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学びと成長の地、 

函館へようこそ！ 
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重要！入寮に関するあれこれ！  

入寮までの手続き  

北晨寮に入寮するには大学に必要な書類を提出して選考を受け、大学から入寮許可を受けなければなりません。入寮希

望の方は教養棟ロビーにある水産学部掲示板と水産学部のホームページをよくチェックしておくようにしましょう。  

  

[参考資料]昨年度入寮の日程と入寮選考における倍率  

・入寮選考の案内開始 2020 年 1 月 15 日(水)  

・入寮願書受理期間 2020 年 1 月 15 日(水)～2020 年 2 月 25 日(火)  

・選考結果発表 2021 年 3 月上旬  

※本年度の日程は決まり次第、水産学部のホームページ、教養棟の水産学部掲示板でお知らせします。入寮が決まった

ら、可能な限り早く入寮日時を寮に知らせてください。連絡先などは郵送される書類に記載されています(3 月下旬頃から随

時入寮できます)。  

 日本人 留学生 

 男子倍率 女子倍率 男子倍率 女子倍率 

R2.4.1 1.00        1.15 1.00        1.50 

R1.4.1 1.22        1.00 1.00        6.00 

H30.4.1 1.17        1.17 1.80        9.00 

H29.4.1 1.40 1.10 0.30 1.50 

H28.4.1 1.68 0.62 2.00 1.00 

H27.4.1 1.36 1.08 2.67 1.67 

必要なもの  あると便利なもの  

□入寮届  □カーテン  

□入寮誓約書  (100cm×100cm。  

 (印鑑と保護者の氏名も忘れずに！)  先人からの贈り物として残っていること 

□スリッパ  も！？)  

□寝具(敷布団も必要です！)              □LAN ケーブル (ネット契約は寮で一括しているので入寮してすぐに

接続できます。ルーターがあるとさらに便利！)  

□収納ケース  (ベッドの下の収納スペースでは足りません。) 

    □本棚  

    □扇風機  

                                □シューズラック  

                             □暖房器具(電気ストーブがおすすめ。)   

 寮にあるもの  

・机                       ・炊飯器(共用)  

・椅子                      ・食器(共用)  

・ベッド                     ・調理器具(共用)  

・ガスヒーター                  ・洗濯機(共用)  

 (要個人計画。使用者はほぼゼロ。)        ・オーブンレンジ  

・冷蔵庫(共用)  

  
寮に持ってきてはいけないもの  

×石油ストーブ  

 (火災につながる危険があるため禁止されています。電気で動くハロゲンであれば大丈夫です。)  

×洗濯機  (置くスペースがありません。)  
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荷物は宅急便などで送ってもらって構いませんが，荷物を置く場所がないので必ず自分が寮に着いた後に届くようにしてくだ

さい。  

運が良ければ前に住んでいた人がカーテンを残しておいてくれていることもありますし， 4 月には卒寮していった先輩が残して

いった家具や家電を公平に分配する win-win バザーも開催されます(筆者はこれで個人用冷蔵庫、めちゃいい感じの本棚

×２、セカンドデスクをゲットしました！)。自分で購入して家具や家電を揃えたいという方には函館市内のメガドンキホーテ，

ニトリ，ヤマダ電機などがおすすめです。この 3 店舗は寮から自転車で 15 分くらいで，同じ産業通りに面していて互いに近い

ので，買い物がしやすいです。車持ちの先輩が乗せていってくれることがあるかも！？  

また，北晨寮は見学も対応しています！その際は事前に必ず訪問する日時を北晨寮までご連絡ください

(hokushinryou@gmail.com)。担当者が駐在しているわけではないので対応できない可能性があります。  

  

留年者・大学院への進学を予定している方へ  

大学院へ進学する方は学部の卒業で一度在寮資格を失います。そのため大学院進学の際に改めて入寮審査を受けるこ

とになります。その際選考から外れることもあります。大学院に進学する際は注意してください。  

また，北晨寮の規定で在寮年数は最短修業年数とされています。つまり大学に入学してから 4 年間のみ北晨寮に在寮

することができます。札幌で 1 年留年した方は 4 年生になる際に改めて入寮審査を受けることになります。ただし，特別な

事情がある場合は考慮される可能性があるので、函館キャンパスの学生係の方に相談してみてください。留年した方もご

注意ください。  

  
寮費に関して  

現在の寄宿費は 7,000 円/月となっています。  

また北晨寮では各部屋の電気代、寮生負担の共有スペースの電気代、水道代などは全寮制 

で頭割りにしています。そのため夏期が最も安く、冬期が最も高くなりますが、大体 

2,000～6,000 円です。  

さらに北晨寮では共用品(各種洗剤、ごみ袋など)の購入費、インターネット料金の支払い、寮で行われる様々な委員会活

動などに使用する自治会費を寮生全員から徴収しています。これは基本方針時に決定され、期によって変動しますが、約

2,000 円ほどです。  

よって寮費は約 11,000～15,000 円/月となります。車を持っている人は駐車場代としてさらに 2,400 円/月（この額からさら

に来年度値上がりの可能性アリ）を支払わなければなりません。  

また、入寮してから 2 か月間は光熱水費支払いの関係で寮費が在寮生より若干高くなります。詳しく知りたい方は北晨寮

web サイトの「寮費」の欄をご覧ください。  

寮費の支払いは寮生委員が担当しています。毎月 10 日から 19 日の寮務事務(ワッチ)時間中(20:00～22:00)にロビーに

支払いに来てください。  
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北晨寮の自治会について 
 

北晨寮にはそこに住む学生たちの結成した自治会があり、寮の運営や様々な活動を担 っています。北

晨寮で生活していくにあたり密接に関わってくることなので、入寮までにしっかり皆さんに理解しておい

てもらわなくてはなりません。 

 

自治とは？ 

簡単にいうと、 

みんなで話し合って寮での 

    生活をより良くしていくことです。 

 

北晨寮には 100 名近くもの学生が暮らしているため、共同生活を送るにあたり、折り合いをつけてい

かなければならないことがあります。また逆に、協力するからこそできることもたくさんあります。しか

し、そういった内容を話し合うにしても人数が多いため部活やサークルのように全員が集まり意見をまと

めるのは困難です。そのために北晨寮には大人数での話し合いを円滑に進める仕組みがあります。 

 

なお、寮生全員に関わる物事を話し合っていきますので、必然的に寮生=自治会員ということになりま

す。では、寮に入って自治会員となったとき何をしなくてはいけないの？ と思うでしょう。それは、し

っかり自分の意見を言うことです。 

・新歓コンパ開こうぜ！ ・ゴミ捨て当番を決めましょう。 

・予算がちょっと高すぎない？ ・流しそうめんしたーーい！ 

・コピー機のインクを買い足さなきゃ。 

 

北晨寮では、寮全体で議論した結果をもとに、自治会活動を行っていきます。ですから、意見を発

信することはとても大切なことなのです。あなたの意見が取り上げられることで寮の運営や活動がよ

り良い方向へ導かれることもあります。しかし、話し合いに参加しないと「自分の知らないうちに不本意

な決定がなされていた」なんてことになりかねません。話し合いへの参加は寮生の権利であり、 

義務でもあるのです。 
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入寮して最初の頃はよくわからないことも多いかもしれませんが、先輩がちゃんと教えてくれる

のでご心配なく。入寮したら、ぜひ積極的に話し合いに参加してほしいと思います。 

 

 

 
 

部屋入り・代議員会 

先ほど、北晨寮には大人数での話し合いを進める上での円滑な仕組みがあるといいましたが、そ

の仕組みを図式化すると以下のようになります。 

 

まず、各委員会がやりたいことを議案にまとめます。この議案には半年で行われる企画などが書

かれており、予算も事細かに書かれています。この議案を少人数(10-15 名)に分けてみて意見をも

らう場が「部屋入り」です。少人数のグループを部屋といい、1F と 4F 以外は西と東のブロックに

分かれており、6 つのブロックで構成されています。 
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その後、各部屋入りで出た意見への返答を委員会から送るため、全体でその意見を共有

するために、代議員会が開かれます。これは、それぞれの部屋の代表者(2-4 名)が集ま

り、委員会と議長団を交えて行います。決議は基本的に多数決で行われています。 つまり

北晨寮自治会では、寮生全員で直接話し合うことは困難なため、間接民主制の方法をとっ

ているのです。 

 

 

委員会 

どのように寮全体で話し合いを行っていくかを説明しましたが、その話し合いの元とな

る議案を提示し、実行に移していく委員会について紹介します。 

委員会には立候補すれば寮生なら誰でも参加することができます(選挙での信任投票を得

る必要がある委員会もあります)。ただし、推薦はありません。自主性が大事ですよ。 

自治会には今期、以下のような様々な委員会があり、それぞれが専門とする分野で活動

しています（このほかに議長団という代議員会を進める団体もあります）。 

 

次のページで、それぞれの組織について説明していきます。 
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常任委員会：毎期なければならない委員会(自治規約で定めている) 

●寮生委員会・・・自治会の中枢組織です。いくつかの部署に分かれています。 

 委員長(寮長)・・・寮生の総意をもとに、大学と折衝を行います。  

 副委員長(副寮長)・・・委員長の補佐をします。  

 総務部・・・寮内の風紀や衛生、入寮対応など様々なことを取り仕切る部署。  

 会計部・・・寮費の算出など、寮内の金銭管理を担当する部署。  

 購買部・・・よく使う日用品の共同購入および管理をする部署。 

●文化常任委員会・・・寮生どうしが交流を深めるお楽しみ企画を立案・実行します。 

●監査懲罰委員会・・・第三者的な立場から自治会活動を監査します。 

 

小委員会：上記以外にやりたい活動があれば設立できる委員会 

水槽管理委員会・・・寮内の水槽で生物を飼育し、癒しの場を提供します。  

 

議長団・・・委員会とはまた別の組織ですが、ここで説明します。議案の閲覧を行い、代

議員会の場にて議事進行役を務めます。 

 

以上が、現在北晨寮にある委員会の簡単な説明です。自治会活動を主導していくのは委

員会の役目ですが、実際に活動していくためには、全寮生の協力が必要となります。 委

員会に入っても入らなくても、一緒に北晨寮での生活を楽しいものにしていきましょう。 
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寮周辺マップの解説と補足 
 

 1．寮から学校までの道のりについて 

  北晨寮から学校（函館キャンパス）までは約 4キロの距離があります。マップ

には、寮から学校までの 2通りのルートを載せました。 

 ①踏切ルート 

  寮を出て右に曲がり、ミスドをチラ見しながら進み、五稜郭駅の近くの踏切を

渡っていくルート。道幅も概ね広い。所要時間は自転車で 20分強。 

 ②ばけトンルート 

  寮を出て左に曲がり、ローソンをチラ見しながらまっすぐ進み、セブンイレブ

ンの近くにあるトンネル（おばけトンネル）を通るルート。自転車だと少し車道

との間隔が狭いと感じる箇所がある。所要時間は自転車で 20分弱。漕ぐのが早い

人は 10分強で学校に着くらしい‥。 

 ③（番外編～車登校の人へ～）陸橋ルート 

  地図には載せなかったが、車で登校する人は踏切ルートの途中にある陸橋を渡

るのが最短。自転車でも渡れないことはないが、危険なのでおすすめではない。 

 

ちなみに徒歩だと①②のルートで大体 40～50分かかります。なお、電車は通って

いません(･_･、)また、冬期は学校からバスの定期便が出ています。これで路面が

凍結する冬季も安全に登校でき、自転車通学勢、徒歩勢も安心ですね。 

 

2.お店事情 

 寮のすぐ近くにはスーパーなどはないので、学校帰りなどについでに行くのが良

いかもしれません。ここではマップに載せたうちのいくつかを紹介します。 

アークス‥寮生に限らず、水産学部生がよく利用している。このあたりでは一番 

遅い 21時 45分まで営業している。 

元気市場‥学校のすぐ裏にあるスーパー。安いが 19時に閉店するのに注意！ 

メガドンキ‥寮から自転車で約 10分の所にある。いろいろ揃っていて便利。 

ニトリ‥メガドンキの向かいにある。新生活の準備にも最適。 

ラッキーピエロ‥函館限定の大人気ハンバーガーチェーン。でかくておいしい。 
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みんなの！！Q and A  

 冊子を読んで大体のことは分かっただろうけどまだ

まだ聞きたい事がある…そんな時にはここを読んで

ほしい。  

  

Ｑ：大学までどうやって行くんですか？  

Ａ：寮から大学までは約 4 キロ。歩いて 50 分、自

転車で 20 分くらい。夏場は大体自転車で冬

場は大学から出ているバスに乗るか、自動車を

持っている人に乗せてもらう感じだね！因みに駐

車場代 2400 円/月（来年度からは値上がりの

可能性あり）を払えば寮の駐車場が使えるよ！ 

…つまりは結構遠いよ！ 

  

Ｑ：バイクはどこに停めればいいですか？  

Ａ：バイクは寮の駐輪場に専用スペースがあるから

そこに停めてね！自転車を停める時はバイク

の邪魔にならないように気を付けてね！  

  

Ｑ：郵便物や宅配便はどうやって届くんですか？  

Ａ：郵便物は玄関の個人のメールボックスへ、宅配

便は本人がいなくても事務員さんが管理事

務室で受け取ってくれるよ！宅配便が届いた

時はメールボックスに付箋が貼られているから

事務室に取りに行ってね！  

  

Ｑ：門限はありますか？  

Ａ：門限はありません！でも午後 11 時をすぎると

玄関のパスワードを入力しないと寮に入れな

いからパスワードは覚えておこう。覚えやすい

数字だからみんな安心して夜まで遊んできて

いいよ！ 

  

Ｑ：禁煙ですよね…？ 

Ａ：もちろんです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：ごはんは寮で出してくれるんですか？  

Ａ：基本的には自炊です。料理をする際は各階に

備え付けの共同のキッチンを使ってください！

他にも寮の友達と外食に行くことや、材料代

はカンパで料理好きの寮生が料理をふるまっ

てくれることもあります！スペシャルっていうみん

なでご飯を作ってロビーで食べる企画なども定

期開催されるよ！  

  

Ｑ：荷物が多くて部屋に入りきらない…どこかに置

けるところありますか？？  

Ａ：寮生委員会の人に声をかけたら乾燥室っていう

部屋に荷物を置くことができるよ！ただしスペ

ースに限りがあるのでなるべく荷物は少なめに

… 

  

Ｑ：男女共同の建物だそうですが、ちょっと心配で

す…  

Ａ：4 階が女性専用フロアで 4 階に行くには暗証

番号を打ち込まないと入れないから大丈夫！ 

これはほんとに男子知らない！男子が入るに

は壁をよじ登るか１回に転落する音を覚悟し

て階段の隙間 30 ㎝弱を通って登るしかあり

ません！無理です！ 

 

Ｑ：部屋に水道は通っていますか？ 

Ａ：残念ながら通っていません。共用部の炊事場や

ロビーのウォーターサーバー、トイレのウォシュレ

ットなどで飲料水を確保しています。 
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みんなの水産放浪歌 
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～編集後記～ 

 
こんにちは！！改めまして私たちは北晨寮寮生委員会です。寮の魅力をありのままにお伝え

するためこの冊子を作成しました。うるさい程には賑やかですが、みな優しく和気あいあいと

暮らしています！ 

あなたも、私たちと一つ屋根の下同じ釜の飯を食いませんか？？？？？？？？ 

第 180期寮生委員会総務部長 三浦悠椰  
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お問い合わせ先 

◆電話(北晨寮管理事務室)：0138-52-1160 

◆E-mail(寮生委員会): hokushinryo@gmail.com 

◆HP: http://hokushinryo.net 

◆Twitter：＠hokushinryou_HU 

◆住所: 〒041-0853 函館市中道 1 丁目 9-1 北海道大学北晨寮 

※北晨寮に関してのご質問などは上記の E-mail までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


