
九州大学（伊都キャンパス周辺）
良心的な家賃の学生寮（自治寮）

まとめ資料

2018年度版 ver.2
(シノハウスと菜園付きシェアハウスが加わりました)

2018年2月作成 作成者：大堂良太、協力：YMCA一麦寮 寮生、仏青寮理事メンバー
内容につき、正確な情報記載を心がけておりますが、万が一事実と異なる場合はご理解頂くとともに【大堂】までご
連絡頂ければ幸いです。

～本資料は、作成者自身の寮経験を踏まえ、その寮の良さを伝えたいという
想いと、自身が「苦学生」で良心的な家賃の寮に助けられた感謝の気持ちを
ベースに作られました～



物件名 ①熱風寮馬場 ②九州大学YMCA一
麦寮

③九州大学仏教青年会寮
（通称：仏青寮）

（参考）九大管理寮
（ドミトリー２の場
合）

アクセス 九大伊都キャンパス南ゲー
トまで自転車約8分、正面
ゲートまで約12分 住所：
糸島市志摩馬場157-5 

九大伊都キャンパスよ
り自転車約５分（正門
ゲート）、産学連携バ
ス停まで2分

九大伊都キャンパス南ゲー
トまで自転車約5分、正面
ゲートまで約9分
住所：糸島市泊（オレンジ
ゴルフ練習場裏）

九大伊都キャンパスよ
り徒歩2分（正面ゲート
まで）

共有施
設・共有
備品

お風呂、キッチン（IH）、
トイレ、冷蔵庫、電子レン
ジ、洗濯機、洗面所、畑、
果樹園、蔵書約5,000冊（小
説、ビジネス書、その他多
数）

お風呂、キッチン、ト
イレ、冷蔵庫、オーブ
ン、洗濯機・乾燥機、
洗面所、勉強部屋、宿
泊部屋、アップライト
ピアノ、ハンモック

お風呂、厨房、トイレ（男
女別、ウォシュレット）、
冷蔵庫、電子レンジ、洗濯
機（男女別）、洗面所（男
女別）、駐車場17台、駐輪
場1人1台確保

共有ラウンジ（1階の
み）、談話室（各階）、
駐輪場など。他は個室
内で完結。

部屋 全3室 8㎡（6畳）（個室2
室）、18㎡（10畳）(2人部
屋、1室)
（共にエアコン、布団無料
貸し出し、収納スペース、
部屋干しワイヤー付）

全12室 10㎡（5畳） 全28室（1階10室、2階18
室）、個室約7.2畳（洋室）
（エアコン、畳ベッド（収
納付き）、机、椅子、ワー
ドローブ、部屋干し用フッ
ク備え付け）

個室248室、夫婦室26室
個室17㎡（10畳）:机・
椅子・本棚・ベッド(収
納付)・下駄箱・収納戸
棚・ミニキッチン・冷
蔵庫)・エアコン・ユ
ニットバス(バス・シャ
ワー・トイレ・洗面台)

家賃
（月額）

個室：3.2万円
2人部屋： 2.7万円

2.5万円～（水光熱費、
wifi費用含む）

食事代込み4万円（水光熱費、
WiFi込み）※食事は平日
朝・夜の2食

2.55万円

共益費
（月額）

1.3万円（水光熱費、光高速
Wifi 使い放題込み）

０円（家賃に含まれる） 0.45万円※インター
ネットの利用を希望す
る場合は0.35万円程度
追加、水光熱費は別途
実費

初期費用 敷金礼金0円、0円（事務手数
料）※3月までに入居の場合、
9,300円(年間火災保険料)

なし 敷金0円、礼金0円、年間火
災保険料9,000円（予定）

3万円 (退居時の修理代
に充当、未使用分は返
金)

寮の特徴 地域の住民との温かい交流、
大家さん（シニア男性）が
隣に住んでおり、畑などを
身の回りの生活全般サポー
トや畑の整備サポートを行
います。

学期中の月木の寮生集
会・勉強会、全国の学
生YMCA寮との交流

寮運営のほとんどを寮生自
身が行うため、リーダー
シップなどの力が養われま
す。
実際に、仏青寮のOB/OGは
大手企業など様々なところ
で活躍しています。

「学生寮」とあるが、
実質学生マンションに
近い

管理者 合同会社 よかごつ 寮生自治会 寮生自身（寮母さんや仏青
寮OBが生活をサポートしま
す。）

九州大学が委託した管
理会社

その他・
特典

引越しサポート制度あり
（乗用車1台）、自転車＆原
付バイク購入補助あり、各
個室施錠完備、玄関ロック
完備、5千冊の本読み放題、
無料キャリア相談、就活対
策支援付き、家で可！成長
できるバイト紹介

各個室施錠完備、玄関
電子ロック完備各種
YMCAプログラムへの
参加補助

寮生は地域の子どもの学習
支援などの社会福祉活動
（ボランティア）や
共用部の清掃や勤行（共に
週１回、朝）、寮生会議
（月１回）の参加をお願い
しています。

4月～7月の間に毎週
コーヒーアワーあり。
その他ハロウィンなど
のパーティ開催

格安で入居できる伊都キャンパス民間学生寮早見表



問い合わせ先：運営会社合同会社よかごつ
運営サポーター大堂良太（よかごつ代表）
TEL:090-7982-8930 Mail: r.odo@yoka-gotsu.co.jp
公式HP: yoka-gotsu.co.jp

2018年3月男子寮オープン！
～蔵書5,000冊×畑・果樹園付き～

本寮は小さい丘の上に位置し、部屋
から一望できる可也山（糸島富士と
呼ばれています）は絶景です♪

家賃が安いだけじゃない！
大きな4つのメリット
①いろんなジャンルの本、読み放題
②無料キャリア相談、就活対策支援付き
③同じ釜の飯を食べる無二の友ができる！
④家で可！成長できるバイト紹介！

運営サポーター大堂良太

やりたいことを全面サポート！
何でも気軽に

問い合わせください！
新しい仲間と共に
大学生活をさらに
充実させたい方、
お待ちしています！

東洋経済オンライン、
Yahoo!トップ、西日本
新聞、熊日新聞などに
掲載されました！

掲載内容、物件詳細は
QRコードから！

男子学生4人が住めるファミリー型学生寮です。自分の
部屋以外に広々としたリビングやキッチンもありま
す。今でいうシェアハウスですが、ただの寮（シェア
ハウス）ではありません。寮の運営サポーターの大堂
（九大の寮出身者）が寮生の生活面だけでなく、将来
の悩みや不安などについても全面サポートします。ま
た近くに姉妹寮「熱風寮糸」があり、学部や学年を越
えて、友達がたくさんできます。

寮生活では、アパートやマンションに住むのと比べ
て、人との関わりが密になります。
ホントの意味で”ひとつ屋根の下”って感じですね。
これが良いときもあり、悪い時もあります。これば
っかりは人によると思いますね。むろん、私はとて
も楽しんでます笑
でもやっぱり誰かと住居が一緒って良いですよ。そ
れが大学生ならなおさらです。
馬鹿な話したり、恋バナしたり、議論に熱中してみ
たり、、、友達呼び合って人の輪を広げてみたり！
そんな学生生活を送りたい魅力的な仲間に会えるの
を楽しみにしてます。

熱風寮糸の寮生からメッセージ（21世紀プログラム新2年生（男子）

裏面に間取り・家賃など概要一覧あります➡

寮生募集！熱風寮 馬場

tel:090-7982-8930


アクセス
九大伊都キャンパス南ゲートまで自転車約8分、
正面ゲートまで約12分 住所：糸島市志摩馬場
157-5

個室広さ8㎡（6畳）（個室）, 18㎡（10畳）~(2人部屋)

家賃
個室：3.2万円～/月

シェアルーム： 2.7万円～ /月

共益費
1.3万円/月（水光熱費、光高速Wifi 使い放題込
み）

初期費用
敷金礼金0円、0万円（事務手数料）※3月までに
入居の場合、9,300円(年間火災保険料)

その他
引越しサポート制度あり（乗用車1台）、自転車
＆原付バイク購入補助あり、各個室施錠完備、
玄関ロック完備

空室男子部屋①
(6J) 3.2万/月

外観（手前）

空室男子部屋②
(6J) 3.2万/月

空室男子2人部屋③
(10J) 2.7万/月

WC洋式

バス（独立）

WC洋式

リビング＆
ダイニング

(10J)

キッチン

洗面所 玄関
1F

“J”は“畳（ジョウ）”の意味

2F

畑（一部）

男子部屋①

男子部屋②

男子部屋③

ココ!!

伊都キャンパス

九大学研都市駅

波多江駅

アクセス

伊都キャンパスの南ゲート、
正面ゲートまで自転車にて
それぞれ8分、12分です



九州大学YMCA一麦寮
問い合わせ先：
2011najima@gmail.com
092-707-6464

個性的な仲間と夜更けまで語り合える寮

2017年に建設された一麦寮は、九州大学
YMCA（キリスト教青年会）の長い伝統

を引き継ぐ、自由の気風が魅力的な寮で
す。管理者はなく、ほとんどすべて学生
が運営する自治寮です。出席義務の寮会
や勉強会もありますが、同時に、みんな
で楽しいイベント（映画鑑賞会や飲み会
）を企画したり、自然とお互いを助けあ
う居心地のよい寮です♫学年も学部もバ

ラバラで個性的な寮生ばかりが暮らし、
きっと好きになる、唯一無二の居場所で
す。

寮室はすべて個人部屋（10㎡）です。キ

ッチン、お風呂、トイレ、洗濯機・乾燥
機、勉強部屋はすべて共用です。寮生全
員がルールを理解し、守っているので、
トラブルはありません。学期中の月木夜
の集会・勉強会への出席義務や係活動の
分担などがあります。また、全国の大学
にある学生YMCA寮との交流も活発なの

で、友達や仲間の輪が九大以外にも広が
ります。

設備・備品の詳細：

プロジェクターとスピーカーを使って、リビングをミニシアター化し、寮生のオススメ映画を上映して
います。また、ギター、卓球台、ゲーム機もあります。

②一麦寮

mailto:2011najima@gmail.com


九州大学仏教青年会寮
（通称：仏青寮）

2018年3月に、九大生向け学生寮がオープン。
募集28名（男女）、食事代込み4万円/月（水光熱費、Wifi込み）

【学生寮を探している九大生へ】

九州大学ご入学おめでとうございます。

「仏教青年会」と聞くと、なにか固苦しい、抹香くさい、さらには原理主義的な組織、と思われるかもしれませ
ん。私も４０数年前、入寮するとき似たようなことを考えました。しかし、実体は全く別で、自由闊達、好きな
ことができました。また他の学部の人と寮生活を通し裸の付き合いができ、その経験はその後の人生に大いに役
立ちました。寮費は今も安く、「親に金銭的に迷惑をかけたくない」と思う人には特にお勧めです。

運営母体の一般社団法人九州大学仏教青年会（九大仏教青年会）は明治40年（1907年）、宗派にこだわらず、
仏教精神に基づき個々人の人格形成と社会活動を行うことを目的として設立されました。現渡辺通りに会館と学
生寮が建設され、ここを中心に貧困者のための施療院、児童教育のための日曜学校、さらには法律扶助部と、社
会奉仕活動を開始しました。昭和44年に千早（東区）に学生寮、会館、診療所を建設し移転し、社会活動を続
けてまいりました。しかし、九州大学の伊都キャンパスへの移転に伴い、学生寮を現在地に建設することになり
ました。診療所は建て替えて千早に残っています。経済的に恵まれない学生や、仏教や社会活動に興味ある人に
入寮してもらい、物心両面から支援すると同時に社会活動を継続することが本会の責務であります。

木造の木のぬくもりを感じさせる新しい寮で充実した学生生活を送りませんか？

問い合わせ先：一般社団法人九州大学仏教青年会
担当窓口 浅田・大堂
TEL:090-7982-8930 (大堂）
Mail: ryota.odo@gmail.com
公式HP: bussei.net(入寮の流れなど詳細はこちら）

完成イメージ図

九大仏教青年会理事長
富永隆治 福岡和白病院院長

（略歴）
昭和50年 3月 九州大学医学部卒業
平成16年 4月 九州医療センター 心臓血管外科医長･循環器センター長
平成17年 4月 九州大学大学院医学研究院教授（循環器外科学）
平成20年 4月 九州大学病院 副病院長
平成27年 4月 福岡和白病院院長、九州大学名誉教授、現在に至る

※次ページに間取り・家賃など概要一覧あります➡

tel:090-7982-8930


物件名 九州大学仏教青年会寮（通称：仏青寮）

アクセス
九大伊都キャンパス南ゲートまで自転車約5分、正面ゲートまで約9分
住所：糸島市泊（オレンジゴルフ練習場裏）

共有施設・共有備品
お風呂、厨房、トイレ（男女別、ウォシュレット）、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機（男女
別）、洗面所（男女別）、駐車場17台、駐輪場1人1台確保

個室広さ・部屋数
全28室（1階10室、2階18室）、個室約7.2畳（洋室）（エアコン、畳ベッド（収納付き）、
机、椅子、ワードローブ、部屋干し用フック備え付け）

家賃 全部屋共通、食事代込み4万円/月（水光熱費、WiFi込み） ※食事は平日朝・夜の2食

共益費 ０円（家賃に含まれる）

初期費用 敷金0円、礼金0円、年間火災保険料9,000円（予定）

寮の特徴
寮運営のほとんどを寮生自身が行うため、リーダーシップなどの力が養われます。
実際に、仏青寮のOB/OGは大手企業など様々なところで活躍しています。

寮の運営 寮生自身（寮母さんや仏青寮OBが生活をサポートします。）

その他
寮生は地域の子どもの学習支援などの社会福祉活動（ボランティア）や
共用部の清掃や勤行（共に週１回、朝）、寮生会議（月１回）の参加をお願いしています。

1F

2F

HERE!!

Ito Campus

九大学研都市駅

波多江駅

アクセス

伊都キャンパスの南ゲート、
正面ゲートまで自転車にて
それぞれ5分、9分です

１階個室

2階個室









寮ぐらしの Q&A

はい。九大学研都市駅周辺の平均家賃が4.5万円/月（ホームズ調べ）に対し、
掲載寮は1.0~3.0万円/月（純粋家賃ベース換算）ですので、年間20万円～50万
円節約できます。また、敷金、礼金も一切かかりません。周辺相場は敷金・礼
金、仲介手数料それぞれ1か月分に加え、保証料が加わります。その他、最低限
必要な家具家電（テーブル、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、掃除機）
だけでも揃えると軽く15万円を超え、合計30万円程度と高額です。

Q

A

家賃や初期費用は本当に安いほう？

はい、そのような時も正直あります。しかし、逆に強い絆で結ばれた友達がで
きることもあります。人間は助け合ってこそ、大きな力を発揮しますので、学
生寮は上手なコミュニケーションの取り方などの将来役に立つ素養を身につけ
る場として、とても良い環境だと考えています。

Q

A

人間関係は正直面倒くさくないですか？

掲載寮は、すべて自治寮なので、寮生や運営者同士の話し合いなどでほとんど
のことが決まります。もちろんそれぞれの寮の入寮規則や行事などあります
が、門限などの画一的なルールはどの寮もありません。

Q

A

ルールや規制は厳しくないですか？

③仏青寮のみ平日2食（朝夜）提供されます。それ以外の掲載寮は共同キッチン
での自炊スタイルとなります。みんなでカレーなどをつくり、楽しく食事して
ます。

Q

A

食事は提供されますか？

個室にはすべて鍵がついており、安全安心は確保されています。一人暮らしと
比べると寮生が一緒に住んでいる分、より一層安心できます。相部屋の場合
は、個室空間はないまでも間仕切りなどで空間を区切れるように配慮していま
す。

Q

A

各部屋のセキュリティやプライバシーはありますか？

こちらに掲載しているQAはほんの一部です。その他詳細はHPのご覧ください。また、気になる点や不明点がございま
したら、掲載寮の各担当窓口に気兼ねなくお問い合わせくださいませ＾＾


