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２０１９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。 

僕が寮に入って思ったことは、時間が足らな

いということと毎日が忙しいということです。

寮生は勉強ができると聞いていたけど 1 日に 2

時間しか勉強をする時間がないし仕事もするこ

とが多くて時間に余裕がないです。しかし、寮

でしていることは社会に出てから必要な事がほ

とんどだと思うし先輩などとの縦の関係も大切

だと思うのでこれから 5 年間の寮生活を充実さ

せたいと思います。 

 

僕はこの寮に入って思ったことはまず変なル

ールがあり、上級生に都合のいいようなルール

があるな〜って感じました。そのルールをちょ

っとでも出来ないと役員さん 15 人に自分 1 人

でめっちゃ怒られます。それも頻繁にみんな呼

び出されて怒られます。めっちゃ嫌になりそう

で寮を辞める人もいました。でも友達を作ると

楽しいこともあります。 

 

寮に入ってみて思ったことは厳しい事もある

けど良いこともあるということです。当番とか

大変なことがあるけど頑張ろうと思います。 

 

 僕が寮に入って思ったことは辛いということ

です。時間もほとんど決められていてほとんど

自由がないのが辛いです。しかし、寮に入った

ことで友達がすぐにでき勉強を教えてもらえる

などいいこともありました。寮はメリットより

デメリットが多いのは確かですが、これからも

頑張っていきたいです。 

 

寮に入って良かった事は 1 年の寮生どうし仲

良くなったことです。寮に入らなかったらよか

ったと思った事は、仕事が多い、大きい声であ

いさつしないといけない、指導がめんどくさい、

勉強が出来ないなどです。これからも頑張りま

す 

 

この寮はあまりいい所ではないと思った。確

かに自習時間が確保されて勉強する時間はある

けど、挨拶の声が大きすぎたり就寝時間が早す

ぎたりと他の規則が厳しすぎると思った。しか

し、友達もたくさんできるので少なからずいい

所もあると思った。 

 

僕が寮に入って思ったことは、仕事が大変だ

ということです。仕事があるおかげでほとんど

自由時間は確保出来ないし、複数の仕事が重な

っていると勉強時間さえ確保しにくくなります。

寮をやめてしまった人の分も仕事をしなくては

ならないので、人数的にすごく大変な仕事もあ

ります。でも、そういう大変なことは一人では

出来ず、みんながいてこそ出来ることなので、

そういったところで協力し合うことで、仲間の

輪？みたいなものができていくところが、いい

事なのかもしれません。 

１年生の言葉 
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僕が寮生活をはじめて最初に思ったことは、

ただただ厳しいということです。寮においての

大半の仕事が一年生に集中しているため、一年

生への負担は大きいです。そういった面では、

寮は勉強の時間が取りづらく、リラックスもま

まならない場所、というイメージです。ただ、勉

強で躓いても、他の寮生に聞きやすいことが、

唯一の利点だと思います。これからも、寮の仲

間達と協力しあい、頑張ります。 

 

寮に入って 3 ヶ月がたちました。この寮で大

切なことは、同室の指導寮生の方との関係性と

友達を作ることだと思います。1 年生はゴミ当

番や放送当番などいろいろと仕事があったり、

指導で先輩に怒られることもあります。だから

一緒に暮らす指導寮生の方や友達と仲良く、助

け合うことで寮生活は成り立つと僕は思います。 

 

ぼくが米子高専の寮にはいっておもったこ

とはいろいろあるけど一番におもったことは風

呂や放送当番、週番などの仕事や寮祭などの行

事の準備はとても大変だけどとても充実してい

るということと、寮の仲間とすごすのはとても

楽しいということです。これからもこの寮でつ

らいことも苦しいこともあるとおもうけどその

なかで立派な社会人になれるためにがんばって

過ごしていきたいとおもいます。 

 

入寮して、もう 4 ヶ月がたちました。私は神

経質な性格で、沢山の人と共同生活を送ってい

けるのかとても不安でした。しかし、毎日を過

ごしていく中でそんな不安も小さくなりました。

厳しいルールもあり、「自由」とは言えない部分

もありますが、これからも頑張って生活してい

きます。 

 

僕がこの寮に入ってまず思ったのは、ルール

が厳しいという事です。先輩方への挨拶や当番

などはとても大変でした。しかし、そんな生活

も仲間と協力することで楽しく過ごす事が出来

たと思います。これからも辛い事があるかもし

れませんが、弱音を吐かず前向きに過ごしたい

です。 

私が寮に入って感じたことは、仲のいい友達

がたくさんできるということです。慣れない寮

生活や、勉強面でも助け合えることがとても多

いです。規則などもたくさんあり、辛いことも

ある寮生活ですが、様々なイベントや、部屋な

どを行き来して遊んだりすることはとても楽し

いです。今後も、規律を守って寮生活を楽しん

でいきたいです。 

 

米子高専の寮に入って良かったと思うことは、

健康で規則正しい生活習慣を身につけることが

できたことです。これからも健康でいられるよ

うに頑張りたいです。  また、共同生活は色々あ

って大変ですが気を引き締めていきたいと思い

ます。 

 

寮に入ってまず「辛いな」と思いました。色々

仕事があり役員の人に怒られることが多々あり

ました｡1 人が出来ていないと､連帯責任という

時もありました。しかし、良い点もあります。友

達がすぐ近くにいて勉強を教えて貰いやすいで

す｡ここは辛いのは最初だけで今は少し楽しい

と思うようになりました。 

 

この寮に入って思ったことは楽しいけど、厳

しいということです。寮ではたくさんの友達が

出来ますが、たくさんの仕事があり、とても大

変です。大変なことがありますが、みんなでの

りきって行こうと思います。 

 

 私は、今ものすごく寮をやめたいです。当番

がきつすぎます、少しミスをしても怒鳴られま

す。ルールもきつく大声のあいさつや 12 時の絶

対就寝などがあります。何よりも指導がありま

す。ある程度ミスがたまると１年が呼び出され

ます。１年と役員によるお祭り騒ぎが繰り広げ

られます。 

 

この寮は、僕のような今までだらけた生活を

送ってきた人、メンタルの弱い人には絶対にお

薦め出来ません。1年生は部活動強制参加、低学

年は生活面での時間も厳しく、当番活動もあり

ます。その上就寝時間後は、勉強目的でも起き
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ていることは出来ません。自習時間はこの穴埋

めみたいなものです。唯一の利点は、食事には

困らない事くらいです。 

 

この寮に入って思った事は、まず、部屋が狭い

ということです。プライベートが全くなく、し

かも先輩と一緒でとても緊張しました。でも、

同室の同級生と仲良くなれたし、先輩も優しく

て良かったと思いました。今は寮内清掃が一番

辛いですが、寮の同級生のみんなと頑張ってい

こうと思います。 

 

僕がこの寮に入って思ったことは、とても厳

しいということです。当番などの色々なことが

大変です。ですが、それによって僕は、時間の大

切さを感じることができました。これからも、

同学年のみんなとの共同生活の中で成長してい

きたいです。 

 

僕がこの寮に入って一番最初に思ったことは、

「忙しい」ということです。一年生には多くの

仕事が有り、また、週 5 回する部活に入らない

といけません。このように、寮生は通生より遊

んだり、勉強したりする時間がありません。で

すが寮生になると、 寮の同じ一年生の友達がた

くさんでき、テストの時は過去問を見せ合った

り、分からない問題を教え会ったりできるので、

僕は寮に入って良かったと思います。 

 

 寮に入って素直につらいと思いました。当番

活動や指導は僕にとって苦痛で、時には辞めた

いと思うときもありました。ですが寮に入って

からできた友人と今は頑張っています。これか

らも仲間とともに頑張っていきます。 

 

寮生活を始めてまず思ったことは、寮ってめ

んどくさいな、ということでした。家では全く

しなかったごみ捨てや風呂掃除をしなければな

らないのでとても大変でした。けど、これらの

ことを通して自分がどれだけ家族に頼りきって

きたかということが分かりました。これからの

寮生活で学ぶことを家に帰った時も 1 人暮らし

をするときにも活かしていけたらと思います。 

3年になりたい。これが今の自分の気持ち。な

ぜなら、自由が欲しいから。今でも寮は楽しい

が、3年になったら指導もないからもっと楽しく

なると思う。早く 3 年になって、友達とバカな

ことたくさんしたい。 

 

 入る前は、寮の友達とうまくやっていけるか、

共同生活になれるか、などの悩みが多いと思い

ます。しかし、寮では当番などのたくさんの仕

事が一年生に任せられます。その中で協力が欠

かせません。そのため、自然と友達とも仲良く

なります。この寮では大変なことや、嫌になる

ことの方が多いでしょう、しかし楽しいことも

少なからずあるので、寮での貴重な体験の中で

学べることも多いと思います。 

 

寮に入ってからしばらくはルールに慣れなく

て大変な思いをしましたが、時間が経つにつれ

て寮のルールを理解して、今では楽しく過ごし

ています。寮は早いうちから礼儀やマナーを学

ぶことができるとてもいい場になっていると思

います。寮は辛いこともありますが、楽しいこ

との方が多いです。寮全体が一つの家族みたい

で私はとても好きです。 

 

 僕が寮に入って思ったことは、とにかく辛い、

厳しいってことです。就寝時間は 12 時ですが、

先輩がうるさすぎて寝ることはできません。当

番も多いし、毎日が忙しく勉強も手につきませ

ん。ただ、ほかの学科にも仲のいい友達ができ

るので結構楽しいです。これからもいつにある

か分からない指導に怯えながら楽しく楽しく過

ごしていきます。 

 

寮に入って感じたことは、共同生活の厳しさ

と楽しさです。当番や、たくさんのルールがあ

る中での生活で辛いこともありますが、それ以

上に楽しいこともたくさんあります。なので、

私は家より寮で生活する方が好きです。これか

らも頑張りたいと思います。 

 

寮に入って沢山のことを学びました。そのな

かでも団体生活の大変さを実感しています。い
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ろんな人のことを考えながら生活していくのは

とても大変です。つらいこともあります。でも

その分楽しいことも沢山あります。また、寮は

自分を成長させてくれる場所だと思います。こ

れからの寮生活を楽しみながら頑張りたいです。 

 

寮生活がはじまって約４ヶ月経ちました。私

は寮に入って良かったと思います。生活面では

苦しいときがあり、何度かやめたい気持ちはあ

りました。ですが、友達との支え合い、先生や

家族の補助のおかげで楽しい寮生活がおくれて

います。まだ入って間もないのでわからないこ

とが多少ありますが、もっと先輩の話を聞いて

理解し、仲間とこれからの時間をより充実なも

のにして生活をしていきたいです。 

 

 私は寮に入って、毎日一緒に過ごしなんでも

話すことができる仲間ができました。みんなと

過ごす時間はとても楽しく寮に入って本当に良

かったと思います。集団生活は、大変なことも

多いですがそこから学ぶことも多いのでこれか

らも多くのことを学びながら生活していきたい

です。 

 

米子高専の寮に入って思ったことは、役員か

らの指導は厳しく辛いことと、仲間といっしょ

に暮らすことが楽しいことです。寮では社会に

出て大切なことを学べていると思います。これ

からの寮生活も辛いけど乗り越えていきたいと

思います。 

 

 寮に来て思った良い点は、仲のいい人がすぐ

にでき、学校への登校時間が短いことと、友達

に勉強を教えて貰いやすいことです。悪いと思

った点は、当番が忙しく自分の時間が無いとい

うこと、挨拶が小さいと指導、当番にミスがあ

ると指導があるなどです。総合的に見て寮は、

良い環境とは言えませんが規則正しい生活が出

来ると思いました。 

 

 寮に入って最初に感じたことは、とても厳し

いということです。先輩への気配りなどはとて

も細かく最初は正直完璧に出来る自信がなかっ

たけれど、その態度は自分の行動に出ると思う

ので、細かいところまでやることで学校や社会

に役立てることが出来ると思います。これから

も寮生活がより良いものになるよう頑張りたい

です。 

 

この寮に入って最初の頃は、当番の仕事や大

きな声での挨拶など慣れないことが多く大変だ

なと思いました。でも寮祭の準備など同級生と

協力することなどが多くあり、それを通してと

ても良い仲間を作ることができました。これか

らも仲間と一緒に頑張ります。 

 

僕は寮に入って、予想以上にルールが厳しい

ことにとても驚きました。初めのころは寮のこ

とをよく知らずとても不安でしたが、だんだん

と寮の同級生とも話すようになり少しずつ慣れ

ていきました。これからも寮での生活を、気を

抜かずに頑張って行きたいです。 

 

私は寮に入った時、慣れない寮での生活に戸

惑いました。しかし、最近では友達もでき、様々

な行事で思い出もでき寮生活に慣れてきました。

寮のルールやあいさつ、当番の仕事を通して私

は時間を守ることの大切さを学びました。これ

からの生活でもルールを守り時間を守って、集

団生活をしているということを意識して頑張り

たいです。 

 

 私は米子高専の寮に入って、よく時間を気に

するようになったと思います。時間を守ること

は、大人になっても大切なことだと思うので良

かったです。これからも、集団生活なので、人の

ことを考えて生活し、当番を忘れずにできるよ

うにしたいです。 

 

この寮に入るとき「通生より、勉強や部活に

時間を回せる」と聞かされていたが、実際は、

当番や週番などでほとんどの時間をつぶされて

しまう。最悪なのは、これがテスト期間にもあ

るので、結果通生のほうが勉強できることにな

っている。 
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 私が寮に入って、まず友達がすぐにできたこ

とで、寮にもすぐに慣れることができました。

そういう所がすごくいいところだと思います。

厳しいこともありますが、仲間と一緒に頑張っ

ていきたいです。 

 

入学してから 3 ヶ月がたち、寮の生活にもだ

いぶ慣れてきました。最初は、慣れないことば

かりでしたが、仲の良い友達が沢山出来て、色

んな話をして、本当に毎日楽しいです。また、寮

では自習時間が設けられているので、今まで自

習をしてこなかった私でも、自分から勉強に取

り組むことが出来るようになりました。寮生活

は、私に得しかないと思っています。寮に入っ

て、本当に良かったと思います。 

 

寮に入って、最初は話したことのない人たち

ばっかりで、仲良くなれるか不安だったけど、

行事な当番、勉強などを通して仲を深めること

ができました。勉強面ではわからないことなど

を他の人にわからないところを聞くことができ、

テスト勉強にとても役立っています。 

 

私が寮に来て学んだことはあいさつと返事の

大切さです。これは寮だけでなくこれから先も

大切にしていきたいです。寮は規則正しい生活

が身につき、集中して勉強する環境も整ってい

ます。今後も礼儀と勉学に励んでいこうと思い

ます。 

 

 高専寮に入って良かったことは、設備が意外

と整っていることと、寮食がおいしいことです。

また、規則正しい生活リズムも身につけること

が出来ます。上下関係は厳しいですが、寮生活

を通して社会に出た時に必要な力を身につけて

いきたいです。 

 

 


