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今、何をするかで過去の意味も変えていける。  

今、何をするかで、未来も新しく作っていける。  

すべては今ここにある。  
  

 (「FREEDOM」より抜粋)  
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１、 はじめに  

・入寮選考担当より 

新入寮生の皆さん、合格おめでとうございます。４月から始まる大学生活に大きな期待と大きな不安を

抱えていることと思います。今まで育ってきた住み慣れた土地を離れ、全く違う環境で過ごす４年間は人

生において貴重な体験を皆さんにもたらしてくれるでしょう。大学生活での経験は皆さんの大きな糧にな

り、人生の大きな転機になることと思います。 



3  

現在、静修寮では総勢 32名の学生が、「自治寮」のもとで共に助け合いながら生活をしています。「自

治寮」とは「寮生が自ら主導的に行動し、運営に携わっていく寮」のことです。各寮行事や月に一回行わ

れる寮会などで各々の寮での役割を認識し、役割に責任を持ち、積極的に行動することで運営されていま

す。「住むだけの場所」が寮ではないことを理解してください。 

「自治寮」を円滑に運営するために 2・3 回生は「執行部」に入り、寮生の中心となって運営に携わっ

ていきます。また 1 回生は寮会や行事の準備などの仕事もあります。そのために寮を途中で抜けたり入

ったりとなれば運営に支障がでます。 

よって静修寮は 4 年間の在籍が原則となり、退寮することは認められません。  

 同じ建物の中で寝食を共にすることで、さまざまなことを学び、吸収することができます。大学での関

係は希薄だと言われる現代において、対極に寮は存在しています。先輩・同回・後輩との親密な関係を築

くにあたって、一緒に笑い、時には喧嘩をしてしまうこともあるでしょう。当然、集団生活なので上下関

係や敬語や礼儀、気遣いが大切になってきます。そのような体験を通して個が繋がり合い、1 つの寮をな

していくのです。 

 １人暮らしとは違った大変なことや面倒なこともあります。しかし、それ以上に寮でしか経験できない

ような楽しく思い出に残ることを味わうことができます。このような環境に自らを置くことで、いまだに

見たことがない新しい自分を発見できることでしょう。 

入寮選考委員長  

・寮母から皆様へ 

「合格おめでとうございます」 

来春の入学を目の前にし、キャンパスライフを如何に過ごそうかと夢を描いたり、また不安を抱いたり

されている時間ではないでしょうか。 

 「寮」という集団の中に身を置くことは、ある程度の規則などがあり、全てが自由というわけではあり

ません。しかし、皆さんが卒寮される時「寮生活を体験できてよかった。」と感じられるでしょう。現に

少しずつ成長し立派になって卒寮されていく寮生を毎年見てきました。この団体生活を通じてさまざまな

体験をし、将来の生き方に繋げていただきたいと思います。 

寮母  

  

  

２、 寮生の構成・出身地  
  

・寮生の構成  

  

4 回生： 法学部 3名、社会学部 1 名、国際学部 1名、総合政策学部 1名、人間福祉学部 1 名  

文学部 1 名 
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3 回生： 法学部 2 名、社会学部 2名、総合政策学部 1 名、国際学部 1名 

  

2 回生： :国際学部 1 名、経済学部 4 名、社会学部 1 名、文学部 1 名、教育学部 1 名、  

国際学部 1 名  

  

1 回生: 法学部 1 名、文学部 1 名、商学部 1 名、経済学部 3 名 、神学部 １名、教育学部 1名 

  

留学生：1 名・・・韓国 1 名(未入国) 

  

  

・寮生の出身地   

  

福岡県、愛知県、熊本県、高知県、静岡県、広島県、長崎県、岐阜県、埼玉県、宮城県、奈良

県、兵庫県、北海道、大阪府、青森県、京都府、岡山県、東京都、栃木県 

  
  

上記のように、さまざまな学部の寮生 32 名と留学生 1 名が共同生活を送っています。  

地域のつながりで思い出話をし、学部のつながりでは多様な助け合いができます。このように沢山

のメリットがあります。  

           

  

  

３、  年間行事スケジュール  
  

3 月末  入寮礼拝：新入寮生を迎える礼拝です。  

4 月   オリエンテーション：入寮するにあたっての基礎を学びます          

新入寮生歓迎コンパ：上回生が新入寮生の入寮を祝います  

  

5 月   田吾作旅行：各々が仮装をして、様々な所に繰り出します。  

  

8 月   海へ行こう：テスト明けの楽しい行事です。寮生全員で海に行きます。  

         朝から晩まではじけます。  

  

10 月   4 寮合同スポーツ大会：啓明・静修・成全・清風全体を巻き込んでスポーツします。  

           まさにスポーツの秋です。  

  

11 月    静修寮祭：縦割りと各回で作成したショートムービーを発表します。作成から発表まで  
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息のつけないおもしろさです。その後は女子寮とパーティします。  

  

12 月   クリスマスキャロル：関西学院大学はキリスト教の学校なので、それにちなんでキャロ  

リングします。一緒にクリスマスソングを熱唱しましょう。  

  

1 月    餅つき大会：年明け一発目の行事です。もちをつきましょう。  

  

3 月   卒寮礼拝・追い出しコンパ：共に過ごした 4 回生の方々が卒寮されます。  

  

これらの行事は各寮生自ら企画運営をしています。各行事が面白くなるか、ならないかは皆さ

んのやる気次第です。また、ランダムで年数回のスポーツ大会があります。これらの行事は私

的な欠席は認められません。ご了承ください。  

＊現在コロナ禍のため寮行事は自粛しております。 

         

  

４、 寮生活Ｑ＆Ａ  
Ｑ、寮の家賃と 1 人暮らしの家賃ではどちらが安いのですか？  

Ａ、寮の家賃は月々20,000 円、しかも光熱水費、Wi-Fi 代金込みと桁違いの安さです！  

        学校周辺の下宿では月々20,000～30,000 円、アパートでは 50,000～60,000 円です。  

  

Ｑ、せっかくの大学生活だから時間を気にせず遊びたいのですが…  

Ａ、心配無用です。門限はありません！ 外泊も節度を保てば可能です！  

  

Ｑ、寮には何があるのですか？ 家電とかは必要ですか？  

Ａ、共同のもの(寮内の廊下やロビーに設置してあるもの)には、公衆電話、ＴＶ、卓球台、洗濯、シャ

ワーなどです。その他には和室(外来者宿泊可)、バスケットコートなどがあります。  

  

Ｑ、部屋の広さと部屋に設置してあるものを教えてください  

Ａ、机、クローゼット、エアコンは備え付け！  ＴＶや冷蔵庫などの各種家電も各自設置 ok！  

        ＊インターネットは Wi-Fi が完備されています。  

        ＊エアコンの費用は各部屋の使用量に応じて各自負担になります。  

    
 

左の写真は、1 人部屋の間取りです。  

静修寮では 1 回生の間は 2 人部屋、それ以降は 1 人

部屋となっています。  

＊コロナ禍のため、感染対策で全寮生一人部屋となっ

ています。 

相部屋は初めての環境だと思いますが、相部屋の頃が

楽しかったという人が大半です！  
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Ｑ、寮には食堂ってあるのですか？  

Ａ、食事は炊事場で自炊できます。しかし、共同の寮食堂で昼夜の食事を提供してくれます。  

栄養士さんがバランスのとれた献立をたててくれます。安価で味もよく、ボリューム満点です。  

        1 か月まとめて食券を購入し、昼のみ、夜のみ、昼夜両方の中から自分の生活スタイルにあったも

のを選択できます。食費は日曜祝祭日以外の昼夜の利用で約 20,000 円です。  

  

Ｑ、ゆっくりお風呂に浸かりたいのですが…  

Ａ、寮にはシャワーが設置されていますが、お風呂に入りたい人のために、スポーツセンターの風

呂が利用できます。使用可能日は金曜、土曜日以外で一回 150 円です。    

＊現在コロナ禍のため感染対策で寮風呂は中止しております。 

  

Ｑ、住民票はどうすればいいんですか？  

Ａ、入寮時に転出届を持参し、住民票を移していただきます。  

  

  

  
  

５、 寮生活あるある  
  

  

・日曜などの休日は寮生が集まってサッカーや野球をします。  

・テスト期間には和室に集まって勉強することもあります。みんなでテストを乗り越えます。  

・冬にはみんなで鍋をしたり、麻雀をしたりして寮生の絆を深めています。  

・誰かの部屋に集まりゲームをしたり、語り合ったりします。  

・失恋したときにはみんなが慰め、励ましてくれます。  

・留学生がおり、多文化を肌で感じ取ることができます。  

・月に 1 回寮生全員で話し合いの場を持つ「寮会」という行事があり、寮をよりよくしようと真剣

に話し合います。  
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6、突撃！隣の寮生 

ここで実際に生の寮卒業生の声を聞いてみました。 

三田キャンパスに通う学生に聞きました… 

私は、総合政策学部に所属しており神戸三田キャンパスに通っていました。バス (上ヶ原キャンパス～

三田キャンパスを往復しているシャトルバス。1 日に往復 5 便出ており、片道 400 円) で片道 1 時間と

いうこともあり決して楽とは言えません。三田で下宿をするという選択肢もありますが、帰る場所に

「おかえり」と言ってくれるたくさんの仲間がいると片道１時間の道のりも苦ではありません。また上

ヶ原のサークルに所属すれば、三田だけでなく上ヶ原にも人間関係を広げることができます。多くの友

人を持つことができ、非常に充実した生活を送っています。 

  

体育会に所属している学生に聞きました… 

 私は体育会陸上競技部に所属しています。陸上部は、個人競技ではありますが礼儀やマナーなどがしっ

かりしており、人生において大切なことを多々学べています。また、寮には様々な部活生が居り、互いの

情報交換などに役立ちます。特に 1 回生の頃の相部屋などでは一般のバイトなどしている学生と生活の
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リズムが合わず苦労することもあるかもしれませんが、上手く向き合っていくことで人として大きく成長

できます。 

 

サークル活動をがんばっている学生に聞きました… 

私はテニスサークルに所属し、会長という役職について、多くの部員を抱えています。また、定期的に

大きな大会に遠征に出かけています。サークルでは、自分たちでまとめることの難しさや、自分たちで組

織を作っていく楽しさを学んでいます。また、関学一のサークルを決める大会などもあり、真剣勝負もで

きます。私は、サークル活動を通して貴重な人脈を作ることが出来ました。寮で学んだことは外でも十分

使えるので、寮で吸収したことを、ガンガン外の世界に広めてください。 

 

 このように体育会・文化総部に在籍している寮生が数多くいます。その中には大学に入り今までより高

いレベルでの部活動やろう、また真剣に新しくやったことのない部活動に挑戦しようと思い入部したなど

各々が高い意識をもち部活動に取り組んでいます。しかし、静修寮では目標に向かって毎日厳しい練習を

している部活動と寮生活の両立が求められます。月 1 回行われる寮会や様々な寮行事などで時間を拘束

されることもあります。部活動中心の生活になってしまうのもわかりますが、寮の行事や仕事に携われま

せんというわけにはいきません。だから、これから体育会・文化総部でがんばろうと思っている方には、

これまでの諸先輩や現寮生のように部活動と寮生活の両立を期待しています。 

寮生が所属している… 

≪体育会・文化総部≫ 

陸上部・陸上ホッケー部・バレーボール部・サッカー部・ラグビー部 

≪サークル≫ 

フットサル・軟式野球・テニス・バスケット・ボランティア・国際交流・ダンス 

≪アルバイト≫ 

居酒屋・バーテンダー・飲食店・甲子園球場・家庭教師・塾講師・イベントスタッフ etc…  
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７、 終わりに  

 このパンフレットで、静修寮の雰囲気を少しでも感じていただけたでしょうか？ 

一人暮らしとは違い、寮では面倒なことが多く、時には苦痛に感じることがあるかもしれません。しか

し、その分寮で生活してみて気付くことや経験すること、寮でしか味わえない楽しさや思い出もたくさん

あります。毎年、卒寮礼拝や追い出しコンパで寮母さんや同回生、下級生に感謝の弁を述べ、4 回生が涙

する姿。そしてその姿をみて下級生が涙する様が、静修寮を通じて固く結ばれた『絆』を象徴しているよ

うに思います。 

集団生活という今までとは違った環境ですので、かならずしもみんながみんな寮という環境に合うわけ

ではありません。しかし、寮生活を通してこれまでの自分を変えるという部分ではいいチャンスなのかも

しれません。 

私の力不足で、このパンフレットだけではわかりかねることが多々あると思います。関西学院大学のホ

ームページにも寮について書かれていますのでそちらの方もご覧ください。また、動画配信サイト「you 

tube」で『静修』で検索していただいたら、私達の寮の映像が掲載されておりますのでそちらもご覧にな

っていただけたらと思います。また、近年 Facebook、twitter でも静修寮のページを開設しました。是

非、ご覧ください。 

4 年間暮らす場所ですので雰囲気をその目で確かめるという意味でも是非見学にお越しください。「百聞

は一見に如かず」です。寮生一同心よりお待ちしております。尚、見学を希望される時は、下記の連絡先

に一報をお願いいたします。 

 加えて、下記に住所、連絡先等を記載しておりますので、何かご不明な点、ご質問ございましたら、

些細なことでもかまいませんのでこちらまで気軽にご連絡ください。 
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〒662‐0896  

兵庫県西宮市上ヶ原六番町 3‐47 関学静修寮  

Tel  0798‐52‐9672 入

寮選考委員長  
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