寮期限」問題による

混乱を、学生の意思をくみ取りつつ、終結させた重要人物の一人である。 

以下は引用である。 

 「まず、在寮期限の到来の時に、強制的に吉田寮の寮生を退去させ、吉田寮を老朽建物として機械的に撤去す

ることは、本学の学寮問題の基本的な解決にはつながらず、かつ、在寮期限設定に至る木来の趣旨に治うもので

もないと考えた。そして全学的事項に関する大学の意思決定機関である評議会の決定を尊重して，その基底にあ

る趣旨を実現するために，木学の学寮の歴史を振り返り，京都大学らしい解決方法を熟考した」 

「より永い学寮の歴史を深く思慮しつつ寮生による学寮の 伝統的な自治を尊重し，解決の道を誤ることのない

よう慎重に進めようというものであった。誠意をもって寮生と話し合って行くなかで，自治の原則に沿った解決

への熟成の時が必ず来ることを固く信じていたのである」 

 当時の問題は今回のものとは似て非なるものではあるが、その対応姿勢には「対話」を標榜する大学として、

一貫して参照されるべきものが伺える。それはすなわち、「『京都大学らしい解決方法』の大前提として、『誠意を

もって寮生と話し合って行く』がある」という、西島総長の考え方と実践そのものである。 
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Ⅶ．これまでの総長らが努力してきた吉田寮の価値および団交確約 

１．学寮に寄せる  京大総長 奥田東 

 幸か不幸か、私には寮生活の経験がない。何事にもよらず、経験しないことには、ほんとのことは判

らないものである。その意味で私は寮について語る資格がない。しかも、寮の収容力を少なくとも 

二〇〇〇名にして欲しいという要望があり、大学の責任者として、意見を持っていなければならない。 

 現在の寮には、生活費が安いからと云う事実と、集団生活をすると云う事実があるが、寮の存在価値

を考える場合に、その何れかに重点を置くべきものであろうか、私には判らない。昔は後者に重点 

を置く傾向が強かったようであり、今でもイギリスでにはそのような考えで全寮制をとっている学校が

ある。しかし、現在の日本ではどうであろうか。 

 もし、生活費が安いことに、重点を置くとすれば、その建設は国費による他はないので、進行速度に

は自ずと限界がある。集団生活に重点を置くのであれば、国費以外にも資金を求めることも可能で 

あり、進行を速めることができる。 

 山男山を見ずと云う言葉があり、富士山は遠くから眺めていると美しいが、登ってみるとその美しさ

は判らない。地球が球型で自転しながら太陽の周りを廻っていると教えられているが、われわれの 

感覚にはピンと来ない。人工衛星に乗って地球から遠く離れて地球を眺めればピンとくるのであろう。

このように、その中に入ってしまうと、部分的にはよく分かっても、全体として、つかめないもの 

である。 

 寮の問題を考えるには、寮にいる学生の意見だけでなく、寮で暮らし、社会に出て、一年、二年経ち、

さらに十年を経過した先輩の意見をも聞いてみる必要があると思う。 

 多くの人々から建設的な意見の寄せられることを希望する。 

 

 １９６５年２月発行 吉田寮舎誌「去来」１２号より 

 

 

２．入寮パンフレット１９８５年４月１日  

 

 「人間関係形成の場」     佐佐木 綱  

 

 いま大学生活にとって、寮は非常に重要なものになってきました。寮生活には人間関係形成の原点が

あるように思えるからです。現在の日本の家庭では、自分の味方になってくれる兄弟の数も少なく、ま

た、友達も受験競争ので、心を打ち割って話のできる本当の友達もできにくくなってきています。  

早くから子供部屋で一人で育ち、パソコンで遊び、大学に入学するとマイカーで通学するような生活

をしていると、どうしても他人との人間関係がわずらわしくなり、社会にでてからの団体生活に危惧を

感じて、社会に出ていく勇気がなくなってしまう人も多いのです。人間関係の基礎は、他人との共同生

活の中で、他人の立場に立って物事を考えることができるようになること、またその事を通じて自己の

長所・社会的役割を見つけ出すことにあります。もちろんそれは部活動にもあります。しかし寮生活は

２４時間の人間関係です。そこには自分の人生観と他人の人生観との激しい討論もあるでしょう。討論

時間は無限にあるのですから。しかし一方で思考を越えた肌身で感じる「他人の痛みを自分の痛みと感

じる」感覚が芽生えてくるものです。そして自己の尊厳が他人の尊厳を認めることによってしか保障き

れないものであること、その事が寮の自由を守り団結をうながすものであることを知るのです。これま
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で多くの立派な先輩が寮から輩出したことも当然と思われます。  

 入学試験に合格したときが新しい心のスタートです。古い建物にも新しい心が宿るものです。  

（ききき・つな＝工学部交通土木工学科教授・運輸交通計画）  

 

「ひとこと」            森 毅  

 

 もとより、京都大学という空間が、均質で透明であるはずもない。  

 いくらか半透明で、なにかの未知を生みだそうとする場所が、キャンパスのあちこちに、そこに棲息

する人間たちとともに、息吹いていねばなるまい。吉田寮も、そうした場所のひとつであり続けた。  

 ただ困ったことは、自然の移りかわりのほうが、そうした場所を「老朽化」させがちなことだ。ちな

みに、そうした場所の候補になりうるかどうか知らないが、時計台のほうもまた、いくらか「老朽化」

している。  

 なお、寮問題の推移次第では、ぼくも評議員として追及きれかねない。その節は吉田寮に逃げ込むか

ら、かくまってくださいね。  

 吉田寮に自由を。  

（もり・つよし＝教養部教授・数学）  

 

「ノミの歌」       浅田 彰  

 

 去年の夏、吉田寮でノミが発生して騒ぎになったとき、思わず叫んだヤツがいる。  

「権力は手ぬるい！ あんなところはいっぺん焼いて、消毒しなけりゃダメだ！！」  

 言うまでもなく、汚点とみれば拭い去らずにおかぬこの種の清潔パラノイアは、ファシズムの源泉の

ひとつにほかならない。  

 それに抗してノミとの共生を貫徹し、遂には自らノミと化してあちこち跳びはねながら腐敗と頽廃の

種を撒き散らすらすことこそ、革命的吉田寮生の任務である。  

 たかがノミ、といって侮るなかれ。どんな檻の隙間をもやすやすと通りぬけることができるのだ。  

 檻の強化か檻の破壊かという闘争はなおも続いている。しかし、今いちばん問題なのは、受験体制と

いう檻から解放されたにもかかわらず自ら新しい檻を作って閉じこもるというような、小心な自己規制

の風潮だろう。  

 そこで、いたずらに檻の破壊を唱えて「のれんに腕押し」となるよりも、とりあえず腐朽した檻の隙

間をノミのように自在に出入りしてみること。  

 そういえば、「自分が囚われているどんな檻（ケージ）からも逃れよ」と歌ったの、あの鳥籠売りジョ

ンだった。ジョンの愛するキノコが畳の間合から生えてくるなんてのも、悪くないかもしれない。  

 だけと、やっぱり、たまにはおヘヤをきれいにしてくださいね。  

（あきだ・あきら＝人文科学研究所助手・社会思想史） 

 

 

３．「吉田寮在寮期限設定に伴う一連の措置の完了について（所感）」 

                   平成元年 7月 7日                        総長西島安則 

この度，平成元年（1989) 4月 18日の評議会において，吉田寮の在察期限設定に伴う一連の措置の執

行を完了したことが承認されるに至る聞の経緯は，本学の学寮の歴史において一つの時期を画したもの
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であると考えている。 

 学寮（学生寄宿舎）の歴史は，本学の創立と同時に始まっている。それより以前，今からちょうど 100

年前の明治 22年（1889）に，第三高等中学校寄宿舎，食堂，賄所及び浴室がこの吉田の新しい校地の松

林の中に建設された。現在の本部構内，百万遍の裏門を入った左側の所であった。 

明治 30年（1897）に本学が創立され，この寄宿舎を譲り受けた。そして，学生寄宿舎は学生の研学修

養上の重要な機関として位置付けられた。寄宿舎生活における各舎生（寮生）の自由と寄宿舎の自治の

あり方については，この初期の頃からその理想と現実との聞に揺動があって，木下廣次初代総長の時に，

寄宿舎の一時閉鎖の後の再開（明治 39 年（1906））にあたって出された告示にも，「大学寄宿舎が学生

の研学修養上主要なる一機関たるべき所以のものは，在舎生が特に規律あり制裁ある一つの切磋団体を

組織するに在って存す」と述べられている。 

昭和 60年（1985) 12月 16日，私が総長に就任した時、吉田寮を老朽建物として設定されていた昭和

61 年（1986) 3 月 31 日は，わずか 3ヶ月半後に迫っていた。まず，在寮期限の到来の時に，強制的に

吉田寮の寮生を退去させ，吉田寮を老朽建物として機械的に撤去することは， 本学の学寮問題の基本

的な解決にはつながらず，かつ，在寮期限設定に至る木来の趣旨に治うものでもないと考えた。そして

全学的事項に関する大学の意思決定機関である評議会の決定を尊重して，その基底にある趣旨を実現す

るために，木学の学寮の歴史を振り返り，京都大学らしい解決方法を熟考した。その結果，当時の朝尾

直弘学生部長と十分協議の上，在寮期限“執行中”という基木方針を採る決心をした。これは，昭和 55

年（1980）のはじめ以来，昭和 57年（1982）の末の評議会で在寮期限が設定されるに至る経緯をふまえ

るとともに，より永い学寮の歴史を深く思慮しつつ寮生による学寮の伝統的な自治を尊重し，解決の道

を誤ることのないよう慎重に進めようというものであった。誠意をもって寮生と話し合って行くなかで，

自治の原則に沿った解決への熟成の時が必ず来ることを固く信じていたのである。 

 

 寮生との間で厳しい状況の中にもお互いに心を開いた話し合いを持ちうる環境の生まれることが大

切であった。筧田知義学生部長，ついで河合隼雄学生部長の在任中，学生部委員会，特にその第三小委

員会委員及び学生部の寮担当職員と寮生との話し合いが続けられ，寮生諸君は寮の自治のあるべき途を

求めて苦悩した。そして，状況は次第に熟してきた。昭和 63年（1988) 8月 4日の吉田西寮第 4棟の撤

去は重要な契機であったと考えている。吉田西寮第 4棟は，かねてから老朽化の最も激しい建物で，私

も学生部長在任中は，台風の予報が出て風が強まると心配でよく夜中でも寮へ走って行き，寮生と共に

台風の過ぎるのを待ったことがあった。この吉田西寮第 4糠の撤去に際しては，緊迫した空気ではあっ

たが，河合学生部長，学生部委員が現場で寮生と話し合い，吉田寮寮生大会の結論を待って作業が開始

された。その夜，学生部の会議室で学生部委員，学生部職員が集って懇談した。皆撤去作業が終ったと

いうことよりも，その一日の経過の中で寮生との間に開かれたた確かな心のつながりを感じることがで

きたのである。その喜びで涙を流している教職員もあった。それは長い間延々と続いた暗いトンネルを

一歩一歩と歩んでいるうちに，その行く先に確かな明りを見る思いであった。 

 

 昭和 63年（1988)10月 17日の学生部委員会において「本年度中に在寮期限設定に伴う吉田寮問題の

解決をみるよう努力する」という基本方針が決定されたのは，そのような時の成熟の結果であった。

吉田寮生と学生部委員との聞でさらに度々話し合いが続けられ， 11月から翌年の 2月にかけては河合

学生部長と吉田寮自治会との話し合いが重ねられた。そして，その中で次第に具体的な解決への道が

浮かび上がってきた。吉田西寮の撤去と吉田東寮の補修という当面の方策が練られる中で，吉田寮の

将来像についても論議が深められた。 
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 平成元年（1989) 1月 23 日，吉田寮自治会が真剣な討議の結果として，要求書を河合学生部長に提出

した。そしてそれに応じて，同日，河合学生部長から回答書が出され，これを基礎にしてさらに具体的

な話し合いが進められた。平成元年(1989) 3月 25日、吉田寮自治会との合意に基づいて，吉田西療の

第 1 棟及び第 2 棟が撤去された。そして 3 月 27 日付けで「吉田寮入寮禁止措置解除」が公示された。

この間，吉田東寮の一部補修も行われ，また 4 月 14 日には吉田祭入資者名簿が提出され寄宿料が納入

された。 

平成元年（1989) 4月 18日開催の評議会で，佐野哲郎学生部長よりこれまでの経過が報告された。総

長は評議会に対し，在寮期限の設定に関連した全ての措置を終了したことの承認を求め，こが承認され

た。 

 

 この間になされた多くの関係者のたゆまぬ努力と全学の理解と協力によって，京都大学らしい学寮の歴史

の中で意義ある一歩が踏み出されたものと私は信じる。心をこめてこの問題の正しい解決のために力を尽し

てくださった関係者の皆様に深い感謝の気持ちを表したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９８９年河合学長団交  

 

 

 

 

 

 

 

２０１０年西村副学長団交  

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年赤松副学長団交   
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４．確約書 １９８９年２月１６日 河合隼雄 学生部長 
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５．確約書 １９９２年 １１月１８日 万波通彦 学生部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



38 

 

６．確約書 １９９６年 ５月１６日 益川敏英 学生部長 
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７．確約書 ２００１年 ６月２７日 尾池 和夫 副学部長 
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８．確約書 ２０１０年７月２３日 西村 周三 副学部長 
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８．確約書 ２０１１年３月７日 赤松 明彦 副学部長 
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９．確約書 ２０１５年２月１２日 杉万 俊夫 副学部長 
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東大三鷹国際学生宿舎  
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Ⅸ．２００６年からの経過 

2005.8.2 耐震調査に予算がつく。 

2006.6 大規模補修の予算が総長裁量予算に申請されたが、採択されなかった。 

2006.8 学生センター長が、予算が獲得できる可能性があることから、新寮建設の予算を申請することを吉田寮

自治会に提案。吉田寮自治会は提案を断る。 

2006.9 学生センター長と寮務職員が吉田寮を訪問し、予算申請の期限を引き延ばしていたことを伝える。 

2009.10.6 学生センターが、建て替え案に対する回答期限が 10月 23日であることを吉田寮自治会に伝える。 

2006.10.23 東山副学長と吉田寮自治会の団体交渉。「吉田寮建て替え案」が白紙になる。吉田南地区再開発に当

たって、建替予算が準備されたが、寄宿料や収容人数などで大学当局と吉田寮自治会とで合意に至らず、予算が

白紙に。 

★京大新聞 2006年 11月 1日号 

「吉田寮 建て替え提案白紙に」 

http://www.kyoto-up.org/archives/87 

2008.12.25 川添第三小委員会委員長名義で、老朽化対策についての話し合いを求める文書が吉田寮自治会に。 

2009.4.20 西村周三副学長が「吉田南最南部地区再整備・基本方針（案）」を吉田寮自治会に提案。案には、吉

田寮食堂を取り壊した跡地と食堂西側の空き地に新しい寮（新吉田寮Ａ棟）を新設することと、吉田寮現棟を取

り壊し、新しい寮（新吉田寮Ｂ棟）を新設することが盛り込まれた。 

2009.4.24『吉田南最南部地区再整備・基本方針（案）』説明会が開かれる。  

→★京大新聞 2009年 5月 1号 

「吉田寮建て替えを含む大規模改修 吉田南構内再整備案、提示される」 

http://www.kyoto-up.org/archives/700 

2009.4.27 寮小委が「吉田寮『建て替え問題』の進捗に向けて」と題する文書を提示。財政的な問題から補修案

を不可能とし、建て替えのための協議を確約締結に優先するように求める。 

2009.5.18  吉田寮自治会と西村副学長との団体交渉の場で、吉田寮新棟の建設と吉田寮現棟の建て替えは別個

の計画とするという吉田寮自治会の要求を西村副学長が受け入れる。 

→★京大新聞 2009年 5月 16号 

「新吉田寮めぐり予備折衝 寮自治会、新Ａ棟に前向き」 

http://www.kyoto-up.org/archives/718 

2009.5.23 西村周三副学長と吉田寮自治会の団交交渉。 

2009.5.28 西村周三副学長と吉田寮自治会の団交交渉。 

→★京大新聞 2009年 6月 1日号  

「吉田寮改築、予算見通し立たず 焦点は新Ａ棟と食堂」 

http://www.kyoto-up.org/archives/730 

2009.6.5 西村周三副学長と吉田寮自治会の団交交渉。新棟建設のための予算を国の概算要求ではなく、学内予

算で確保したいと大学当局が表明。吉田寮自治会と吉田寮食堂・厨房使用者一同が吉田寮食堂の補修を要求。 

2009.6.22 大学当局から、「吉田寮建設計画の諸条件の検討案」とそれを補足する二種類の図が吉田寮自治会に

提示される。 

「A案：食堂を壊さず 69戸、B案：食堂を壊さず 74戸、C案：食堂を壊し 85～100戸という案」。 

2009.7.1 大学当局が、「新寮（Ａ棟）建替計画工程表」を吉田寮自治会に提出。 

2009.7.7 吉田寮自治会が「工程表に対する質問状」を提出。「新棟（Ａ棟）建設と現棟建て替え（Ｂ棟）は別個

http://www.kyoto-up.org/archives/87
http://www.kyoto-up.org/archives/700
http://www.kyoto-up.org/archives/718
http://www.kyoto-up.org/archives/730
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のものとされていないことを追及。 

2009.7.27 大学当局が、「工程表に対する質問」に回答。新棟（Ａ棟）建設と現棟建替（Ｂ棟）の」計画は別個

のものとしないよう変更したことを明らかにする。変更について謝罪。 

2009.7.29  西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。西村副学長が新棟の学内予算申請をしたいと発言。 

2009.9.7 マスタープラン説明会開かれる。西村副学長は、吉田寮自治会側から何と言われようと９月８日の部

局長会議に予算申請をすると発言。さらに、西村副学長は「新棟（Ａ棟）は吉田寮とは別の施設なのだから必ず

しも寮自治会の同意は必要ない」と、これまでの前提を反故にする発言を行う。川添第三小委員長が「自治と命

どっちが大事だ」と吉田寮自治会を恫喝。 

2009.9.30 情報公開連絡会で、８月３１日の役員会で吉田寮建て替え予算について議題にしており、２００９

年９月８日の部局長会議では単に「報告」事項として扱ったことを明らかにする。つまり折衝の場で西村副学長

は虚偽の説明をしていたことが判明。 

2009.10.2 西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。Ａ棟建設に向けて。年内に吉田寮自治会と一定の合意が見

られない場合は、予算を撤回することを確認。 

2009.10.8 西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。条項１は一般条項として残した上で「吉田寮自治会と副学

長西村周三は新寮・新規寮の建設と現吉田寮の老朽化対策について誠意を持って合意を形成する努力を行う」と

の条項を追加することで、翌朝８時４０分に合意。 

→★京大新聞 2009年 10月 16日号  

「ただいま交渉継続中 吉田寮『新Ａ棟』」 

http://www.kyoto-up.org/archives/849 

2009.11.17 西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。以下を確認。 

１.Ａ棟は新棟（吉田寮の増棟）であり新規の寮（吉田寮ではない新しい寮）ではない。 

２.Ａ棟とＢ棟は別々に話しを進めて行くこと、Ａ棟建設が即現寮建て替えに繋がらない。 

３.マスタープランでは、Ａ棟の建設と、現吉田寮の老朽化を何らかの形で解決すること。 

４．Ａ棟建設に必要な条件に関してこれから話し合って行くこと。 

2009.12.9 川添信介第三委員長との交渉。新棟に関して意見交換。 

2009.12.24 西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。Ａ棟建設に関する交渉。運営、入退寮権、食堂について話

し合う。西村副学長が「今回予算繰り越しが出来なくても、３年後には第二期目のアクションプランがある状態

なので、今回予算が獲得できなくてもＡ棟建設は可能である」と発言。  

2010.2.18 西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。Ａ棟建設に関する交渉。西村副学長は、「ほぼ何も決まって

いない。すべて４月以降に決めて行く。従来通り役員会で話し合い、部局長会議ではかって承認する」と発言。 

吉田寮自治会は「寮の予算を概算要求で取るという事は考えているか」と質問。西村副学長は「考えていない」 

2010.5.13  西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。確約の引き継ぎについてについて合意できず。 

2010.6.14 前回団交で議論がまとまらなかった項目８、９について議論を詰めるために予備折衝を行う。大学

当局は吉田寮自治会の主張を聞き入れず、平行線のまま次回持ち越しとなる。 

2010.7.16 西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。確約の引継ぎについて。当局が新たに注釈案を提示。 

2010.7.22  西村副学長と吉田寮自治会の団交交渉。確約締結。 

→★京大新聞 2010年 8月 1日号  

「確約引き継ぎついに決着 吉田寮団体交渉」 

http://www.kyoto-up.org/archives/1103 

2010.9.30 西村副学長の任期が終了。 

 西村副学長、赤松次期副学長との団体交渉。   

http://www.kyoto-up.org/archives/849
http://www.kyoto-up.org/archives/1103
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Ａ棟交渉について、以下のやり取りが行われる。 

＜Ａ棟建設と現寮の補修建て替えは分離して計画を進めることについて＞ 

西村氏「分離という文言が、Ａ棟に関する議論が継続中であることを理由に、Ｂ棟に関する議論を一切行わない、

ということを意味していなければ確認できる」 

＜自治会との合意なしに工事契約（業者の選定を含む）を進めないことについて＞ 

西村氏「Ａ棟建設を強行するようなことはしないし、勝手な決定もしない。ただし、自治会との交渉において必

要となる設計図の作成、あるいは見積もりなどの大まかなプランの作成までは制限しないでほしい」「施設部に

も寮自治会の意向を反映させるよう働きかける」「第二中期計画が終わるまでに予算を使いたいので、寮側にＡ

棟建設を催促するぐらいのことはするが、それを理由に建設を強行することはしないので、催促に関しては追及

しないでほしい」 

自治会の発言「役員会レベルでの決定もしないように」「詳細な設計図・契約については、両者で合意できてか

ら詰めること」 

＜Ａ棟は吉田寮の新棟であることについて＞ 

西村氏「Ａ棟と現寮はある程度分離した存在であり、運営もそれぞれに自治会をおき、それぞれの裁量に任せる

ようにしてほしい。Ａ棟に住む人だけで解決できることを、現寮の人間を含めた全体で解決に当たる必要もない

のではないか」「留学生による対当局的な組織として、留学生分会のようなものを要求するかもしれない」 

自治会の発言「Ａ棟の運営の主体は現吉田寮自治会とするが、具体的な運営方針についてはＡ棟建設後、自治会

内部で決定する」「Ａ棟・現寮それぞれで問題解決を図るか、両棟で全体化するかは、問題に応じて吉田寮自治会

で決定する」 

Ａ棟建設後は、現吉田寮自治会と連続性を持つ自治会がＡ棟・現寮の運営を行うことで確認した。 

2010.10.27 赤松副学長が、吉田寮を訪問。 

→★京大新聞 2010年 11月 1日号  

「赤松理事、吉田寮を訪問」 

http://www.kyoto-up.org/archives/1175 

2010.11.15. 赤松副学長との予備折衝。現行方式で団交や予備折衝を行うことが確認された。大学当局が寮小

委委員長の川添信介名義の文書「吉田寮老朽化問題の早期解決に向けた基本的な考え方」を吉田寮自治会に提出。。

副学長・第三小委員会・学生センターが議論のたたき台として作成したもので内容は「新棟の運営は寄宿料は 1

万円、光熱水費を自己負担とすること、入居年限を原則標準就業年限とすること」とし、これを「大学の考え」

であるとした。 

2011.3.7 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。確約の引き継ぎについて。 

→★京大新聞 2011年 4月 1日号  

「吉田寮自治会確約締結 内容は昨年度をほぼ踏襲」 

http://www.kyoto-up.org/archives/1281 

2011.4.27 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。吉田寮の新棟（Ａ棟）の条件に関して。京都大学第二期重点

事業実施計画「吉田南構内再生整備事業」の中の「学生寄宿舎の再整備」のために、現在保持されている予算の

性質について吉田寮自治会が確認すると、第一期重点事業実施計画から第二期計画への予算繰り越しの際に、西

村周三前副学長が「もし吉田寮自治会と老朽化対策について合意が形成できなくても、予算は転用可能である」

と発言していたことが真実ではなく、消化できなかった予算は国に返還されてしまうことが発覚。赤松副学長は、

「西村前副学長の頃と違って、最近、予算の監査の目が厳しくなってきている」としながらも、「厚生補導担当副

学長として、吉田寮自治会に正確な情報を知らせなかったことを謝罪する」と発言、吉田寮老朽化対策を強行し

ないなど予算の性質について口頭で約束。 

http://www.kyoto-up.org/archives/1175
http://www.kyoto-up.org/archives/1281
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→★京大新聞 2011年 5月 16日号  

「吉田寮、新棟交渉を再開 １年２カ月ぶりの実施」 

http://www.kyoto-up.org/archives/1306 

2011.5.10 部局長会議で吉田寮の老朽化対策の現状について報告と意見交換がなされる。 

2011.5.30 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。Ａ棟について。  

2011.6.13 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。以下の確約。 

「大学当局は目的積立金の繰越手続の詳細が確定した段階で、その内容を寮側に説明するべきであった。今後も

引き続き確約書項目２のとおり、大学当局と吉田寮自治会は、6 月末を目処に吉田寮の新寮と吉田寮の老朽化問

題の合意形成に努め、合意形成ができるまでは設計契約をしない。仮に合意形成に至らなかった場合でも、大学

当局は吉田寮の老朽化対策について、できるかぎりの努力を継続することを確認する」    

→★京大新聞 2011年 6月 16日号  

 「吉田寮自治会、食堂補修を主張 合意は次回以降に持ち越しへ」（2011.06.16） 

 http://www.kyoto-up.org/archives/1351 

2011.6.30 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。   

・今後の話し合いについて。当初、6 月末にＡ棟建設を合意するという予定だったが、寮側は合意できないとし

た。これについて、大学当局は吉田寮自治会との話し合いに誠意を持って望み、話し合いを継続していくと回答

した。ただし、話し合いをいつまでを続けられるわけではないと発言。 

・予算の性質について。西村副学長が「予算が転用可能」と発言したことについての是非を問う。大学当局は、

そもそも確保した予算が転用可能などということはありえない、と現時点で認識している。   

2011.8.31 寮小委員会の椙山委員長名義「吉田寮老朽化対策としてのＡ棟建設についての大学の考え」が出さ

れる。Ａ棟建設案 2つを提示し、10 月 3日までの返答を吉田寮自治会に求める。 

2011.9.13 部局長会議「吉田寮の老朽化対策の現状について報告と意見交換」。 

2011.10.11 部局長会議で、老朽化対策が議題に挙がる。「吉田寮の老朽化対策に係るこれまでの経緯と今後の計

画」について説明があり、円滑な改修に向けて意見交換が行われ、今後適切な建物の安全対策を施すため、吉田

寮自治会とのこれまでの協議等を考慮しつつ、出来るだけ早期の吉田寮新寮建設の着工に努め、工期を確保する

ことが了承され、計画の詳細に関しては役員会に諮るものとすることが確認された。 

2012.2.9 学務部が吉田寮自治会に対し、「2 月 14 日に新棟建設を議論する交渉を持てなければ、大学の方針を

公開する」と電話で伝える。 

2012.2.14 赤松副学長と吉田寮生の「意見交換会」 

2012.2.16 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。Ａ棟交渉。Ａ棟建設についての当局の考えを記した文書を

公表することを大学当局は撤回。その代わり、同文書について自治会の意見を期限付きで表明することを求める。 

また、公平な方法でという条件のもと食堂調査を寮自治会が受け入れた。 

2012.3.8 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。Ａ棟交渉。寄宿料について原則 0円であるという吉田寮自治

会の主張を赤松副学長が口頭で認める。 

2012.4.10 部局長会議。吉田寮新棟の建設に関する進捗状況について報告がある。 

2012.4.19 大学当局が、新棟建設・食堂取り壊し（代替スペース建設）を決定し、これらに関する交渉を今後行

わないことを吉田寮自治会に通告。 

2012.4.20 吉田寮自治会内で、現棟の補修方針が正式に決まる。 

2012.4.23 赤松副学長による「吉田寮食堂取り壊しに関する説明会」が行われ、食堂取り壊しを撤回。 

→★京大新聞 2012年 4月 24日号  

【号外】「吉田寮食堂解体決定撤回」 

http://www.kyoto-up.org/archives/1306
http://www.kyoto-up.org/archives/1351
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 http://www.kyoto-up.org/archives/1535 

2014.4.24 臨時部局長会議 吉田寮に関して、寮食堂の整備と新棟の整備について報告がある。  

2012.7.6 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。食堂補修要求を当局が承諾。 

2012.8.24 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。大学当局がいくつかの条件を示してＡ棟の着工に入りたい

と述べる。吉田寮自治会は現棟の取り扱いを決めなければ判断できないと伝える。赤松副学長は、現棟の居住棟

を含めて 1棟ずつ補修するという吉田寮自治会の提案に異論はないとした。 

2012.9.18赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。確約を締結。 

→★京大新聞 2012年 10月 1日号 

「吉田寮食堂西に増棟へ Ａ棟建設と現棟老朽化対策に向けて前進」 

http://www.kyoto-up.org/archives/1664 

2013.3.26 施設部と吉田寮自治会の交渉。 

2013.3.28 施設部と吉田寮自治会の交渉。 

2013.4.12 学務部・理事補と吉田寮自治会の交渉。 

2013.4.26 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2013.5.10 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。       

 吉田寮自治会は 2006年案に多少修正を加えたものを具体例として提示した上で、補修を主張した。当局は時間

が遅いことを理由に持ち越しを主張。但し、吉田寮の現在の形を保存するように考慮すると主張しつつも、2006

年案が最善策ではないと述べ、吉田寮の三階建て案などを具体例としたり、吉田寮を画期的な建物にしたいなど

と述べた。新棟用の埋文調査の入札公告が出る。       

2013.5.24 吉田寮自治会が学生部を訪問。現棟と食堂の基本設計合意のために学生部を訪問した折、現棟の老朽

化対策について聞い合わせる。大学当局の 3階建て案について下書きレベルの絵ならあると言って渡された。 

概要は、 

・中・南寮を三階建てとする、 

・北寮の東側一部を撤去する、 

・管理棟と居室部分の間に RCの共有部分を挿入する。 

2013.6.11 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。赤松副学長から「全面改修」という言葉が出たが、改修方法

はまだ話していないこと、全面改修は選択肢の一つに過ぎないことを確認した。 

2013.7.22 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。学務部の案（3階建て替え案）は、赤松副学長により撤回さ

れる。 

2013.7.29 学務部訪問。吉田寮自治会が実施設計に合意。      

2013.7.31 吉田寮自治会と施設部との勉強会。施設部から補修案が提示された。 

・現棟のような大規模補修の際は京都市に申請の必要があり、建築基準法に抵触する。 

・居住棟の西端に RC建物を入れて、管理棟と各居住棟をそれぞれ別の木造建築物だと解釈する。 

・面積制限を受けない程度に各棟を縮小する（居住棟東側半分を撤去）。 

・8月 5日に副学長・学生部とも本案を確認する予定。        

2013.8.27 吉田寮自治会と施設部との勉強会 

・若干棟の長さを伸ばした案が提示された。 

・東端に更に連結して延ばすことは可能。ただし施設部としては土地を有効に使いたいという気持ちを表明。 

・大学の金で補修する限り、現行の法律を守るというのが学生部・施設部で一致した見解。寮は居住施設でもあ

り何かあると責任問題になる。また文化財的に残そうとすると、予算の執行期限に間に合わないかもしれない。

2013.8.28 現棟補修に関する説明会（学務部・施設部）。 

http://www.kyoto-up.org/archives/1535
http://www.kyoto-up.org/archives/1664
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2013.8.28 新棟建設の入札公告が出る 

2013.9.9 部局長会議で赤松副学長が、吉田寮の老朽化対策に関する「全学委員会」の設置を提案。 

2013.10.1 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。「全学委員会」の設置撤回を寮自治会が求めたが大学当局は

応じなかった。 

2013.10.6 「10.8の部局長会議」で吉田寮自治会の意見を伝えることを赤松副学長が約束。 

2013.10.08 部局長会議。赤松副学長から報告。「全学委員会の設置については、これまでの経緯を踏まえて慎重

に検討していく」 

2014.1.31 吉田寮自治会と施設部の交渉。吉田寮自治会が京都市条例を適用した現棟補修案を提示。 

2014.2.4 部局長会議  

2014.2.10 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。吉田寮自治会が全学委員会の設置について反論。 

2014.2.13 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。全学委員会のうち、京都大学学生寄宿舎吉田寮整備委員会

の規程について、赤松副学長と吉田寮自治会が合意。 

2014.2.27 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。赤松副学長は安全性が担保されるのであれば、吉田寮自治

会が提案する補修案で問題ないという見解を示す。 

2014.3.20 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2014.4.07 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。水光熱費各種メーターについて、現棟と新棟でひとつのも

のに統合することで赤松副学長と吉田寮自治会が合意した。 

2014.4.17 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2014.6.5 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2014.6.13 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2014.6.19 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2014.6.30 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2014.7.14 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。 

2014.8.19 赤赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。全学委員会の廃止措置を取ることを確認。 

2014.9.09 部局長会議。京都大学学生寄宿舎吉田寮整備委員会及び京都大学学生寄宿舎吉田寮業務実施委員会

の廃止が決まる。 

→★京大新聞 2014年 10月 1日号 

「吉田寮 全学委員会 開かれぬまま廃止」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2074 

2014.9.18 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。確約の引継ぎについて議論。 

2014.9.26 赤松副学長と吉田寮自治会が団体交渉。新棟建設に際し、経済負担について一方的な決定をしない

ことや水光熱費負担区分は原稿を維持することを、新副学長への引継ぎすることが確認された。 

2014.10.1 赤松副学長の後任に杉万俊夫氏が就任。 

2014.12.10 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。確約の引継ぎについて議論。  

2014.12.19 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。前回に引き続き確約の引継ぎについて議論。 

2015.1.15 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。前回に引き続き確約の引継ぎについて議論。 

2015.1.22 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。前回に引き続き確約の引継ぎについて議論。 

2015.1.29 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。前回に引き続き確約の引継ぎについて議論。 

2015.2.12 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。確約を締結。 

→★京大新聞 2015年 2月 16日号 

「吉田寮自治会確約締結 寮費・新棟に関する項目追加」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2074
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http://www.kyoto-up.org/archives/2155 

2015.2.19 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。吉田南再整備事業の予算がどのように消化されたまたは、

今後される予定か数字が示された。条例適用案については老朽化対策の一案であり、予算や安全性の点から判断

する必要があるとするに留まった。杉万副学長から文書「吉田寮自治会に対する提案内容」が示され、安全確保

の点から春期の入寮募集の自粛・制限や新棟への順次移動が主張された。その場で撤回された。 

2015.309 杉万副学長と吉田寮自治会が団体交渉。一理事として寮自治会が最も協力しやすい京都市条例案でよ

いという見解を示した。ただし他の理事の反対も根強くあるとの説明がされた。例えば「寮の敷地を狭くして他

の建物をつくりたい」「収容人数の多い寮を作りたい」など。寮自治会は、説得するためにも理事の反対理由をま

とめるように要求した。 

2015.3.09 吉田寮食堂棟の補修が完了した。 

→★京大新聞 2015年 4月 1日号 

http://www.kyoto-up.org/archives/2173 

2015.3.27 吉田寮新棟完成。 

→★京大新聞 2015年 5月 16日号 

http://www.kyoto-up.org/archives/2201 

2015.7.28 吉田寮自治会宛に「吉田寮の入寮者募集について」（文責：副学長杉万俊夫）が出される。1 回目の

募集停止の要請。 

内容は、「寮生の安全確保を最優先する観点から、本年 4 月に竣工した新棟に順次転居することによって、現棟

居住者をできる限り速やかに減少させる必要があるため、下記の取扱いを実施されたい。 

1． 吉田寮の新規入寮者の募集については、平成 27年度の秋季募集から行わないこと 

2． 吉田寮の寮生の退寮に伴う、欠員補充を目的とした募集を行わないこと」 

2015.7.29 「吉田寮自治会への通知について」という文書が京大の公式サイトに掲載される。吉田寮生らが大学

当局に抗議。杉万副学長と団体交渉を行い通知は吉田寮自治会との確約に違反すると杉万副学長が確約を結ぶ。 

→★京大新聞 2015年 8月 1日号 

「吉田寮へ通知で波紋 交渉停滞の陰に執行部干渉か」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2232 

2015.7.30 臨時理事・副学長会議が急遽開かれた。通知は撤回されなかった。会議後再度、団交が持たれ、吉田

寮自治会と杉万副学長との間で通知の撤回に向けて今後団交していくことが確約された。 

2015.8.4 吉田寮自治会が総長へ公開質問状を提出。団体交渉の予定や大規模補修案について問う。 

→★京大新聞 2015年 9月 16日号 

「吉田寮 公開質問状を提示 当局の通知を批判」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2259 

2015.8.17 杉万副学長が質問状へ返答。円卓会議を提案。補修案については精査が必要と言及。 

2015.9.30 体調不良（腰痛）を理由に杉万副学長が辞任。 

→★京大新聞 2016年 10月 1日号 

「杉万副学長が辞任 後任は未定」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2266 

2015.11.1 川添信介氏が杉万氏の後任に就任。 

→★京大新聞 2016年 10月 16日号 

「学生担当理事に 川添文学部長 杉万氏の後任」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2287 

http://www.kyoto-up.org/archives/2155
http://www.kyoto-up.org/archives/2173
http://www.kyoto-up.org/archives/2201
http://www.kyoto-up.org/archives/2232
http://www.kyoto-up.org/archives/2259
http://www.kyoto-up.org/archives/2266
http://www.kyoto-up.org/archives/2287
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2016.1.17 第三小委員会と吉田寮自治会が予備折衝。約２年間第三小委員会が大学当局の都合で吉田寮自治会

との交渉窓口としての役割を果たしていなかったことを謝罪。これからはそれ以前と同様に第三小委員会が予備

折衝を行うことを表明。 

2016.2.29 大学当局が吉田寮自治会に募集停止通知を出す。吉田寮自治会が川添副学長との団体交渉を申し入

れるが、職員は「学生が面会を要求してきても取り次がないよう川添副学長から指示されている」と拒否。従来

の団体交渉とは異なる、参加者を少人数の代表者に制限した話し合いでなければ応じないと川添副学長が主張し

ていることを明らかにした。2回目の募集停止の要請。 

→★京大新聞 2016年 3月 16日号 

「吉田寮に募集停止通知 川添理事 団体交渉を拒否」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2385 

2016.3.2 吉田寮自治会が抗議声明文を出す。 

2016.3.7 川添副学長が「吉田寮自治会との話し合いのあり方等について」を出す。 

2016.3.17 第三小委員会と吉田寮自治会の予備折衝 ＊キャンパスライフニュースに報告される。 

http:..www.kyoto-u.ac.jp.ja.education-campus.cli.cln.back_number.2015kouki.html 

2016.４.18 大学当局が４月の情報公開連絡会の中止。 

→★京大新聞 2016年 5月 1日号 

「情報公開連絡会 開かれず」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2379 

2016.5.10 大学当局が５月の情報公開連絡会の中止。 

→★京大新聞 2016年 6月 1日号 

「情報公開連絡会 今月も開かれず」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2381 

2016.5.19 第三小委員会と吉田寮自治会が予備折衝。吉田寮自治会が大学執行部側で現棟老朽化対策の検討が

行われているのかと質問。第三小委員会は「把握している情報が現在ないため何か情報が入れば共有する」と答

える。＊キャンパスライフニュースに報告。 

http:..www.kyoto-u.ac.jp.ja.education-campus.cli.cln.back_number.2016zenki.h。tml 

2016.7.20 第三小委員会と吉田寮自治会の予備折衝。大学当局は秋季入寮の募集停止と部屋割り情報を含めた

寮生名簿の提出を要求。 

2016.7.26 吉田寮自治会が山極総長宛てに公開質問状を提示。吉田寮現棟の老朽化対策、特に吉田寮自治会が

現在主張している現棟補修案(「京都市条例案」)に関して考えを問うとともに 2015 年の建築学会近畿支部及び

建築史学会の要望書に対する京都大学としての公式見解を問う。 

2016.8.12 大学当局が吉田寮自治会に募集停止を通知。3回目の募集停止の要請。 

2016.8.15 吉田寮自治会が抗議声明文を出す。 

→★京大新聞 2016年 10月 1日号 

「吉田寮に再び募集停止通知 居住者名簿の提出も要求」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2450 

2016.9.5 公開質問状に対して、自治会側の提案も含め検討を進めていく、外部団体からの要望書のことも認識

している旨をメールで回答。さらなる回答はないと答えた。 

2016.9.10 「２１世紀の京都大学吉田寮を考える」第一回セミナー。 

→★京大新聞 2016年 11月 1日号 

「教育と建築から見た吉田寮」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2385
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/cli/cln/back_number/2015kouki.html
http://www.kyoto-up.org/archives/2379
http://www.kyoto-up.org/archives/2381
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/cli/cln/back_number/2016zenki.html
http://www.kyoto-up.org/archives/2450
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http://www.kyoto-up.org/archives/2474 

2016.12.10「２１世紀の京都大学吉田寮を考える」第二回セミナー。 

→★京大新聞 2016年 12月 16日号 

「文化から考える吉田寮」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2509 

2017.2.7 大学当局が寮自治会へ募集停止通知。4回目の募集停止の要請。 

→★京大新聞 2017年 2月 1日号 

「吉田寮に募集停止要請 寮は募集を継続」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2520 

2017.2.9 寮自治会が抗議声明文を出す。 

入寮募集要項を配布していた吉田寮生が大学職員によって干渉を受ける。 

→★京大新聞 2017年 5月 1日号 

「入寮案内配布妨害再び 職員が冊子を回収」 

 http://www.kyoto-up.org/archives/2596 

2017.7.15「21世紀の京都大学吉田寮を考える」第三回セミナー。 

→★京大新聞 2017年 7月 16日号 

「文化財保護と寮祭を巡る歴史」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2667 

2017.8.10 大学当局が寮自治会へ募集停止通知。5回目の募集停止の要請。 

2017.8.15 寮自治会が抗議声明文を出す。 

→★京大新聞 2017年 9月 16日号 

「吉田寮に募集停止要請 寮自治会は募集を継続」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2660 

2017.12.19 「吉田寮生の安全確保のための基本方針」が部局長会議において協議の上、役員会で決定される。 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-

shien/kosei/news/2017/171219_1.html 

・「吉田寮生の安全確保についての基本方針」の策定・実施について 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-

shien/kosei/news/2017/171219_2.html 

2017.12.26 「吉田寮生の安全確保についての基本方針」に対する抗議声明 

https://sites.google.com/site/yoshidadormitory/seimei/20171226seimei 

→★京大新聞 2018年 1月 16日号 

「緊急特集：吉田寮退去の「基本方針」を検証する」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2675 

「吉田寮の退去期限を通告 「方針」を策定 川添理事主導で」 

http://www.kyoto-up.org/archives/2674 

「緊急特集：吉田寮退去の『基本方針』を検証する（資料編）」（歴代の団交確約集） 

http://www.kyoto-up.org/archives/2676 

http://www.kyoto-up.org/archives/2474
http://www.kyoto-up.org/archives/2509
http://www.kyoto-up.org/archives/2520
http://www.kyoto-up.org/archives/2596
http://www.kyoto-up.org/archives/2667
http://www.kyoto-up.org/archives/2660
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kosei/news/2017/171219_1.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kosei/news/2017/171219_1.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kosei/news/2017/171219_2.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kosei/news/2017/171219_2.html
https://sites.google.com/site/yoshidadormitory/seimei/20171226seimei
http://www.kyoto-up.org/archives/2675
http://www.kyoto-up.org/archives/2674
http://www.kyoto-up.org/archives/2676

