
11 大島商船高等専門学校寮生心得 

 

学寮管理運営規則に基づき，寮生心得を定める。寮生は，次の各項に従い生活をしなければならな

い。 

 

第１章 学寮居住区分 

学寮を男子寮及び女子寮に分け，次の各号により居室を定める。ただし，入寮状況によっては，この

限りではない。 

（１）高学年生（第４・５学年の学生） １人部屋 

（２）低学年生（第１～３学年の学生） ２人部屋 

 

第２章 日課 

１．日課表 

寮生は，別に定める日課表に従って，規則正しい生活をしなければならない。 

２．点呼 

【１】起床点呼 

（１）起床後，寮生全員は洗面・整頓・着替えを済ませて，居室の前に整列する。 

（２）週番が「起床点呼」を放送し，学寮当直教員と共に週番が居室を回って人員を確認する。 

（３）「点呼終わり」の放送があるまで居室から離れない。 

【２】帰寮点呼（20：05） 

（１）20：00に週番の「帰寮点呼５分前」の放送後，直ちに寮生は居室の前に整列する。 

（２）週番が「帰寮点呼」を放送し，学寮当直教員と共に週番が居室を回って人員を確認する。週番長

は，全体の結果を学寮当直教員に報告して点呼を終了する。 

（３）「点呼終わり」の放送があるまで居室から離れない。 

【３】巡回点呼（22：20） 

巡回点呼は，１日で最も大切な点呼である。 

（１）週番の「巡回点呼５分前」の放送後，直ちに寮生は居室の前に整列する。 

（２）週番が「巡回点呼」を放送し，学寮当直教員と共に週番が居室を回って人員を確認する。週番長

は，全体の結果を学寮当直教員に報告して点呼を終了する。 

（３）「点呼終わり」の放送があるまで居室から離れない。 

３．起床 

【１】寮生は，週番の「起床」の放送で，速やかに起床し，寝具を整頓し，洗面を済ませ，カーテンを

開放する。 

【２】起床後は，速やかに服装を整え居室の前に整列する。 

【３】病気その他の理由で起床できず，当日の日課に従えない者は，あらかじめ離・就床許可願を学寮

当直教員に提出して，その指示を受けること。居室のドアカーテンを開けておくこと。 

４．掃除 

【１】掃除は迅速丁寧に，各自責任をもって行う。 

【２】掃除は次のように分ける。 

（１）普通掃除……毎日行う学寮内外の掃除 

（２）特別掃除……学期始め及び特に必要と認めた場合に行う掃除 

【３】掃除配置・実施要領は別に定める。 

５．食事 

【１】食事は，食堂で定められた時間内に必ず行い，食事マナーを守ること。 

【２】食器類を食堂外に持ち出してはならない。また，食堂で提供される食事は，食堂内で摂取し，食

堂外に持ち出さない。 

【３】病気その他の理由で食堂に行けないときは，看護師・寮務係又は学寮当直教員に届けて，その指

示を受けること。 

【４】欠食の取扱いは，外泊の３日前までに提出された欠食願により行う。平日は，特別な事情がない

限り寮食（食堂で提供される食事）をとること。 

【５】食堂には，不潔な服装及び寝巻等で入ってはならない。 



【６】食堂に関する意見等のある場合は，寮務主事に申し出る。 

６．登校及び施錠 

【１】登校の際は，自室の整理整頓及び消灯の確認を行い，盗難予防に留意すること。 

【２】病気その他の理由で登校できない者，又は登校中病気その他の理由で帰寮する者は，学級担任又

は看護師・寮務係に申し出て，その指示を受けること。 

７．自習 

【１】定められた自習時間は，自室等で静粛にすること。 

【２】各自自習計画を立て，常に学力の向上に努める習慣を身につけていくこと。 

【３】自習時間には，雑談，放歌，イヤホンなしの音楽等の聴取，楽器の使用などを禁止する。 

【４】自習時間には，各種クラブ等の会合，放送伝達，補食室・校舎地区施設等の利用は行わないこと。

ただし，特別な事情がある場合，寮務主事の許可を得ること。 

【５】自習時間中は，他の者の自習の妨げになる行為は一切差し控えること。 

【６】グループで勉強するために食堂を巡回点呼まで使用可能とする。 

【７】消灯後の自習は自習室で静かに行い，他の者の安眠を妨げない。 

【８】定期試験発表日から試験前々日までは，消灯時間を遅らせる。また，定期試験前日より更に消灯

時間を遅らせる。ただし，延灯時間は，自習時間の不足を補うものであり，勉強のみに専念するも

のとする。 

８．入浴 

【１】入浴は施設に不備の生じない限り毎日可能とする。 

【２】入浴時間は原則として 17：30 から 20：00 までとする。 

【３】浴室は常に清潔を保ち，衛生に注意しなければならない。 

【４】浴槽にタオルを浸す，浴室内で洗濯，染髪する等，他の者に迷惑になる行為があってはならな

い。 

９．就寝 

消灯後から起床までの間，扉の開閉・歩行時の音等には気をつけ，高声・放歌・イヤホンなしの音楽

の聴取等，他の者の安眠を妨げるような行為があってはならない。なお，不要な電灯は消灯しておく。 

 

第３章 居室の生活 

【１】寮生は指定された居室に居住する。寮務主事の許可なく居室を変更してはならない。 

【２】居室内は，常に清潔を保ち，整理整頓しておく。 

【３】机・椅子・ロッカー・ベッド等は定められた位置で大切に使用し，みだりに移動したり乱暴に取

り扱ってはならない。 

【４】他室の者及び寮生以外の者を居室に入れたり，宿泊させてはならない。 

【５】学習に必要と思われるもの以外は，居室に持ち込まない。ただし，次にあげるものは認める。 

（１）ヘアードライヤー 

（２）30Ｗ以下の電気スタンド１台 

（３）電気カミソリ 

（４）ラジオ・ポータブル音楽プレーヤ・スマートフォン，充電器 

（５）扇風機 

【６】カーテン・ベニヤ板・パネル等で目隠しや仕切りをしてはならない。 

【７】原則として洗濯物などを室内に干してはならない。 

 

第４章 週番制度 

【１】学寮内に週番を置く。 

【２】週番は，男子寮７名・女子寮２名とする。 

【３】週番長は，高学年１名があたる。 

【４】当直週番は１日交代の輪番とする。 

【５】週番心得は別に定める。 

 

第５章 指導寮生 

【１】第１学年，第２学年及び第３学年の寮生の寮生活に関し指導及び助言するため，第４学年及び第

５学年の寮生の中から（第３学年の寮生の場合もある）指導寮生を若干名選び，寮務主事及び学



寮当直教員を補佐させる。 

【２】指導寮生は寮務委員会の推薦に基づき学校長が任命する。任期は原則として１学期間（半年）と

し，再任は妨げない。 

【３】指導寮生は，寮務主事の指定する区分に居住し低学年寮生の指導に当る。 

【４】指導寮生の任務・心得は別に定める。 

 

第６章 寮生会 

【１】寮生会は，寮生全員をもって組織する。 

【２】寮生は，学寮内における日常生活上の共通の諸問題を協力して処理し，自主的に取り組み解決す

ることによって，集団生活における責任と義務を自覚し，自治能力の向上につとめるため寮生会

に参加しなければならない。 

【３】寮生は，学寮の規律を守り，本会の運営に常に関心をはらい，その活動に積極的に参加しなけれ

ばならない。 

【４】寮生会会則は別に定める。 

 

第７章 外出・外泊 

【１】寮生は，許可なくして外泊及び帰省をしてはならない。その際は，外泊許可願を提出するものと

する。 

【２】外泊及び帰省の際は，必ず定められた服装をし，常に学生らしさを保たなければならない。 

【３】外泊の種類は次のとおりとする。 

（１）普通外泊 

休日となる日の前日の放課後から休日終了の日の帰寮点呼まで許可する。なお，外泊先は３親

等以内の親族とし，これ以外の場合は必ず学級担任に事情を説明し，了承を得た後許可を得るも

のとする。ただし，指定した時間に限り，学寮当直教員が許可する。 

（２）特別外泊 

負傷・疾病・忌引・国家試験受験その他外泊する必要があると認められる場合は，学級担任に

許可を得るものとする。ただし，指定した時間に限り，学寮当直教員が許可する。負傷・疾病の

場合は，医師の診断書を提出させることがある。 

【４】３食以上の欠食をする外出や外泊をするときは，所定の願を提出し，学級担任の許可を受けなけ

ればならない。なお，所定の願を３日前正午までに学級担任の許可を受け，寮務係に提出する。 

【５】クラブの対外試合等による外出・外泊は対外試合届け等による。 

【６】特別の事由がない限り，指定された帰寮時間に遅れてはならない。時間内に帰寮できないとき

は，電話等によって速やかに学寮当直教員に連絡しなければならない。また，帰寮後直ちに学寮

当直教員に帰寮報告をすること。 

【７】風紀に害があると認められる場所に立ち入ってはならない。また，本校学生の誇りを失うような

行動があってはならない。 

 

第８章 健康管理及び保健衛生 

【１】健康を保持するために，就寝起床を規則正しく励行すること。 

【２】学寮内において，心身に異常を認めた場合には，速やかに看護師・寮務係又は学寮当直教員に申

し出て，必要な処置あるいは指示を受けること。 

【３】就床時には願を提出し，許可を受けること。 

【４】寝具類の日光消毒，衣類の洗濯及び室内の換気等を励行すること。 

【５】洗濯は洗濯室で行い，洗濯物は所定の場所に干すこと。洗濯・乾燥が終了したら速やかに自室に

取り込むこと。 

【６】外出・外泊・帰省等の際，伝染病発生地域に滞在あるいは旅行した場合などは，速やかに学校に

連絡してその指示を受けること。 

【７】夏期・冬期における冷房・暖房期間は別に定める。 

 

第９章 施設保全 

【１】居室に寮務主事の許可なく工作を加えてはならない。 

【２】電気配線等の施設，備品に工作を施してはならない。 

【３】火気の使用は禁止する。特に防災上，居室における，テレビ・ヒーター・電気ストーブ・ホット



プレートやその類のもの，トースター・電気ポット・アンカ・コーヒーメーカー等の電熱器具及

び，カセットコンロなどガス等の使用を禁止する。 

【４】停電・断水等の異状を発見したときは，寮務係又は学寮当直教員に連絡し，その指示に従うこ

と。 

【５】火災警報装置・消火器及び消火栓等の保安設備に，みだりに手を触れてはならない。 

【６】共用の施設及び貸与備品は，常に大切に取り扱い，保全に努めること。万一損傷を与えた場合に

は，速やかに寮務係又は学寮当直教員に届け出て，その処置を仰ぐこと。 

【７】共用の施設及び貸与備品の使用後は，後始末を入念にし，次の使用者に対して不快感を与えない

ようにすること。 

【８】備品を許可なく，学寮外に持ち出してはならない。 

【９】貸与物品に関しては備品台帳に押印し，自己に貸与された物品を確認し大切に使用すること。 

【10】廊下・補食室・脱衣所・自習室・洗濯室・洗面所等，居室以外の場所に私物を放置しないこと。 

 

第１０章 所持品，盗難防止及び貸与鍵について 

【１】寮生は，自己の所持品には記名を心がけ，自己の所有物であることを明確にすること。 

【２】所持品の紛失又は盗難があったとき，あるいは遺失物を拾得したときは，直ちに寮務係又は学寮

当直教員に届け出ること。 

【３】必要に応じて所持品の検査を行う場合がある。 

【４】貴重品は各自で保管し，盗難予防に留意すること。 

【５】自室の入口鍵を貸与するが，保管には留意し紛失の場合は直ちに寮務係に届け出ること。なお，

退寮時は鍵を寮務係に返却すること。 

【６】部屋の鍵の取扱いは，自己責任を意識し，自己管理を徹底すること。 

 

第１１章 郵便物・配達荷物 

【１】普通郵便物は，男子寮は寮務係の窓口扱いとする。学寮当直教員又は寮務係に氏名・学年を口頭

で申告の上，受領すること。女子寮は各個人の郵便受けに配布する。 

【２】特殊郵便物は，本人が直接寮務係の窓口備付けの郵便物受領簿に，押印の上受け取ること。 

【３】金銭の受け渡しのある荷物の受け取りは行わない。（代引き・着払い等） 

【４】寮務係での郵便物・配達荷物の取り扱いは，昼休み及び放課後から 17 時までとする。ただし，

土曜日・日曜日及び休日は原則として行わない。 

 

第１２章 生活の規範 

【１】寮生は，教職員・来訪者に対してはもちろん，寮生相互においても礼儀正しく接し，言葉遣い等

に注意すること。 

【２】服装は，端正・質素・清潔なものとし，内外部の者からひんしゅくをかうようなことがあっては

ならない。なお，外出・登校の際は「制服に関する内規」に定められた服装をしなければならな

い。寮内の１・２年生の服装について，ジャージ着用とし，夏季はＴシャツの着用を認め，半パン

は体育用のものに限る。 

【３】規則に定められた時間を厳守すること。 

【４】点呼のときは服装を整えて，点呼を受けること。 

【５】寮内における喫煙・飲酒は禁止する。また，酒気を帯びて寮内に入ってはならない。 

【６】いかなる場合でも，脅迫行為・暴力行為があってはならない。 

【７】凶器等又は学習に害ありと認められる雑誌・書籍等を所持してはならない。 

【８】マージャン・花札等すべての賭博行為あるいは賭博類似行為をしてはならない。また，これらの

行為を行うための器具等を所持してはならない。 

【９】頭髪は，常に見苦しくないように整えておくこと。 

【10】寮生以外の者を，学寮内に宿泊させてはならない。 

【11】その他本校の学生としての本分に反しないこと。 

【12】寮生は下記の場合は，学生主事（特に必要なとき）・寮務主事の許可を得なければならない。 

（１）学寮内で集会を開くとき。 

（２）学寮内にポスター・ビラ等を掲示又は配布するとき。 

（３）学寮内で金銭又は物品の寄付行為を行うとき。 

（４）来訪者を寮内及び自室に入れるとき，又は寮内を案内するとき。 



（５）学校の施設及び備品を使用するとき。 

（６）外泊等の許可を必要とするとき。 

 

第１３章 緊急連絡及び災害防止 

【１】事故・災害・病人等，緊急事態が発生したときは，最初の発見者が臨機の処置を取るとともに，

直ちに寮務係又は学寮当直教員に連絡すること。 

【２】火災報知機作動の場合は，寮務係又は学寮当直教員で火災現場を確認し，必要があれば自衛消防

隊の発動を含め適宜処置をとる。有事の際の避難については，各階の避難誘導班の指示に従うこ

と。 

なお，詳細については，「大島商船高等専門学校消防本部及び自衛消防隊組織」による。 

 

第１４章 諸手続 

【１】住民登録異動届 

（１）在寮期間中は周防大島町役場において，学校所在地で住民登録を行う。 

（２）原則として，退寮するまでは住民登録の異動（転出）ができないので注意すること。 

【２】居住証明書  

居住証明書が必要な場合は，証明書交付願を所定の手続きを経たのち寮務係に提出する。 

 

第１５章 書式 

 寮生が，日常生活に必要な諸願届は次のとおりである。 

（１）点呼報告書 

（２）外出許可願 

（３）普通・特別外泊許可願 

（４）離・就床許可願 

（５）証明書交付願 

 

付 記 

この心得は，昭和 60 年４月１日から実施する。 

付 記（付記の一部を省略した。） 

この心得は，平成 28 年 3 月 23 日から施行し，平成 27 年４月１日から適用する。 

日課表については，平成 28 年４月１日から適用する。 

   付 記 

この心得は，令和元年 10月１日から実施する。 

  



日 課 表 

 

 

日    課 月，火，木，金曜 水曜 日曜・土曜（休日） 

点     灯 6：00 

起     床 6：50 7：00 

洗面  ・  整頓 6：50～7：00 7：00～7：10 

起 床 点 呼 7：00～7：10 7：10～7：20 

掃     除 7：10～7：30  

朝     食 7：30～8：15 

登     校 8：30  

昼     食 11：50～12：40 

登     校 12：45  

夕     食 17：30～18：45 

入     浴 17：30～20：00 17：30～21：00 

帰 寮 点 呼 20：05 21：20 

自     習 20：10～22：10 21：00～22：10  

巡 回 点 呼 22：20 

消     灯 23：00 

 

 

 


