文系 6 学部

定食コーナー

「入ってみたくなる図書館」を目指し、
館内には利用者のための多様な空間
や閲覧席が設けられ、長時間滞在型
の個性豊かなスペースとなっていま
す。明大図書館の全蔵書は271万冊
を数え、その内和泉図書 館は約 40
万冊を所蔵しています。

和泉ラーニングスクエア
2022年春竣工
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367

グローバルフロント

紫紺ホール

Café Pensée
ダイニングカフェ「カフェパンセ」では、
創作イタリアンなどをリーズナブルに提
供。そのほか季節のメニューや、デザー
トも充実しています。

明治大学アクセスマップ
吉祥寺

JR中央線
JR中央線
至 高尾
高尾
至

JR山手線
JR山手線

中野キャンパス

★

中野

京王
京王
井の頭線
井の頭線

駿河台キャンパス
渋谷

JR総武線
JR総武線
至 千葉
千葉
至

◆新入生の皆さんへ

生田

新入生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。

和泉キャンパス・アクセスマップ

今年は昨年に引き続き COVIＤｰ19 が猛威を振るった 1 年でした。新入生の皆さんもかなり行動が制限
されストレスがたまり続けた 1 年だったとお察しします。大学生である我々も授業は軒並み全てオン

至 吉祥寺
吉祥寺
至

明大前駅より徒歩約5分
明大前駅より徒歩約5分

和泉キャンパス
和泉キャンパス
京王井の頭線

甲州街道
甲州街道

歩道橋
歩道橋

交番
交番

●京王線
●京王線
新宿駅より特急で約5分 急行・通勤快速・快速で約7分
急行・通勤快速・快速で約7分
新宿駅より特急で約5分

明大前駅
明大前駅

京王線
京王線
至 京王八王子
京王八王子
至

至 新宿
新宿
至

が見えてきました。様々なことが新しくなる大学生活において『政経の歩き方』が皆さんの生活の一
助となれば、局員一同これ以上の喜びはありません！皆さんの生活が素晴らしいものになることを願っ

渋谷駅より急行で約7分 各停で約12分
各停で約12分
渋谷駅より急行で約7分

至 新宿
新宿
至
神田川

●JR中央線・JR総武線・東京メトロ丸ノ内線
●JR中央線・JR総武線・東京メトロ丸ノ内線

駿河台
駿河台
キャンパス
キャンパス

御茶ノ水駅より徒歩約3分
御茶ノ水駅より徒歩約3分
※JR線の場合、新宿寄りの車両に乗ると便利です。
新宿寄りの車両に乗ると便利です。
※JR線の場合、

●丸ノ内線御茶ノ水駅

明大通り
明大通り
靖国通り

御茶ノ水駅

JR
JR

●
ニコライ堂●
ニコライ堂

●東京メトロ千代田線
●東京メトロ千代田線
新御茶ノ水駅より徒歩約5分
新御茶ノ水駅より徒歩約5分

千代田線●
千代田線●
新御茶ノ水駅
新御茶ノ水駅
B1出口
B1出口

●東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線
●東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線
神保町駅より徒歩約5分
神保町駅より徒歩約5分

至 東京
東京
至

て挨拶を締めさせていただきます。

『政経の歩き方』と一緒に、最初の一歩を踏
み出そう！
◆保護者の皆様へ
ご子息・ご息女のご入学、心よりお祝い申し上げます。
本書は、明治大学政治経済学部の学部振興プロジェクトの一環として編集・発行しております。新入
生向けの小冊子ではございますが、是非皆様にもご一読いただき、明治大学政治経済学部がどんなと
ころなのか、少しでも参考に供することが出来ましたら、幸いに存じます。

中野キャンパス・アクセスマップ
●東
東京
京警
警察
察病
病院
院

● 早稲田大学

早稲田通り
早稲田通り
●野方警察署
●野方警察署

●警視庁庁舎・宿舎
●警視庁庁舎・宿舎
●

●

●中野
●中野
ブロード
ブロード
ウェイ
ウェイ

中
中野
野サ
サン
ンプ
プラ
ラザ
ザ

中
中野
野セ
セン
ント
トラ
ラル
ルパ
パー
ーク
クイ
イー
ース
スト
ト

●中野セントラル
●中野セントラル
パーク サウス
サウス
パーク

● 中野区役所

中野四季の森公園
中野四季の森公園

新北口
新北口
駅前広場
駅前広場

中野駅北口より徒歩約8分
中野駅北口より徒歩約8分
●JR中央線
●JR中央線
新宿駅より快速で約4分
新宿駅より快速で約4分

北口
北口

●東京メトロ東西線
●東京メトロ東西線

中野駅
中野駅
至 吉祥寺
吉祥寺
至

ですが、ワクチン接種が進んだことで皆さんがコロナ前に想像していたような大学生活が戻る希望

各停で約10分
各停で約10分

駿河台キャンパス・アクセスマップ

●神保町駅 A5出口
A5出口
●神保町駅

ラインになり、サークル活動は制限されてしまい、苦しい 1 年が続きました。

●京王井の頭線
●京王井の頭線
吉祥寺駅より急行で約13分 各停で約17分
各停で約17分
吉祥寺駅より急行で約13分

至 渋谷
渋谷
至

中野
中野
キャンパス
キャンパス

こそ！

東京

下北沢

生田キャンパス

★

秋葉原

★

★

小田急小田原線
小田急小田原線
至 小田原
小田原
至

御茶ノ水

新宿

和泉キャンパス

明大前
京王線
京王線
至 京王八王子
京王八王子
至

明治大学政治経済学部へよう

池袋

至 新宿
新宿
至

大手町駅より約20分
大手町駅より約20分

明治大学政治経済学部 『政経の歩き方

2022』 編集局
スタッフ一同
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Annual Schedule
October

April

ガイダンスや履修登録、新歓などなど、

スポーツの秋。

やることがありすぎて大忙し！

六大学野球やラグビー、シード落ちしてたら箱根駅伝の

何事も始まりが肝心。さぁ、大学生活の始まりだ！

予選会など、見所が盛りだくさん。

May

November

そして、多くの学生が罹患する五月病。

め♪

己と闘え、明大生……。

になる。

大学生活にやっと慣れてきたと思ったらやってくる GW。

待ちに待った明大祭期間。祭りに行くなら平日がおすす
2 年生になると、この月はゼミ試で頭がいっぱい

June

December

ダブルパンチで鬱になる曇天の季節。

状準備……、やることいっぱいであっという間に駆け抜

もう今年もあと 1 か月。クリスマスに、大掃除に、年賀

梅雨でジメジメしてる上に、中間試験やレポート課題の

けていく師走。あなたはどう過ごす？

折り畳み傘は常備した方が吉。

July

January

期末試験という名の壁を乗り越えたら、待っているのは

大学が始まったら定期試験はもうすぐそこに……。

蝉の声が鳴り響く夏の始まり。

正月短し、動けよ学生。楽しい時間が過ぎ去るは早し。

夏休み！ あと少しの辛抱だ！

試験対策をお忘れなきよう。

August

February

時の波に流されるか、乗りこなすかはあなた次第。

よし、短期留学するもよし、だらだらするもよし（よく

2 ヵ月にも及ぶ春休みのはじまりはじまり。旅行するも

過ぎ去ること彗星の如し。

ない！）。入構禁止の日もあるので要注意。

Letʼ s Enjoy Your Summer Vacation !

September

March

下旬になると授業が始まる。履修修正忘れずに。

績開示。良かった人も悪かった人も、心を入れ替えて来

その重い一歩を踏み出すんだ……。

年度頑張ろう！

まだ夏休み！

4

Annual Schedule

平日遊びに行くならココが狙い目♥

定期試験から 2 ヵ月も焦らされてハラハラドキドキな成

Annual Schedule
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◆卒業要件

履修の組み方

卒業までに 124 単位以上取らなければ卒業できません。また科目によって、最低○単位取らなけれ
ばならない、最高○単位までしか卒業単位数に含められないなどの条件があります。しっかりと確認
して、「足らない！」という事態に陥らないようにしましょう。

すべて自分で組まなければならない大学の履修。
要点をおさえて、期間中に慌てずに履修を組もう

◆単位とは

基礎科目

合計 28 単位以上

人文科学科目群
自然科学科目群

4 単位以上
4 単位以上

社会科学科目群
総合科目群

4 単位以上
4 単位以上

大学で「どれだけ学んだか」を示すもので、合算した値は卒業要件を満たしているかの判断基準に
なります。
定められた条件の下で自ら授業を選択して履修し、C 以上の成績で単位を修得できます。

・駿河台で開講する基礎科目は少ないです。和泉にいる間に基礎科目はクリアしましょう。

◆単位の数え方

外国語科目

合計 16 単位以上

英語

6 単位以上

授業科目の分類によって、修得できる単位数が異なります。
週 1 コマ（100 分）の授業を 14 週受けることで 2 単位を修得することができる授業を「半期科目」
といいます。それに対して週 2 コマ受ける授業は「半期集中科目」といい、4 単位を修得することが
できます。
ただし、外国語科目や運動学演習は 1 コマ 1 単位、教養演習などの通年科目は春学期 2 単位・秋学
期 2 単位の修得になります。授業によって修得する単位数や時期が異なるので、シラバスできちんと
確認しましょう。
半期科目

半期集中科目

コマ / 週

1

2

1

単位数

2

4

1

外国語科目

政治学基礎など マクロ経済学など

例

運動学演習

通年科目
1
春2

ACE、運動学演習など

秋2

教養演習 IC など

◆GPA とは

GPA は、Grade Point Average の略称です。成績評価である S・A・B・C・F・T を数値化した GP
(Grade Point) に各科目の単位数を掛け、その合計を総履修単位で割ったもので、いわゆる大学版の評
定平均です。
主に留学や奨学金の審査において、学力を測るために用いられます。

◆ Example

評価

S

A

B

C

F

T

GP

4

3

2

1

0

0

79 〜 70

69 〜 60

59 〜 0

未受験

点数

100 〜 90 89 〜 80

教養演習（4 単位）：S

現代心理学（2 単位）：A

英語 I（1 単位）：C

運動学演習（1 単位）：F

GPA =
8

第一章

明大生最初の難関

ミクロ経済（4 単位）：B

(4×4)＋(3×2)＋(2×4)＋(1×1)＋(0×1)
4＋2＋4＋1+1

= 2.58

Check!

第二外国語

8 単位以上

Check!

・ACE や学部間共通外国語、外国語検定試験での単位認定で修得した単位も含みます。
・学部間共通外国語では、英語と第二外国語だけでなく様々な言語も学ぶことができ、それらは卒
業要件に含めることができます。

健康・運動科学科目

合計 4 単位以上

・1 年次は最大 2 単位しか修得できません。2 年次以降に 2 単位以上の修得が必要となります。
・2 年次から実技科目（週 1 コマ 1 単位）のほかに座学（週 1 コマ 2 単位）
、長期休暇を利用した
生涯スポーツ演習（各学期 1 単位）の履修が可能です。

所属学科関係科目

合計 42 単位以上

・基本科目と応用科目に分かれています。政治学科の学生は、3，4 年次配当の基本科目を 12 単位
以上修得することが義務付けられています。
・所属学科と違う学科の関係科目も履修可能かつ卒業単位に含めることができますが、所属学科関
係科目の 42 単位には含まれないので数え間違いのないよう気を付けてください。

Check!

・1，2 年次に 30 単位前後修得しておくと、3，4 年次の履修に余裕ができます。

原典研究科目

4 単位以上

・3，4 年次に卒業論文の有無に関係なく、全員 4 単位以上の修得が必要です。

合計

124 単位以上で卒業
1

履修の組み方
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◆参考例

◆時間割を組む

①必修科目を確認する

設定：2022 年経済学科 1 年 22 組

必修科目は自動で登録されています。

時間割を組む前に自分のクラスの必修がどのコマか把握しましょう。

赤：必修科目
月

1 年次の必修科目
外国語科目

英語Ⅰ、第二外国語Ⅰ、第二外国語Ⅱ

運動・健康科学科目群

運動学演習Ⅰ-1、Ⅰ-2

学科関係科目

政治

憲法、政治学基礎、政治理論基礎、政治学・社会学総合講座

経済

マクロ経済学、ミクロ経済学、経済史、経済学総合講座

地域行政

憲法、政治学基礎、政治理論基礎、マクロ経済学

②埋まっていないコマを確認

11 単位

１

青：選択科目

9 単位

火

中国語Ⅰ

水

木

経済学

総合講座

運動学演習Ⅰ-1

ACEⅡ

4

金
中国語Ⅰ

生命科学概論 A

心理学概論

英語Ⅰ

2

3

春学期 20/21 単位

基礎論理学

英語Ⅰ

教養演習ⅠC

ミクロ経済学

興味がある科目を選ぶのも大事ですが、卒業要件と履修上限に注意して履修科目を選びましょう。
授業内容のシラバスは Oh-o! Meiji の「授業検索」からアクセスできます。

Check!

履修上限とは

1 年次は各学期 21 単位までが上限です。2 年次は各学期 22 単位まで、3，4 年次は 24 単位ま

でと上限が増えます。※下限は、全学年各学期 8 単位です。

3，4 年次は就職活動や卒業論文で忙しくなるため、多く履修することが難しくなります。比

較的余裕のある 1，2 年次に上限ギリギリまで履修しておくことをお勧めします。

③資格課程の科目をはじめとした、卒業要件に含まれない科目を選択
資格課程などは各学期履修上限単位数（21 単位）には含まれません。
計算間違いのないようにしましょう。

④完成した時間割表を見直す

必修科目がきちんと入っているか、履修上限を超えていないかチェックしましょう。
必修科目を忘れると来年度再履修になってしまいます！

ミクロ経済学

5

空きコマ

授業と授業の合間の時間。やることを見
つける自信がない人は作らないほうがいい
でしょう。

教養演習ⅠC

通年科目だが、各学期に 2 単位
ずつ入れて計算する。
秋学期も同じコマ。

履修の組み方は、何に重きを置くかでみんな違ってきます。
★空きコマをいっぱい作って頭を休められるようにしたい
★1 日に詰め込んであわよくば全休を作りたい
★1 限はできるだけ避けたい
自分にあった履修を組んで、充実した素敵なキャンパスライフをお過ごしください。

◆おまけ

和泉返し

〜履修関連用語〜

無事 3 年に進級しても、必修科目の単位を落とし続けている学生がやむを得ず和泉キャンパスま

で戻って履修しに行く状態のことを言います。

⑤履修登録期間中に WEB 履修登録をする

明大前までの定期券は購入できますが、駿河台⇔和泉は片道 30 分かかります。

事前申込みが必要なものとそうでないものがあります。事前申し込みが必要なものを履修する場
合は、しっかり期間を確認し、申し込み忘れのないようにしましょう。
でも WEB 履修登録システムへ行けます。

和泉止まり

2 年次から 3 年次への進級条件が課されています。

①総修得単位数が 36 単位以上（卒業要件に含まれない単位を除く )
②英語：3 単位以上

第二外国語：4 単位以上

3 年以上和泉キャンパスに留まることがないよう、真面目に取り組みましょう。
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履修の組み方

11

お知らせをスマホや携帯に転送！

Oh-o! Meiji

休講・補講情報などのお知らせをいちいち Oh-o! Meiji にアクセスして確認するのは面倒ですよね？

いち早く情報を知るためにも、お知らせをメールでスマホや携帯に転送できるようにしましょう！
明大生ライフを送るうえで欠かせない
Oh-o! Meiji の使い方はこれさえ読めば大丈夫！

①

ポータルページ右上の「個人設定」をクリック

◆ Oh-o! Meiji とは

大学や学部が配信する様々な情報が詰まっている明大生専用サイトです。授業の資料や休講情報を
受け取ったり、課題を提出したりと、必ずこのシステムを使うことになります。

② 「転送先メールアドレス」にメールアドレスを入力

◆ アクセスの仕方

明治大学のホームページにある複数のリンクからアクセスできます。

もちろん「Oh-o! Meiji」と検索してもアクセス可能です。

◆ ポータルページ

アクセスして最初に出るページです。大学からのお知らせ、成績通知表や Meiji Mail などへのリンク
があります。
休講や授業資料に関し
てのお知らせ

送りたい内容を
変更できます

Meiji Mail へのリンクと自分の
メールアドレス

※メールアドレスは 2 つまで登録できます。
③

画面一番下の「確認画面に進む」→「登録する」をクリックしたら完了！

成績通知表や
Oh-o! Meiji か ら
図書館へアクセ
スするリンク

Meiji Mail

明治大学の学生と教員には 1 人 1 つのメールアドレスが割り振られています。レポートの提出をメー
ルでする、先生のアドレスが分かっていればメールで連絡を取るなど、フォーマルな場面にもってこ
いの便利な機能です。
Meiji Mail のサインインには、Meiji Mail の自分のメールアドレスとパスワードが必要です。パスワー
ドは Oh-o! Meiji にログインするときのパスワードと同じものです。
12
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Oh-o! Meiji
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◆ クラスウェブ

時間割が最初に表示されます。青くなっている授業名をクリックするとその授業の詳細ページに移

動します。そこではシラバスへのアクセス、レポート提出、先生によっては配布される授業資料のダ
ウンロードができます。

時間割

レポートを提出！

授業でレポートなどの課題が課され、Oh-o! Meiji からの提出を求められる場合があります。

注意点も併せて提出までの流れを紹介します！
①

時間割から該当する授業の詳細ページにいく

②

該当の「レポートを提出する」をクリック

③ 「参照」をクリックして該当する課題を選択
※「行の追加」で複数提出が可能です。
※提出後でも期間内であれば追加提出や再提出が可能です。

履修が確定すると上記のように時間割が表示されるようになります。時間割アプリなどを入れてい
ない人はスクショしておくのもありです。
※ダウンロードできる個人別時間割表の PDF は教室が記載されていません。

◆ 授業検索

④

画面一番下の「確認画面に進む」→「登録」をクリックして提出完了！

授業を検索すると、その授業の詳細ページとシラバスへのリンクが表示されます。履修を組むとき

にシラバスを閲覧する場合は、この機能を活用すると便利です。

New!! 仮参加機能
履修登録期間前は、授業の詳細ページで履修を「仮参加」すると仮時間割表が作成され、クラスウェ
ブで確認できます。履修全体のイメージがしやすくなるでしょう。ただし、「仮参加」は本登録ではな
いので要注意。
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ACE

受講者インタビュー
留学や就職など、将来に向けて実用性のある英語を身に着けたい人
におススメの政経学部独自の英語プログラム

◆ACE ( エース ) とは

◆ACE の種類とレベル分け

ACE には、6 種類の科目群と、TOEIC のスコアに応じたレベル分けがあります。ぜひ下の表を参考

にして、自分が何を目的としてどのくらいのレベルの英語力を持っているのかしっかりと把握した上
で履修する授業を選んでください！

英語での文献や映像を使用して、様々な学術分野を英語で学ぶ

ACE General Communication Skills 英語コミュニケーション能力の向上にフォーカス
ACE Exam Skills

①：ACEⅡという、プレゼンテーションやディベートをする授業
です。大企業に勤めていた先生を招いているので実践的な内容
になっています。

ACE とは「Advanced Communicative English」の略です。これはクラスごとに設けられた英語の授
業とは異なり、留学や英語を必要とする職業に就いた際に求められる「英語で会話する」力をつけた
いという学生向けの授業です。コミュニケーション能力を高めることに重きを置き、英語で会話する
だけではなくプレゼンテーションやディスカッションなどをする機会のある授業もあります。また、
TOEFL、IELTS などの試験対策を行うこともできます。

ACE Content-based Study

Q. どのような内容の講義をしていますか？

TOEIC、TOEFL の試験対策を行う

②：私も ACEⅡの別の講義を選択しています。2，3 人のグルー
プに分かれてそれぞれの学期で大きな発表を行うため、普段の
授業ではその発表に向けての準備が多いです。発表のテーマは
政治や環境問題についてが多く、政経学部らしいものになって
います。

Q. 授業で大変なことはありますか？

①：2 週間に 1 度個人でのプレゼンがあり、その準備に追われる
こともあります。しかしそれほど苦ではなく、楽しく取り組ん
でいます。

②：プレゼンテーションの準備のために授業外にグループで集ま
ることがあるので大変です。

ACE Multimedia Independent Study コンピューターを活用し、セルフ・スタディ・スキルを伸ばす
ACE Academic Training

海外大学で要求されるレベルの英語の読み書き、講義やディスカッションへの参加に必要となるスキルを身につける

ACE Presentation Skills

Q. 講義を受講してよかったと感じると
ころはありますか

英語文献で調べ、プレゼンテーション・質疑応答を英語でするスキルの向上

Mixed レベル

TOEIC520 点以上

Intermediate レベル

TOEIC520 〜 630 点

Upper Advanced レベル

TOEIC750 点以上

Advanced レベル

①：社会に出てから役に立ちそうな技術を習得できるところ
です。実際、プレゼンの技術はかなり向上したと思います。

TOEIC600 点以上

②：交流が広がるところです。2 年生もいるので学年の垣根
を越えて交友関係が広がります。グループで授業外に集まる

※新入生指導期間中に行われる TOEIC の結果を見てからクラス選びをして下さい。自分の実力

こともあるので、仲良くなりやすいと思います。

に合ったレベルを選ばないと、授業に全くついていけないことも多いので、気を付けましょう。
また、自分の点数とは違うレベルのクラスに入りたい場合は、初回の授業の際にきちんと先生
に相談しましょう。

◆ACE の履修登録の流れ

①「新入生向け ACE ガイダンス」に参加
②ガイダンスで配布されるアンケートに必要事項を記入し提出
③後日、Oh-o! Meiji または政経学部掲示板から自分の履修レベルを確認
④ガイダンスか ACE のホームページで配布されるエントリーシートに必要事項を記入
＊先生によってはエントリーシートの内容で履修を認めるか判断することがあるのでしっかり書きま
しょう
⑤受講を希望するクラスの初回授業に参加し④で準備したエントリーシートを提出
＊ここで受講の可否が決まり、人数が多い場合は抽選などが行われます
⑥履修可能である場合、他の科目と同様に履修登録期間中に手続きを行う
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Q. どのような人に受講をお勧めしたいですか？

①：自分を変えたいと思う人にお勧めしたいです。また、早くから将来を見据えている人にも向いて
いる授業ではないかと思います。

②：時間をかけて行う授業なので、時間的に余裕がないと厳しいかなと思います。それ以外は、だれ
にでもお勧めできると思います。

Q. 最後に新入生に一言お願いします
①：絶対役立つので必ず取りましょう！

そして全力で取り組みましょう！

②：大変そうに思えるかもしれませんが、楽しいのであまり構えずに受講を考えてみてください！

3

ACE

17

情報関係科目 (ICT)

ICT 受講者インタビュー

〜パソコンの基本・応用知識の提供〜

※ICT＝Information and Communication Technology

Q.ICT を受講した理由は何ですか？

高校時代までに基本的なパソコンの知識やス

キルを習ってこなかったのですが、大学生活で
は授業でのレポート作成・提出や、まさに今の

時代に必須なオンライン上での作業など、最低
限の知識が必要になると思いました。それらを
身につけるために受講することを決めました。

Q.ICT ではどのようなことを学んでいますか？
基本的には Microsoft の Word, Power Point,

Excel の基本的操作や知識を学んでいます。授業はメディア棟の教室で行われています。

・エレメンタリー階層

パソコンに不慣れな学生を対象とし、情報化社会での最低限の知識と Word, Power Point, Excel
の使い方等を学ぶ。

・基本階層

ICT に関する基礎知識やパソコンの基本操作、情報倫理など、情報の学習を総合的に行う。
主にプレゼンテーション、ディスカッションなどを通じてメディアと接していく。

・応用階層

Q.ICT を受講して身についたことや良かったことは何ですか？
まずは、学習内容である Word, Power Point, Excel の基本的な操作・知識が身につきました。そして、
ただそれを習うだけではなく、学習したことを普段の ICT や ICT 以外の授業でのプレゼンテーション
やレポートの中で活かすこともできました。特に Power Point でのスキルは大学でのプレゼンテーショ
ンのみならず、社会に出てからも一生使えるものになると思います。

Q. 最後に ICT を受講するうえで注意しておくべきこと、又は来年の 1 年生にメッセージをどうぞ。
何度も述べた通り、Word, Power Point, Excel

エレメンタリー階層、基本階層で習得した知識やパソコンの操作技術などをベースに、より
専門的に学習する。主に統計解析、画像・動画・音声の加工・編集、オリジナルのアプリケ
ーション作成などを行う。

の知識やスキルは大学生活を送るうえで必須で
すので、是非苦手な人には受講していただきた
いと思います。ただ、ICT にも先生が何人かおり、

・総合発展階層

先生によって授業で扱う内容が異なってしまう

情報関係科目の各科目を横断的に扱い、実社会でも役立つ総合的なスキルを習得する。
プレゼンソフトの上級スキルトレーニング、仮想コンペプレゼンなどレベルも高い。
※担当者の専門により、年度によって扱う内容が変わる場合もあります。

ため、シラバス等をよく確認してより自分が身
につけたいことを扱ってくれる先生の授業を履
修するようにしましょう。みなさんが ICT で快
適な大学生活を送れることを祈っています。

〈和泉〉

エレメンタリー、ベーシック、統計解析、データベース、メディア編集、アプリ開発
〈駿河台〉
〈注意点〉
・情報関係科目は全て半期で 2 単位になります。また、エレメンタリー・基本階層は、総合科目群
の基礎科目に、応用・総合発展階層は、応用科目に認定されます。
・新型コロナウイルスの影響によりオンライン授業に変更される可能性があります。
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ベーシック、データベース、メディア編集、アプリ開発、コンテンツデザイン、総合実践

4

情報関係科目
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教養演習

受講者インタビュー
今回は演劇について学ぶ教養演習についてインタビューしました！
大学生にしかできない授業、「ゼミ」を体験しよう！

◆教養演習とは

1・2 年次に履修できるゼミ形式の授業の事です。議論や発表を通して専門的な内容を学びます。
研究テーマは文化・社会・言語・スポーツなど多岐にわたっています。

◆履修方法

履修希望の初回授業には必ず出席してください。履修希望者が定員を上回った場合は入室試験や
抽選があります。選考方法は授業によって異なるため注意してください。受講許可が下りたら必ず
WEB で履修登録をしましょう。詳しい内容は『教養演習要項』を参照してください。

◆『政経教養セミナー』

『政経教養セミナー』とは授業に参加する学生の共同論文集です。希望者は 10 月に応募し 3 月の
締め切りまでに論文を完成させます。3・4 年生で書くゼミの論文の練習になる良い機会です。

◆単位について

教養演習には、半期科目のⅠA・ⅡA・ⅠB・ⅡB と、通年科目のⅠC・ⅡC の 2 種類あります。ⅠA・
ⅠB・ⅠC は 1 年次に、ⅡA・ⅡB・ⅡC は 2 年次に履修可能です。単位は総合科目群の単位として認定
されます。
修得できる単位は半期科目が 2 単位、通年科目が 4 単位です。通年科目ⅠC・ⅡC は、春学期・秋
学期の履修制限単位数にそれぞれ 2 単位ずつ含まれますが、成績評価は秋学期終了後にまとめて行
われます。多くの教養演習では定期試験は行われず、出席状況や授業内での発表およびレポートな
どが評価の対象になります。

Q. 受講のきっかけは何？

私は大学で演劇をやっているので、舞台にか
かわる授業をとったら自らの演劇活動に生かせ
ると思い受講しました。政治経済学部内で文学
部系の演劇を学べるのは珍しいと思います。

Q. ゼミの内容は？

授業では自分の好きな演劇について映像を用
いながらパワポにまとめて発表します。私は演
劇におけるダンスについて発表しました。発表
後の質問タイムでは先生からフィードバックを
受けられます。受講生は約 20 名います。

Q. 履修してよかったことは？

自分の知らないジャンルに触れることができ
るのが毎回新鮮で楽しいです。毎回違った映像
を見られるのも嬉しいです。

Q. ゼミの課題は？

自分の発表したことについてまとめる期末レ
ポートがあります。

半期型
（２単位）

１年春

教養演習ⅠA

通年型
（４単位）

１年春秋

教養演習ⅠC

20
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教養演習ⅡA
教養演習ⅡC

１年秋
２年秋

教養演習ⅠB
教養演習ⅡB

Q. 新入生に一言

舞台芸術が好きな方にとってはとても楽しい
ゼミだと思います。興味を持った方はぜひ初回
ガイダンスに参加してみてください！
5

教養演習
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学部間共通外国語

全学共通総合講座

学部・学年の枠を超えた外国語
◆学部間共通外国語とは

学部間共通外国語とは、学部・学年・キャンパスの指定がなく様々な人と学ぶことができる語学の
講座です。さらに、政経学部に設置されていない外国語を履修することも可能 で、授業の難易度や内
容も多種多様です。

◆どんなメリットがあるの？

1. 学部には設置されていない言語の履修ができる

政経学部に設置されている外国語の授業は英語，ドイツ語，フランス語，中国語及びスペイン

語のみですが、学部間共通外国語では、ロシア語、韓国語、古典ギリシア語、ラテン語、イタリア語、
アラビア語などの授業も履修可能です。

2. 学部・学年の制限もなくキャンパスも自由に選べる

他学部や異なる学年の知り合いと同じ授業を受講することや、自分の都合に合ったキャンパス

での履修が可能です。

3. 夏季・春季休業期間中の集中講座もある

夏休みや春休みには外国語会話能力の向上を目的とした短期集中的な講座が開講されます。難

易度や授業内容、選抜・クラス分け試験の詳細は Oh-o! Meiji 等でお知らせします。

◆履修方法

注意しなければならない点は、事前に WEB 履修登録が必要な科目があることです。これらの科目
は締め切りが早く、タイミングを逃して履修できないことが起こりやすいので気を付けましょう。ど
の科目で事前登録が必要かは、「学部間共通外国語履修の手引き」にまとめて載っています。
事前登録が必要ない科目については、仮参加登録後、第一回の授業に出席し、その後、WEB 履修登
録を行えば申し込み完了です。ただし、ほかの科目と同様に、履修希望者が募集定員よりも多い場合
は抽選となります。

◆注意点

・卒業単位に含まれるかどうかは講座や学部ごとに異なります。自分が履修を希望する授業はどうな
のかしっかり確認しましょう。
・グレード（難易度）による履修のルールがあります。原則として、履修順序は低いグレードから高
いグレードとなっており、その逆は不可とされています。また、異なるグレードの授業を同時に受け
ることもできません。詳しいルールや履修例はシラバスや履修の手引きで確認しましょう。
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文理の壁を越え、知の旅へ
◆全学共通総合講座とは

全学共通総合講座は、明治大学の「個性を大切にし、自立心の強い人材を育成する」という教育
理念のもとに設置された講座です。学部設置のカリキュラムに加えて、学部や文理の枠を越えた学
際的講義を受講することで、幅広い学問的視野や問題発見能力・判断能力を培うことを目的として
います。この授業は、明治大学の教員に加え、各分野の専門家も講師として招き、リレー方式で講
義を進めます。前述の学部間共通外国語と同様、学年・学部の枠を超えて履修することができます。

◆注意点

・この講座も学部間共通外国語と同様に、事前 WEB 履修登録が必要です。
・講座名称末尾の「Ⅰ」「Ⅱ」は、それぞれ春学期開講、秋学期開講を示し、半期のみの履修も可
能ですが、春学期・秋学期を連続して履修することが望ましい科目です。
・講座名称末尾の「A」「B」は、それぞれ春学期開講、秋学期開講を示します。同一の内容となり
ますので、上記の「Ⅰ」「Ⅱ」とは異なりいずれか 1 つだけしか履修申請できません。

◆講座の体系

全学共通総合講座は以下の 6 体系に分類することができます。この中から気になる分野があれば、

シラバスでチェックしてみましょう。

体系分類

内容

初年次教育・リベラルアーツ講座

教養・文化に触れよう

キャリア教育講座

あなたの将来を考えよう

国際社会講座

海外文化を知り、世界に羽ばたこう

時事講座

変わりゆく社会の最先端を知ろう

ビジネス・専門実務講座

実務力を学ぼう

明治大学講座

明治大学を知り、明治マスターになろう

6

学部間共通外国語、7

全学共通総合講座
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応用総合講座

資格課程

応用力を鍛えることのできる講義が幅広く用意されています

先生や学芸員、司書になりたい人必見！
ここでは教職課程を例に挙げて紹介します

◆応用総合講座とは

◆教職課程とは

ます。政治経済に関する専門的なものをはじめ、様々なテーマの講義が設けられているのも特徴です。

治経済学部では、中学校社会科、高等学校地理歴史科・公民科の免許を取得できます。教師を目指す

応用総合講座は「豊かな人材の育成」を目的に設置されており、幅広い応用力を鍛えることができ

また、その分野に関わっている講師の方々を学外からお招きして、オムニバス（講師が毎週あるいは

数週間単位で変わる）形式で行われるものもあります。ほとんどの講義が駿河台キャンパスにて開講
されていますが、1・2 年生でも履修することができます。より幅広い勉強をしたい方にお勧めです。

教職課程は、教員免許取得を目指す学生を対象とした、資格課程内のカリキュラムの１つです。政

学生だけでなく、将来の選択肢を広げる目的で履修する学生もいます。

◆履修するためには

4 月上旬（授業開始前）に公開される「資格課程ガイダンス」動画を視聴すること、期日までに履

◆授業体系

科目名は「応用総合講座Ａ〜Ｊ」となっています。半期で行われ、2 単位を修得することができます。

また、4 単位まで卒業に必要な単位に含めることができます。

前述した通り、ほとんどの講義が駿河台キャンパスで行われているので、履修する際は移動時間な

ども考慮に入れましょう。

修料の納入が必要です。この手続きをしなかった場合、その年度は関連科目の履修ができません。指

導期間以後に教職課程の履修を希望する場合は、来年度まで待たなければならないので考えている人
は早めに履修することを決めましょう。詳細は、Web ページで公開されている入学年度の『資格課程
案内』を参照してください。

◆教員免許取得のためには

教員免許取得までには、いくつか注意するポイントがあります。（取得要件の詳細については「資

格課程案内」を参照。）

◆履修方法

他の講義と同じように、履修登録期間に履修を申請します。事前登録は必要ないので興味のある講

義があれば、まずは初回の授業に出てみることをおすすめします。

① 憲法と体育の該当科目は必ず単位を修得してください。特に経済学科生は、憲法が必修科目では
ないので、必ず履修登録しましょう。

② 学部間共通外国語と情報関係科目から、それぞれ該当科目で 2 単位を修得する必要があります。

③ 中学校免許取得の際には、2 年次以降に「介護等体験」が必須です。介護等体験前年度までに「特
別支援教育概論」の修得が条件となります。

④ 「教職専門科目」として、各免許状種に設定されている科目の単位を修得する必要があります。

◆成績評価

「教科教育法」4 単位以上と「教
⑤ 4 年次に教育実習に行きますが、それまでに「教職専門科目」から、

席することが大切になります。

◆その他の資格課程

出席やレポートによって成績が決まる講義がほとんどです。そのため、普段からきちんと授業に出

育実習Ⅰ」1 単位を含む 19 単位以上の修得が必要になります。

学芸員養成課程

学芸員・歴史、芸術、自然科学などの博物館や動物園、水族館などで働く専門職

◆授業例

社会教育主事課程（社会教育士）

※2021 年度に開講されたテーマ（シラバスより抜粋）

・自治体トップを招き、現実の自治体行政の動きと地域政治の実態を学ぶ
・ジェンダー／セクシュアリティ

社会教育主事補・教育委員会に配属されている教育の専門職（社会教育士は資格取得者が名乗れる
称号です）

司書課程

司書・公共図書館でレファレンスサービスなどを行う専門職

司書教諭課程

司書教諭・学校図書館の専門的職務を司る教諭
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資格課程
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学生インタビュー

行政研究所
明治大学の公務員試験指導機関。
公務員という職業に興味がある学生に。

行政研究所（略称：行研）は、公務員を志望する学生用の試験指導機関です。現在は、約 300 人の
室生が在籍しています。国家公務員総合職試験合格者を多数輩出することを目標としていますが、国
家一般職や地方公務員の試験対策も行っています。1・2 年生で学ぶ内容は、憲法・民法・行政法・政治学・
経済学・行政学・数的処理です。講義は全て公務員試験指導のプロの講師が担当しており、質の高い
授業が受けられます。さらに、費用は年間で 6 万 6 千円（3 年次のみ 13 万 2 千円）と、予備校よりもリー
ズナブルな価格で受講することができます。授業以外にも、行研 OB・OG との交流会や総会、夏合宿
など多くのイベントがあります。

マンドになってしまいました。オンデマンド授業自体

は自分の好きな時間帯に授業を受けることができるの
でありがたいのですが、わからないところを先生に聞

きづらくなったり。OB・OG、学生同士の交流がなくなっ
てしまったことが残念です。

Q. 行研に入ることで交流関係は広がりましたか？

の強い人が多いので、お互いに高めあえる友達に出会うことができました。また、政治経済学部の人

行政研究所に入室するためには 4 月に行われる、入室試験を受ける必要があります。試験は筆記と
面接です。筆記では択一式の一般教養問題が出題され、面接では既に作成した身上書に基づいて質問
を受けることになります。
2 年生以降も継続して受講したい場合は、再度試験を受けて合格しなければなりません。2・3 年生
からの中途入室もできますが、カリキュラム等を考慮すると、1 年生から入室した方が有利です。

だけでなく法学部の人も多く在籍しているので、他学部の友人もできるのは行研の魅力の一つだと思
います。

Q. バイトとの両立は大変ですか？

1・2 年生のうちは大丈夫だと思います。しかし、学年が上がるにつれて大学の授業も専門性の高い

ものに変わっていきますし、公務員の採用試験も決して簡単なものではないので行研の授業も難しく

なっていきます。なので、3 年生に進級するタイミングでバイトのシフトを減らすなどでバイトを控え

その他

一般職試験

（単位：人）

市役所

総合職試験

地方上級

◆合格実績

明大
行研
明大
明大
行研
明大
行研
行研
行研
申込者 申込者 合格者 申込者 申込者 合格者 合格者 合格者 合格者

2017 303

10

22

773

28

170

52

5

21

2018 271

12

22

728

8

183

28

6

25

2019 299

19

33

782

21

207

60

9

31

2020 322

27

19

580

39

165

31

9

24

2021 202

18

22

544

32

160

30

5
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されていたのですが。今年はほぼ全ての授業がオンデ

交流関係はひろまりました。行研は公務員を目指している人の集まりなので、真面目な人や責任感

◆入室方法

26

そうですね。通常であれば 1・2 年生は和泉で、3・4

年生は猿楽町で 17：30 〜 20：00 に授業が対面で実施

◆行政研究所とは

採用年度

Q. 新型コロナウイルスの影響で活動
はかなり制限されましたか？

明大生最初の難関

る人が多いですね。

Q. 行政研究所に入って良かったと感じることは何ですか？

特にこれが良かったと何かを挙げるのは難しいですね（笑）
。強いてあげるとするなら公務員試験に

は様々な科目が存在します。その中には社会に出たときに必要とされる知識が多く存在します。その
知識を専門の講師の方々から教えていただいたけるのがありがたいなと思いましたね。

10

行政研究所
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基礎マスコミ研究室
マスコミ業界に興味のある人もスキルアップをしたい人も必見 ! !

◆基礎マスコミ研究室とは

基礎マスコミ研究室（通称「マス研」）とは、マスコミ業界への就職を希望する学生を指導・支援

する組織です。政経学部の付属機関ではありますが、学部を問わず誰でも入室することができます。

◆1 〜 2 年生の活動内容
・講義

最新のニュースを題材に「今、何が問題となっているのか？」という視点から講義が展開され、

週 2 回 18：00〜19：40 に文章講座と教養講座の 2 つが開かれています。文章講座は講師の方が
出すテーマに沿って毎回 800 字の作文を書き、添削を受ける形式です。毎日新聞社や共同通信社

などのＯＢが担任となって指導します。もう一方の教養講座はマスコミ業界の第一線で活躍され
ている方の講義を受ける形式です。

・合宿

夏季休暇中、学内厚生施設で 2 泊 3 日の合宿が実施します。合宿先の山梨県のテレビ局・新聞社
等を現地取材します。

・班活動

新聞班・出版班・広告班・テレビ班・アナウンス班の 5 班に分かれ、各班がテーマを掲げて活動

します。

◆入室方法

入室試験があります。入室希望者は四月中旬に行われる事前説明会に参加の上、入室試験の手続き

をしましょう
・受験資格

講義に 7 割以上出席することを約束できる、意欲ある学生

・入室試験

作文及び面接（ただし、年度により異なる）

・受験料

受講者インタビュー
Q. マス研は普段どのような活動をしてい
ますか？

講義への参加と班活動がメインです。講座には、ベテランの

記者でもある講師から出されたテーマに沿って作文を書く「文

章講座」とマスコミで活躍する方々の講話を聴く「教養講座」
の２つがあります。また、班活動ではそれぞれの興味に応じて「テ
レビ班」「新聞班」「出版班」「広告班」の 4 つに分かれて学期ご

とに作品を作ります。学期末にはそれぞれの班の作品を発表し、
見せあう機会もあります。

Q. どうしてマス研に入ったのですか？

高校時代から記者になりたいという気持ちがあり、その目標に少しでも近づけたらという考えがあっ

たからです。それに加え、高い目標を持つメンバーの多い環境に身を置くことが自らの成長につなが
ると判断し、マス研への入室を決めました。

Q. マス研に入って良かったことは？

入室前に比べ、伝わる作文、情景が思い浮かぶ作文を書ける

ようになったことはとても大きいです。文章講座の先生からの
アドバイスを一つ一つ生かすことで、伝えたいことがくっきり
と浮かび上がるような文章を書けるようになってきています。

Q. 他のサークルなどとの両立はできます
か？
問題ないと思います。講座は週 2 回、夕方の時間帯に開かれ、

班活動もそれぞれが無理なく参加できるペースで行われるので、
サークルの掛け持ちには支障をきたさない程度のものとなって
います。

2000 円

第一校舎 1 階の事務室前にある証明書自動発行機を使って納入

◆出席について

Q. 新入生に一言！
ご入学おめでとうございます！基礎マスコミ研究室は、自分

入室を検討している人は履修を組む際にマス研の講義の時間と被らないように注意しましょう。し

自身を磨く場であると同時に沢山の素敵な友人、仲間に出会え

マス研の方を出席扱いにしてもらえるので、心配はいりません。なるべく欠席せず、出席率 100％を

してみたい！」という方、マス研で自分の力を伸ばしてみませ

かし、クラスによっては必修の講義と被ってしまう人もいます。その場合は入室の際に申請すれば、
目指しましょう。
28
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る場です。マスコミ志望かは問いません。「大学生活で何か挑戦
んか？

11

基礎マスコミ研究室
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キャンパス案内

◆メディア棟

これから 2 年間お世話になるキャンパスです。
しっかり覚えましょう。

【和泉キャンパス MAP】

グラウンド

N

教室番号：M201 〜 M720

ガラス張り 7 階建ての校舎。教室のほか、パソコンを利用でき
るメディア自習室、映像作品を鑑賞できるメディアライブラリー
など、見た目に劣らず中身も優れている。エスカレーターがある
のが強み。
★教室番号の見方

メディア 階 教室

◆学生食堂「和泉の杜」

数年前に改装された非常にきれいな学食。大人数で食事を楽し
めるテーブル席から、個を強くしたい学生のためのカウンター席
まで幅広く用意されている。晴れているときは 3 階のテラス席も
おすすめ。詳しくは p44 へ
※2021 年度は感染症対策のため弁当販売などが中心に行われてい
た。

テニスコート
総合体育館 「東棟」
「西棟」

部室棟
明大マート
三省堂

第四校舎
研究棟
第三校舎

第一校舎

創造の泉

図書館

和泉ラーニング
学生食堂
メディア棟
スクエア
「和泉の杜」
駐輪場

◆第一校舎

教室番号：001 〜 513

守衛所

リエゾン棟

創立者の像
正門

大・小教室だけではなく、事務室や学生相談室、診療所なども

兼ね備えた万能な校舎。特に 1 階にある掲示板はこまめにチェッ
クしよう。

★教室番号の見方

階 教室

ちなみに 0 から始まるのは地下 1 階。地下教室はかなり電波が

入りにくく、圏外になることもしばしば。

◆和泉ラーニングスクエア

2022 年春に完成したばかりの新校舎。旧校舎である第二校舎の
良さは継承しつつ、老朽化やバリアフリー化などにも対応してい
る。
新校舎新設に伴い、今年中に第二校舎は取り壊されてしまうの
で、今のうちに思い出を残しておこう。
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◆明大マート＆三省堂

通称「明マ」
。飲食物・文房具から明大グッズまで取り扱うコン
ビニ。また、
体育館を利用する際に必要な「赤い靴紐」も置いている。
以前までは無かったが隣にはファミリーマートが新しくできた。
ファミマの左脇の階段を上がった先にあるのが、三省堂書店。学
術書に限らず、漫画や雑誌など扱っているすべての本を定価の 10%
引きで購入できる。

◆第三校舎

第一校舎右横にある教室
棟。1 階 に は 留 学 交 流 セ ン
ターがある。
★教室番号の見方

グッドデザイン賞を受賞した
我が大学自慢の図書館。1 階に
はカフェを併設している。

階 教室

◆リエゾン棟

教室番号：L1 〜 L4

主に語学や教養科目で使用
する。使わない学生も多い。
★教室番号の見方

◆図書館

◆総合体育館

主に運動学演習で使用す
る。フィットネスルームは、
講習を受ければ体育会以外も
使用可能。

リエゾン 教室

◆創造の泉

噴水。クリスマスが近づくと変化するとかしないとか……。

◆創立者の像

創立者である 3 名の大先生の肖像と、建学の精神が彫られ
たモニュメント。ぜひ一度は見てほしい。
1

キャンパス案内
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和泉図書館

◆コミュニケーションラウンジ (2F)

防音設備が整ったラウンジは、複数人で話しながら学習し

たり、休憩をとったりと利用者同士の交流の場となっていま

和泉キャンパスの顔ともいえる和泉図書館をご紹介します。

す。予約の必要はないので、気軽に利用することができますが、
テスト期間やその直前などはすぐに満席となってしまうこと
が多いので気を付けましょう。

◆利用案内

・開館時間

平日 08:30 〜 22:00

土曜 08:30 〜 19:00

日曜・祝日 10:00 〜 17:00

・本の貸出

学部生は一度に 15 冊まで、15 日間借りることができます。

◆グループ閲覧室 (2F)

グループ学習を行う際に最適な個室です。全部で 6 部屋あ

ります。各部屋に設置されたタッチディスプレイは、ホワイ
トボードの代わりとして利用できます。和泉キャンパス図書

館のホームページから「オンライン予約システム」で利用予
約できます。

◆サロン (1F)

◆電卓室 (2F)

図書館の 1 階にはサロンが併設されています。FORESTY

COFFEE が営業しており、学習や読書、休憩などに利用できま

和泉図書館では上層階に行くほど静かに利用する人が対象

す。座席数は 94 席です。FORESTY COFFEE の営業終了後から

になっています。様々な目的に利用できる図書館ですが、電

図書館閉館までの間は、自習室として開放されます。

卓の音などは周りに迷惑をかけてしまうことがあるので、電

卓などを使用する場合はなるべくこの部屋を利用しましょう。

◆ホール / ギャラリー (1F)

ホールは講演会やシンポジウム、学部間共通総合講座「図

書館活用法」の授業、図書館主催の様々なイベント等で利用

ガラス張りで内部の様子が見えるようになっていて、2F から

す。ホール・ギャラリーともに、手続きをすれば学生が利用

ます。書庫資料についても開架資料と同様に手続きなしで利

することもできます。

全国紙だけでなく、地方紙や専門誌、スポーツ紙、海外の
新聞なども取り揃えています。大型タッチパネルを使えば、
世界各国の新聞を読むこともできます。これらの新聞は書庫
に保存されています。
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積層集密書庫は 2F から 4F にかけて 6 層からなっています。

されます。ギャラリーでは貴重書等、特色ある図書館資料の
紹介や、本学関係のテーマに合わせた展示などを行っていま

◆新聞コーナー (1F)

◆積層集密書庫 (2-4F)

4F まで広がる吹抜けから収容された蔵書を見渡すことができ
用できます。

◆リフレッシュコーナー (3-4F)

勉強や読書の合間に一息付けるスペース。ずっと座席に

座りっぱなしで疲れる、なんて方はぜひ使ってみて下さい！

2

和泉図書館
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◆座席 (1-4F)

図書館には何か所も座席が用意されており、そこで勉強や読書をすることができます。階ごとによっ
て座席の形も異なるので、気分によって変えてみましょう！
4 階ではパソコンが禁止となっているので気を付けて下さい。

◆本の貸出方法

ここでは各階にある自動貸出機を使った貸出しの手順を紹介します。
①借りたい本を持ち自動貸出機へ

②貸出ボタンをタッチ

③学生証をタッチ

④バーコードを読み取って完了！

◆携帯電話ボックス

図書館内でも電話ができるスペースです。公衆電話が
設置されているわけではありません。図書館内で私語は
禁止ですので、当然携帯電話での通話も NG です。通話
をしたいときはここを利用しましょう。
※席を離れる際は盗難に注意して下さい。

◆パソコンの貸出方法 (1F)

※指定日時までにきちんと返却しましょう。返却は、明治大学の他の図書館からすることも可能です。

貸出用のパソコンは 1 階の階段横にあります。学生証
が無いと借りることが出来ないので気を付けましょう！
使用後も忘れずにきちんと返して下さい。

①学生証をスキャン

図書館お役立ち情報

②利用可能なボックスが開き、パソコ
ンを取り出して完了です。

その 1

OPAC 検索コーナー

その 2

本日の格言

目当ての本が見つからない……そんなときには OPAC 検索コーナーを利用しましょう。著
者名や出版社名、キーワードから検索し、関連した図書の配架場所や貸出状況を調べること
ができます。また、他キャンパスの図書館の情報も確認でき、本を取寄せることも可能です。
ぜひ利用してみましょう。

図書館に行ったことがある人はおそらく全員が見たことがあるでしょう。図書館に行くこ

とが常態化してくると目に留めないようになるかもしれませんが、実はこの格言は日々更新
され続けているのです。ぜひ注目してみて下さい！
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体育館
ちょっと離れたところにある体育館。
どこに何があるか把握しよう

◆体育館までの行き方

グラウンド
テニスコート
イースト棟

ウエスト棟

第一校舎

ボックス棟

③

明マ

空地

②
①

②

③

①

merit

demerit

きちんと舗装されていて歩きやすい

喫煙所からタバコ臭が漂ってくる

最短距離

アップダウンが激しい

ボックス棟からは一番近道

雨でぬかるむ

◆利用の心得

・4 月に行われる健康診断を必ず受診してください。
・室内は飲食・喫煙厳禁です。水分補給は冷水器を利用してください。
・館内は土足厳禁です。靴を入れる袋を必ず持参してください。館内で靴を履く場合は、赤い靴紐をつ
けた館内用シューズを用意してください。（靴紐は明大マートで販売）

◆インフォメーションボード

入口横に設置してあります。休講情報や授業教室はその日の朝 (8:30) から掲示されるため、授業当
日は確認しましょう。
38

第二章

大学探索〜和泉キャンパス〜

◆ウエスト棟 2F
シャワー、WC
更衣室（女）

シャワー、WC

フィットネスルーム

体育
教員室

5

6

多種多様なトレーニングマシンがあります。

7

WC
（男）

トンやバレーボールの授業で使用します。
第二章

入口

卓球台が 12 台あります。平日昼休みには一

メインホール

バスケットゴールはありません。バドミン

40

体育
事務室

卓球場

サブホール

サブホール

AED

般開放されています。

◆ウエスト棟 3F

7

6

職員

会議室

卓球場

←

フィットネス
ルーム
5

講義室

インフォメーションボード

更衣室（男）

大学探索〜和泉キャンパス〜

WC
（女）

8

メインホール

8

バスケットボールやフットサルなどの授業
が行われます。

事務室

診療所・学生相談室
明大生を陰ながら支える事務室。
新入生なら必ず訪れるであろうこの場所では、
どのような業務を行っているのでしょうか。

学生の様々な問題に対応する診療所・学生相談室の紹介をします。
心身ともに健康な学生生活を送りましょう。

◆事務室とは？

◆和泉診療所

の質問などに対応してくださいます。この記事を読み、和泉キャンパスでも利用する機会の多い事務

チテストや、有料で健康診断書の発行も受け付けています。特に一人暮らしの学生は、慣れない環境

事務室は、皆さんの学生生活を支える場所です。ここにいる職員の方々は、各種手続きや生徒から

室について知りましょう。

◆政治経済学部事務室〈第一校舎 1 階〉

政治経済学部に関する内容のほぼすべてを担当するのが、

「政治経済学部事務室」です。授業・単位・試験・成績や、卒業・

学籍、そして休学・退学に関連する業務も行っています。また、
レポートの提出ボックスもここにあります。事務室のなかで
も、ここを利用する機会が一番多いでしょう。
〈開室時間〉
月〜金
土

9:00 〜 18:00（11:30 〜 12:30 は閉室）
9:00 〜 12:30

※明治大学活動制限指針のレベルにより、上記の時間は変更される場合があります。

◆和泉学生支援事務室〈第一校舎 1 階〉

奨学金・遺失物・学生健康保険・サークル活動等のサポートが受けられるのが、「和泉学生支援事務室」

です。また、「学生支援事務室」の窓口は問い合わせ内容によって以下の 3 種類に分かれています。
また、これらの情報は 2019 年時点でのものですので、変更の可能性があります。
11 番窓口 : サークルの助成金申請などの課外活動

12 番窓口 : 厚生（セミナーハウスの利用など）・学生保険・遺失物の問い合わせ
13 番窓口 : 奨学金の申請や問い合わせ

◆メディアサービスカウンター〈メディア棟 1 階〉
メディアサービスカウンターでは、Oh-o Meiji! のパスワー

ドを忘れてしまった場合に問い合わせを受け付けています。
政経事務室でも受付を行っていますが、混み合っているとき
は、こちらを利用しましょう。また、プレゼン設備利用講習
会の申し込みも対応しています。
〈開室時間〉
月〜金
土
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学生証の提示により診療（内科）
・健康診断・健康相談を受けることができます。また、
アルコールパッ

や不規則な生活により体調が悪化することがあるので、少しでも身体の不調を感じたらなるべく早め

に診てもらうことをお勧めします。また、実際に診療所に行く際は、下記の時間が予定と被っていな
いか事前に確認しましょう。
〈場所〉

第一校舎 2 階

〈問い合わせ〉

03-5300-1179

〈開室時間〉

月・火・水・金曜日
木曜日

9:30 〜 12:00、13:30 〜 16:30

9:00 〜 11:30、13:30 〜 16:30

（午前診療は変更になる可能性あり）

土曜日

9:00 〜 12:00

（休診日。健康相談のみ受け付けます）

※長期休業・行事等により、上記の時間は変更する場合があります。

◆和泉学生相談室

学業・サークル・進路や就職など、学生たちの多岐に渡る相談に対応するのが学生相談室です。相

談料金はかからず、相談に関する来室や相談内容の秘密は固く守られるので、学生生活に少しでも不
安を感じる生徒は安心して相談をしましょう。
〈利用方法〉

1. まずは相談の申込みが必要です。開室時間内に来室、または電話で申し込むかの 2 つの方法があり、
家族や友人と一緒に利用することも可能です。

2. 申込み後、初回の相談はインテーカー（学生相談室の担当職員）との面談になります。

3. 初回の相談内容に応じて次回以降、カウンセラー、精神科医、弁護士といった専門の相談員が面談
を行います。
〈場所〉

第一校舎 2 階

〈問い合わせ〉

03-5300-1178

〈開室時間〉
平日

10:00 〜 17:00

土曜日 9:00 〜 12:00

※土曜日は原則として隔週での開室。

※長期休業・行事等により、上記の時間は変更される場合があります。
4

事務室

5

診療所・学生相談室
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◆配膳の流れ

安く、ボリューミーな食事を求める学生諸君、学食に集え！

◆基本情報
営業時間
平

日

土曜日

1F

10:30 〜 20:00

(L.O.19:00)

3F

10:30 〜 16:00

(L.O.15:00)

2F

10:30 〜 14:30

10:30 〜 14:30

(L.O.14:00)

(L.O.14:00)

列に並んで注文する

注文した場所で料理を受け取る

レジで精算

◆記事担当のイチオシ

※1F のみ営業

※休日授業実施日や夏季・春季休業中、入試期間等は営業時間が変更になることがあるので、
明大サポートのホームページで確認しよう。

（450 円）

主なメニューと該当フロア

カレー、パスタ、サラダバー
焼き立てパン等

中華麺、うどん・そば、チャーハン等

和泉の杜名物の油淋鶏（ユーリンチー）定食が進化を遂げた。油淋鶏とは、揚げた鶏肉に刻みネ

ギと醤油ベースのソースがかかったもの。四川料理を日本に広めたという陳健一さんが監修してい

る。十分なボリュームと病みつきになるおいしさを兼ね備えた逸品だ。学食に行ったらまずは油淋
鶏を頼んでみてはいかがだろうか。

定食（和洋中・パワーランチ ) 等

お得な情報

1F：パスタ各種等

定食 ( 和洋中・パワーランチ等 )

1 階では油淋鶏をはじめとした人気の定食が提供される。定食メニューにはすべて味噌汁とご飯が

セットになっていて、ご飯は 40 円増しで大盛、50 円引きで少なめにすることが可能だ。それ以外に

は A・B の 2 つから選べる日替わり定食と、スペシャル定食なるものも存在している。いずれも 500

円程度で食べることができるので、大学生のお財布にとても優しい。当日に何が食べられるかは、1 階
入口付近のショーケースで確認するべし。
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100 円朝食について

和泉の杜で味わうことができるのは、昼や夜だけではない。各学期 1 週間限定で、な

んと 100 円で朝食をとることができるのだ。実施する日程や期間中のメニューは学期に

よって異なるが、100 円朝食の期間に近づくと校門の前に掲示されたり、大学のホーム
ページで確認することができる。

100 円だからと侮ることなかれ。筆者が訪れた日はトーストやスクランブルエッグ、

スープなど想像以上にしっかりとした朝食をとることができた。時間は 8：15 〜 10：
30 で売り切れ次第終了。和泉の杜では 100 食ほどが用意されていて、係の方によると
早くても売り切れるのは 9 時ごろだとか。1 限の授業の前に少し早起きして、お得な
100 円朝食に行ってみよう！

6

和泉の杜
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3F：

中華麺、うどん・そば
2F： チャーハン等
2 階ではバラエティー豊かなメニューがそろっている。まずはラーメン。豚骨、醤油、味噌の定番中

華麺に加え、めいじろうラーメンと大判チャーシュー麺を味わうことができる。その辺のラーメン屋
よりもグッと値段が抑えてあるので、頼みやすい。

うどんとそばは、夏は冷たく、冬には温かいものが提供される。種類も豊富なのでお勧めだ。かけ

カレー、パスタ、サラダバー
焼き立てパン等

全国津々浦々あらゆる学食にあると言われているカレー。そんな学食の代名詞は、もちろんここで

も食べることができる。昼休みには長蛇の列ができるほどの人気っぷりであるが、その要因は良質な
味と値段の安さだろう。

パスタは、レギュラーメニューのミートソースに加えて、日替わりのメニューが用意されている。

うどん・かけそばは 260 円でハーフは半額。きつね、たぬき、温泉卵などのトッピングも頼める。

ほかにもスペシャルパスタというスペシャルなメニューも。何が出てくるかは頼んでからのお楽しみ。

で注文する価値はあるだろう。

どの販売もあるので要チェックだ。

持を得ている。

る必要がないかもしれない。ぜひ利用してみよう。

ニューがある。味噌汁がセットでついてくるので得した気分に。ごはんの大盛はプラス 50 円で可能だ。

◆配膳の流れ

これ以外にも麺類では、日替わりのスペシャル麺も楽しむことができる。様々な麺類が味わえるの
チャーハンは 280 円という破格的安さかつボリューミーな日替わりメニュー。学生から熱狂的な支
丼ものでは、チキン南蛮丼がレギュラーメニューとして君臨している。それ以外には日替わりのメ

◆配膳の流れ

◆記事担当のイチオシ

食券を購入

食券を渡して料理を受け取る

そして 3 階には焼き立てパンが売られている。全品 200 円以下でパン以外にもクレープやパフェな

さらに、充実したカフェのメニューにも注目である。ここに来れば、わざわざ帰り道のスタ〇に寄

パン

カレー、パスタ、サラダバー

食券を購入する

食券を渡して料理を受け取る

レジに持っていき精算する

◆記事担当のイチオシ

（550 円）

（580 円）

パワーランチと双璧をなす和泉の怪物。写真では伝わりにくいが、とにかく想像以上に皿が大きい。

和泉の杜の新名物と銘打たれた期待の一品。濃厚だが濃すぎないスープにもちもちの麺。そしてラー

笑っちゃうくらい大きい。昼時の混雑した時間帯に頼めば注目されること間違いなしのモンスターフー

ルだ。人気のメニューなので、昼休みの中ほどには完売してしまう。めいじろうラーメンが食べたけ

とかなりのコストパフォーマンスの高さを感じることができる。自信のない人は友達と一緒に食べよ

メン屋さんに来たのかと錯覚するほどの本格的なトッピング。普通に店で出されても大満足するレベ
れば、授業終了後まっすぐ食券を買いに行こう。
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ドだ。トリプルカレーというだけあって通常のカレーの 3 倍の量が盛られているがその料金は 580 円
う。

※情報は 2019 年のものです。
6
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メディアライブラリー

◆キネマ旬報エリア
入口左手のエリアの棚には、過去４年分の映

「見たい映画があるけどお金は使いたくない！」

「ドキュメンタリー番組見たいけど、DVD どこでかりればいいの？」
「ヒマ！」を解決するならココ

◆メディアライブラリーとは

映像や音声などの視聴覚資料を無料で借りられる施設です。邦画や洋画だけでなく、ドキュメンタ
リー番組や語学教材も取り揃えています。ただし自宅など、
ライブラリー外への持ち出しはできません。

◆資料の借り方

パ ソ コ ン（AV-OPAC）か「作 品 リ ス ト」で 検 索
して「 メディアライブラリー利用票」に記入します。

政経学部生向きドキュメンタリー
映像の世紀

②受付で利用票と学生証を出す

職員の方が確認した後、座席番号の書かれた札と資料を受け取ります。学生証はその場で返却
されます。
＜個人ブース＞
札と同じ番号の座席
を利用してください。
※座席指定は不可

＜共同ブース＞
3 〜 6 人で見たいと
きに、空いていれば利
用可能です。
※1 〜 2 人は利用不可

③手順に従って視聴

ブース内に機材の操作ガイドがあるので、そ
れに従って操作してください。

④閲覧後、電源を切り、
資料と座席証を受付に返却
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毎月 2 回発行される通常版だけでなく、増刊
号や前年の決算特別号もあります。キャストイ
ンタビューや撮り下ろしグラビア、撮影現場ル
ポなど、見どころは満載！
映画好きの人だけでなく、好きな俳優やアイ
ドル、監督がいる人には宝の山のような場所。
気になったら１度は来てみよう。

◆ジャンル別おすすめ資料

①借 り た い 資 料 の タ イ ト ル、請 求 記 号、
再生時間を調べる

視聴する作品

画雑誌『キネマ旬報』があります。持ち出しは
厳禁ですが、すべて無料で閲覧できます。

（請求記号 DVD/1877/N/W）
歴史を映像で捉えること
ができるようになった激動
の 20 世紀。世界各国から

集 め ら れ た 貴 重 な 映 像 は、
教科書ではわからない、人々
の感情を見て取ることがで

きる。世界史を見直すのにはもってこいの作
品。過激なシーンもあるので、苦手な人は心
して鑑賞してほしい。

あなたが生まれたころの映画
陰陽師

（請求記号 DVD/237/N/W）
羽生結弦の “SEIMEI” は、
今 や 誰 も が 知 っ て い る 曲。
これは、野村萬斎演じる安
倍晴明が本作のエンディン
グで舞う際に使用されてい
る。ミステリアスな安倍晴

明と、伊藤英明演じる文武両道な源博雅の掛
け合いは雅そのもの。独特な世界観と二人の
関係に惹き込まれること間違いなし。

話題になった映画
グレイテスト・ショーマン

（請求記号 DVD/3255//W）
大ヒットミュージカ
ル映画といえばコレ！
“The Greatest Show” や
“This Is Me” な ど、数 々
の名曲が呼び起こす感
動 を 再 び 味 わ お う。も

ちろん歌だけでなく、演者たちの躍動感あふ
れる演技やカメラワーク、心に響くストーリー
は、大ヒットしたのも頷けるクオリティ。

世代を超えた名曲
THE BEATLES 1967-1970

（請求記号 CD/4826//W ）
伝説のロックバンド、ビートルズの名曲を
詰 め 込 ん だ 一 枚。「Let it Be」や「Hey, Jude」
「Hello, Goodbye」、
「All You Need Is
Love」な ど、ど こ か
で一度は聴いたこと
のある曲を空きコマ
で聞いてみるのもあ
りかもしれない……。

7

▲『THE BEATLES 1967-1970』
( ユニバーサル ミュージック )

メディアライブラリー
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自分磨きへの筋トレの勧め
〜自分を変えよう新入生〜

◆何故に筋トレが流行っているのか！

まずは新入生の皆さん、政治経済学部へのご入学おめでとうございます！これからの新生活に期待

や不安を抱えていると思います。この記事では大学生になって何か新しいことを始めてみようかなと
思っている人の助けになればと思い書いています。

最近、巷では筋トレが流行っています！（多分）自分が思う、筋トレが流行っている理由は「内面

から自分を変えられるから」これだと思っています。自分の体を努力で変えることができる。この体

験は科学的にも自信を持てるようになるという結果がでています。
「中々、自分に自信が持てない」、
「自
分に更に自信を持ちたい」、こんな思いを持つ人々に対して筋トレはお勧めです。

◆

◆Let,s トレーニング

では実際に筋トレのメニューを紹介していきます！自分が実際に行っている筋トレメニューはこん
な感じ！

・ベンチプレス（胸筋）
・インクラインダンベルフライ・プレス（胸筋）
・シーテッドロー、ラットプルダウン（背筋）
・ダンベル・ブルガリアンスクワット（脚筋）
・ショルダープレス・アーノルドプレス（肩筋）
・インクラインサイドレイズ（肩筋）
・ダンベルカール・ハンマーカール（腕筋）
・フレンチプレス＋α（腕筋）
・ラスト、20 分〜 30 分ラントレ

筋トレ体験談（局員 R.A の場合）

自分の体験談をここからは紹介していきます。自分が筋トレを本格的に始めたのは大学生になって

からです。始めた理由は自分のやっているバスケに役立つからという単純なものです（笑）。実際に筋

トレを始めてみるとすぐには変化を感じませんでした。でも、２〜 3 か月ほどすると。友人たちから「体、
細くなったね」と言われるようになり、自身でも以前よりも体がよく動くなと感じ始めるようになり、
自信がつきました。

◆筋トレをやる際の注意！

ここからは自分が実際にジムに通ってこなしている筋トレのメニューと簡単な筋トレ講座のような

ものを紹介していこうとおもいます。その前に！まずは筋トレについて軽くレクチャーさせてもらい
ます。

皆さんは筋トレと聞くと毎日コツコツやるものとイメージされると思います。自分にかける負荷が

少ないものであれば、それでも問題はありません！しかし、本格的に全身の筋トレをやる場合には適

度な休息をとる必要があります。そうしないと自分の体を壊し続けるただのド M です。筋肉が回復す
る期間はずばり 3 日です！この期間を守って楽しく筋トレ！
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ルールを守って楽しく
筋トレ！
◆メニューを見て

どうでしょうか？皆さん多いなと感じたのではないでしょうか。自分でも多いと思ってます（笑）

全身を鍛えようとするとどうしても多くなってしまうんです。
（言い訳）自分は大体 2 時間くらいでやっ

てます。写真はトレーニング中の自分です。
（需要 0）もちろん、初心者の人や、体の特定の部位を鍛
えたい人、痩せることが１番の目的の人はメニューは軽くなるので、安心してください。トレーニン

グの基本は同じメニューでも扱う重量に変化をつけることで、効果的に飽きることなく筋トレができ
ます。

◆トレーニング中の注意ポイント

トレーニング中にも気を付けてもらいたいポイントが２つあります。１つ目は姿勢です。スポーツ
や楽器などにも正しい動作、弾き方があると思います。筋トレも正しい姿勢で行わなければ効果が薄
かったり、怪我をしてしまうので、常に正しいフォームを意識しましょう。もう１つは扱う重量の限
度を知ることです。これも当たり前ですが、いきなり重い重量を扱うと大怪我に繋がり、ただ体を痛
めるだけになってしまいます。体を鍛えて早く筋肉をつけたい気持ちはわかります。しかし、筋トレ
の効果は初めてから２〜３か月かかるので、焦らずやっていきましょう。

◆終わりに

まずはここまで、読んでくださった皆さんありがとうございます。この記事を読んで筋トレを始め

てみようかなと思ってくれた方が１人でもいればとても嬉しいです。また、「政経の歩き方」では自分

の趣味を記事にできます。少しでも興味が生まれた方はいつでも見学に来てください。いつでもお待
ちしています。ではこの辺りでお別れとしましょう。では、新入生の皆さんさようなら〜。
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下北沢レポート

腹ごしらえを済ませ、向かったのは古着屋だ。服に無頓着な私でも古着の街・
下北沢は知っているし、
「西海岸」という古着屋は耳にしたことがあるくらいだ。
お洒落に興味を持ついい機会なので、同伴していた小粋な後輩に服を選んでもら

サブカルの街・下北沢
楽しい学生生活は下北沢にあり

うことにした。数回の試着を経て、上下合わせて 3 着お買い上げ。人に選んでも
らうと自分では買わない服を選んでもらえるのでたまには良いかもしれない。私
の他にも、同期が服を選んでもらったので、その変化をお届けしたいと思う。

和泉キャンパスに通う明大生なら一度は訪れ
るであろう下北沢。グルメ、ファッション、音
楽など来る人を飽きさせない魅力的な街だ。お
洒落に縁もゆかりもなく、サブカルに疎い私が
下北沢に行っても楽しめるのだろうか。いざ検
証！
まずはメインストリートを散策してみ
る。街ゆく人たちはカップルばかりで、そ
の眩しさにしっかり前を見て歩けない私が
いる。ケバブ、カレー、ラーメンなどの飲
食店が軒を連ね、そこから発せられるスパ
イスやスープの香りが混ざり合ってカオス
な香りとなり、下北沢の街に漂う。その香

私

before

私

after

りによって不思議とお腹が空いてきた私は
飲食店の目星をつけ始める。
少し歩いていくとひと際目立つ看板があ
り、私が好きなパスタ屋さんだったのでこの
お店に入ることにした。
「パンコントマテ」
というお店で、駅から 1 分というアクセスの
良さ。お店の内装はアメリカンなテイストで、
壁面に西部劇に出てきそうな人物画があしら
われていた。私はカルボナーラを注文した。
ランチは大盛無料と太っ腹だ。下北沢には多
くの学生が来るのでサービスをしているのだ
ろうか。
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�� 全キャンパス制覇��

生田 → 和泉

エネルギーも充分チャージできたので、生田キャンパスを後にし、和泉キャンパスへ直行。津久井

道→多摩川を越え→世田谷通り→環八通り→甲州街道
く道幅も広いため、かなり走りやすかった。

明治大学の全 4 キャンパスを 1 日で巡る旅、ここに開幕！

という道なりだったが、高低差もほとんど無

◆和泉キャンパス編

午前 12 時、和泉キャンパスに到着。生田からは 1 時間ほどだった。

◆出発編

ちょうどお昼時というのもあり、校舎前の歩道橋では多くの学生が行

私たち、政経生が 4 年間お世話になるのは主に和泉キャンパスと駿河台キャンパス。しかし、4 年

を通して中野キャンパスや生田キャンパスへ一度も足を踏み入れないというのも些かもったいないと
思いませんか？

🚴🚴

そこで、本企画では明治大学の全 4 キャンパスを自転車で 1 日かけて巡り、キャンパス間の距離や学
食の違いなども紹介していく。

◆生田キャンパス編

き交っていた。久しぶりの和泉キャンパスに懐かしさを感じながらも、
次なる中野キャンパスへ向け出発。

和泉 → 中野

⚠

和泉キャンパスから中野キャンパス。道のりは環七道路を約 5 キロ北上するだけという楽勝ルート

午前 10 時、神奈川県川崎市にある生田キャンパスに集合し、キャンパス内の散策開始。やはり和

泉や駿河台とは比べものにならないくらいキャンパス内が広く、自然も多かった。探索を楽しみつつ、
少々迷いながらも無事食堂へ到着。昼ご飯には少し早いが、始めて訪れる生田キャンパスの食堂で昼

食をとることにした。私は鉄板焼き定食を頼んだが、値段が 600 円とはいえ、かなり絶品であった。
まさか学食でアツアツの鉄板焼きが食べられるとは。ちなみに、編集長のあいだくんは鰆（さわら）
定食を注文。こちらも負けず劣らずおいしそうだった。

のはずが･･･ここで一つ目の鬼門が訪れてしまう。それはつまり、環七道路の走りにくさである。平
日にもかかわらず多い交通量に加え、道幅の狭さ、信号の多さなどが障害となり、体力をかなり削ら

れてしまった。走行時間はたったの 20 分ほどであったが、正直全ルートの中で一番過酷だったといっ
ても良いかもしれない。

◆中野キャンパス編

そんな環七も乗り越え、12 時 50 分、ようやく中野キャンパスへ到着。生田や和泉とは違い、ザ・

ビルという出で立ちであった。圧倒されながらも初めてのキャンパス内へ歩を進めていく。キャンパ

ス内はガラス張りのラウンジ、真っ赤なエスカレーターなどがあり、全体的にお洒落なオフィスビル
のような印象を受けた。探索も良いが、まずは食堂で 2 回目の昼食？
←生田キャンパス
にて発見した謎の
モニュメント

を取ることにした。中野キャ

ンパスでも他の食堂と同様、どのメニューもおおよそ 500 円前後で提供されていた。ただ、中野では
メインメニューに加え、お好みの 1 品を小鉢として選ぶことが出来るというシステムがある。オクラ
やたくわんの漬物やコーヒーゼリー、コーヒー 1 杯と選べる小鉢は多岐にわたるため、その日その日
の気分で毎日変えていくのも面白いかもしれない。今回は私が、カレーライスとたくわんの漬物、編

集長はオムライスとコーヒーゼリーを注文。どのキャンパスでもカレーライスは食べることができる
↑

が、個人的には中野が一番美味しいように感じた。編集長曰く、コーヒーゼリーもなかなか絶品だっ

生田キャンパス

たようだ。まさか中野の学食がこんなに美味しいとは･･･。やはり実際に足を運んでみなければわか
らない事は多い。

↑
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鰆定食

↑

中野カレーライス＋オクラとたくわん

↑

オムライス＋コーヒーゼリー
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さて、昼食も堪能したので、続いてキャンパス内の探索開始。中野キャンパスは、一つの建物に

事務室や食堂、教室が集約しているため、基本的にはエレベーターでの移動が中心になる。

中野 → 駿河台

⚠

いよいよ最終目的地である駿河台キャンパスを目指して出発。中野から駿河台までは約 10 キロ、

ひたすら東へ進むという道のり。さすがに足が痛み始めていたが、ここにきて再び鬼門にさしかかる。
場所は新大久保駅付近。道路自体はそこまで狭くないが、路駐の多さと人通りの多さで全く満足に進
めなかった。自転車で走行する際、実は進んだり止まったりを繰り返すのが一番きついかもしれない

と改めて痛感した場面でもあった。そんな難所も乗り越えようやく市ヶ谷駅が見えてくる。後はもう
市ヶ谷を越え、靖国通りを直進するだけ。靖国通りは道幅も広く、信号も少ないためかなり順調に走
ることが出来た。靖国神社を通り九段下駅、神保町駅、そして明大通りを左折しついに駿河台キャン
パスに至った。

◆駿河台キャンパス編

🏳

15 時、ついに駿河台キャンパス到着。かなり疲れ

↑

中野キャンパス外観

↑

中野エスカレーター

いくつかの階を回ってみたが、中野キャンパスにはちょっとした腰掛け椅子から、大きなソファー

まで、学生が集まれるスペースがとても多いことに気がついた。加えて座り心地もかなり良いため、
永遠に座れるといっても過言ではない。それくらい、快適なスペースが多く設置されていた。和泉

たが、その分達成感も大きい。自転車で 4 キャンパス
全てを周るなんて、やる前までは出来る気がしなかっ

たが、1 日かければ意外と出来てしまうものだ。そん
な感傷に浸りながらも、ここまで同行してくれた編集
長に感謝と別れを告げ、帰路につく。

や駿河台にもあったら良いなと思いながらも中野キャンパスを後にする。

ここまで 4 キャンパスを巡る行程を綴ってきたが、

いかがだっただろうか。4 つ全てが明治大学のキャン

パスであることには間違いないが、実際に見比べると
それぞれに個性があり、同じ大学とは思えないような

雰囲気も感じられた。明大生であれば、学生証という

一つのパスさえあれば全てのキャンパスに入ることが
出来る。新入生の皆さんには、そんなパスを最大限活

用し、是非、一度は全キャンパスを訪れてもらいたい。
必ず、面白い発見が出来ると思うので！
画像のようなソファーや

ラウンジが中野キャンパス

❖番外編

る。しかも、ほとんどが空

堂 で 行 わ れ て い る、弁 当 販 売 に つ い て 紹 介 し て い く。

を利用しないのはもったい

大防止のため、500 円弁当が販売されている。高級そう

には数え切れないほどあ

席。こんな快適なスペース
ないので、気が向いたとき
にでも利用してみるのもあ
りですね！

本編とは異なるが、ここでは現在和泉キャンパスの食

2021 年 12 月現在、和泉キャンパスの食堂では感染症拡

な弁当箱を開けると、白米の上にはにんじんや玉ネギ、
オクラや鶏肉など様々な具材が盛り合わされていた。ど

の具材もご飯に合い、ご飯が足りなくなってしまうとい
う欠点はあったものの、とても美味しかった。

和泉キャンパスに立ち寄った際、たまには弁当を食べ

てみるのもオススメです！
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和泉の 500 円弁当
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CHAPTER:4

局員私生活

今年も大学生ならではの活動をたくさん
行いました！山に行ったり、下北沢やお
台場にも行ってきました。面白い記事が
盛り沢山ですよ〜 ( 笑 )
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◆不安と期待 ～第３区～

◆G★O★A★L

という長距離を走ったことは今までなかったため、無事走り切れるか少し不安を感じていた。一方で、

な気持ちではあるが、無事ゴールできたので良しとしよう。このかき氷で元気を注入し、5 区の相田は

自転車箱根駅伝、私は第３区を担当した。３区は他の区よりも比較的高低差は少ないが、約 20km

幸運にも当日は晴れており、自転車に乗るには最高のコンディションだったため楽しみでもあった。

◆T.O.T.S.U.K.A

意外としんどかった後半の登り坂を必死に登っている間、他の人はかき氷を食べていたと思うと複雑

今企画最大の難関へと立ち向かっていった。今度は私が彼をゴールで待つ番である。

◆Mr.AIDA

スタート地点は戸塚中継所、襷（自転車）は２

区担当の金子先輩から無事引き継がれ、私は４区

者として選ばれたあいだである。水分補給とかき氷の

の平塚中継所へと出発した。スタート直後、いき

おかげで元気溌剌、目の前に待っているのが激坂だと

なり上り坂にさしかかったが、難なく乗り越えら

知っていてもその足は軽く、意気揚々とスタートを

れた。このペースでいけばかなり早く着けそう。

切った。

そんな風に浮かれながら進んでいると、行き止ま
りに突き当たってしまった。この瞬間、暑さとは
別の汗をかくほど焦ってしまった。
そこからはしっかりとマップを確認しながら引き返し、東海道という大きめな通りへ合流した。こ

こからは東海道沿いを直進するだけで平塚中継所へと到達できるため道に迷う心配はなかった。

みる減っていき、今にも雨が降りだしそうであった。どう

◆Top of the world

所まで残り 4km の地点でついに降られてしまった。雨は
ゲリラ豪雨のような感じでかなり強く、体は一瞬でずぶ濡
れになってしまった。濡れたことで多少の不快感はあった
ものの、暑さで火照った体が冷やされる感じがしてむしろ
爽快にも感じた。

そんな風に思いながらもペダルをこぎ続けていると、ついにゴールである平塚中継所に到着した。

走っている間は全くゴールにたどり着くイメージが湧かなかったが、いざ到着してみるとあっと言う
間にも感じられた。続く 4 区は滝沢に任せた！

◆番外編 ～第 4 区～

3 区の杉山から襷を受け取り、5 区に向かう。ここでは、趣向を変えて 4 区の舞台裏について話そう。

4 区の滝澤が必死に走っているとき、私たちは電車で 5 区スタート
地点へ移動する。5 区出発点は駅からほど近いところにあり、観光客
でにぎわっていた。かき氷のキッチンカーが止まっており、値段はお
高めだが迷わず購入。おいしそう。私は桃、友人はイチゴを選んだ。
近くにあったテラス席に座り、デザートタイムといこう。とてもおい
しい。おいしさが限界突破していた。これが昼飯代わりになったかわ
いそうな人もいたようだが、満足そうな表情をしていたので何よりで
ある。
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超えると、誰も通らなくなった。孤独感をスパイスに、一人で走る気楽さを堪能する。森に囲まれた道
路を独占し、一歩一歩走る。スマホも水も残量が少なくなり、あまり頼りにはできない。日も落ちてき

にか雨雲が逸れてくれないかと心の中で祈るも、平塚中継
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ほど休み、再スタート。休憩後しばらくは軽快に登ってゆく。人の気配が妙に心強かった。最後の駅を

◆天候不順

しかし、最後まで順調にはいかないようだ。青空はみる

◆かき氷

◆孤独

道はほぼ一本なので迷わずに進んでいく。適当な駅で水分補給をし、ついでに道の確認を行う。5 分

◆再出発

◆H.I.R.A.T.S.U.K.A

～第 5 区～

そして私がアンカー、意地と名誉の最後区、その走

て、時間との戦いも迫られた。
ついに頂上にたどり着く。走行距離 15 キロ標高 874m、ふもとから地道に踏んできたおれの最高到

達地点だ。さあ、記念に写真を撮らなければ。…？電源が切れた…。ゴール地点はここから少し離れ
ており、道がわかりづらい。どうするべきか…。

◆完走

最終 2 キロ。ほの暗いなかを勢いよく駆け下りてゆく。夜は近い。ゴールも近い。降りてゆくさなか、
人のよさそうなおばあちゃんが道を教えてくれ、その通りに下ってゆくとゴール前に仲間が待ってい
るのが見えた。おれは感情を抑えきれずに両腕でガッツポーズをとりながら、彼らの待つ箱根駅伝一
日目ゴールへと飛び込んだのだった。記録は 1 時間 46 分。駅伝選手のほうが速いという事実は置いて
おき、自分がそれを達成したということに俺は浮かれ、なんだかヒーローにでもなったかのようだった。

◆区間新なるか

第五区。アンカー相田、走行距離 20 キロ。獲得標高推定 800m。所要時間 1 時間 46 分。

◆来年こそは

この企画を通しての結論だが、駅伝選手はバケモノだ。
信号機や道がわかりづらいというハンディキャップを背
負っているとはいえ、同じ年代の自転車にここまで差を
つけるとは正直予想外だった。俺たちは彼らをバケモノ
たらしめているすべてに敬意を払いつつ、この企画をや
り通した自分たちにも、わずかな自信を得たのだった。

1

箱根 1 への軌跡
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◆ぽんしゅ館

私、横井祐介、20 歳は鉄道オタクになってまだ 5 年ばかりの青二才だ。今回は一端の
鉄オタが E4 系マックス引退に際し、後輩 2 人とさよなら乗車をしてきたので、感想を
読者の皆様にお伝えしたいと思う。

とも考え、3 杯にしておいた。先輩なのに情けない。3 杯しか飲んでないという事はメダル
を 3 枚使う日本酒を飲んだという事だ。私は日本酒の味を吟味できるほど舌が肥えていな

車 2 階建て車両であり、16 両編成時の定員

いので、メダル 3 枚の日本酒を飲んだところで特段おいしいなどとは思えなかった。どう

は 1634 名であり、1 本の高速列車としては

やら舌トレが必要らしい。

世界最大となる。ちなみに E4 系の「E」は

◆歴史に触れる

EAST の E であり、JR 東日本の車両という事

私たちは新津鉄道資料館を訪れ、引退が迫って

を表している。

いる E4 系の面影を少しでも感じようとした。そこ

◆ご対面

私が今回乗車したのは越後湯沢から東京間だ。実際に対面してみるとその高さに圧倒さ

れる。さすがは 2 階建て新幹線、マックスの名を名乗るにふさわしい巨躯を誇っている。
車内を見ると私と同様、さよなら乗車をしていると思われる方々が多くいらっしゃった。
車内だけでなく、ホームには撮り鉄の方々が一瞬のすきも見逃さないよう自慢のカメラを
構えていた。

では過去に日本の旅客輸送を牽引してきた偉大な
面々が並んでいた。東北新幹線の初代 0 系や皆の
憧れの的であっただろう寝台列車などが肩の荷を
下ろし、疲れを癒していた。私たちは過去の鉄道
遺産に触れ、鉄道がその様相を変えつつも数多の
人々の足を支えてきたと思うと感慨深く、鉄道に

◆いざ行かむ

発車ベルが鳴り始め、駆け足で乗車。いざ乗り込んでみると 2 階建てらしい開放的な天

井や 1 階、2 階へそれぞれ続く階段が目に入る。せっかくなので景色がよく見える 2 階に
上がってみる。私が乗車したのは自由席だったので席が空いていることをお祈りする。席
について景色を楽しもうと思ったが、上越新幹線はトンネルが多い。2 階からの車窓を期
待していただけに残念であった。それに加
えて乗車前に飲んだ日本酒が回り始め、出
発後すぐ爆睡してしまった。時を戻そう。
私たち 3 人は越後湯沢駅構内にあるぽん
しゅ館というところにいた。

局員私生活

ており、たくさん飲みたい人は 5 杯飲め、弱い人は 3 杯でとどめておくことが出来る優し
杯を飲み、少しきつそうな面持ちであった。私は酒にめっぽう弱く、後で新幹線に乗るこ

E4 系新幹線につけられた愛称である。全

第四章

である。正確にはメダルが 5 枚渡され、日本酒によって必要なメダル数が１〜 3 枚まで決まっ
い世界だ。そしてアルコール強要とは無縁の世界だ。一緒にいた後輩 2 人はしっかりと 5

◆マックスとは！？
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そこは 500 円でおちょこ一杯分の日本酒を 5 杯飲めるという飲兵衛にはたまらない場所

関わる全ての方に感謝をしてもしきれない思いで
いっぱいになった。

↑蒸気機関車の運転台に座る後輩

◆気づき

今回の鉄道旅は普段当たり前のように享受していた

鉄道の恩恵を再確認するきっかけとなり、そのほかに
も新潟の地酒や米の魅力にも触れることが出来た。今
後も普段は忘れかけているありがたさというものに気
づける経験を積んでいこうと思う。

2
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❖

明大前ニッポンレンタカー

〜 （東京湾アクアライン）

❖

〜三井アウトレットパーク木更津

に遊びに行く機会も多いはず。運転が出来れば、こうした時に仲間に重宝されること間違いなし！ま

❖

自宅に車がない！という人も少なくないでしょう。しかし大学生になればレンタカーを借りて遠く

た学生の間は車を運転する必要がなくても、社会人になって地方へ配属されたら…

行きは先輩が運転してくれることになり、助手席担当と

時間が取りにくい社会人になる前に、取っておいて損はしません！

なった筆者。都内の道はとても複雑。助手席に座った人は

❖

積極的に運転手をフォローしよう！カーナビを信用しすぎ

免許の取り方の主流は 2 つあります。教習所通いと合宿免許です。ここでは簡単に 2 つの違いを説

ると痛い目に遭うかも？

明しましょう。

教習所通い
・家を長期間空けずに済む

合宿免許

順調に走り出す一行。一度免許を取った人なら少し走れば感覚が戻るものである。車内は授業やバ

・アルバイトやサークル活動、大学と並

・2 〜 3 週間でとれる

・繁忙期は予約が取れないことも…

・アルバイトやサークル活動ができない

行してできる

・合宿免許と比較し時間がかかる

・共同生活なので出会いが多い？

・自分の住んでいる地域と道路事情が違う

どちらの方法でも、教習内容や教習時間は変わりません。自分のライフスタイルや好みに合わせて

決めましょう。ちなみに教習時間は学科で 1300 分間、技能で最低 1550 分間となり合わせると 4 単位
分の授業時間（100 分 ×28 コマ）を超えます。

イト、就活の話で盛り上がる…？初心者が高速道路を運転する場合は、①なるべく左車線を②十分な
車間距離を取って③法定速度内かつ、後が詰まらない速度で 走ろう！無理は禁物だ。

❖

思い思いの買い物を終えた一行。少し買いすぎても、なんてことないのも車移動の魅力である。帰

り道は渋滞することも考え余裕を持って現地を出発。帰りは筆者の運転。エンジンをかけようとする

がスイッチがない…！？キーを差し込んで回す昔ながらのタイプだった。しかし、基本的に慎重な筆者。

❖

危なげなく夜の首都高を走る。家族以外を乗せた経験がなかったので、最初は非常に緊張した。ドラ

教習所や合宿免許のサイトやパンフレットで見かける「AT」「MT」の文字。これは「Automatic

Transmission」と「Manual Transmission」の略です。どちらのコースにするか、考えてみましょう。

AT
・アクセルの踏み具合で変速できるか
ら簡単

・免許証がほしいだけの人

・乗る車にこだわりがない人
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❖
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MT
・変速するのにクラッチ操作が必要な
のでちょっと難しい

・AT より教習期間もお金もかかる
・運転・車好きな人

・海外でドライブしたい人

イバーに任せきりにするのではなく、合流時には安全確認に協力するなど運転しない人も積極的にド
ライバーを手助けしたいもの。

❖

保険をケチらない

レンタカーには最低限の保険が利用料金に含まれているが、追加料金を払えば事故を起こした際の自
己免責額（事故を起こした際に自己負担となる金額）やノンオペレーションチャージ（レンタカーが
営業できなかった場合に払う慰謝料のようなもの）もカバーできる保険に加入できることも多い。万
が一の際に、多額の出費を強いられないためにも「安心代」として払っておこう。

３

そうだ！免許を取ろう。
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山の歩き方

山頂

政経が歩けるなら山だって歩けるさ！！

登山に行こう‼

最近、登山がブームである。東京近郊にある高尾山は常ににぎわい、その陰で遭難事故も増えてい

るという。

ここは一つ、登山部に所属する私が山の歩き方を教示しようではないか！と、後輩を巻き込んで山

に登ってみた。

STEP1 〜計画〜

山に行く際に必要な情報は３つ。
○どこの山に行くのか

今回行く山は景信山。

○どのルートを取るのか

片道一時間半くらい。

○どれくらい時間がかかるのか

ルートは赤線の往復。

万一の時に救助してもらえるように、周囲の人に計画を知らせておきましょう。

STEP2 〜準備〜

紅葉

必要な持ち物を用意しよう。

①登山靴（運動靴でも高尾山ならまあ…）
②リュック
③雨具

①

〇食糧

〇動きやすい服（薄着を重ねるイメージ）
④登山アプリ（地図）

登山アプリは設定したルートをトレースできてるか

GPS で教えてくれる、登山には欠かせないものです。

④

③

②

STEP3 〜登る〜

当日。天気が良いことを確認してから登りましょう。
〇小股で刻むように歩く
〇定期的に休憩を取り、その際食糧と水をとる
〇服の脱ぎ着でこまめに体温調節する
〇地図をこまめに確認する

おわり

これが登山のコツです
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そろキャン▲

◆ 焚火しよう

キャンプと言えばこれ。今回持って行った

焚火台は小さくて、少し忙しかった。

〜男子大生が冬キャンしたっていいじゃない〜

◆ そうだ、キャンプしよう

就活におびえ疲れた私は考えました、
「電波が届かなけりゃ就活も何もないな」と。そうして私は

初そろキャンへ飛び出したのです。

◆ いざキャンプ場へ。

今回私がお世話になったのは
「氷川キャンプ場」
。奥多摩駅からほど近い、無免許勢にも優しいキャ

ンプ場だ。予約に空きがあれば当日受付もできる。

青梅街道を走って一時間、15 時半にチェックイン。売店もある素晴らしいキャンプ場だった。

青梅街道。奥多摩の山々が期待感を高める。

今日のテントサイト。

◆ いざキャンプ場へ。

暗くなるまでそう時間はない。急いでテント設営を始める。友人から借りたテントだったので、
少し手間取ってしまった。
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◆ ご飯をつくろう

飯盒で炊飯して、焚火で温めたカレー缶をかける。空になった飯盒でお湯を沸かし、玉ねぎと

ほんだしでスープに。温めた日本酒にスープをいれて出汁割り風に一杯。

◆ おはようございます‼

さわやかな朝だ。時間は 7 時前。炊飯してお湯を沸かして、玉ねぎとほんだしを追加した豚汁
で優雅な朝餉。あたたかくなった河川敷でぼんやりしながらすごし、10 時くらいから撤収開始。

◆ 帰宅

↑結局就活サイトを見ている男の図

家に帰るまでがそろキャン△。あせらずのんびり、安全運転で帰りました。

次はもっと大きな焚火台をもって、のんびりしたそろキャンを目指したいものです。

◆ おやすみ……

いいかげん寒くなってきたので、今日は就寝。ダウンを着てシュラフに入って、おやすみなさい。
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いざ、思い出の場所へ…

5 分 ~10 分ほど走ると、駅前にあったオフィスビルやデパートは無くなり、都内とは思えないほど

周りに緑が多く、自然豊かな場所となる。そんな緑で囲まれた中に大江戸温泉物語がある。外観は旅
館のようであり、まるで旅館に泊まりに来た気分になった。

〜お台場 ( パレットタウン、大江戸温泉物語 ) 編〜

お台場の大江戸温泉は無くなってしまいまし

たが、全国に 39 箇所あるので、ぜひ他の施設
にも行ってみるのもおススメ！

昨年の春頃、私は悲しいお知らせを耳にした…。新入生のみんなはこれから色々な場所に遊びに

行くことになるだろう。そして、友達と遊ぶ中で「お台場」という場所を選ぶ者は多々いることだ

ろう。私も大学生になってから友達とよくお台場に遊びに行っており、遊び場所としては自分の中

でランキング 1 位 2 位を争うほど最高な場所であった。しかし…私のお気に入りかつお台場の醍
醐味であったパレットタウンと大江戸温泉物語がついに閉園・閉館してしまったそうだ。お台場と
いえば「パレットタウン！」と言っても過言ではないくらいメインの場所であった。私は初めこの

館内は屋台や休憩スペース、温泉などがありとても満喫できる。また、外には足湯があり、真冬は

外に出たとき足が凍りそうなぐらい寒いが、お湯に足を入れると一気に寒さも忘れてしまった。足湯
の力はすごいですね ( 笑 )

お知らせを聞いたとき、かなりのショックだった ( 泣 ) 昨年、まだパレットタウンと大江戸温泉が
あり、活気が溢れていた時代のお台場に足を運び、今までの思い出の場所を写真に収めた。みんな

もこの記事を見て、思い出してほしい。( パレットタウンは順次閉館していくということで、まだ残っ
ている施設もあるかもしれない。)

♦お台場へのアクセス

まずは、お台場の最寄駅から紹介しよう。お台場の最寄駅はたくさんあり、
「東京テレポート」、

「台場」
、
「お台場海浜公園」
、「青海」など。目的地によってそれぞれの最寄駅があるので非常に便
利である。(ex. アクアシティ→台場駅、ジョイポリス→お台場海浜公園駅、ダイバーシティ東京プ
ラザ→東京テレポート駅など )

ちなみに例で挙げた 3 つの施設は、今も生き残りを果たしているのでぜひ行ってみてほしい！
←アクアシティの横にある梅

昼食はラーメン！冬＋温泉でラーメンは

夜はイルミネーションが光りだし、とても綺麗

↓

増えてきた。

最高に美味しかった !!

だった。夕方になるにつれて、足湯に来る人が
↓

ジョイポリス近くの海岸→

♦大江戸温泉物語へ GO~‼

まず、初めに「大江戸温泉物語」から紹介する。大江戸温泉物語は駅から少し離れており、東京

テレポート駅の目の前にあるロータリーから大江戸温泉行きのシャトルバスが出ていた。そのバス
に乗って 5 分 ~10 分ほどで着く。ちなみに品川・東京・豊洲・新宿などいろいろな駅からバスが
出ていたみたいだ。
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♦次はパレットタウンへ！

次にパレットタウンを紹介しよう。パレットタウンは主にヴィーナスフォート、メガ試乗、ゲー

ムセンター、観覧車、チームラボがあるエリアである。私はこの場所が大好きで、お台場に遊びに

行くと必ず行く場所だ。店舗も多く、ショッピングできるところがたくさんあったので、ここだけ

〜観覧車〜

お台場の観覧車には何回も乗ったことがあったのだが、何回乗っても飽きないぐらいの絶景だった。

大体、夜の観覧車に乗ってから帰るのが醍醐味であり、あのお台場の景色は感動的だった。

で一日過ごせそうだった。

〜ヴィーナスフォート〜

ヴィーナスフォートは、館内に入ってみると、まるで異世界に入り込んだかのような現象となる。

そこは中世のヨーロッパの街並みになっており、約 160 のショップやレストランが軒を連ねている

のである。天井は空の画になっているのだが、歩いていくと空の色が変わっていくのも楽しみの一つ
だった。あと、夜のヴィーナスフォートは一段と綺麗！

ヴィーナスフォートの周りの散歩道

のところは、毎年冬になるとイルミネ
ーションがとても綺麗なので、夜に歩
くのがおススメ！

〜チームラボ〜

そして最後はチームラボ…。お台場のチームラボは結構お気に入りだったので、無くなってしまう

のはかなりのショックだった ( 泣 )

今、チームラボは色々なところにあるので、ぜひみんなにも行ってみてほしい！

〜メガ試乗〜

メガ試乗は実際に本物の車に試乗することができ、1.3 キロメートルの試乗コースで、好きなトヨ

タの車を体感することができる。私はかれこれ 2 年くらい運転をしていないのでお台場に遊びに行っ

ちなみに余談なのだが、以前東京ドームシティで「チームラボ」による映像演出を取り入れたお化

け屋敷があったのだが、余裕だと思い入ってみたら腰が抜けるほど怖かった。それ以来、トラウマに
なってどこのお化け屋敷にも入れていない ( 笑 )

ても、メガ試乗を堪能することはできなかった。いつかメガ試乗で乗ろうと思っていたのに残念であ
る。ちなみに調べたところ、メガ試乗ではペーパードライバー講習も行われていたらしい ( 笑 ) といっ

ても、お台場に行ってペーパードライバー講習を受けるのもなんなので、やはり地元で運転の技術を
磨き上げてから、メガ試乗を体験してみたかった。ということで、メガ試乗の写真は無いのでご容赦
を…。

〜ゲームセンター〜

〜最後に〜

この記事を書きながら、私もお台場を思い出すことができた。パレットタウンや大江戸温泉物語は

無くなってしまったが、まだまだ遊ぶ場所はたくさんあるので、ぜひみんなお台場に足を運んでみて
ほしい。

ゲームセンターは、観覧車とチームラボの間にある。1 階は普通のゲームセンターになっていて、

←ダイバーシティ前

2 階はお化け屋敷となっていた。2 階全部をお化け屋敷にしている感じだったので、かなり広そうだっ

のドラえもん

たし、怖そうだった…。しかし！お台場の別の施設の中にもっと怖いお化け屋敷があり、日本のお化

け屋敷のなかでランキング 5 位内に入るほどの怖さらしい。そのお化け屋敷は「台場怪奇学校」と名
付けられており、外観からしてとても怖い感じだった。このお化け屋敷は、デックス東京ビーチとい

う施設の 4 階にある台場一丁目商店街内にあり、閉館にはなっていないので、ぜひお台場に訪れたら
入ってみてほしい…。
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CHAPTER:5

海外留学のすすめ

5章では、ゼミや就活、留学などに
関する貴重な情報が盛りだくさん！
是非これからの学生生活で参考に
してみてください！

The Challenge

~ 私は TOEIC で単位がとりたい ~
学生と英語学習との橋渡し役を担う TOEIC。
うまく活用して単位がとりたい……

そんな Challenger をこの記事では応援します！

サイトで申込みをし、実際に試験を受けてから 1 ヵ月もすればスコアシートが届く。もし、単位取
得のできる点数を取ることができたら、政経学部の事務室にまっすぐ向かおう。持っていくのはスコ
アシートとそのコピー。学部事務室で申請書を受け取り、いくつかの必要事項を書き込んでスコアシー
ト、コピーと合わせて提出しよう。受付が完了すれば、あっという間に単位が君のもとへやってくる。
とても簡単なのでぜひ活用してもらいたい。ただし、S や A などの成績はつかないので注意しよう。

皆さんは TOEIC という英語試験を受けたことがあるだろうか。

というか政経生は入学してすぐ全員受けることになっているの
ですでに知っていることだと思う。TOEIC とは実用的な英語能
力を図る試験である。そのスコアはゼミの入室試験だけでなく
就職にも役立つ。

また、本書 88、89 ページの『検定で単位を取ろう！』にも

あるように、政経学部では TOEIC で一定のスコアを出すことで

政経学部事務室は第一校舎１階にある。 学部事務室で受け取れる申請書。 コピー機は第一校舎１階にあるので
ここで受付をしてもらう。
これに記入して提出しよう。
持ってくるのが面倒ならそこでコピー
を取ろう。

英語の単位を修得することができるのだ。筆者の知る限り、政

経生は英語の単位をたいてい卒業までに 8 単位修得せねばなら

ないが、そのうちの最大 6 単位を TOEIC で賄うことができるの
だ。これは非常に楽だし、お得だ。活用しない手はない。

TOEIC L&R TEST 出る単特急
TEX 加藤 朝日新聞出版

金のフレーズ

入試英語と異なり、TOEIC ではビジネスや日常会話で使われる用語

結果の良し悪しにかかわらず、TOEIC を外部で受けたらスコアシートを学部事務室へもっていこう。
TOEIC の受験料は 2 回まで学部が負担してくれる。なんとも太っ腹なことである。必要なのはスコア
シート、コピー、領収書、振込先の銀行通帳のコピーと学部でもらえる申請書だ。1 月から 3 月の間
は受け付けていないので気を付けよう。今回私はそれに気が付かず、申請することができなかった……。
申請するのが面倒くさい人は、学部主催で募集している TOEIC に参加すれば、初めから無償で受け
ることができる。私としてはそちらのほうが楽だと思うので活用をお勧めする。

が多く使用される。なのでまずは問題に頻出する単語をしっかり押
さえる必要がある。この単語帳でほとんどカバーできるといっても
過言ではない。必携の一冊だ。

TOEIC L&R テストこれ 1 冊で 800 点が取れる！
Wit House 編 成美堂出版
TOEIC では試験終了後に問題用紙を必ず回収し、しかも過去問が公

表されることもないので見直しや実戦訓練が困難である。本書はリ

スニング問題にも対応しており、実践的な練習とその見直しをする
ことができる。タイトルもインパクトがあっていい。
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TOEIC でいい点を取るためには、リスニングをいかに攻略
するかがポイントとなる。私がそうだったように、センター
のリスニングもまともに勉強していない人も多いかと思う
が、そんな人は会話問題ではとりあえず疑問詞の部分を聞き
取るようにすることをすすめる。疑問詞さえ聞き取れればそ
こから結構答えがわかるようになっている。どうしたらいい
かわからなくなったら、疑問詞を聞き取れるよう頑張ってみ
るといいかもしれない。
文 章 問 題 で は わ か ら な い と こ ろ は さ っ さ と 飛 ば そ う。
TOEIC の問題量はかなり多いので、少し悩んでしまうと全く
終わらず、最後の辺りはほとんど適当にマークするという結
果になりがちだ。なので、わからない問題は適当にマークし
てドンドン次の問題に取り掛かるほうがいい。
1

The Challenge 〜私は TOEIC で単位がとりたい〜
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検定で単位を取ろう！

※2021 年度の情報です。
認定科目と併せて、必ずシラバスで確認
しましょう！

授業以外でも、外国語科目の単位は取得できるんです！
検定に挑戦して、単位を取ろう！
言語

TOEIC（L&R）

◆検定で単位を取ろう！

TOEIC（4 技能）

880〜1035（2）、1040〜1165（4）
、1170〜（6）

TOEFL PBT/ITP

447〜 510（2）、513〜537（4）
、540〜（6）

TOEFL iBT

53〜64（2）、65〜74（4）、75〜
（6）

ケンブリッジ英語検定

166〜171（2）、172〜174（4）
、175〜（6）

国連英検

B 級（2）、A 級以上（6）

ドイツ語技能検定

4 級（1）、3 級（2）、2 級（4）、準 1 級以上（6）

Goethe-Institut
Goethe-Zertiﬁkat

フランス語

中国語

政経学部事務室で申請用紙を受け取り、必要事項を記入する。

620〜735（2）、740〜835（4）
、840〜（6）

IELTS (Academic Module) 6.0（4）、6.5〜（6）

注意！

単位認定の流れ

認定スコア・級位、（）内認定単位数

実用英語技能検定（英検） 準 1 級（4）、1 級（6）

政経学部には TOEIC などの外国語検定試験のスコアや級位に応じて、単位認定をしてもらえ
る制度があります。取得年度は入学前を含む過年度のものも申請できるので、高校時代に合格し
た検定でも単位を申請できるかもしれませんよ！
認定の対象になる検定試験や外国語科目は、シラバスをご覧ください。

制度を利用して認定された単位は、半期の履修上限には含まれず、GPA 算出の対象にもなり
ません（例：1 年次の春学期に申請・認定されても、上限 21 単位には含まれない）
。
ただし、各外国語科目の履修上限には含まれます（例：英語 I の履修上限単位は 8 単位なので、
すでに英語 I を 8 単位修得した人は英語 I として申請することができない）
。検定の種類や級位・
スコアによってどの外国語科目として何単位認定されるかが異なるので、各外国語科目の履修
上限と併せてシラバスで確認しましょう。

外国語検定

A1（2）、A2（4）、B1 以上（6）

実用フランス語技能検定

4 級（1）、3 級（2）、準 2 級（4）、2 級以上（6）

DELF・DALF 試験

A1（2）、A2（4）、B1 以上（6）

中国語検定

4 級（1）、3 級（2）、2 級（4）、準 1 級以上（6）

漢語水平考試（筆記試験） 1・2 級（1）、3 級（2）、4 級（4）、5・6 級（6）

漢語水平考試（口頭試験） 初級（1）、中級（2）、高級（6）
スペイン語

スペイン語技能検定
DELE

5 級（1）、4 級（2）、3 級（4）、2 級以上（6）
a1（2）、a2（4）、b1 以上（6）

合格・スコアの証明書をコピーする。

※2021 年度・秋学期の
情報です。

政経学部事務室で、記入した申請書と証明書の原本・コピーを提出する。
キャンパスサポートまたは三省堂書店経由で申し込み

◆無料で検定を受けよう！

政経学部の学生は、年に 3 回まで特定の検定試験を無料で受験できます。キャンパスサポー
トや三省堂書店で申し込む試験と、検定の主催団体に直接申し込む試験では、手続きが異なりま
す。スケジュールや手続きについては、政経学部のページで公表されているので、最新の情報を
チェックしましょう！
また、2022 年度は、TOEIC IP テストが対面形式、オンライン形式合わせて 8 回無料で受験で
きる予定です。事前の申し込みが必要なので、Oh-o! Meiji のチェックをお忘れなく！
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第一弾 フランス語検定、中国語検定、スペイン語検定、ハングル能力検定、
ニュース時事能力検定、日経テスト

→主催団体に直接申し込み、検定料は立て替え払い
TOEFL iBT、IELTS、ケンブリッジ英語検定、TOEIC（L&R）、TOEIC（S&W）、実用

第二弾 英語技能検定、国連英検、ドイツ語検定、Goethe-Zertiﬁkat、DELF・DALF 試験、
漢語水平考試（筆記試験、口頭試験）、DELE、日本漢字能力検定、エコ検定、統
計検定、日本語能力検定、ERE ミクロ・マクロ

2

検定で単位を取ろう！
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第3話

昔話をしようか

A パート テレマークスキー in 長野県戸隠

第1話

お金で単位を買うのではない、これは未来への投資だ

春学期 21 単位、秋学期 21 単位、合わせて 42 単位しか取れない 1 年生。2 年に上がっても年間 44 単位。

卒業に必要な 124 単位まで少しでも単位を稼いでおきたいそこの君！
用すれば、楽しい経験と単位を一緒に GET できるのだよ！

夏休みと春休みを有意義に活

その方法は大きく分けて 2 つ。1 つはスポーツ合宿。比較的短期間なうえに、キャンプやスキーな

期間
：2 月下旬の 4 日間
取得単位：生涯スポーツ演習 1 単位
費用
：約 5 万円
（レンタルウェアー代を含まない）
宿泊先 ：スキー場近隣の民宿
（食事はボリューミーでおいしい）

1 日目

ど季節を満喫できる。もう 1 つは短期留学。英語力を鍛えられるだけでなく、有名な施設を見学する

各自、民宿に現地集合。全員揃ったら着替えてスキー場に Go! 経験

こともできる。詳しくは第 2 話へ！

者と未経験者に分かれて、経験者はかかとが上がるテレマークスキーの

第 2 話 詳しい話は大体後回しにされるやつ
さあ、第 1 話も終わったし詳しく説明していこう。

〈生涯スポーツ演習（シラバス名：学外選択体育実技）〉
参加資格：政経学部の 2 年生以上

時期：夏休み（8 〜 9 月）と春休み（2 月）
夏の合宿内容：

▲テレマークスキーの板はかかとが上がる！

▼ソリ滑り大会の様子

感覚を覚えることから、未経験者はハの字で滑ることから練習。
取得単位数：1

2 日目、3 日目

山の中をテレマークスキー板で散策。木の芽や雪原を駆けるイタチ、

単位

クマの足跡など、雄大な自然をその身で体感できる。ゴールについたら、
雪でテーブルを作ったりそり遊びをして、雪国の遊びを全力で楽しむ！

期間：1 週間以内

4 日目

お昼の時間までスキー場で滑り納め。そのあと地元で有名な戸隠そば

のお店で昼食をとり、民宿に戻ったら解散。

冬の合宿内容：

〈短期留学〉

ゴルフ

キャンプ

アルペンスキー

馬術

テレマークスキー

取得単位数：2 単位もしくは 4 単位
参加資格：政経学部の１年生以上、TOEIC スコア 550 点以上（目安）
時期：夏休み（8 〜 9 月）と春休み（2〜3 月）、年計 2 回
夏の留学先：

スノーシュー

期間：2 〜 4 週間

B パート 春期短期留学 in ベトナム

期間
：2 〜 3 月にかけての 1 ヵ月間
取得単位：海外留学演習Ⅰ，Ⅱ 4 単位
費用
：20 〜 25 万円
事前授業

ベトナムの情勢とベトナム戦争について 2 日間 4 コマ分

おおまかなプログラムの内容

①ホーチミンとハノイの大学でベトナムの政治や経済など

▲ハロン湾は世界遺産の一つ。クルーズは
ベトナム滞在最終日です。

の社会情勢についての講義や、簡単なベトナム語のレッスンを受ける。

②ベトナムに進出している日系企業（三菱電機、イオン）や JICA（国際協力機構）、日本大使館を訪問。
春の留学先：

アメリカ

タイ

ベトナム

オーストラリア

イギリス

費用：アジア圏の国のほうがアメリカや西シドニーより安い。

JICA では建設中の地下鉄についてのお話を聞く。

③メコンデルタやハロン湾を観光。
最終課題

ベトナムに来て感じたことや学んだことについて大きなホールで発表。

JASSO に採択された年は返還不要の奨学金を申請できる。
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長期休暇でも単位を取る有意義な過ごし方

91

留学

◆政経学部独自の派遣プログラム

明治大学の留学プログラムとは別に、政経学部独自のプログラムも多く用意されています。どれ
も専門分野を学ぶことができるのが特徴ですが、プログラムにより GPA や求められる語学力、費
用が異なります。また、紹介している派遣先はごく一部ですので、詳細は必ずホームページ等を確
認しましょう！

留学に興味のある人・将来グローバルに活躍したい人は必見！
明治大学には、留学のためのプログラムが充実しているんです。

Advanced

◆留学にはどんな種類があるの？

2 学年間留学し、明治大学と海外大学双方の学位を取得できるプログラムです。
ダブルディグリープログラムは、最短 4 年半で政経学部の学士と協定校の学士を取得できます。
［派遣先の例］サンフランシスコ州立大学（米国）、西シドニー大学（豪州）
、タマサート大学（タイ） など

大学間協定プログラムや学部間協定プログラムの制度を利用して留学する場合、
・短期留学（夏季・春季休業を利用する 2〜4 週間）
・中期・長期留学（1 学期〜1 学年間、ダブルディグリーは 3 学期間以上）
のいずれかの期間になります。
中期・長期留学の場合は、明治大学の授業期間中も留学することになるため
①学内選考を経て協定校に派遣される協定留学
②自分で留学先を決める認定留学
の 2 つの制度が用意されており、一定の条件のもとで留学先の大学で修得した単位を認定してもらう
ことができます。
個人で直接語学学校に申し込んだり、外部団体が主催する留学プログラムに参加したりする方法も
ありますが、中期・長期の留学（1 学期間以上）で協定留学・認定留学の制度を利用しない場合、大学
を休学して留学することが多いです。

短期留学
留学期間

夏季・春季休業中の
約 1 ヵ月間

単位認定

プログラムにより異なる

内容

協定留学
原則

プログラム費用あり

助成金

なし

1 学期〜1 学年間

一定の条件のもとで認定可

留学先の授業料：免除 ※
明治大学の授業料：納付

留学先の授業料：自己負担
明治大学の授業料：納付

明治大学外国留学奨励助成金

明治大学と留学協定を結んでいる高等教育機関
（政経学部と学部間協定を締結している大学を含む）

申請可

学位の授与権を有する高
等教育機関、または政経
学部教授会がそれに準ず
ると認めた高等教育機関

免除 ※一部プログラムは授業料を自己負担する必要あり
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１学期〜 1 学年間の派遣プログラムです。世界の名だたる大学のサマーセッションや各国のトッ
プスクールへの派遣プログラムが用意されています。授業料免除型と授業料負担型の２種類があり
ます。
［派遣先の例］ロンドンスクールオブエコノミクスアンドポリティカルサイエンス（ＬＳＥ）
（英国）、
北京大学（中々）、南洋理工大学（シンガポール） など

Elementary

政経学部の短期留学プログラムは語学留学ではなく、英語で専門分野を学ぶことを目的にしてい
ることが特徴です。この短期留学を「留学体験」と捉え、より長期の留学へ踏み出すステップとし
て活用している学生も多くいます。
［派遣先の例］ノースイースタン大学（米国）、西シドニー大学（豪州）、ロンドン大学アジア・ア
フリカ研究学院（SOAS）IFCELS サマープログラム（英国） など

認定留学

専攻分野を学ぶ（学部主催）
語学研修、ボランティア、 主に、明治大学での専攻分野に関連した科目の単位
フィールドワーク、イン 取得を目指す。
ターンシップ など

授業料

留学先

中期・長期留学

Intermediate

◆明治大学の派遣プログラム

明治大学の派遣プログラム（大学間協定留学）は、原則として全学部の学生が応募できます。プ

ログラム数が多く、内容も語学学習や異文化理解を目的にしたものから、フィールドワークやボラ

ンティア、インターンシップを行うものまで多岐に渡るため、情報や募集要項などをよく確認しま
しょう。

◆留学を考え始めたら

留学説明会に参加したり、資料やインターネットで情報を収集しましょう！もし分からないこと

や相談したいことがあれば、明治大学の国際教育センターで留学カウンセリングを受けることがで
きます。プロのカウンセラーに相談できるので、ぜひ活用しましょう。

また、繰り返しになりますが学内選考や奨学金の選考には、語学力だけではなく GPA も重視され

ます。留学先の言語を学ぶことも大切ですが、普段の勉強も真剣に取り組みましょう。

4
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僕と私の

ゼミ

ナール

2 年生の秋に訪れるゼミナール入室試験、通称ゼミ試。

後の大学生活に関わる一大イベントを先取りしておきましょう。

◆ゼミ試の流れ

※2021 年度に実施されたものを参考にしています。みなさんの代では変更があるかもしれません。

①総合ガイダンス（10 月中旬）

ゼミの募集要項（インビテーション）や事務室に提出するための必要な書類などが配布され

ます。これに出席しないと、原則ゼミの入室試験を受けることができません。
このガイダンスを機に本格的なゼミ選びがスタートします。

◆ゼミナールとは

政治経済学部のゼミ（専門演習）は 3 年次から始まります。ゼミでは所属する学科による制限は一

切ありません。入室した学生は 3・4 年次 に一貫した研究テーマに取り組み、その成果を卒業論文と
してまとめます。

入室するためには、2 年次の秋学期に実施される入室試験を突破しなくてはなりません。入室は任

意ですが、例年ほとんどの学生が入室を選んでいます。ほとんどの学生がゼミ試を受けるため、試験

②ゼミナール発表会（10 月中旬〜11 月中旬）※オンラインによる実施

各ゼミが日頃の活動成果を発表するイベントです。各ゼミが Oh-o! Meiji の専用ページで動

画を公開します。ゼミの研究テーマや雰囲気を知ることができる良い機会です。1 年生でも 視
聴できるので、ぜひみてください。

直前になると学部全体が緊張感に包まれます。通常の授業と違い、少人数で一つのテーマを追って研
究する活動、そして出会った仲間は学生生活のみならず、一生の財産となり得るでしょう。

◆ゼミ選びのポイント

・テーマは本当にやりたいことか？

自分が興味を持てる内容を選ぶのは大事なことです。ゼ

ミに入ると、最後には卒業論文を書かなければなりません。

③個別ガイダンス（10 月中旬〜 10 月下旬）

※オンラインによる実施

1 週間に渡ってゼミごとのガイダンスがオンラインで実施されます。

PowerPoint を使ったり、ムービーを流したりと紹介方法はゼミによって様々です。
一部のゼミではオリジナルの身上書を配布することもあるので、受験を考えているゼミのガイ
ダンスには積極的に参加しましょう！

興味のないことについて 20,000 字も書くのは苦痛そのも
▲政治経済学部では文化や語学
などのゼミも開講されています

のです。今からでも少しずつどの分野を勉強したいか考え
ておくと良いでしょう。

④オープンゼミ（個別ガイダンスと同じ時期）※オンラインによる実施

普段行われているゼミの活動をオンライン上で見学することができます。実際の授業の進め

方や雰囲気などは、個別ガイダンスではわかりづらい所があり、こうした疑問の解消の場とし

・雰囲気も大切！

ても役立つでしょう。

サークルなどと違い、ゼミは簡単にやめることができま

せん。自分と雰囲気が合わないと、毎週のゼミの授業が憂

鬱になってしまいます。ゼミ生と直接会うことができる個

別ガイダンスやオープンゼミで雰囲気を感じ取りましょう。

▲SNS も有効活用しよう

⑤ゼミ試（11 月中旬）

例年、土曜日に実施されます。面接だけのゼミや、面接に加えて小論文や筆記試験を課す

ゼミもあります。

・倍率

例年、人気ゼミに応募が集中する傾向があります。先輩に前年の人気ゼミを聞く以外に、説明会の

教室の場所からも推察できます。

ゼミによって定員は異なりますが、一般に倍率が高い＝落ちる可能性が高いことを意味します。同

じような内容のゼミで 迷ったとき、早々に決着をつけたいのなら倍率を参考にしてみるのもありです。

⑥結果発表

ほとんどのゼミは当日中に Oh-o! Meiji 上で合格者を発表します。残念ながら不合格となっ

た方は、二次募集、三次募集を行うゼミの中から希望のゼミを探して受けることになります。
気を落とさずに切り替えることが大事です。

94

第五章

海外留学のすすめ

5

僕と私のゼミナール

95

就活

◆１年生のうちからできる「準備」

就活なんて、まだ先のことだって思っているあなたへ。
自分の将来を決めることだから、早めに準備しておいて損はない！

◆就活の流れ（一般的な民間企業の場合）

どのような流れで就職先を決めることができるのか、内定までの一般的な流れをおさらいしておき

ましょう！

準備

本格的に就活が始まる前に、まずは準備を万端にしましょう！ 自己分析、
業界研究、企業研究、インターンシップ、イベントへの参加など、1 年生のう
ちからできることもたくさんあります。

エントリー

入りたい企業の採用試験を受ける申し込みを「エントリー」と呼びます。
選考やイベントなどのスケジュールや提出が必要な書類などの重要な情報は
エントリーすることで手に入れることができます。無料で行うことができる
ため「とりあえず」と多くの企業にエントリーする学生が多いです。

説明会

ES 提出

選考
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会社の説明や実際に働いている方のお話を伺うことができるのが説明会で
す。選考の条件として参加が必須の企業もありますが、志望度が高い企業の
説明会には任意であっても参加しておくことがおススメです。

ES は Entry Sheet の略称です。いわゆる履歴書のことで、会社指定のもの
を使うこともあれば、学校指定のものの提出を求められることもあります。
ES が通過できないと選考に進めない上に、記入した内容をもとに面接が行わ
れるので、本気で取り組みましょう！

ES が通ったら、いよいよ選考です！ 選考方法は企業によってさまざまで
すが、面接と WEB テストは多くの企業が採用しています。面接も一対一のも
のから、集団で行うもの、グループでディスカッションを行うものなどがあ
ります。WEB テストでは国数英の基本が問われることが多いので、苦手な人
は参考書を入手して早めに対策をしておくことをおススメします。

海外留学のすすめ

就活の流れが理解できたところで、準備を始めましょう！ 1 年生から始めておくべきこと 5 つ
をピックアップしました。就活を取り巻く環境は日々変化しますから、情報収集を積極的に行って
出遅れないようにすることが大切です。

自己分析

まずは、自分がどんな人間で、働くうえで何を大切にしたいと考えているのかを
明確にしましょう。ここで大切なのは、自分の気持ちに正直に向き合うことです。
とにかくお金を多く稼ぎたいという気持ちも、仕事とプライベートのバランスを重
視することも、好きなことを仕事にしたい意志も、決して恥ずかしいことではあり
ません。いずれも自分の気持ちに正直になって向き合うことが大切です。自分の長
所や短所と正面から向き合うことを通じて、自分が進むべき方向性を見つけていき
ましょう。

業界研究

自分の希望や特徴を知ることができたら、次は希望を実現できる業界・職種を探
しましょう。すでに興味のある業界がある人も、各社から出版されている業界地図
を見ながら視野を広げたり、新聞やニュースを通じて社会の流れを学んだりするこ
とで、興味のある業界を増やすことが大切です。また、同じ IT 業界であってもシ
ステムエンジニアと営業では仕事の内容が大きく違うように、自分の特性や希望に
沿う職種を考えることも重要になります。

企業研究

興味を持てる業界や職種を知ることができたら、各企業の研究を進めます。それ
ぞれの企業の経営理念や手掛けている事業、業績などさまざまなものを調べること
で、より自分の希望を実現できそうな企業を探していきます。

インターンシップ

近年は企業で就業体験をするインターンシップも盛んになっています。社内見学
に近い 1 日のものから、数ヵ月に渡って社員と同じように業務を行う長期のもの
まであります。選考に直結するかどうかは企業の方針によりますが、社員の方々が
実際に働いているオフィスで仕事を体験したり、雰囲気を肌で感じたりすることは、
かけがえのない社会経験となり就活にも役立つ可能性は高いでしょう。

大学生活

大学生の 4 年間は、多くの人にとって人生で最も自由に使える時間が多い時期
です。勉強、部活・サークル活動、アルバイト、ボランティア、趣味など全力で取
り組んだ経験は就活においてアピールできることの一つであり、人生においても大
きな糧になります。
また、卒業できなければ就職もできません。就活に力を入れることはもちろん重
要ではありますが、卒業に必要な単位はきちんと取得できるように勉強も頑張りま
しょう。3 年次や 4 年次に多くの単位を取得しなければならない状況になると、
後々
の就活に支障をきたし、自分の可能性を狭めることにもつながってしまいます。
6
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就活用語集

就活の話になったとき、知らない言葉が飛び交っていると案外焦るもの。
知っておいて損はない、就活用語をまとめました！
●ES（いーえす）
Entry Sheet の略称。面接の材料
として使われるため、多くの会社
で提出を求められる。学校指定の
履歴書での提出を求められた場合
は、明大マートに売っているもの
を使う。
●インターン（いんたーん）
インターンシップの略称。企業
における就業体験を指す。詳しく
は 100 ページを参照。
●エントリー（えんとりー）
企業の採用活動に応募すること。
申し込みをエントリーと呼ぶこと
が多いが、ES 提出などを行う前を
プレエントリー、提出後を本エン
トリーと分けて呼ぶ会社もある。
●OB・OG 訪問（おーびー・おーじー
ほうもん）
明治大学を卒業した先輩にお話
を伺いに行くこと。実際に働いて
いる方からお話を伺えることから、
積 極 的 に 行 う 人 も 多 い。OB・OG
訪問を受けて入れてくれる卒業生
の名簿は、特定の時期から就職キャ
リア支援センターで閲覧可能にな
る。
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●オワハラ（おわはら）
就活終われハラスメントの略称。
内定と引き換えに、就活を終了さ
せることを強要するような行為を
指す。悪質な場合は、迷わず就職
キャリア支援センターで相談を。
●御社（おんしゃ）
「あなたの会社」と言いたいとき
に使う言葉。主に話し言葉で使用
さ れ、書 き 言 葉 で は「貴 社」と い
う言葉を使う。
●グループディスカッション（ぐ
るーぷでぃすかっしょん）
通称・グルディス。数人のグルー
プで、提示されたお題に対する結
論を限られた時間内で導く選考方
法。協調性のないクラッシャーが
現れると、かなり厄介。たびたび
司会・タイムキーパーなど役割分
担が行われる。
●リクルーター（りくるーたー）
一般的には人事部に属さない採
用担当者を指す言葉。リクルーター
から連絡がきて、会話する機会が
設けられる。リクルーターがいな
い企業も多くあるので、リクルー
ターからの連絡がなかったからと
いって、必ずしも焦る必要はない。

employer と同じで、求人される側
を指す言葉ではないことに注意。
●リク面（りくめん）
リクルーター面談の略称。リク
ルーターとお茶や食事の機会が設
けられ、会話する形で行われるこ
とが多い。選考に直結する場合も
多く、態度や会話の内容には注意
が必要。
●内定（ないてい）
企業が自分を雇用することを決
定したことを表す。10 月頃に行わ
れることが多い内定式の前は内々
定、それ以降は内定という言葉で
細かく区別することもある。
●就キャリ（しゅうきゃり）
就職キャリア支援センターの略
称。就活全般の相談に乗ってもら
えるほか、ES の添削や面接の練習
などさまざまな形で就活をバック
アップしてもらえる。先輩方の就
職活動報告書や筆記試験の参考書
なども置かれており、就活の時期
にお世話になる明大生は多い。
●貴社（きしゃ）
「あなたの会社」と言いたいとき
に使う言葉。話し言葉ではもっぱ
ら「御 社」が 使 わ れ る た め、主 に
ES やメールを書く際に使う。
●就職浪人（しゅうしょくろうに
ん）
就職先が決まらないまま卒業し
てしまうこと。現在の日本では新

卒の方が選択肢が多いとされてい
るため、特別な理由がない限りは
就職浪人をしないようにする人が
多い。なお、政経学部では就職が
決 ま ら ず に 留 年 し よ う と し て も、
卒業単位が取得できた場合は卒業
することになる。
●完全週休二日（かんぜんしゅう
きゅうふつか）
労働条件を見る上で注意が必要
な言葉の一つ。「完全」週休二日は
毎週 2 日の休みがあるが、週休二
日は月に 1 回以上、週 2 日以上の
休日があることを表す。
●署名（しょめい）
メールの最後に記載しておくべ
きもの。就活をする際は、企業の
方とやりとりをすることが多くな
るため、大学名・氏名・電話番号・
メールアドレスなど誰が送信して
きたか分かるように署名を作成し
ておこう。
●リクルートスーツ（りくるーと
すーつ）
就活で着用している人が多い
スーツ。色は黒やネイビーのもの
が人気。男性の場合、ジャケット
の一番下のボタンは閉めないこと
がエチケット。
●私服、平服（しふく、へいふく）
服装の指示で困る人が多い文言。
ビジネスカジュアルで挑む人、普
段通りのカジュアルな装いで来る
人、ばっちりスーツを着る人など、
対応は人によってさまざま。
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局員紹介

3 年 横井祐介
学科：経済
個性豊かな仲間たちをご紹介します！！

3 年 相田大輝
学科：地域行政

趣味：サイクリング

ひとこと：３年目にして２回目の編集

況を見ること
ひとこと：新入生の皆さんご入学おめでと
うございます！そして受験勉強お疲れ様で
した。４年間ある学生生活が実りあるもの
になることを切に願っています！

長…俺史上最高の仕上がりです！徹夜

２年 宇野澤航平

したかいありました！

学科：政治

3 年 杉山聡志
学科：地域行政

ひとこと：ご入学おめでとうございます！資格

ひとこと：入学おめでとうございます。大

取得に励むもよし、気ままに旅するもよし、留

学生活は長いようで短い４年間。いろいろ

学するもよし、朝帰りするのもよし？この雑誌

なことを体験し、楽しい学生生活にしてい

が皆さんのそんな大学生活の一助になれば幸い
です。

きましょう！

学科：経済

趣味：バドミントン、ドラマ

見ること
ひとこと：新入生の皆さん、ご入学おめで
とうございます！これからの４年間、楽し
いことがたくさん待っていると思います！
素敵な大学生活を送ってください！
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趣味：アメリカの刑事ドラマを見

る

趣味：散歩、登山

3 年 鈴木七菜子

趣味：温泉巡り、ポケモン実

１年 秋永倫太朗
学科：経済

趣味：バスケをすること、観

戦
ひとこと：新入生の皆さん、ご入学おめで
とうございます！この雑誌を読んだことで
皆さんの新生活が少しでも彩りあるものに
なることを願っています！

1

局員紹介
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１年 梅田直生
学科：政治

趣味：野球観戦、ピアノ

ひとこと：新入生の皆さん、ご入学おめで
とうございます！ 1 年生らしく大学生に
なって「やりたかったこと」を記事に込め
ました！皆さんの参考になればうれしく思
います。

編集後記
こんにちは、編集長の相田です。この度は本誌を手に取って
いただき誠にありがとうございます。
さて、諸君はこの明治大学に入学したばかりで、講義の履修
の方法さえわからないような状態から一歩を踏み出さねばなり

3 年 寺門明音

ません。そんな諸君の足元をほんの少しでも照らせたらと、本
誌は誕生しました。
昨年度までの少数精鋭とは打って変わって、今年は新入局員
が多く在籍する体制で製作しました。彼らの大学に染まり切っ
ていないからこその目線を活かせるよう、努力したつもりです。
編集長としての一年間は新鮮な出来事の連続で、時には窮す

１年 鎌田めぐみ

ることもありました。そんな時に手助けしてくれた同期や後輩
たちには感謝の念に堪えません。
また、事務室の方々にも大変お世話になりました。この場を
借りて御礼申し上げます。
様々な人への感謝の元に成る本誌、存分にお役に立てていた
だければ、至上の喜びです。
編集長
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地域行政学科 3 年

相田大輝
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局員一覧
編集長
相田

大輝（地域行政学科 3 年）
スタッフ

杉山

聡志（地域行政学科 3 年）

鈴木

七菜子（経済学科 3 年）

横井

祐介（経済学科 3 年）

寺門

明音（政治学科 3 年）

宇野澤
秋永

航平（政治学科 2 年）
倫太朗（経済学科 1 年）

梅田
鎌田

直生（政治学科１年）
めぐみ（政治学科 1 年）

「政経の歩き方」は学部主導のサークルです。
企画・取材の段階から記事作成に携わることができます！
他サークルとの両立に配慮があるサークルですので、
少しでも興味があればぜひご連絡ください！
活動内容

発

行

政経の歩き方 2022
日

発行責任者
印
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刷

週に一度ミーティングをおこない、記事作成のための講習会や

2022 年 3 月 31 日

企画会議を行います。他にも合宿や懇親会を年に数回催しています。

小西

説明会の情報は Twitter や Oh-o! Meiji を通してお知らせします！

德應

株式会社毎栄

私たちと一緒に新しい「政経の歩き方」を見つけませんか？

編集責任者

相田

発

明治大学政治経済学部

Twitter

政経の歩き方編集局

政経の歩き方

行

者

大輝
@seikeiarukikata

