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指して頑張ってください。皆さんに期待されてい
るところは大です。

歓迎２３名の新入寮生の皆様
寮長 林 大晏（立教大学）
みなさん入寮おめでとうございます。
狭い部屋だということ、共同生活だということで
とても不安だと思います。しかし、生活が軌道に乗
れば楽しい生活がみなさんを待っています。東京
での学生生活を満喫してください。
岩手県学生会館はみなさんの夢を応援していま
す。
今月中（4 月 20 日）に歓迎会を開きます。楽しみ
にしていてくださいね。心配なことがあったら先
輩寮生に気兼ねなく、相談してください♡

80 名は 8 年ぶり
それはさて置き、新年度の学生会館は総勢 80 名
でスタートすることになりました。新たに寮生と
なる 23 名の皆さん、心から歓迎いたします。実は
寮生が 80 名を超えるのはそれこそ 23 年度に 80 名
が在寮していた時以来のことです。ただ、今回多く
なったのは女子の皆さんが 40 名を超えたからで、
3 年前と同じように 3 階の一部を女子に開放いた
しました。それに伴い移動を余儀なくされた 3 階
在住の男子の皆さんにはご協力いただき感謝申し
上げます。ありがとうございました。

平成最後の新入寮生
今日は平成 31 年度岩手県学生会館のスタートで
す。そして平成もあと 1 ヶ月。新元号が今日発表さ
れる予定です。時はいつもと同じように進みます
が、歴史的に見れば一夜明けると新時代というこ
とになります。もちろん意識していればの話です
が。平成は平和な年であったそうですが、新しい時
代はどうなることでしょう。大国同士のいがみ合
い、宗教上の争いなど、引き続き解決せねばならな
い問題は横たわっています。でも、それはいつの時
代もそうだったのではないでしょうか。何かしら
の問題を抱えながら時には解決し、時には変革を
生じ、またある時には極限の戦いをしながらも時
代は進み、今となっているのではないでしょうか。
そういう中でいかに生きていくか、大きな問題で
す。特にも若い人たちにとっては人生そのものが
影響を受けます。後悔しない生き方、それはとにも
かくにも主体的に生きていくことに尽きます。是
非、自分の人生を大事に、生きるということはどう
いうことなのかを確かめながらより良い社会を目

創立 61 年を経て
さて、岩手県学生会館は 60 年を超える歴史が
あります。それは 60 数年前、在京岩手学生会と
いう組織（岩手県出身者で東京を中心とした大学
に進学した人々の組織―現在でも組織そのものは
あります）がありまして、東京で新たに学ぶ岩手
県出身者に対し何らかの援助をしなくてはいけな
いということから、寮の建設が良かろうというこ
とになり、建設に向けて動き始めたということで
す。三菱重工業で社長をされていた郷古潔氏を初
代の理事長にいただき、各界各層のご援助をいた
だいて最初の岩手寮が建設されました。当時は男
子寮、相部屋で、その後、平成 11 年の建て替え
を機に、女子も入寮できる今の学生会館となりま
した。幾多の先輩がこの寮で学び、友を得て大き
く社会に貢献できる人物として育っていきまし
た。後に続く皆さんも、「武士道精神を大事に、
感謝の心と思いやりを忘れずに」頑張ってくださ
い。
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新入寮生メッセージ
続きまして新入寮生からのメッセージを紹介し
ます。3 月に届いた分だけです。残りの方は後
日。

発行

遠藤叶夢
私の名前は遠藤叶夢(かなめ)です。岩手県の八
幡平市出身で、母校は盛岡北高校です。趣味は特
にありませんがお笑いが好きです。他にも、外で
スポーツをするのも大好きです。そんな私の将来
の夢は飛行機の客室乗務員になることです。４月
から日本外国語専門学校に進学し、エアラインに
ついて学んでいきます。寮では皆さん初めまして
ですが、素敵な人間関係を築いていきたいと思っ
ています。よろしくおねがいします。

清水成
盛岡第三高校から来ました。清水 成です。高
校では三年間テニス部に所属していました。趣味
は映画観賞、アニメ、漫画を見ることです。ここ
の寮の皆さんは全員岩手県出身ということで、慣
れない東京暮らしをする上でとても安心できる場
所になると思います。ここで規則正しい生活を送
り、自立できる準備をしていきたいと思います。
これから貴重な大学生活を皆さんと共に過ごせる
ことを楽しみにしてきました。どうぞよろしくお
願いします。

小原由都
盛岡四校出身で部活は登山部でした。趣味は読
書やゲーム スポーツも好きでサッカーが好きで
す。東京での生活は不安がありますが、早く馴染ん
で楽しみつつ多くのことを学びたいです。先輩方
からも色々学びたいです、よろしくお願いします。
同輩達ともはやく仲良くなりたいです。よろしく
お願いします。

中村蝶子
黒沢尻北高校出身で、春からは大正大学で心理学
を中心に学んでいきたいと思っています。インド
アで人見知りですが、この春を機に色んなことに
挑戦していきたいです。これからよろしくお願い
します！

平澤健太郎
盛岡一高出身の平澤健太郎です。4 月から東京学芸
大学の教育学部 A 類社会科という所に通っていま
す。好きな事は読書とテニスで、大学でもテニスを
続けようと思っています。部活の合宿くらいしか
集団生活の経験がなく不安もありますが、しっか
りと学生会館の規則を守り、楽しく充実した生活
にしたいと思います。よろしくお願いします。

佐々木あゆみ
初めまして、佐々木あゆみです。盛岡一高出身で、
日本外国語専門学校に通っています。趣味は読書
で、特に有川浩作品が大好きです。慣れないことも
たくさんあると思いますが、しっかりと学んで、か
つ楽しく生活したいと思っています。よろしくお
願いします。

昆野雄大
私は、新大学１年生になった昆野雄大です。私
は、東京に来たことが修学旅行と入試の時しか来
たことがなく大学までの道のりしか知らないくら
いなにもわかりません。また、親元を離れての生
活が始まり自立するいい機会ですが、不安も多く
あります。わからないことがある時は、みなさん
に聞くと思います。その時は優しく教えてもらえ
ると幸いです。これからの寮生活よろしくお願い
します。

若佐栞
盛岡第三高校を卒業し、春から立教大学観光学部
に通う若佐栞です。会館のすぐ近くに立教大学が
ありますが、新座キャンパスに通うので電車通学
です。高校時代はサッカー部のマネージャーをし
ていました。でも、野球を見るのが好きです。
ワンオクなどのバンドも大好きです。大学生のう
ちにできるだけ多くの国を訪れたいと思っていま
す！新生活の不安が大きいですが、仲良くしてく
ださい。宜しくお願いします！

畠山葉月
はじめまして、仙台南高校出身の畠山葉月です。
部活は音楽部合唱団でした。中学校までは盛岡に
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いて、岩大附属中学校でした。
大学は、日本大学芸術学部音楽学科の情報音楽
コースです。
よろしくお願いします！

重

発行

要

4 月から変わります
〇欠食届はパソコン、スマホで
欠食の届け出方式が変更になります。昨年度か
ら試行していたように紙媒体を終了し、電子媒体
での届け出となります。欠食の届け出、取り消し
もすべて自分で行うことになります。取り消さず
にいると食べられないことになりますのでご注意
ください。基本的に欠食届を出して食べる、とい
うことはできません。時々1 ヶ月も 2 ヶ月も欠食
にしている方がいますが、はっきりと予定が定
まってから届けを出してください。そして予定が
変わったら必ず取り消すことも忘れずにお願いい
たします。在寮生の方でまだ G メールを送ってい
ない方は大至急送ってください。わからない方は
事務室までおいでください。
なお、締め切りは 3 日前の午前中というのは変
わりませんが、後述するように水曜日の欠食の締
め切りは金曜日となりますのでご注意ください。

小澤奈々子
私は中高大私立という字面お嬢様な人生を歩ん
でいます。昨年は東北大学に特別聴講生として、
旧帝大生のフリをしながら過ごしていました。
ちなみに宮城県の中高一貫校に進学していたの
で、岩手のことは詳しくありませんが、一関だけ
は特化しています。
工藤真聖
私は,岩手県田野畑村の出身で,盛岡商業高校会
計ビジネス科を卒業しています。今は大原簿記学
校で会計士になるための勉強をしています。私は,
東京に来てから 2 年が経っています。
好きなスポーツはバスケットボールで,運動はあ
まり得意ではないですが,シュートが得意だったの
で高校までやっていました。ポジションはパワー
フォワードでした。
私はこれからの寮生活を楽しみにしています。
これからよろしくお願いします。

〇夕弁もパソコン、スマホで
夕弁の申し込みも欠食届同様パソコン、スマホ
で申し込むことができます。ただし、夕弁につい
ては最初に事務室での申し込みが必要です。申し
込みをした人だけが利用できますので気を付けて
ください。以前に申し込みをしていた方でも名前
が載っていない方もいますのでご注意ください。
なお、今までも勝手に厨房の方に申し込みをする
人がいるようですが今後一切受け付けませんので
気を付けてください。そういうことをする人は夕
弁の活用を停止します。

駒場安璽
2019 年度岩手県学生会館に入寮させていただき
ます。私の趣味はスポーツをすることと音楽を聴
くことです。スポーツは主にバスケをします。音楽
はよく洋楽を聴きます。大学では、異文化等を学び
たいと思っています。よろしくお願いいたします。
菊地裕翔
こんにちは。新入寮生の菊地裕翔です。出身高校
は盛岡第一高校で早稲田大学商学部に入学しまし
た。高校までは軟式テニスをやってきましたが、大
学では硬式テニスをしたいと思っています。その
他にも語学や企画など興味のあることにたくさん
チャレンジしたいと思っています。岩手県学生会
館は大学まで地下鉄で 20 分程度の距離で都心にも
近くとても良い環境だと思っています。寮での生
活を基盤に充実した学生生活を送りたいです。
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卒寮生からひと言
4 年間の寮生活を終え、この 4 月から社会人とし
て巣立った方々がいます。同じ釜の飯を食らった
仲間です。新入寮生を始め後輩諸君への思いを込
めて箴言を残してくれました。参考にしてくださ
い。

〇土曜日の日直が変わります
土曜日の事務室は午前中で閉鎖となります。ま
た、日直をするのは館長ではなく、寮生の三船恭
太郎さんになります。そういうことから諸届の締
め切り並びに入浴方法が次のようになりますので
厳守方努めてください。
・欠食届－水曜日の欠食の締め切りは金曜日にな
ります。ですから金曜日は火曜日と水曜日の欠食
届の締め切り日となります。祝日が挟まったりす
ると締め切り日もずれることになりますのでご注
意ください。
・夕弁－土曜日当日の夕弁の申し込みは受け付け
ませんので、金曜日が締め切りとなります。当日
急にということはできませんので気を付けてくだ
さい。
・入浴についてー土曜日、日曜日の午後 3 時に解
錠することには変わりありませんが、最初に利用
する方は浴室のマットを取り入れ、セッティング
してからお入りください。いつものことですがマ
ナーをよく守り、皆快適に利用できるように願い
ます。
以上、大きく変わることを説明しましたが、土
曜日の緊急時の連絡は直接館長室においでいただ
くか、館長携帯にご連絡ください。よろしくお願
いいたします。

OB・OG 交流会にて
『学生という特権を生かして！』
旧寮長 生内 雄之介
予定よりも早く学生会館を出ることになってし
まい、引っ越しで慌てふためいている中、佐々木館
長から後輩へのメッセージを込めた作文をお願い
されてしまいました。
「えっ！作文！？」と思いつ
つも、約 4 年間お世話になった学生会館へのささ
やかな恩返しをしようと思い、書く決心をしまし
た。あ、予め皆さんにはお伝えしますが、別に問題
を起こした訳ではありませんよ！このように言う
のも事情がありまして、私は短い期間ではありま
したが、この学生会館において寮長を務めていま
した。このような過去があるので、
「生内は何か問
題を起こしたに違いない！」というような変な噂
を勝手にたてられないようにしたいので、敢えて
お伝えしますね。
こんな前置きはさておき、改めて振り返ると、東
京での大学生生活は本当に「あっという間」でした。
初めて上京し学生会館で過ごすことになった私は、
夜寝る時はいつも「これから生活することが出来
るのかな。」という不安で寝られない有り様でした。
というのも、私と同じ福岡高校出身の同期が 1 人
もおらず、ただただ寂しい思いをしていました。暫

OB・OG 交流会・山形純菜アナ講演会にて
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くして、他校出身の同期や先輩方、寮長に就いてか
らは後輩達と話す機会が増えました。
東京での学生生活を楽しく過ごしてきましたが、
気づけばもう 4 年生に。学生生活は残り僅かとな
り、今振り返るといろいろとやり残したこともあ
りました。皆さんには、私のようにやり残しがある
ような学生生活を送ってほしくはないので、私か
らは貴重な学生生活の送り方を伝えたいと思いま
す。
大学生として 4 年間を過ごしてきた上で後輩の
皆さんに伝えたいことは、
「学生という特権を生か
して、何事にも挑戦して！」ということです。「学
生としての特権とは何なの？」と思われる方もい
ると思います。この「特権」に関して私の考えは、
「社会において、守られている身分」というもので
す。最も身近な例を挙げれば、定期券の料金などで
見られる学割があります。このような金銭面での
優遇もありますが、私としては身分としての優遇
を利用してあらゆることに挑戦してもらいたいで
す。ある時、私は年配の方から「生内君、学生とい
うのは、社会において非常に守られている立場だ。
ある程度の失敗なら大目に見られるし、守られる。
だからこそ、この特権を生かしてあらゆることに
挑戦するべきだよ。
」と言われました。私の周りに
いる社会人の方々は、口々に同様のことを言いま
した。この言葉から分かることは、
「学生」という
身分が社会においてはある程度守れているという
ことです。
一般的に学生は、弱い立場として見られます。し
かし、学生だからこそ門戸が開けられていること
もあります。皆さんには、門戸が開けられていると
ころに、果敢に挑戦して欲しいです。改めて振り返
ると、その時は「一体、何のため？」というような
経験も、今思えば自慢は出来ませんが貴重な経験
かなと思うことが多々あります。私の中では、この
学生会館での寮長の経験は、今振り返れば貴重な
経験でした。私の中では、
「寮長」に就くことが出
来るのは、とある盛岡の某一高の出身者のみとい
う固定概念がありました。会館の出身校の比率か
ら見ても、この学校の卒業生は多い上に、歴代の寮
長も出身者が就く傾向が見られました。かく言う
私は、前述の通り福岡高校の出身です。そんな私が
寮長に就くことが出来るとは思ってもいませんで
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した。2 年生の時に、「寮長にどうかな？」という
お話を頂いた時は、とても驚きました。その頃、私
は所属している大学の弁論部の代表に就いていた
ため、
「兼職は避けたいな。
」という気持ちがありま
した。しかし、「お声を頂いたからには、やってみ
るか！」と気持ちを切り換え、寮長に就任しました。
寮長そのものの任期は短いものでしたが、この立
場に就いていたからこそ、さまざまな人達と話す
機会が得られました。この寮長の経験は、躊躇する
気持ちを切り換えたことにより得られたものであ
り、学生生活の中での貴重な経験の 1 つとなりま
した。
皆さんが「挑戦したい！」と思うことは、今すぐ
に挑戦するべきです。暫くしてから、「経験して良
かった。」と思える筈です。そして、その経験は皆
さんにとって貴重なものとなります。
少々長くなってしまいました。これ以上書いて
しまうと、広報誌に収まり切れなくなってしまう
ので、そろそろ終わりにしたいと思います。もっと
私の話が聞きたい方がいれば、いつでも私のとこ
ろに来てください。（あまりいないと思いますが）
それでは皆さん、短くも貴重な学生生活を目一
杯満喫してください。

岩手県人連合会懇親会にて
『感謝並びに決意』
旧自治会会計担当
高橋咲恵子
4 年間お世話になった学生会館を退寮して、約 1
週間が経ちました。上京したばかりの頃は、自分の
部屋にいても全く落ち着かなかったのですが、い
つの間にか一番落ち着ける場所になっていたこと
に、引っ越してから気付きました。寮に帰れば、友
達というより家族に近い気の置けない仲間がいて、

岩手県学生会館

会館だより 第 1 号

2019 年 4 月 1 日(月)

温かいご飯があって、お風呂も沸いていて、何かあ
れば館長さんと寮母さんが助けてくれる。頭では
分かっていたつもりですが、いざ一人暮らしを始
めてみると、私にとって学生会館は本当に至れり
尽くせりな環境でした。不安いっぱいで始まった
大学生活をここで全うできたことを嬉しく思いま
すし、館長さん、寮母さん、樺澤さんをはじめ、食
堂の方など、支えて下さった多くの方々に感謝の
気持ちでいっぱいです。
東京での大学生活を終えたら岩手で就職するつ
もりで上京したのですが、いろいろなことを考え
て東京での就職を決めました。厳しい環境に飛び
込むことになりますが、自分なりに最善を尽くし
てみようと思っています。
「自分を応援してくれて
いる人がいるという意識が本当に自分の力になる」
というのは、実家を離れて生活するようになって
から身をもって学んだことの一つです。一言も反
対せずに実家を出して、寂しいとは言いつつも東
京での就職を許してくれた家族にも感謝していま
す。まだまだ未熟なところが多いですが、また新た
な生活の中でたくさんのことを学びながら、地道
に進んでいきたいと思います。4 年間ありがとうご
ざいました。

発行

・光熱水費が高騰しています。こまめに消灯し、エア
コンのつけっぱなし等に注意すること。
・学習室の整理整頓に気を配ること。特にプリンター
の使用時は十分留意のこと
・下足、傘、浴場の衣類等の紛失に注意。
・入浴のマナーをよく守って利用すること。
・アイロン、掃除機の使用は規定を守って使用のこと。
また、使用後はすぐ返却すること。
◎平成 31 年度在京岩手学生会総会並びに岩手県学生
会館歓迎会
4 月 20 日（土）17：30 から会館食堂で自治会主催
の歓迎会を開催いたします。後日、案内文書を配り
ますので皆さんご参加ください。
◎清掃アルバイト募集
学生会館では今年度もお掃除のアルバイトを募集
します。時給 1,000 円です。就業業時間は朝 8：30
～11：00 の 2 時間 30 分です。男女どちらでも構い
ません。希望される方は事務室までおいでくださ
い。
◎10 連休中の食事について

今年のゴールデンウィクは新天皇の就位をお祝
いするということもあり、10 連休となるようで
す。通常は会館の食事の提供は日・祝日はお休み
ということになっていますが、特別に 4 月 30
日、5 月 1 日、2 日は営業することとします。た
だし、メニューは 1 種類のみとさせていただきま
す。ご了承ください。

会 館 か ら の 連 絡
◎平成 31 年度寮生活を送るにあたって
会館で生活するうえで利用規則を守ることは当然
ですが、次のことにも留意して楽しい寮生活を送って
ください。生活の場で他人と過ごすということは時に
軋轢を生じることがあります。社会勉強のつもりで、
知性を持って乗り越えていきましょう。

さあ、求めよう己に！
求めよ、壁を！

・同じ岩手県人です。明るく、あいさつで一日を始め
ましょう
・会館の売りは清潔さです。居室前には靴、ゴミなど
私物を置かないこと。また、必ず上履きを使用し、
裸足では歩かないこと。

平成３１年４月１日発行

・居室は常に清潔にし、少なくとも週一回の清掃を心

編集並びに発行元

がけること

公益財団法人岩手県学生援護会
岩手県学生会館

・門限があります。無断で破った人には警告書をだし

同

ます。届け出を励行すること。

住

所

学生自治会
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・外部の方を居室には入れないこと。
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・ドアの開閉は丁寧にすること。
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