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高砂トピックス  No. 94 

白鳥トピックス  No. 75        問合せ先：米子工業高等専門学校 学生課 寮務係 

平成 30 年 8 月 2 日 米子高専 寮務部発行 〒683-8502 米子市彦名町 4448 ℡0859-24-5024 



２０１８年 〜夏〜 

 

4 月の入寮式から、早いもので 3 ヶ月が経ちました。新 1 年生も少しずつ寮の生活に慣れてき

たようです。今号では、そんな 1年生の寮生活を過ごしている感想・意気込みなどを紹介します。 

１年生の言葉 
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入寮してから 3か月が立ちました。入寮当初

は洗濯など全部自分でしなくてはならないので

親のありがたみをとても感じました。当番も最

初は排水口の掃除やゴミの分別など汚くて嫌で

したが先輩たちも同じことをやってきたと思う

と自分もやらなくてはならないと気持ちになり

ます。当番や部活動を通して学科を越えた友達

もできてよかったです。 

 

 中学の頃から、友人に高砂寮は、先輩は怖い、

規則が厳しい、自由がないと聞いていたのだが、

実感が湧かず大げさに言っているのだと思って

いた。だが、実際に寮に入ってみると、たしか

に友人が言っていたことはあっていると感じた。

だが、いい意味で予想外なこともあった、まず

同室の先輩がとてもいい人だったこと、そして

思っていたよりも、自由な時間が多かったこと

である。確かに、厳しかったり辛く感じてしま

ったりすることもあるが、同じ 1年生と協力し、

とても楽しく過ごすことが出来ている。 

 

正直、僕にとっては寮はとても厳しい環境で

す。自習時間が決まって居るのは逆に嬉しいで

すが、当番や行事で時間が減るのが嫌です。で

も、この環境を乗り越えなければ、社会に通用

しないと思います。今頑張れば、必ず後で役に

立つので、自分から動くなどして頑張っていき

たいです。 

 

3ヵ月の寮生活でかなりこの生活に慣れて来

たと思います。最初は知らない人や先輩方との

生活に不安だったし、厳しい生活習慣で大変で

した。当番も大変で、正直辛いと思いました。

しかし 3ヶ月も経つと、かなり慣れて来ました。

今では辛いことはほとんどないし結構楽しいと

思います。 

 

寮に入って印象に残っていることは、他の学

科の友達がたくさんできたことです。特にテス

ト期間にみんなで、教え合いながら勉強するこ

とができて良かったです。これから頑張りたい

ことは、部活と勉強の両立です。いまは、レポ

ートなど、中学ではなかった宿題が少し苦手で

す。また、部活も今まで以上にハードなので頑

張りたいです。 

 

 親元を離れて、慣れない寮生活が始まってか

ら、３ヶ月が過ぎました。最初は、寮ならでは

のルールや、しきたりなどに戸惑いを隠しきれ

ませんでしたが、必死についていくうちに、だ

んだんと慣れてきました。 住めば都とは言い

ますが、本当に都となるかどうかは自分次第な

ので、精一杯頑張って行きたいと思います。 

 

寮で生活して思ったことは、意外とルールが

厳しいということです。オープンキャンパスで

は、「寮は楽しい｣と聞かされますが入ってみる

と想像とのギャップに驚きます。ですが、楽し

いのは確かです。寮祭までには仲のいい友達も

できるので、案外充実した生活を送れます。こ

れからの寮生活でも気を抜かず頑張っていきた

いです。 

 

僕は、この寮に入寮して沢山のことを経験し

学びました。寮は集団生活です。当たり前な事

ですが、寮の中では自分勝手な行動ととっては

いけません。また、自分のため、みんなのため

に仕事をしなくてはなりません。もちろん自分

の時間も潰されます。なので、周りにも気をか

け、自分の時間も大切にして行きたいです。 

 

米子高専の寮にはいって 1番最初に感じたの

が、ただただ辛いということです。高専に入学

してすぐに寮の上下関係、ルール、タイムスケ

ジュール、仕事を突きつけられとても辛かった

です。しかしその辛さを体験していく中で同じ

1年寮生と仲良くなれたり、ルールを守る大切

さなども学ぶことが出来たと思います。いまま

でも、これからもただ寮生活を送るのではなく、

つねに様々な事を意思しながら寮生活を送って

いきたいです。 

 

親離れするために、家での我儘いい放題の生

活と決別するために！かっこいいこと言って、

寮生活を選択した僕は、入寮してすぐ、あっけ

なく打ちのめされた！イッテ Qが見たい！豚シ
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ャブが食べたい！好きな時にシャワー浴びた

い！ダラダラ一日中ゲームしたい！けどできな

い…卒業後ならできると信じて過ごす日々。と

りあえず 2年に進級できるように勉強しよう！ 

 

入寮して 3ヵ月が経過しました。入寮当時は、

1人でうまくやっていけるのかという不安があ

りましたが、両親の応援もあり、今では、なん

とかうまくやっていけてると思います。これか

らも、時間に対する意識を持ち、自分の目指す

目標に向かって、より一層奮闘していきます。 

僕の最初の寮のイメージは楽しく、充実した

ものでしたが、先生や寮の先輩から聞く話では

とても辛く、また、上下関係も厳しいというマ

イナスのイメージが多かったです。なので寮生

活を送ることがとても不安でした。 

ですが、実際に入ってみると、確かに最初の

慣れないうちはしんどかったですが、日がたち

生活に慣れてきた今はとても楽しく過ごしてい

ます。 

 

僕は寮に来て少し時間に厳しいところと感じ

ました。例えば、一年生は 7：20までに寮の敷

地を出て登校しなければならなかったり、12：

00までに就寝しなければならなかったりしま

す。時間を守れなければ怒られてしまいますが、

期限を守れない人は信用されないという事には

とても納得出来ました。指導は厳しいですが、

寮を通して信用される人材になりたいです。 

 

日々の寮の生活で、横の関係だけでなく縦の

関係もでき、毎日が楽しいです。辛いこともあ

りますが、楽しいことの方が多いです。勉強面

でも困った時助けてもらえるのですごく助かり

ます。縦や横の関係を大切にして、これからも

楽しく過ごしていきたいです。 

 

米子高専の寮はとても厳しいと聞いていたの

で、初めはとても不安でした。ルールが多く大

変な仕事もありますが、自習の時間が設けられ

ていますし、部活にも参加し易いので、とても

良い環境であると思います。寮生活は慣れれば

案外楽しいです。この環境を生かして、もっと

勉強や部活に励み、また、仲間との絆を深め、

上級生への礼儀の心を忘れずに生活していきた

いです。 

 

寮に入ってからのこの 3ヶ月は、とても時間

が進むのが遅く感じました。家での生活とは異

なることが多すぎて最初はとても慣れませんで

した。寮の仕事もやらなければならならい事が

多く、仕事内容を覚えることで手一杯でした。

でも楽しいことも沢山ありました。特に寮祭が

楽しかったです。準備や片付けなどはとても大

変でしたが、友達と一緒に盛り上がることが出

来たのでとても良かったです。今後も頑張って

行きたいと思います。 

 

前期の寮生活は、慣れない生活で大変でした

が、だいぶ適応できてきました。当番など忙し

いですが、できる限りの事はしようと思います。

寮祭などのイベントは楽しむことができました。 

後期は、仕事のミスもなく、楽しんで生活でき

るようにしたいと思います。 

 

入寮してすぐは知らない人と一緒に過ごすこ

とになるので生活しにくいです。指導などでも

役員方がとても厳しく当番もあって自由時間が

なかなかとれなくまた一年生はいろいろとしな

いといけないことがあって嫌になることもあり

やめたいと思った時期もありました。しかし今

では寮の生活にも慣れてきて友達と遊びやすい

環境なのでとても充実した生活を送れています。

入寮してすぐは大変でしたが寮にはいって良か

ったと思っています。 

 

３ヶ月寮で生活して思ったことは、大変だと

言うことです。先輩は怖いし当番もあり自由な

時間ない日もあり辛かったです。しかし、寮祭

は先輩も優しくたくさんのイベントがあり楽し

めました。これからも寮のルールを守って生活

していきたいと思います。 

 

寮では、いろいろなイベントがあるなという

ことを寮に住んで思いました。まず一番大きく

て楽しい寮祭、できれば一回もしたくない寮内
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清掃、そして世にも恐ろしい指導です。このよ

うなことを体験して思ったことは、忙しいなぁ

ということです。耐えねば。 

 

入寮してから、今までしてこなかった、挨拶

などの基本的な礼儀を、しっかりしないといけ

ないので、大変な部分もあるけど、その分他の

高校と比べ、社会に有利な面もたくさんあるの

で、これからも頑張っていきたい。また、休日

は外出したり、自宅にいるより、楽しめるので、

そういうところでは、良い場所だと思う。 

 

寮生活が始まり、早くも 3 ヶ月が経ちました。

最初の方は、あいさつや指導など、怖いことが

たくさんありました。当番などが忙しく、通生

に比べると大変だなぁと思うことがたくさんあ

りましたが、今ではだいぶ慣れることができて

います。寮祭では先輩と仲良くなることもでき、

とても楽しかったです！これからもいろいろな

困難に立ち向かうと思うけど、みんなで協力し

て乗り越えていきたいです。 

 

 僕は、この米子高専学生寮に入って、最初は

嫌だったけど、時間がたつと結構慣れて結構楽

しいです。友達と一緒に遊んだり、ゲームをし

たり、勉強したり、買い物に行ったり、本当に

楽しい日々です。 

 

寮生活は、あいさつを大声でしないといけな

いし、自分のことは、ほとんど自分でしないと

いけないので慣れるまでは、結構大変でした。

でも、慣れてからはなかなか快適なところでし

た。また、寮祭は、先輩の方々と交流もでき、

すごく楽しかったです。 

 

寮生活は正直きついです。最初はらくだけど、

当番が始まるとほんとに時間がないです。特に

前期は、たくさん行事があるし初めての試験も

あるのできついと思います。でも、他の学科の

友達もたくさんできるし、夜まで友達と遊べる

のはいい所です。僕なんかは、中学の時は全然

大きい声とか出せなくて返事もちっちゃかった

けど、寮に入ってからは大きい声楽勝になりま

した(笑)寮は厳しいけど、確実に通生よりいい

人間になれると僕は思います。 

 

僕が寮に入った当初はとても、不安でした。

初めて、家族と長い間離れることになるし、初

めての人との集団生活だったからです。しかし、

同じ部屋の指導寮生の方は優しくすぐに友達も

出来たので、とても、安心しました。登板など

の大変なことも多いけれど、これかも、頑張っ

て行きたいです。これから、頑張りたいことは、

しっかりと規則正しい生活を続けて行くことで

す。上級生になって就寝時間が無くなったりし

ても、しっかり、とそういうところは徹底して

いきたいと思いました。 

 

僕は寮に入ってたくさんのことを学ぶことが

できてよかったです。当初は寮生活で友達がで

きるか、集団生活になれるか心配だったが、な

れることができ、充実しています。また、挨拶

の面など社会に出てからも役に立つことがたく

さん学べるので、これからも寮でもっと学んで

いきたいです。 

 

3ヶ月間はたいへんだったけど楽しかったで

す。 初めは指導がたくさんあり早く家に帰りた

いと思っていたけど、慣れると休日などに友達

と遊びに行ったりして楽しかったです。テスト

期間には、友達と 一緒に勉強できてよかったで

す。もう少しで前期末 テストがあるので友達と

教え合ってがんばりたいです。 

 

僕は寮に入って、前より挨拶ができるように

なったと思う。社会に出てから、挨拶というも

のはとても重要で、それがこの時期から学べる

というのはとても貴重だと思った。さらに、寮

祭などの素敵な行事があり、寮に入ってよかっ

たと思った。 

 

僕は、この寮に入ってたくさんのことを学び

ました。1つ目は、我慢することです。集団生

活をしているので、自分勝手な行動をするとみ

んなに迷惑をかけてしまうからです。2つ目は、

働くことです。最下級生としての自覚を持ち、
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寮の規則を守ったり、寮生、上級生の方の為に

寮の仕事をします。とても手間がかかるし、辛

いけど、みんなでやり遂げた時の達成感はとて

も大きいです。他にもたくさんのことを学びま

した。今後も、寮の為に頑張りたいと思います。 

 

寮に入って 3ヶ月という短いようで長い時間が

経ちました。たくさんの当番や指導など、つら

いことは沢山あります。でも、友達と過ごす時

間はとても楽しいです。一緒に遊んだり、買い

物に行ったり、勉強したり･･･。寮生活に慣れて

きたとはいえ、まだ始まったばかりなので気を

引き締めて行動していきたいです。 

 

初めは寮のみんなと仲良く出来るかとても不

安でしたが、当番など大変な事をみんなでこな

し、そこから上手く周りのみんなと打ち解ける

ことができました。寮では、社会に出てから必

ず必要な事を学ぶことが出来る唯一の場所なの

で、しっかりと学び、大人になり一般常識のあ

る人になりたいです。 

 

寮に入って 3ヶ月が経ちました。この 3ヶ月

で僕はとても多くのことを学びました。その 1

つが、時間を守るということです。時間を守る

ことで、周りに迷惑をかけることがとても少な

くなりました。これからも寮生活を頑張ろうと

思います。 

 

僕は寮のことは少しは知っていたが、実際は

もっと恐かった。あいさつはとても大きな声で

することや、月に何回かの指導や当番などで気

の休まる時はない。しかし、こんな寮にもいい

ことがある。他学科の友達ができるということ

だ。他にも、自習時間があり勉強が計画的にで

きることだ。寮でのいやなことも書いたが、将

来の役に立つことなのでがんばりたい。 

 

日々の寮生活では、辛いこともありますが、

友達がたくさんでき楽しいことの方が多いです。

勉強面でも困った時助けてもらえるのですごく

助かります。縦や横の関係を大切にして、これ

からも楽しく過ごしていきたいです。 

入寮当時は、生まれて初めてとなる寮生活に

憧れつつも大きな不安を抱えて始まった高砂寮

での寮生活。たしかに、はじめの頃は慣れない

ことだらけで辛いことも少なくはありませんで

したが、同室の友達や同じ科で寮生の友達など

に恵まれて、今では楽しく寮生活を送ることが

できています。 

 

高砂寮に住んで 3ヶ月が経ちました自分はこ

の寮に来て挨拶の厳しさや礼儀など基本なこと

を学ぶことができています。家から通学するの

とは違って寮で暮らすということは自分をしっ

かりときたえあげれるし通学する人とは違う経

験ができてとてもいい経験になってると思いま

す。勉強も大変ですがなんとかやりきれるよう

頑張りたいです。 

 

寮での生活を経て、自身の変化について思え

ることは、ものの考え方や捉え方が変わったと

思います。中学の時は考え方が偏っていて中学

の先生や親と喧嘩する事が多くありました。で

すが寮に入り、上級生の方とも会話する機会も

多くあり、物事を多面的に見られるようになり

ました。これからも寮での生活で成長ができる

ようなくらしをしていきたいです。 

 

米子高専の寮の一員になって 3ヶ月が経ちま

した。まだまだ失敗ばかりで役員さんに怒られ

る毎日です。でも、いいこともありました。寮

にはいって、たくさんの友達ができました。同

中は 1人もおらず、最初は不安でしたが、自分

と同じ境遇の人もたくさんいて、少し安心しま

した。寮生の団結力は意外と固く、学校でも寮

生と一緒にいることが多いです。もはや、家族

みたいなもんです w みんなで一緒に進級して、

これからも楽しく、そして辛いことも共に乗り

越えて、寮生活を送っていきたいです。 

 

寮に入り今までと生活リズムが変わり大変だ

と感じていたけど、今は慣れ、普通に寮生活を

送れています。当番や挨拶など大変なことは沢

山あるけどしっかりこなしていき、成長してい

きたいです。 



 6 

僕は、この高砂寮に入って、良かったと思い

ます。入って最初の頃は、挨拶は大きいし先輩

は怖いしで辛いと感じることも少なくありませ

んでした。それでも、最近では寮に馴染んでき

始め、この辛さも楽しさに繋がっているんだと

思えるようになりました。 

 

僕は寮に入って厳しいルールを知り、これか

ら寮で生活していけるのかとても不安でしたが、

今は 1年生だけでなく上級生の方とも仲良くな

ることができてとても楽しいです。 

たまに怒られることもあるけれど、それは自

分に非があるのでしっかりとルールを守って規

則正しい生活を送ることができるよう頑張りま

す。 

 

寮に入ったばかりの頃は、新しい高校生活の

事もあり、色々不安もありましたが、寮では自

然と他の学科の学生とも仲を深める事ができま

した。当番や規則もあって大変だけど、自分は

｢寮｣という公共の場に住まわせてもらっている

という事を自覚して、規則にのっとり、時には

思いっきり楽しんで生活していこうと思います。 

 

入寮する前、私は友達と仲良くやっていける

だろうかなどという不安が少しありました。で

すが実際に寮での生活を経験し、今は寮生活に

対しての不安などは一切ありません。ですが勉

強の面での不安はあります。前回のテストはと

ても悪く、一教科単位を落としてしまったので、

今回のテストでは一教科も落とさないのを目標

に、寮生活と共に頑張りたいです。 

 

入寮する前は、初めての自分の家を離れる生

活で、どんなものか全く想像がつきませんでし

た。ですが、寮生活を始めて約 3 ヶ月が経ち寮

での生活リズムや当番にも慣れてきました。い

ろいろと大変なこともありますが楽しいことも

あるので、これから様々な経験を積んでいきた

いです。 

 

この寮に入って上下関係を知ることができま

した。なので、将来のためにもこの寮に入って

いたほうがいいのではないのかと思いました。

それに色々と大変な事もあるけれど楽しいこと

も多いので結構いいです。 

 

入寮して 3 カ月がたちました。寮は家とは違

って、上級生への挨拶や当番など辛いことも沢

山あります。しかし、寮には楽しいことも沢山

あります。まず、友達がすぐそこにいるので、

いつでも遊び行くことができますし、寮祭やバ

イキングといった楽しい行事も沢山あります。

これからも寮生活を精一杯楽しんでいきたいで

す。 

 

寮に入り約 3ヶ月が過ぎました。寮での生活

にだんだん慣れてきました。最初は家族に会え

ず、寂しい思いや不安な思いをしました。しか

し、寮に入ることで寮でできた友達と仲良くな

れたり、先輩と暮らすことで今まではあまり習

わなかった礼儀を学ぶことができたりなど自分

にとってプラスな面がたくさんありました。こ

れからの寮生活を楽しいものにしていきたいで

す。 

 

寮に入って約 3ヶ月が経ちました。寮に入っ

て良かったと思うことは違う科の人とも仲良く

なれたことです。入寮当初は、規則や当番など、

覚えることが多く不安でした。しかし、同室の

人を始め、同じ 1年生同士での助け合いや先輩

からの的確なアドバイスにより今では毎日楽し

く過ごすことができています。寮での集団生活

を通して自分の成長に繋げ、これから、楽しい

ことも辛いこともあると思いますが今の友達を

大切にして一緒に頑張っていきたいです。 

 

入寮して、3 ヶ月が経ちました。この 3 ヶ月

の中で、挨拶や、行動の素早さなど様々なこと

を学びました。入寮当初はやっていけるのか、

同級生と仲良くなれるかなどたくさんの不安が

ありましたが、寮祭や様々な活動を通してたく

さんの友達が出来ました。今では、寮の友達と

話したり、勉強することがとても楽しく感じて

います。今後も、みんなと支えあって辛いこと

も乗り越えていこうと思います。 
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寮に入って３ヶ月が経ちました。完全な年功

序列制に戸惑うことも多く、実家との生活環境

の差にまだまだ慣れない現状です。ですが、同

部屋の子とは仲良くなることができ、３人で雑

談したり、勉強を教えあったりと楽しく過ごせ

ています。まだまだ先は長いので頑張っていき

たいです。 

 

寮生となり 3ヶ月が経ちましたが、寮生活が

始まったばかりの頃は、挨拶やマナーなど気を

つけなければならないことが多く、このままや

っていけるのかとても不安でした。しかし、今

では意識せずできるようになり、寮生活が楽し

くなってきました。この調子で、気を抜かず楽

しく生活していきたいです。 

 

入寮してから三ヶ月が経ちました。3 ヶ月を

振り返ると、入寮してから色々大変なことがあ

りました。当番を覚えたり、寮の先輩の顔を覚

えることが大変でした。はじめの頃に比べ、だ

いぶ慣れてきました。これからも、寮生活頑張

っていきたいです。 

 

3 ヶ月間の寮生活を通して、上下関係や人を

立てることの大切さを学びました。今の自分は

まだまだ足りていない部分の方が多いですが、

これからの寮生活で今の先輩方のように上手に

先生や先輩を立てたり、気遣いのできるように

なりたいです。また、友達の大切さにも改めて

気づきました。ただの友達ではなく、一緒に生

活をしている仲間でもある友達は唯一無二の存

在だと思います。そのような友達を大切にして

いきたいです。 

 

入寮から数ヶ月が経ちました。毎日の集団行

動、たくさんのルールに慣れないことばかりで

す。でも社会勉強として大切なことだと思うよ

うになりました。これから大変なこともあると

思うけど、毎日楽しんで充実した寮生活にした

いです。 

入寮したばかりの頃は慣れないことが多く、

大変でしたが今では寮生活にだいぶ慣れてきま

した。寮に入ってよかったと思うことは、寮に

帰っても友達がいて 1日の出来事を話せること

や人と比べて自分に足りないものがよく見えて

くるところです。寮でのルールを守りながら寮

生活を楽しみ、成長していけたらいいなと思い

ます。 

 

はじめ、寮生活を楽しみにしていた半面家に

あまり帰ることが出来ないという寂しさがあり

ました。しかし、先輩は優しい方や気軽に話し

かけてくださる方が多くて嬉しかったです。こ

れからもいろいろ学ぶことが多いと思いますが、

頑張ろうと思います。 

 

最初、寮の周りには何もなくてとても残念で

した。自転車は必須です。でも大好きなセブン

ティーンアイスが 30 秒で食べれることに気づ

いてしまいました。そして私は今毎日のように

セブンティーンアイスを食べていて、お小遣い

は食べ物に消えていってしまいます。結果、二

重顎が進行しています。指導は怖いですが、そ

の分寮祭などの楽しいこともたくさんあります。

私の自室は平和で、友達も先輩方もみんな優し

いです。だいぶ寮生活には慣れてきましたが、

これからも気を緩めずに生活していきたいです。 

 

寮に入ったばかりの頃は、不安も結構あって、

やっていけるか心配だったけど、過ごしていく

うちに不安事が減りました。同部屋の子達とも

すぐに、仲良くなれ今はとても楽しいと思いま

す。これからも色々なことがあると思うけど、

精いっぱい頑張っていきたいです。 

 

寮生活はただ生活するだけの場ではなく、決

まりがたくさんあって最初は大変だったけど、

今ではそれが当たり前になり、楽しくなってき

ました。学校が終わっても友達といれるという

ことは通生にはない寮だけの特権だと思うので、

友達と支えあってこれからも頑張っていきたい

です。 

 

入寮し、3ヶ月がたった今、入寮した時にあ

った不安も消え、同室の子とも仲良くやれてい

ます。この三ヶ月間で、寮祭などの行事もあり、
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寮の生活にも慣れ、横だけでなく縦のつながり

も強めることが出来ました。先輩への態度や社

会へ出た時の礼儀も学ぶことができ、とても充

実した日々をおくれていると思います。また、

今まで親任せにしていたことを自分で行うので、

少しだけ自立することが出来たようにも思えま

す。これからもまだまだ寮生活は続いていくの

で、頑張りたいです。 

 

寮生活を過ごしてみて思ったことは一人では

できないことがたくさんあるということです。

私が今まで困らずに生活できていたのはたくさ

んの支えがあったからなのだと気づきました。

支えられるばかりではなくみんなと助け合って

生活していくことが大事なのだと学びました。

決まりや礼儀をきちんと守り、成長できるよう

に頑張っていきます。 

 

私は、挨拶を寮に入ってたくさんするように

なったと思います。他人との共同生活で始めは

慣れませんでしたが今では慣れてとても楽しく

過ごせるようになりました。寮祭では、あまり

関わりのなかった人とも話すことができ、たく

さん交流ができました。これから大変なことも

あると思いますがみんなで楽しく過ごせるよう

にしたいと思います!! 

 

寮ではいろいろなきまりがあり最初は厳しい

と感じていましたが、最近ではそれが当たり前

になりました。  寮祭で踊るダンスを考えるの

は大変でしたが本番はゲームをしたり、美味し

いものが食べれて楽しかったです。  まだ慣れ

てないことも少しあるけど、これからも頑張り

ます。 

 

入寮して直ぐは覚えることも多く、「寮」とい

う集団生活になかなか慣れることが出来なかっ

たのですが、最近はだいぶ寮生活にも慣れてき

て、自分なりに充実した日々を過ごせていると

思います。これからも、今まで以上に大変な事

が沢山あるとは思いますが先輩からはしっかり

学び、同級生同士で助け合いながら自分自身成

長していきたいです。 

 

寮生活を経験して学んだ事があります。それ

は、協調性です。当番の時に１人が間違えれば

皆に責任を被せられるし、迷惑かかるので皆で

協力しなければいけないのでそう思いました。 

 寮生活で楽しかった事は寮祭です！特にダン

スが楽しかったです。始めは恥ずかしかったけ

ど、皆で踊ってるうちに吹っ切れました。寮生

活では頼りになる先生方や先輩方、優しい寮母

さんがいるので安心して毎日を過ごしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


