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高砂トピックス  No. 102 

白鳥トピックス  No. 83   問い合わせ先：米子工業高等専門学校 学生課 寮務係 

令和 2 年 8 月 7 日 米子高専 寮務部発行  〒683-8502 米子市彦名町 4448 0859-24-5024 



～2020 年 夏～ 



６月末の入寮から１ヶ月ほど経ち、新 1年生も少しずつ寮の生活に慣れてきたようです。そんな 1年

生の寮生活の感想や今後の意気込みなどを紹介します。

 最初はとても不安でしたが慣れてくると非常に

楽しいです。寮生活で共同生活の大切さを学ぶこ

とができました。当番の仕事もこなしながらこれ

からも頑張っていきたいと思います。 

  

 寮に入って思ったのが時間に制限があるという

ことです。でも、少し意識すれば時間を気にする

ことなく、また遅刻することなく生活できるよう

になりました。周りとの人間関係を大切にこれか

らも過ごして行きたいです。 

 

 僕がこの寮に入って思ったことは自分一人では

ない生活の大変さでした。ご飯の時間、お風呂の

時間の設定があり、それに合わせて生活するとい

うのが大変です。来週から当番も入ってくるので

友達と協力して頑張りたいです。 

 

 僕はこの寮に入って集団生活というものを実感

しました。部屋が 2 人部屋になった事で大抵の事

を一緒にするようになり暮らしにくさもある反面、

友達と居れる事で楽しさも感じています。これか

らもみんなで仲良く頑張っていきたいです。 

 

 僕は寮がもっと厳しいものだと思っていました。

なぜなら、米子高専寮の口コミをインターネット

で見てみると、ものすごく厳しいなと感じたから

です。ですが実際に寮に入ってみると意外と楽し

いなって思いました。先輩も案外優しいですし、

やる事をきっちりやれば全然苦ではないです。し

かし曖昧な気持ちで寮生活をしていると、寮生活

だけでなく学校生活も充実しないと思います。 

 

 僕がこの寮に入ってから感じていることは、や

はり、ルールが多いな、ということです。例年より

も緩くなっているそうですが、やはり一年生が不

利なルールが多いな…と感じました。正直に言う

と家との違いが多すぎてまだ慣れず、親の大変さ

をとても感じています。つらいことも多いですが、

前評判とは違い、先輩方は優しい人が多く、話し

かけてくださったり、優しく挨拶の仕方を教えて

くださったりする先輩ばかりで、とても安心して

過ごせています。だからこそ、先輩方の負担だっ

たりを少しでも減らすために、 仕事を早めに覚え

られるようにしたいと思いました。 

 

 

１年生の言葉 
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 僕は高専に入る前に父や母に寮についてのブロ

グを見せてもらいました。その内容は指導につい

て書かれており、とても不安でした。実際寮に入

ってみると挨拶については少し変な所もあります

が先輩はとてもやさしいです。色々と疲れますが、

この寮で頑張っていきたいです。（寮の食事はあま

りおいしくないです）  

 

 僕はこの寮に入って生活をして、先輩の言われ

た「寮はアパートでは無く社会勉強をする場所だ」

という言葉を強く実感しました。しかし、確かに

上下関係や挨拶は厳しかったですが、僕は小、中

とあまり上下関係を意識することがなかったので

新鮮で面白いと感じました。これからは当番の仕

事も始まるためより一層自覚と責任をもって生活

していきたいです。 

  

 私は寮生活を始めて、ルールがたくさんあり、

きちんと挨拶しなければならない大変さを実感し

ました。でも、これは将来会社にはいろんなで場

所で役立つと思います。これからも頑張りたいと

思います。 

 

 自分は勉強をすることが苦手でした。勉強をす

る時間がどうしても後回しになってしまい、結局

やらないことが多かったです。そんな僕にとって

自習時間が定められている寮は非常に助かります。

先輩もとても優しく、寮食も美味しい。更には、挨

拶などの社会に出てから役立つ、様々なことも学

ぶことができます。本当に寮に入ってよかったと

思っています。 

 

 今年の一年生女子の数は奇数なので、私は先輩

と同室になりました。先輩に様々なことを教えて

いただける反面、同じ一年生と話す機会があまり

なく、入寮してからすぐの頃は不安が大きかった

です。しかし、食事の時間などに同級生が私に話

しかけてくれて、少しずつ打ち解けていきました。

次は自分から話しかけていこうと思います。また、

生活については空間挨拶がまだ完全にできていな

いので、完璧にできるよう普段から意識していこ

うと思いました。 

 

 理不尽なことが多いですね。挨拶の仕方にしろ

文句ばっか言われてきたんでもう慣れたんですけ

ど、おかしなところが多々ありますね。地味に、寮

食堂に集められて勉強時間を削られるのは苦しい

ですね。今特に楽しいわけでもないし、ツラいっ

てわけでもない。今後の生活で楽しみが見つけら

れるといいと思いますけど。 

 

 僕はこの寮に入ってとても厳しいと思いました。

特に先輩への挨拶、時間を守ることがとても大変

でした。ですが、これは社会に出るための準備だ

と思ってすればあまり苦ではないなと感じました。

だから、どのような事があっても乗り越えてしっ

かり学んでやって行きたいです。これから、5 年間

とても大変だと思うけどやれることを精一杯しま

す。 

 

 思った以上に安定していて、健康的で、充実し

た生活を送ることが出来ています。ある程度の自

由は許されているので、特に不満といった不満は

ありません。とは言え、寮は公共の場なので、ルー

ル、マナーはしっかりと守り、引き続き充実した

生活を送りたいと思います。 

 

 普通の生活と比べて少し厳しいところはあるけ

ど、集団生活のことも学べるし何より人との交流

ができるのでとてもいいと思った。意気込みは、

現在は特に具体的なことは無いけども、今まで出

来なかったこと、ここならできることをやってみ

たいと思っている。 

 

 僕は、寮にきて思ったことは、挨拶が大切だと

いうことです。挨拶はこれからの人生でも使うこ
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とのある大切なコミュニケーションだと思います。

初めてあうひとにも友達にも挨拶をします。接客

業につこうと思っている人は、挨拶をたくさんす

ると思います。なのでこれからの寮生活では、先

輩に教えていただいた挨拶の仕方であまり意識し

なくても、挨拶が日常的にできるようになりたい

です。 

 

 寮生活でをして思ったことは寮内のルールが細

かく決められている事です。挨拶の仕方や生活の

時間、身嗜みも決められていて一つ一つ覚えてい

くのが大変です。だけどその中にも自由があって、

自分のしなければならない事が終わった後は、好

きなことをしたらダラダラして過ごせました。ル

ールや自分の生活でしなければならない事は、多

く大変な時もあるけど、これからも寮生活、楽し

みながら過ごせるようにしたいです。 

 

 僕は、ここまでの寮生活で現状がちょうどいい

と感じてしまっている。本来ならばもう少し厳し

いはずなのだが、このコロナ禍の中で今は少し甘

くなっている。それを先輩方はあまり快く思って

いないだろう。そのため、僕は、起床時間を早くす

る、挨拶の声をより大きくし、頭をもう少し下げ

る、当番の仕事により力を入れる、といったこと

をしようと思う。 

 

 最近寮の規則がゆるくなったらしく、イメージ

していたほどに怖い所ではありませんでした。こ

れからは、課題や単位を落とさず規則正しい生活

を心がけたいです。 

 

 入る前はあまりいい噂を聞かなくて、入寮する

のが嫌だったけど今年から楽になったらしくてと

ても過ごしやすいです。だけどまだ意味のわから

んしょーもないルールも残っているのでそこは改

善していって欲しいと思います。勉強面では、僕

はあまり勉強の習慣がなかったので寮の自習時間

のおかげで勉強の習慣がつきました。分からない

とこは友達に聞けたりして最高です。 

 

 僕がこの寮で過ごしてみた感想は思っていたよ

りすごくルールが厳しくなく過ごしやすかったで

す。僕らの代からすごくルールが緩くなったと聞

きましたがまだ、当番をしたことがないので当番

の難しさなどは分かりませんが、当番の事を除け

ばすごく過ごしやすくて良い寮だと思います。で

すが、謎のルールがある所が気に食わないです。 

  

 寮に入った時はとてもルールが厳しいなと感じ

ましたが、今ではある程度慣れてきて挨拶なども

きちんとできるようになりました。これからは慣

れてきたからといって適当にならないように気を

つけていきたいです。 

 

 私が寮に入って感じたことは、ルールがしっか

りしているということです。ルールがしっかりし

ているので守りやすいし、覚えやすいです。また、

他の学科の人とも仲良くなれるので良いと思いま

す。これからも協力して良い寮生活を送っていき

たいです。 

 

 僕がこの寮に入ってまず思ったことは、ルール

がとても厳しいということでした。 米子高専に通

う全生徒の約 4 分の 1 の生徒が生活する場所です

から厳しくないといけないのでしょうが 最初は

やはり大変に感じました。しかし、寮で生活して

いくうちに 少しずつ慣れることが出来ました。こ

れからも頑張っていきたいです。 

 

 私は寮に入って思ったことは縦社会の厳しさで

す。私の中学校では先輩も後輩もみんな同い年み

たいな感じで休憩時間の時に先輩の教室で遊んで

いたくらいです。しかし寮に入ってからは先輩は

すごい人みたいな感じで最初はなれなかったけど

社会に出たら当たり前なことなのでしっかり身に



 4 

着けたいと思います。 

 

 寮で過ごしてみて人との付き合い方を学べるこ

とが出来たし、しっかりと挨拶をする事、時間通

りに行動出来るようになりました。これからの意

気込みはしっかりと時間を意識しながら行動して

いき、規則正しい生活をおくっていきたいです。 

 

 私が寮に入って思ったのは、ルールを守る大変

さです。挨拶や廊下などでのルールをすべて守る

のはとても大変です。でも、寮での生活は楽しい

こともあるしこれからの人生においても大切なこ

とが学べるので、これからの頑張っていこうと思

います。 

 

 僕が寮に入って思ったことは、2 つあります。 1

つは挨拶の凄さです、元々先輩方から挨拶につい

ては少し聞いていましだか、予想を遥かに上回る

声量と丁寧さで、圧巻されました。 2 つ目は共同

生活の難しさです、今まで実家で暮らしていたの

がどれだけ楽だったのかがとてもよく分かり、改

めて両親のありがたみが身にしみました。 寮生活

は少し大変ですが、とてもいい経験になるな、と

感じました。 

 

 最初は慣れなかったけど寮のルールを守ってい

くうちに校外でも挨拶できるようになりました。

また、先輩との関わりが増えるので過去問をもら

うことができ、勉強面でも成長することができま

した。 

 

 私はこの寮に入るまえは、先輩や寮生の仲間と

上手く生活していけるかとても不安でした。入寮

して数週間仲間との共同生活に慣れてきて、生活

力が少し上がったような気がします。これからも

沢山成長していきたいです。 

  

 僕が寮に入って思ったことは凄く生活が大変だ

と言うことです。今まで、やってこなかったこと

を自分 1 人でやらないといけなくなります。ルー

ルや時間も決めてあり、自由な時間はあまりあり

ません。当番、勉強、部活の両立はかなり大変で

す。しかし、こんな大変な生活も寮内でできる新

しい友達と協力くしていけば楽しいものになると

思います。 この寮生活で学ぶことは必ず今後の社

会生活に役立つと思います。これからも精一杯頑

張りたいと思います。 

 

 寮はかなり厳しいと思っていたけど自分が考え

ていたより厳しくありませんでした。先輩達への

挨拶や寮内でのルールはいくつかあるけどそれを

きちんとしていたら特に叱られたりなどしないの

で普段から気をつけるようにしています。たまに

し忘れることもあるのでもっと気をつけて行きた

いです。 

 

 私が寮に入って学んだことは、共同生活をする

にあたってのルールです。寮生がお互いに協力し

合って生活する為に様々なルールがあります。決

して少なくはないですし厳しいこともありますが、

このルールがあるからこそ、居心地のいい寮生活

になるのだと思います。 

 

 私が寮で生活して感じたことは共同生活の厳し

さです。寮生活では沢山のルールがありはじめは

驚きましたが、挨拶も含め先輩優先でドアを使う

などは社会に出てからも重要なことなので、これ

からも常に周りを意識して生活していきたいです。                                            

                                              

 私が寮に入って感じたことは、寮の厳しさと土

日の楽しさです。寮のルールは、私が寮に入る前

に想像していたものよりも厳しくて驚きました。

しかし、土日は寮の子と遊びに行ったり、夜に先

輩と話したりし、とても楽しいです。そして毎日

勉強時間が設けてあるのでそこで勉強し、充実し

た寮生活・学校生活がおくれるように頑張りたい



 5 

と思います。 

 

 私が寮に入って、今寮でしていることは社会に

出てから絶対に役にたつことだと感じました。例

えば、挨拶や返事、年上の人に対する敬語などは

大人になってからも使っていくことだと思うから

です。今までの当たり前とは違い、自分でするこ

とも増えて、慣れないことが多いですが、教えて

くださるひとがいるうちに多くのことを学んで将

来に大切なことを身につけていきたいです。 

                                                           

 私が寮に入って感じた事は、協力する事の大切

さです。最初は分からない事だらけで不安だった

けど、友達や先輩方が優しく教えてくれました。

学習できる環境も整っていてとても過ごしやすい

です。慣れない寮生活で大変な部分もあるけれど、

分からない所は積極的に聞いて少しずつ慣れてい

きたいです。また、共同生活なので、自分だけでな

く、どうすればみんながより快適に過ごせるか考

えて行動していきたいです。これからもルールを

守って生活していこうと思います。 

 

 寮のルールなどを教えてもらった時に少し厳し

いな、と感じました。ですが先輩たちの頃はもっ

と厳しかったと聞いて、最低ラインが出来なかっ

たら流石にダメだと感じ、挨拶や当番を頑張ろう

と思いました。辛いことや大変なことでも少しく

らい我慢して弱音を吐かずに高専生活を過ごして

いきたいです 

 

 私が寮に入って学んだことは、挨拶や返事、言

葉遣いの大切さです。今までできていないことが

わかり、これから直していこうと気づくことがで

きました。寮はしっかり勉強に集中できる環境が

整っています。仲間と暮らすことの楽しさを感じ

ながら勉強や礼儀などを学んでいきたいです。 

 

 いろいろとメリット、デメリットとありますが、

別に悪いことをしなければ怒られないです。一つ

だけ重要なことがあるとすれば思ってたほど帰省

はムリです。 私としてはめげずに 5年生まで居続

けようと思います。 

 

 僕が入寮し最も厳しいと感じた事は、礼儀につ

いてです。しかし、それは僕が今までやってきて

なかったからでした。これからも、今の先輩方の

様になれるように礼儀などを大切に文武両道を目

指して行きたいです。 

 

 私が寮に入って感じたことは、挨拶など礼儀の

大切さです。寮生活だけでなく、学校生活や社会

人になってからも大事なことなので、自然とでき

るようになりたいです。またこれまでは、当たり

前のようにしてもらっていた洗濯や掃除など、す

べて自分でしないといけないので親への感謝の気

持ちも忘れないようにしたいです。 

                                                            

 私は寮生活を初めて、周りをよく見て行動する

様になりました。今まで自分のペースで行動して

いたけれど、今は自分以外の人のことも考えて生

活しないといけないので正直大変です。ですが、

将来的にとても大切なことなので頑張りたいです。 

 

 私が寮に入って学んだのは、共同生活における

マナーや礼儀などです。自分とは違う考えや思い

を持った人たちの集まりである寮で、とても大切

なことだと思いました。色々な人がいて、大変な

事もありますが、楽しい寮生活にしたいと思いま

す。 

 

 この寮はルールがしっかりしていると思いまし

た。少しやりすぎなのではと思うものもあります

が、ほとんどのものが将来社会に出ても通用する

ものだと思いました。なので、これからルールを

守って充実した寮生活を送っていこうと思いまし

た。 
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 僕はこの寮に入って、とても基本的なことを徹

底的にする寮だと思いました。最初は慣れないこ

ともたくさんあり大変でしたが、次第に挨拶の大

切さなど、いろいろなことが学べると思います。

挨拶などは人としても基本のことだと思うので、

しっかりとして、さらに人として成長できるよう

に頑張りたいです。 

                                                            

 最初は挨拶になれなかったけど少しずつ慣れて

いって数週間経つ今はだいぶできるようになって

きました。まだまだできてない部分もあるかもし

れないけど同室の子と仲良くなって楽しく生活で

きています。 

 

 私が寮に入って感じたことはルールが厳しいと

いうことです。例年よりも緩くなったと聞きまし

たが、地元の友達が通っている学校の寮の話と比

べるととても厳しいなと感じます。しかし先輩方

が優しく接してくださったり、指導してくださっ

たりしてここの寮の規則を守って共同生活を頑張

ろうと思えました。 

 

 僕が入寮し約 3 週間程経ちましたが、その中で

大事だと思ったことは挨拶を心がけることです。

最初はよく忘れていて、今も忘れてしまうときが

あります。しかし、挨拶をしないということは集

団生活をする上で良くないことなので会ったら必

ずはっきりとした声で気持ちの良い挨拶を心がけ

ていきたいです。 

                 

 私が寮に入って学んだことは共同生活の大変さ

と友達と協力する大切さです。辛いことも沢山あ

りますがその分楽しいことも沢山あります。今後

も勉強や部活を頑張り、当番などを沢山の友達と

協力しながら頑張りたいです。 

                                                            

 私は寮に来て、最低限のマナーが身についたと

思います。挨拶の仕方や声の大きさ、先輩を敬う

ことなど、これから社会に出て必要なことが寮で

は学べます。確かにルールは厳しくてつらいこと

もありますが、寮生活で楽しいことは、つらいこ

との倍以上あります。だから、私はこれからも寮

で頑張りたいです。 

                                                            

 私は寮に入ってから、共同生活を通して、挨拶

や当番を忘れずにすることや先輩方の指示をしっ

かりきくことなどの社会に出ても役に立つことを

たくさん吸収できています。寮に入って良かった

なと思っています。 


