
学生寮 紹介リーフレット
紀雲寮（男子寮） 名草寮（女子寮）
きうんりょう なぐさりょう

和歌山大学では、自宅外通学をされる学生のために、キャンパス内に寮を
ご用意しています。現在、約100名の学生が寮生活を送っています。
男子棟入口にはスロープを設置し、また女子棟入り口にはオートロックを
設置しています。いわゆる管理人はいませんが、大学の警備員が巡回など
24時間対応します。

居室棟はすべて南向きで、高層階は眺望が良く、また徒歩で通学
しますのでキャンパスの四季の移ろいを感じることができます。
本学へご入学希望の方は、ぜひ一度ご覧になってください。

陸上競技場越しに居室棟遠景

和歌山大学 学生支援課（学生センター）
TEL：073-457-7132（ダイヤルイン）

メール：gakuseika@ml.wakayama-u.ac.jp



キャンパス紹介

【生活便利！】

寮エリア
・駐輪場 ・駐車場
・自動販売機（飲料・軽食）
・ゴミステーション など

大学構内、徒歩・自転車圏内には以下のような施設があります。
●大学会館（学食、購買店、ゆうちょ銀行ATM、紀陽銀行ATM）
●ふれあい会館（学食）
●ニューヤマザキデイリーストア和歌山大学店（図書館内）

【学外】●セブンイレブン和歌山ふじと台店
●イオンモール和歌山
●ひまわり食堂（グリーンプラネットハウス内）

●バス停まで約３００ｍ⇒ＪＲ和歌山駅（バス約３０分）
●南海本線和歌山大学駅まで約１．８ｋｍ（徒歩約２０分、

自転車で約１０分、バスで約４分）

通学時間は、ほんの数分！
勉学はもちろん、資格取得、
クラブ・サークル、アルバイト
など、学生生活を満喫できます。

講義棟
エリア

帰省や旅行に
便利！

バス停

主な通学ルート



よくあるご質問

申込

入寮に必要な資格はありますか？ 本学学部の正規課程に入学した１年生、又は本学学部の正規課程に編入学した３年生が入寮選考の対象となります。

申込に必要な手続きを教えてください。 学部合格者に郵送される『入学手続案内』に『学生寮入寮願』が同封されています。申込要領をよくお読みの上、期日までにご提出下さい。
（所得証明など必要な書類も併せてご提出願います。）

申し込めば必ず入寮できますか？ 募集人数（毎年異なります）を超える申込があった場合は入寮審査を行います。入学手続ごとに選考するため、入居は確約できません。

寮内の見学はできますか？ 学生支援課へ事前にお問い合わせください。感染症対策にご協力いただきつつ、共同スペースについてはご見学可能です。個室については
空室があれば可能です。

入寮申込後のキャンセルは可能ですか？ キャンセルはご遠慮いただいております。申込前に実際に寮をご見学いただき、ご納得の上お申込みされることをお勧めしております。

入寮
入寮する際に必要なものは何ですか？ 最低限必要なものは、布団・洗面入浴用具・衣類・食事の用意などです。ベッドは備え付けです。

部屋は自由に選べますか？ 大学と寮委員が決定し入寮時に通知します。なお身体的理由等により、配慮が必要な場合は、申込時にお知らせください。

費用

入寮時の費用はどのくらいかかりますか？ 一時金や保証料などは不要です。

毎月どのくらい費用がかかりますか？ 寄宿料（4,300円）と、寮費（光熱費・共同備品・インターネット使用料など、約7～9,000円程度）が必要です。また、各自の部屋の
電気使用料は実費徴収なので、エアコンや冷蔵庫などを使用すると別途数千円必要となる場合があります。

毎月の費用はどのように払うのですか？ 金融口座からの引き落としです。入寮時にお手続き頂きます。なお、口座名義の指定はありません。

契約
いつまで寮にいられますか？ 最短修業年限までです。また学部卒業後に本学大学院へ進学される場合は、入寮の延長が認められる場合があります。

途中で退寮できますか？ 原則できませんが、事情があるときは寮委員や学生支援課へご相談ください。

生活

門限はありますか？ いいえ。ただし女子寮では自治寮ルールに従ってください。

食事は、どうしていますか？ 共同のキッチンで自炊が可能です。食事の提供はありません。学食や、学外のコンビニ・スーパー（イオンなど）を利用しています。

たばこは吸えますか？ 寮に限らず、居室を含め大学構内全て禁煙です。守られない場合、退寮処分となる場合があります。

設備

インターネットは使えますか？ はい。各部屋に光ケーブルのLAN端子を設置済みです。無線LANルーターを接続すればWi-Fi通信も可能です。

エアコンはありますか？ 基本的に、ありません。窓用エアコンの使用は可能です（先輩が取り付けてそのままの部屋は引き続き使えますが、なければ各自でご用意
いただくこととなります）。窓の下にエアコン専用コンセントがあります。

部屋でテレビは見れますか？ はい。デジタル放送が視聴できます。テレビは各自でご用意ください。なおBS・CS放送は視聴できません。

部屋で使える家電はどんなものですか？ 火災の恐れがある調理器具や暖房器具以外は持ち込み可能です（テレビ・冷蔵庫（ひとり暮らし用サイズ）・電子レンジ・掃除機・窓用
エアコンなど）。ブレーカーが落ちないよう気を付けてください。

暖房器具は使えますか？ 灯油など危険物を使う器具や、ストーブやコンロなど表面に火が露出する器具は禁止です。電気こたつはOKです。

お風呂・トイレは共同ですか？ はい、各部屋内にはありません。なお、お風呂には大きめの湯船とシャワーがあります。トイレは洋便器です。

来客
友達や家族を寮に招くことはできますか？ 男女それぞれ自治寮のルールに従ってください。

友達や家族は寮に宿泊できますか？ いいえ。大学規程により禁止です。

その
他

規則・ルールはありますか？ 委員・掃除当番・日直・各フロアでの役割分担など快適な共同生活を維持するためのルールがあります。

寮監・寮母などスタッフはいますか？ 常駐スタッフはおりませんが、学生センターでは学生支援課職員が安心な生活を送るためのサポートを行っています。

自転車・バイク・車は持ち込めますか？ はい。決められた場所に駐車してください。ただし車は入構許可申請が必要です（年間8,400円）。



Photo Gallery -OUTSIDE-

男子寮 エントランス 女子寮 エントランス
（オートロック）

駐輪場（無料）

北のプール側から見た
黄昏時の男子居室棟

駐車場も有ります。
自動車は、入構登録の上、
交通対策協力金8,400円
（年度更新）が必要です。

I’m
waiting

for
You!

Ver.3

『和歌山大学360°バーチャルツアー』
内『学生寮』エリアもご覧ください。

自販機（飲料,カップ麺,
菓子,パンなど）



居室紹介
洋間 ９㎡（約５畳）

約370cm

約207cm

引き違い腰高窓（透明）
窓枠の内寸：幅約123cm, 高さ約112cm
カーテンレールの幅：約150cm シングルベッド

（据付ではなく移動可能）
ベッド下収納部
幅約190cm,奥行約95cm,
高さ約28cm

入口ドア
（開き方向は部屋により異なります）

開口部の幅：約82cm、高さ：約190cm

廊下

南向き／窓外手すり有

向かい合う壁には、長押(なげし)のような
“画桟 (がさん)”という木製バーがあり、

洋服ハンガーを引っ掛けたり、
フックに帽子やバッグを吊るしたり、
突っ張り棒を載せて収納力をアップ

させたり出来ます

①床から
吊戸棚の下までの

高さ：
約193cm

● 家具等を置くための有効サイズを計測したものです。正確な実寸法とは多少異なります。
● 備品はシングルベッドです。（写真は女子寮です。男子寮のベッドは黒色です）マットレスはありません。
● 吊戸棚があり、軽めの荷物（オフシーズンの衣類等）を収納できます。

②床から
天井までの
高さ：
約253cm

床フローリング

画桟
画桟 （ドア上部）吊戸棚

収納部の内寸：奥行約53cm
棚の外寸：奥行約72cm

＊左写真のように扉が無い場合が
あります。

① ②



全国から集まった仲間達と伝統的なルールに則って
委員や係を務めたりする中で、自身の成長を感じた
り仲間の素晴らしさを感じることができるかもしれ
ません。

寮の管理運営については和歌山大学学生寮管
理運営規則に従って行われます。管理運営責任
者は学長です。
また寮生活に関する相談等については、随時
学生支援課（学生センター）にて対応します。 新入生から4回生まで、

それぞれに役割と責任が
あるため、原則として中
途入寮・中途退寮はご遠
慮頂いております。

寮生の総意に基づき、
親睦会・文化活動・ス
ポーツ大会・保健衛生管
理などを行っています。

自治寮大学のサポート

本学学生寮は、寮生による自治寮として運営されてい
ます。

他にも、以下のような点を学生支援課にて対応します。

①入・退寮希望者の事務手続き
（原則、途中入寮・途中退寮は認められません。）

②施設・設備の工事・補修
（故意又は過失により施設・設備を亡失、損傷、汚損
した時の原状回復にについては、寮生の負担となり
ます。）

③寮長・寮委員との面談
（寮運営にあたっての助言・サポートを行います。）



女子寮
居室棟
40名

女子寮
共用棟

渡
り
廊
下

渡
り
廊
下

渡り廊下

男子寮
共用棟

男子寮
居室棟

A棟
48名

駐車場駐輪場

寮エリア紹介

居室棟（５階建/男子2棟・女子1棟）
全戸南向き、ひとり1部屋の個室と、
各フロアごとに共同使用の水回り。

・居住フロアは2～5階です。
・男子寮は1フロアあたり12室、

女子寮は1フロアあたり10室。
定員は、男子寮96名、女子寮40名です。

・補食室（ダイニングキッチン）・トイレ・
洗面室（洗濯機・衣類乾燥機あり）は
共同です。

共用棟（１階建）
・エントランス・玄関
・靴箱（女子寮のみ）
・集合ポスト
・談話室（広い和室）
・大浴場・脱衣室・トイレ

講義棟エリア・正門→

鉄筋コンクリート造 昭和62年竣工

男子寮
居室棟
Ｂ棟
48名

自販機
ゴミ
ステーション

駐
輪
場

駐輪場

女子寮
居室棟

女子寮
共用棟

男子寮
共用棟

男子寮
居室棟

居室棟（５階建/男子2棟・女子1棟）
全戸南向き。ひとり1部屋の個室と、
各フロアごとに共同使用の水回り。

・居住フロアは2～5階です。
・男子寮は1フロアあたり12室、

女子寮は1フロアあたり10室。
定員は、男子寮96名・女子寮40名です。

・補食室（ダイニングキッチン）・トイレ・
洗面室（洗濯機・衣類乾燥機あり）は
共同です。

共用棟（１階建）
・エントランス・玄関
・靴箱（女子寮のみ）
・集合ポスト
・談話室（広い和室）
・大浴場・脱衣室・トイレ



男子共用棟

↑ ダイニングテーブル

キッチンと隣接しています。
ここに来れば誰かと出会える
確率が高いので、寂しさは
あまりありません。

テーブルには消毒薬を設置。
また、換気やソーシャルディ
スタンスなど感染症予防対策
に全員が努めています。

（写真は一例です）

和歌山大学公式Web「住居」ページでも
寮生が作成した動画で、お風呂場など
寮の生活を詳しくご紹介しています。

ぜひご覧ください！

個室+共同スペースの
シェアハウスタイプ

女子共用棟
↑ キッチン

各フロアに1か所あります。
通常の賃貸ワンルームより
大きめのシンクなので、本格
的な調理が可能です。

冷蔵庫・電子レンジ・トース
ター・食器棚などを、共同で
使用できます。

調理コンロは、ＩＨクッキン
グヒーターです。

居室棟 (2~5階共通)
男子は12号室、女子は10号室まで
あります。その他は男女共通です。

食事は大切！
補食室って,こんなところ！

（部屋の配置イメージであり実際の広さとは多少異なります）

建物内フロア紹介
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