岩 手 県 学 生 会 館

平成 30 年 4 月 21 日発行

会館だより第 1 号

平成 年度を迎え、例年のごとく新入寮
生を迎えることができました。今年度は
30

名を超える入寮生で ( 名 、)女子は特に多
く現在満室となっています。 名を超えた
のは久しぶりのことで関係者一同、大変喜
んでおります。皆さんのご活躍を祈念いた
します。
さて、新入寮生からの一言です。共に暮
らす仲間たちとして大歓迎です。岩手県学
生会館を共に作っていきましょう。
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さあ行くゾ‼
「Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」
鈴木 大晟
こんにちは。私は三階の南東の角の部屋
で暮らしているものです。私は明治大学理
工学部に入学し、片道 分、乗り継ぎ三回
の電車通学をしています。この岩手県学生
会館に入寮して二週間、ようやくこの環境
に適応できるようになった気がします。私
はこれから忙しくなる大学の授業やサーク
ル活動などに対してひたむきに取り組み、
そこでより多くのことを吸収できるように
日々精進していきたいと思います。二年
間、よろしくお願いたします。
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「はじめまして」
久慈 結亜
私は盛岡白百合学園高等学校を卒業し、

この春から学習院大学に通っています。し
かし、一浪しているので大半の新入寮生よ
りは一つ年上です。ハハハハ。大学では最
初の３，４日は誰とも話せず、一日中ほぼ
一人でいましたが、最近やっと親しい人が
でき大変うれしいです。この調子で勉学
に、サークル活動に励んでいきたいです
ね。
そそっかしくて、うっかりが多い私です
が、どうぞよろしくお願いします。

「自己紹介」
千葉 雄貴
今年から東京で生活することになり、慣
れないことばかりで色々大変ですが二年間
よろしくお願いいたします。
私は専門学校でアニメーション技術を学
んでおります。趣味はアニメ漫画、音楽な
どです。音楽は特にミスチルを聴いており
ます。将来はアニメーターという職業に就
き、業界の頂に向かって頑張ろうと考えて
います。もしよかったら気軽に声をかけて
くれるととてもうれしいです。よろしくお
願いいたします。

「はじめましてのご挨拶」
平井 遙海
四月からお世話になっている平井です。
ここから一時間近くかかる大学に通ってい
ます。情報系と芸術系を中心に学んでいま
す。好きなことはゲームとアイドルを応援
することです。アイドルは女性アイドルの
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皆さまどうぞよろしく

生活を過ごしていきたいです。よろしくお
願いします。
「入寮に際して」
佐藤 政秀
春から学生会館にお世話になる事になり
ました。大学からも近く、清潔で立派なこ
の寮に入寮できた事に胸をなでおろす思い
です。
恵まれた環境で生活できることに感謝し
つつ学業に励みたいと思います。
よろしくお願いいたします。
「お世話になります」
石森 明音
イシモリアカネです。盛岡一高出身、津
田塾大学総政一年です。ピザとぎょうざを
こよなく愛しています。なので、ピザの本
場のイタリアとぎょうざの本場の宇都宮に
行きたいなって思っています。こんな私で
すが、よろしくお願いします。
「新生活ＳＴＡＲＴ」
菅原 瑞歩
私は、東京アニメーター学院専門学校に
通っています。新しく、なれない土地での
生活なので、不安と緊張でいっぱいです
が、自分の夢を叶えられるように努力し続
けたいと思っています。二年後には社会人
になっているので、それまでに、この寮生
活で人とのコミュニケーションや協調性な
どを伸ばして人間性を高めていきたいで

す。学校では、初めてのことを勉強するの
で、まわりの生徒に負けないように努力し
ていきたいと思います。

「新生活」
田口 慈江
こんにちは。盛岡白百合出身の田口慈江
です。現在大学二年生で、政治学を専攻し
ています。入寮したばかりの頃は不安が多
くありましたが、皆様に優しくして頂き、
スムーズに新生活をスタートさせることが
できました。上京して二年目でも都会に慣
れていませんが、この恵まれた環境で生活
できることに感謝し、自分の夢に向かって
歩みを進めていきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

「東京生活」
河野 朋実
四月からお世話になります。水沢高校出
身の河野朋実です。東京に来てまだ日が浅
く、慣れないことばかりですが、新しい出
会いもたくさんあり、楽しい日々を送って
います。
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ほうが好きです。せっかく東京に来たので
イベント等にも行こうかと計画していま
す。遊びだけではなく大学や周りの環境で
様々なことを学んでいきたいです。これか
らよろしくお願いします。
「花の都、東京」
吉田 将騎
私は花巻農業高校出身で小学校から高校
まで野球をやっていました。大学は東京農
業大学の世田谷キャンパスです。上京して
から友達はたくさん出来てとても楽しいの
ですが、朝と夕方の満員電車など慣れない
こともたくさんあり、疲れています。しか
し、最初の半年ほどは慣れないことばかり
だと思うので目の前のことをコツコツやっ
ていきたいと思っています。

元気よく‼
「はじめまして！」
小守 菜々子
四月から学生会館に入寮しました、小守
菜々子といいます。入寮してから早くも二
週間がたちましたが、あまり新入寮生の方
と話せていないので、話しかけてくださる
と嬉しいです。とても喜びます。東京での
生活は慣れないことばかりで、駅での乗り
換えに苦労したり各駅に乗らなければなら
ないところを快速に乗ってしまったりして
いますが、これから頑張って覚えて、大学

疲れを癒そう 大浴場
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大学では歴史学を中心に大学ならではの
内容を学んでいきたいと思います。
恵まれた環境で東京生活を送れることに
感謝しつつ、日々新たなことに挑戦してい
きたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。
「最後の学生生活に向けて」
佐藤
凌
私は埼玉県にある研究所で約一年間研究
をするため、研究所にアクセスしやすいこ
ともあり、こちらに住むことにしました。
私は今年で修士の二年生となり学生生活は
最後の年です。東京での生活や就活、研究
と悔いのないよう過ごしていきます。不来
方高校出身なので、同じ高校の方がいたら
気軽に声をかけてください。よろしくお願
いします。
「大学生活に寄せて」
村松 雅俊
花巻北高校を卒業し、この春から法政大
学の学生になりました。所属は文学部日本
文学科です。好きな作家は江國香織、中で
も「デューク」という作品がお気に入りで
す。
大学では近現代文学を中心に、実践的な
創作の技法などについて学びたいと考えて
います。また、大学の中だけでなく、文学
館や美術館、寄席などにも足を運び、幅広
く文学やそれに関する芸術、芸能にも触れ
ていきたいです。みなさん、よろしくお願

いします。
「自己紹介と大学生活に向けて」
佐藤 愛美
一関第一高校出身の佐藤愛美です。中学
は軟式テニス部で高校では陸上部でした。
大学では公式テニスサークルに入ろうと思
います。趣味は、パワーストーンや水晶を
集めることやゲームをすることです。大学
は文学部哲学科に入りました。美学・美術
史系に興味があり、そちらのほうに進みた
いと考えています。これから、たくさんの
美術作品を学び、感性を磨いていけたらい
いと思います。４年間充実した大学生活を
送りたいです。
「入寮して」
小林 大知
盛岡第一高等学校から来ました。小林大
知です。現在は法政大学法学部に進学し勉
学に励んでいます。高校時代にも寮生活を
していましたが、真逆の生活をしていま
す。なんといっても美味しいご飯、大きな
お風呂があること。大変恵まれた環境で新
生活を迎えることができました。この素晴
らしい学生会館で有意義な大学生活を送り
たいと思います。よろしくお願いします。
「専門で学びたいこと」
佐々木未優香
春から尚美ミュージックカレッジに入学
しました！学科は管弦打楽器科で打楽器を

学んでいます。二年という短い時間の中で
吸収できることはしっかりと身につけて、
将来に繋げていけたらと思っています。短
い期間ではありますが、どうぞよろしくお
願いします。

「
」
Seize
the
day!
原田 大智
こんにちは、こんばんは。原田大智とい
います。よろしくお願いします。
奥州市の前沢区の出身です。いなかです
がイオンがあるという、あんまりよく分か
らない土地です。
大学では英米文学科に所属し、英語につ
いて学習しています。英検制覇やＴＯＥＩ
Ｃ、ＴＯＥＦＬでよい結果が出せるように
がんばっています。よろしくお願いしま
す。

え、ソールベロー？

「頑張りたいこと」
木立
宙
盛岡四高出身で、現在は日本大学危機管
理学部に通っています。大学では自然災害
や大規模な事故の対応など、様々な危機管
理ついて学びたいと思っています。勉学に
励むのはもちろん、アルバイトや海外旅行
など、やりたいと思ったことはどんどん挑
戦していきたいと思います。これからの大
学四年間を人生の中でも特に充実した時間
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だったと言えるよう、悔いのないように過
ごしていきたいです。
「これからよろしくお願いします」
佐々木 茉莉
盛岡第三高校から参りました、盛岡市出
身の佐々木茉莉です。専修大学法学部に入
学しました。将来は警視庁で捜査官をやり
たいですが、まだ他にもやりたいことがあ
るのでまだ分かりません。こちらに来て戸
惑ったことはたくさんあるのですが、壁の
張り紙の字が達筆すぎてさっぱり読めませ
ん。反省して徳を積み、読めるようになり
たいです。言い忘れましたが、誕生日は五
月三日です。楽しみにしておりますので。
（そういうとこ）
「大学生活の抱負」
岩崎 太一
二〇二号室に入寮してきた岩崎太一で
す。出身高校は盛岡一高で現在は法政大学
に通っています。去年一年間は地元の予備
校の盛岡中央ゼミナールで浪人していまし
た。
僕が通っている法政大学経営学部は理系
学部や国公立よりも勉強への意欲があまり
高くなく、遊んでいる人が多い場所です
が、そういった雰囲気に呑まれることなく
常に自分を律した生活を心掛けたいと思っ
ています。

まとめ役 よろしく

「会館のありがたさ」
斎藤 美里
盛岡第四高校出身の斎藤美里です。日本
女子大学の英文学科に通っています。
学生会館に入って、最初は不安でした
が、今はとても楽しく感じています。なぜ
なら、入居者が全員岩手県出身者なので、
話が合い、すぐに友達になれるからです。
私は食堂や玄関ロビー、浴室で友達を作る
ことができました。
是非岩手県学生会館に入って、大学生活
を楽しみましょう。
「自立への第一歩」
羽生田 愛瑠
岩手県立水沢高等学校を卒業しました羽
生田愛瑠です。慣れない環境ですが、この
ような落ち着くことのできる場があること
が大変心強いです。将来を見据え、勉学に
励みたいと思います。よろしくお願いしま
す。
「ごあいさつ」
木下
葵
四月から昭和女子大学国際学部に通って
います。木下葵です。小学校から高校まで
柔道をやっていて国体に出場したこがあり
ます。今年の目標は、二年次にアメリカへ
一年間留学するためにＴＯＥＩＣ５００点
を取得することです。趣味はマラソンとお
喋りです。きっと楽しい会話を提供するこ
とができると思うので気軽に話しかけてく

ださい。東京の大学に通わせてくれる家族
に感謝しながら学生生活を送ります。よろ
しくお願いします。

「東京生活スタート」
高橋 晃史
こんにちは。新しく岩手県学生会館に入
寮した、二〇四号室の高橋晃史です。出身
高校は盛岡第一高校で、現在は東京大学教
養学部前期課程に所属しています。
東京での生活を始めて約二週間たちまし
たが、学生会館では朝食と夕食が出る他、
先輩や同級生と交流することができるた
め、充実した時間を過ごすことができてい
ます。これからも長い付き合いとなる新入
寮生と共に、大学生活を楽しんでいきたい
と思います。

「 Challenge & change myself
」
三浦 梨乃
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何十年たっても同じ釜の
飯を食った仲間。旧寮生
の方々の絆は強いなぁ
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からかい上手の高木さんです。当面の目標
は、単位を取る、です。よろしくお願いし
ます。
「自己紹介」
菅原 由乃
菅原由乃（すがわら ゆいの）と申しま
す。立教大学の文学部・文学科・英米文学
専修に所属しています。趣味は読書です。
寮生活にはだいぶ慣れ、毎日の食事時に同
期の皆と話すのが楽しみです。大学生活は
まだ分からない事ばかりなので、先輩方、
同期の方と交流する中でしっかりと学んで
いきたいと思っています。宜しくお願いし
ます。
細川
栞
今年度から岩手県学生会館でお世話にな
ります大学一年生の細川栞です。
学生会館は朝晩の食事がとても美味し
く、お風呂も広いので安心して暮らせま
す。また、共同生活であることを意識し、
規則を守りながら生活していきたいと思い
ます。
大学では毎日授業を休まずに受け、自分
の将来にむけた勉強をしていきたいと思い
ます。これからよろしくお願いします。
「新しい生活」
及川 光理
春からこの学生会館で暮らし始めて二週
間ほど経ちました。最初の不安とは裏腹
に、いつも快適に生活させていただいてま

す。一人暮らしの友人の話を聞くと、やっ
ぱりご飯が出てくるのはとても羨ましいそ
うですよ。まだ大学は生活が始まってから
少ししか経っておらず、不安なことがあり
ますが、これから頑張っていきたいです。
東京での生活は夢でもあったので、充実し
た４年間になるよう生活していきたいと思
います。

岩渕 颯太
初めまして。岩手県の陸前高田出身の岩
渕颯太です。大学は早稲田大学の方に通っ
ています。また、趣味で将棋、ＤＴＭを
やっています。
大学では単位を落とさないように勉強を
しっかりやっていきたいです。皆さん、こ
れからよろしくおねがいします。

小笠原 圭汰

「新しい生活」
岩崎 日菜子
今年度から岩手県学生会館に入寮しまし
た岩崎日菜子です。盛岡一高卒で立教大学
に通っています。大学から会館までは徒歩
圏内で、美味しいご飯と広いお風呂のある
生活はとても快適です。東京での生活はま
だ慣れないことばかりで寂しい時もありま
すが、第一志望だった大学で学ぶことがで
きる幸せを噛み締め、これからの生活を充
実したものにしていきたいと思います。

「春を迎えて・・」
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四月一日に一人で緊張しながら会館内に
足を踏み入れ、早一週間が経ちました。一
関第一高等学校から参りました、津田塾大
学英文学科の三浦梨乃と申します。不安だ
らけで上京しましたが、同郷の友達や優し
い先輩方、館長、寮母さん、スタッフの方
のおかげで充実した生活を送っておりま
す。ここでは集団生活の規則を守りなが
ら、密度の濃い大学生活を送ることで、家
族に感謝を示し、安心させたいです。どう
ぞよろしくお願いします。

藤原 康友
不来方高校出身の藤原康友です。名前
は、こうゆうと読みます。立正大学文学部
史学科に入学しました。大学では考古学を
専攻しようと考えてます。好きな漫画は、

郷土出身の方も応援してくださいます
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年度寮生活を送るにあたって

会 館 か ら の 連 絡
◎平成

○各居室の破損等について

各部屋の電気、椅子、ブラインドなど破損し

ているものはありませんか。もし、そういう

○母校訪問について

い。修理もしくは取り換えをします。

ものがありましたら事務室までご連絡くださ

は当然ですが、次のことにも留意して楽しい寮

夏休みや、諸事情で母校を訪問する方には会

館のＰＲをしていただく ために手土産代を支

会館の利用案内を手交し、会館の様子をお伝え

給する制度があります。恩師や後輩に会う際、

ミなど私物を置かないこと。また、必ず上履

いただくだけです。どうぞご利用ください。

〇欠食届の提出日について

新入寮生の方が欠食届 を出すのはいいので

すが、期限がありますのでご注意ください。

・外部の方を居室には入れないこと。

ご注意を。

ただし、日曜日、祝日は３日に含みませんので

欠食する日の３日前の午前中が提出期限です。

・ドアの開閉は丁寧にすること。

歓迎会が例年より遅くなったため、新入寮生

編集後記

のメッセージを本日紹介 することができまし
・下足、傘、浴場の衣類等の紛失に注意。

入寮生の方々のような気がします。頑張ってく

いってもらいたいと思います。それができる新

た。これからの学生会館をみんなで作り上げて
・入浴のマナーをよく守って利用すること。

ださい。

なお、未提出一名、次号までの宿題？？

平成三十年四月二十一日発行

公益財団法人岩手県学生援護会

岩手県学生会館

編集並びに発行元

半ばから約３ヶ月間、建物の周りに足場を組

同

ます。皆さんのご 協力を お願いすること が

ｔｅｌ

住

０３ （６６７６）

０３ （３９７２）

４４７１

４７８３

所 東京都豊島区要町二丁目５番５号

多々あると思います。よろしくお願いします。

ｆａｘ

学生自治会

んで外壁修理、屋上などの塗装工事を実施し

今年度は大規模修繕工事を実施します。５月

◎外壁等建物修繕について

の こ と 。 ま た 、 使 用 後 は すぐ 返 却 す る こ と 。

・アイロン、掃除機の使用は規定を守って使用

ンターの使用時は十分留意のこと

・学習室の整理整頓に気を配ること。特にプリ

エ ア コ ン の つ け っ ぱ な し 等に 注 意 す る こ と 。

・光熱水費が高騰しています。こまめに消灯し、

をだします。届け出を励行すること。

・門限があります。無断で破った人には警告書

掃を心がけること

・居室は常に清潔にし、少なくとも週一回の清

きを使用し、裸足では歩かないこと。

・会館の売りは清潔さです。居室前には靴、ゴ

を始めましょう

・同じ岩手県人です。明るく、あいさつで一日

生活を送ってください。

会館で生活するうえで 利用規則を守ること

30

具体的には後日書面で。

6

高校卒業後、一年間の浪人生活を経験
し、今春に大学、学生会館に入らせていた
だきました。学部は法学部法律学科で将来
的には司法書士を志しています。大学では
自転車部兼法学研究会に所属しようと考え
ています。
今月初めから入寮してきたわけですが、
当寮の雰囲気はとても温かく館長や寮母さ
ん、食堂の方々、友人らに支えられ、充実
した大学生活を送れそうな気がしておりま
す。よろしくお願い致します。
「意気込み」
猪狩 明子
専修大学商学部二年の猪狩明子です。私
は以前一人暮らしをしていましたが、今年
からこの寮に住むことになりました。寮は
多くの方との共同生活なので、思いやりを
持って行動したいと思います。そして、こ
の素晴らしい環境で生活できることの幸せ
を感じながら将来の夢のために学業に専念
できるよう頑張っていきたいです。よろし
くお願いします。

さあ、仲間だ、頑張れ
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