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他大学等の授業を受けて
単位を取ろう!
学都仙台コンソーシアムに加盟している大学等に

特集

在籍する学生は、他の参加校が提供する

約２，
０００科目もの授業

宮城教育大学
萩苑寮

を履修することができます。

さらに、そこで取得した単位は自分が

在籍する大学等の単位として申請

となりの学生寮

することができます。

詳しくは学都仙台コンソーシアムのWebサイトへ！
学都仙台 単位互換

編集後記

今回は『突撃！となりの学生寮』というテーマで、宮城教育
大学の萩苑寮、東北学院大学の泉寄宿舎・泉女子宿舎、仙
台高専の萩花寮・松韻寮、尚絅学院大学のグレース、宮城
学院女子大学のさくら寮を取り上げました！ 各大学の特色あ
る行事やルールを持つ学生寮について知っていただけたら嬉
しいです！G.S.C.を手に取っていただき、ありがとうございました！
！
平成30年度広報サポートスタッフ一同
※ vol.21（11月発行）
のサークル名の記載に誤りがありました。
誤）TASUKI
正）TASKI
関係者の皆様ならびに読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深く
お詫び申し上げます。
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突撃！

東北学院大学
泉寄宿舎・泉女子宿舎

検索

わたしたちと一緒に学都仙台コンソー
シアムを盛り上げていきませんか？

宮城学院女子大学
さくら寮

他大学の学生と交流する中で、多く
の気付きが得られます。少しでも興味の在る方は、
ぜひエントリーしてください！
！ Let’s join us!!!

仙台高等専門学校
萩花寮・松韻寮

～その他学都仙台コンソーシアムについてくわしくは webで！～

http://www.gakuto-sendai.jp

尚絅学院大学
グレース

学都仙台コンソーシアム広報部会事務局
学都仙台コンソーシアム広報部会事務局
（東北大学教育・学生支援部教務課教育支援係）
（東北大学教育・学生支援部教務課教育支援係）
TEL：022-795-3925
TEL：022-795-3925
FAX：022-795-7555
FAX：022-795-7555
E-mail：kyom-d@grp.tohoku.ac.jp
E-mail：kyom-d@grp.tohoku.ac.jp
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特集

突撃！

となりの学生寮

とは、
若い力の溢れる “ 学びの都 仙台 ” の魅力を引き出すため、
仙台の大学等と行政・企業が
学校の垣根を超えたつながりを生み出し、
様々な取り組みを行っている組織です。

私たち
学都仙台コンソーシアム
広報サポートスタッフは、
そんな仙台の学校・学生の魅力を
本誌 “G.S.C.” 等を通して県内外へ発信しています。
“ 学都仙台 ” を全国にアピールするだけでなく、
学生自身がその魅力に気づき一層盛り上げていけるように
サポートしていきたいと思っています。
今回はこの G.S.C. を読んで、
まだ知らない学都仙台の魅力を是非探してみてください !
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尚絅学院大学
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宮城学院女子大学
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萩苑寮

1年生と2年生が2人1部屋で生活し、学年を超えたつながりがあります。
門限がない自由な雰囲気が特徴です。

泉寄宿舎・泉女子宿舎

週に1回30分ほど礼拝を行うのが他の学生寮にはあまり見られない特徴
です。舎監さんたちが家族のように暖かく見守ってくれる学生寮です。

萩花寮・松韻寮

学生が主体となって寮の運営を行っています。バレーボール大会などの
行事が多く縦のつながりも強いです。

グレース

尚絅学院大学と提携しているアパートです。オーナーさんや管理人さんが
身の回りの安全に配慮してくれていて、安心して生活できます。

さくら寮

学校から好アクセスで建ったばかりのきれいな学生寮です。寮委員を中心
に様々なイベントを行っています。

P.3
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P.7-8

P.9-10
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宮城教育大学

東北学院大学 泉寄宿舎・泉女子宿舎

萩苑寮

宮城教育大学

しゅうおん

宮城教育大学の「 萩 苑 寮」では、1年生から4年生まで各学年20人程度の女子学生が
寮生活を送っています。1年生は2年生と2人１部屋で生活するため、不安なことも気がね
なく相談できる環境が整っています！3年生からは1人部屋となり、自分だけの部屋に気軽
に友人を呼ぶこともできます。寮での行事は１、
２年生から構成される「文化プロジェクト」
が主体的になって開催し、寮生同士の交流が図られています。

東北学院大学には泉キャンパス構内に2つ、多賀城キャンパス隣接地に1つ、合計3つ
の寄宿舎があります。
寄宿舎では、週に一度の寄宿舎礼拝、毎年12月にはクリスマスパーティも行われるそう
です！今回は泉キャンパス構内にある寄宿舎に実際に行ってきました！
東北学院大学

泉寄宿舎

メリット
●寮費が安い！
この寮のポイントはとにかく
寮費が安いこと！ 光熱費込みで
1万円以下というのが魅力です。
●門限がない！
門限がないため自由に楽しく
生活できるようです。アルバイ
トやサークル活動などで帰りが
遅くなっても心配ありませんね！

●多くの友人ができる！
4月1日から寮での生活が始
まるため、入学前に友人関係を
築きやすいようです。教育実習
に向けた模擬授業を寮生同士
で行い、アドバイスをもらった
り情報を共有したりできること
も大きな魅力です！

寮生の交流
寮全体での行事は文化プロ
ジェクトが主体となって運営して
います。入寮歓迎会や寮祭、送
別会などを企画し、寮生同士が
交流できる楽しい寮生活を送っ
ているようです！ その他にも寮
生同士で集まって鍋パーティー
なども行っているそうです。友
人や先輩とのつながりができて、
楽しくワイワイ過ごしています！

寄宿舎の特徴
男子専用の「泉寄宿舎」の定
員は50名、女子専用の「泉女子
宿舎」の定員は58名で、どちら
も遠方に住んでいて自宅から
の通学が困難な新入生向けの
寄宿舎です。泉寄宿舎では毎
週火曜日に、泉女子宿舎では毎
週月曜日に30分間の礼拝があ
ります。寄宿舎での礼拝への
参加が入舎の条件となっていて、
礼拝の司会は毎週寄宿舎生が
ローテーションで行っています。
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泉女子宿舎

また、平日と土曜日には朝晩栄
養バランスの良い食事が出ます！
泉寄宿舎は2人1部屋で、お
風呂が共同なので、
ローテーショ
ンで掃除をするそうです！
泉 女子 宿舎 は 個人 部 屋 に
なっています。
寄宿舎は教育寮との位置付
けであるため、門限は大学の門
が閉まる22:30厳守など、時間
を意識することが求められます。

寄宿舎ならではの楽しみ！
地元や学部学科が異なる学生が
集まるため、友達の幅が広がります！
入舎での新たな出会いが大学生活
を充実させる土台作りになるそう
です。
舎監、副舎監さんが第二の両親
として暖かく見守ってくれるため、
自立しつつ守られた環境で学業に
専念できるそうです。
大学生活の友達作りや勉学に不
安のある新入生の方は、入舎も視
野に入れてみてはどうでしょうか！
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特集

仙台高等専門学校 萩花寮・松韻寮

突撃！

となりの学生寮

しゅうか

仙台高等専門学校
（仙台高専）
は名取キャンパス、広瀬キャンパスそれぞれに、
「萩花 寮」
、
「 松 韻 寮」という2つの学生寮が設けられています。萩花寮には157名、松韻寮には124
しょういん

名の学生が暮らしています。どちらの学生寮も毎年度選出される寮生から構成されてい
る寮生会が主体的に寮の運営を図っています。

仙台高等専門学校

仙台高等専門学校

萩花寮 (名取キャンパス)
学生寮というと厳しいようなイメージがありますが、萩花寮では、近年ルールが変わり、上級生下級
生共に仲良く過ごせるような環境が整ってきているそうです。ただ、居住しているとなれば上級生に対
しての敬意や集団の中でのルールなどある程度の厳しさが必要です。そのため、先輩方は後輩への指
導の仕方に頭を悩ませているようです。
●メリット
行事などで友達はもちろんのこと上級生とも関
わることで、人脈の幅が広がることや、友達がいつ
でも近くにいることで寂しくない、などの寮ならで
はのメリットを聞くことができました。
また、様々な国籍の留学生も入寮しています。
生活リズムや宗教などの文化の違いを学ぶことで、
視野が広がりそうですね！
自分たちで掃除や洗濯、
炊事 をすることで 親 へ の
感謝 の 気持 ち が 強くなっ
た、ということが挙げられ
ました。学生のうちに親へ
の 感謝 の 気持 ちに気 づく
ことが で きるの は 非常 に
素晴らしいことですね！

●行事
年度最初の行事は、新入生歓迎会です。歓迎会
では、入寮したばかりで不安いっぱいの新入生た
ちの緊張をほぐすために先輩たちが企画して盛り
上げるそうです！
！ こういった行事があると寮生活
に対する不安がやわらぎますね！
5月、
10月のバレーボール大会では、縦割りのグ
ループに分かれて、
全員優勝目指して頑張るそうです。
7月の夏祭りでは、夜に試胆会を行うそうです。
男女の先輩後輩で行くので、色んな意味でドキド
キの夏祭りになるそうです…笑
12月にあるクリスマス会では、学校の先生方を
交えて豪華な食事を食べたりプレゼント交換をし
たりして、非常に盛り上がるそうです！
年度最後にある予餞会では、今までお世話になっ
た卒業生への感謝の気持ちを伝えるそうです。

松韻寮 ( 広瀬キャンパス)
松韻寮では、上級生が指導し、下級生が掃除などの作業を当番で行うというのが今までの慣習でし
たが、最近では上級生が一緒に行うことも多くなっていて、非常に厳しいというわけではないようです。
ただ、今までのルールよりは、
「縦のつながり」を学ぶ機会は少なくなっていくかもしれない、という意
見を聞くこともできました。
●メリット
行事を通して一緒の時間を過ごすことで、自宅
から通学する学生よりも友達や先輩との仲が深ま
るのが最大のメリットとのことで、また、友達がずっ
と近くにいることで、一人暮らしとは違い、夜でも
寂しくないのもいい点だそうです！勉強面でも、頭
のいい同級生や先輩に聞くことができるので分か
らないことがすぐ解決するようです。
女子寮は、1年生の頃から先輩と相部屋をする
ため、
「縦のつながり」
を学ぶことになると話してい
ました。また、門限が決められていて、さらに消灯
時間も設定されていることから、規則的な生活リ
ズムを保つことができるとも話していました！
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●行事
4月には新入生歓迎会があり、新入生の寮への
不安も軽減します。
7月に開催される夏祭りでは、午前中にスポーツ
大会があり、午後にはバーベキューが開催されます。
こんな大きなイベントが1日のうちに2つも味わう
ことができるなんて素晴らしいですね！
！
12月の 冬祭りでは、名取と
広瀬のキャンパス間で交流が
行われ、餅つき大会などが
開かれます。
写真を見ても非常に楽
しそうなのが伝わってきます！
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尚絅学院大学 グレース

突撃！

となりの学生寮

尚絅学院大学と連携している女性専用アパートで、アパート住民の99％が尚絅学院大
学生です。家族であれば、届出の上寮生の部屋に泊まることが出来ます。また、門限がな
いため、アルバイトなど自分の時間を有効に使えます。

尚絅学院大学

尚絅学院大学

イベント
！
グレースでは毎年11月にアパートの管理会社主催で芋煮
会が開催されます。豚肉と牛肉が用意され、宮城と山形の芋
煮を同時に楽しむことができます。また、おにぎりや飲み物も
用意されており、芋煮を含めすべて無料です。芋煮が残った
場合には各自持ち帰ることができます。

ここがグレースのいいところ！
●スクールバス
グレースでは、1日に7回アパートと大学間の送
迎があります。バス代が無料になっており、交通
費の負担が減るため重宝されています。
●オーナーさん
オーナーさんはアパート経営のほか、住人の安

全のために様々なことをしています。例えば、夜
道で心配なことがあった場合オーナーさん管理
のセブンイレブンに逃げ込むことができます。ま
た、オーナーさん自身もアパート周辺の見回りを
行うなど、住人が安心して過ごせる環境づくりを
しています。

ここがグレースのいいところ！
●管理人さん
主に住人と関わるのは管理人さんです。普段
の生活の心配事や、困り事は管理人さんに伝える
ことができます。また、管理人さんはアパート近
くに住んでいるため、怪我や病気になり助けが必

グレースの周辺
アパート周辺には日用品や、食品、電化製品な
どが買えるスーパーマーケット、家電量販店など
があり、遠出する必要もなく気軽に行くことがで
きます。
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要な時は病院までの付き添いや、食事を作るな
ど手助けをしてくれます。
●貸出自転車
貸し自転車があるので、ちょっとした外出に便
利です。

また、アパートの徒歩圏内に総合病院や心臓、
歯科医院が近くにあるのですぐに行くことが出来
ます。
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宮城学院女子大学 さくら寮

突撃！

となりの学生寮

宮城学院女子大学の「さくら寮」では約160人 (2018年現在 ) の学生が入居し共同生
活を送っています。学校から徒歩約10分と近く、全室に充実した設備が用意されていて
快適に生活することができます！また寮生の中から選出された寮委員を中心に行事等の運
営が行われ、寮生同士の交流が盛んに行われています。

宮城学院女子大学

宮城学院女子大学

交流について

設 備
さくら寮の魅力は何と言っても設備が充実して
いること！全室個室で自分ひとりだけのスペースを
持つことができ、バス、
トイレに加えデスクやベッ
ドなどの家具や冷暖房も完備されています。6年
前に建ったばかりのきれいな建物で、寮費もリー
ズナブル。食事は日曜日を除いて毎日朝食と夕食
が出食され、事前に申請して食べる分だけ代金を

支払います。またピアノ室では音楽科や教員免許
取得を目指す学生をはじめ、事前に予約すれば誰
でもピアノの練習をすることができます。
さらに24時間管理人さんが常駐していたり、建
物内の飲酒、喫煙が禁止されていたりと、安心し
て生活するための取り組みもあります。23時の
門限があるので夜中も静かに過ごせますね！

さくら寮では、寮生をブロック分けし、ブロック
ごとに当番制で掃除を行うなどしていて、これを
通じて気軽に相談できる友人や先輩ができるのだ
そうです。また、入寮・退寮式やバーベキューなど
様々な行事が行われています。多くの寮生に参加
してもらうため、ゲームや景品を用意するなど工
夫を凝らして運営されています。寮生が集まる場
である食堂には十字架があり、クリスマスにはこ
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こで礼拝が行われます。
寮生を取りまとめる
のは、集会で選び出さ
れる寮委員。寮生を束ねるのは大変なこともあり
ますが、人前で堂々と話せるようになったり、自分
から人に働きかけることができるようになったりす
るなど、寮委員の活動を通じて人として成長でき
るそうです。寮ならではの経験ですね！
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