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はじめに
みなさん、ご入学おめでとうございます。
中学校・高校までとはずいぶんちがう、大学での生活。
みなさんは、大学生活にどのようなイメージを持っていますか？

明治大学の先輩たちは、どのように過ごしてきたのでしょう？
初めての一人暮らし、どんなことに気を付けたらいいのでしょう？
学生生活のピンチをどのように凌いできたのでしょう？

この「新入生応援 BOOK」は、　
新入生に役立てていただきたい情報を集めたものです。

先輩たちからのメッセージや、学生相談室に寄せられた相談を基に作成しました。

何か困った時は、学生相談室があることを思い出してください。

新入生のみなさんが充実した学生生活を過ごせるよう願っています。
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学生相談室の利用方法と場所・連絡先

利用方法

学生相談室にお電話ください。

最初に、インテーカー（初回面談を行う職員）がお話を伺います。

相談内容に応じて相談員（教員相談員、カウンセラー、精神
科医、弁護士）との相談の予約をします。

予約日時に面談を行います。

場所・連絡先

和泉学生相談室
03-5300-1178

生田学生相談室
044-934-7619

中野学生相談室
03-5343-8080

駿河台学生相談室
03-3296-4217

新入生応援 BOOK
2023年 4月発行　明治大学学生相談室
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Chapter 1

学生の生活ってどんなでしょう？

学生生活に慣れていく

さあ、いよいよ明治大学での学生生活が始まります。
みなさんは大学入学前に大学生活をどのようにイメージしていましたか？実際、
大学の建物の中に足を一歩踏み入れて、どんな印象・感想を持ちましたか？まずは、
大学で１日を過ごし、自分で雰囲気を感じ、ガイダンス（説明会）での説明を聞いて、
少しずつ大学を知り、慣れていってください。

4月の初めは、ガイダンス（説明会）の毎日です。
ガイダンスでは、学部で学ぶこと、4年間の学習
プラン、大学の施設案内や学生生活（サークルな
どの課外活動、健康に関すること、奨学金など）の説明があり、少しずつ明治大学
のこと、授業のことや大学生活のことが見えてくるでしょう。

また、先輩たちがどのように学生生活を過ごしたのかについて、「Chapter2　明
大生のライフスタイル～先輩たちはこんな学生生活の工夫をしています～」で紹介し
ています。
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学生生活に慣れていく 

 

さあ、いよいよ明治大学での学生生活が始まります。 

 

例年、４月の初めは、ガイダンス（説明会）の毎日です。ガイダンスでは、学部で

学ぶこと、４年間の学習プラン、大学の施設案内や学生生活（サークルなどの課外

活動、健康に関すること、奨学金など）の説明があり、少しずつ明治大学のこと、授

業のことや大学生活のことが見えてくるでしょ

う。 

 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症拡

大により、新入生は「入学式が行われない」「入構制限のため、キャンパスに来ら

れない」という中での大学生活のスタートでした。 

 ガイダンスはオンラインで行われ、大学から送られる膨大な量の情報を自分で

確認し、期限に遅れないよう、少しずつやるべきことをやっていかざるを得なかっ

たのです。直接大学の窓口で質問することができなかった時期は、ホームページ

上の「お問い合わせフォーム」を利用し、学部事務室などに問合せ、回答をもらう

形で疑問を解消してきました。 

 

そして、約１ケ月遅れてオンラインでの授業が始まりました。パソコンの操作に

慣れていない、ネットの状態が整っていない中で、授業に参加した人もいるかもし

れません。ずっと家にいることで、生活リズムがつかめなかったり、オンデマンド

の授業では、「いつでも受けられる」と思って、授業を受けずにいたり、遅い時間に

授業を受けて、生活が昼夜逆転してしまったり、課題をためてしまって、焦った

り・・・。 

Chapter 1 
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高校と大学の違いは？
いよいよ、授業が始まります。大学の授業は高校までとは大きく変わるので、少し
不安ですよね。少しずつ慣れていき、不明な点はそのままにしないで、学部事務室や
学生相談室などに確認したり、助けを求めたりしましょう。

高校と大学の違い

授業毎に教室が違う
高校ではほぼ一日同じクラスの人と一緒に授業を受けることが多いと思い

ます。
大学で行われる授業では、授業毎に教室が変わります。同じクラスの人と

ずっと一緒に授業を受けるわけではなく、多くの授業では席も決められていま
せん。ホームルームもありませんので、さまざまな情報を自分で入手する必
要があります。
授業時間は100分間
高校の授業時間は何分でしたか？ 50分間くらいの高校が多いと思いま	

す。明治大学では、ひとつの時限が 100分間です。特に最初は１時限が長
く感じ、集中力を持続させることが難しいかもしれません。
履修登録が必要
履修登録とは、この１年間に自分が学ぶ科目を登録する手続きのことです。
学部 ･学科 ･学年によって、履修する（勉強する）科目が決められている
ものがありますが、一定の範囲内で自分で科目を選択して学ぶことができま
す。ガイダンスの内容、便覧やシラバスを参考にしてください。
履修登録前であっても、第１回目の授業で出席をとったり、使用する教材

や成績評価の説明をしたりする場合がありますので出席してください。履修
登録期間前に登録が必要な科目もありますので、ご注意ください。
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やっぱり不安、ちょっとつらいと感じたら 

 

中学校・高校の時のように授業時間に縛られた１日じゃないことは自由に感じ

るけど、反対に空いた時間をどう過ごしていいかわからない・・・。そういった悩

みを新学期にはよく聞きます。新しい学生生活に気合いを入れすぎて、疲れて

いませんか？ 

そういう時は、学生相談室で相談してみませんか？今の状況をお話しして一

緒に考えてみましょう。 

 

スタートのめまぐるしさ 

例年、４月のガイダンス期間には、履修についてのガイダンスや、学生生活に

関するガイダンスなど多くのガイダンスが行われます。参加が必須になっている

ものもあれば、希望者だけが参加すればよく、全員に義務付けられていないも

のもあります。しかし、資格課程（教職課程、学芸員養成課程、社会教育主事課

程、司書課程、司書教諭課程）のように説明会に出席していないと今年度は履修

できない場合もあります。 

また、履修期間より前でも、学部の一部の科目や学部間共通外国語の抽選科

目など、ガイダンス期間中に履修登録が必要な科目もあります。   

スタートの目まぐるしさのなかで、「説明会、終わっていた！」「登録期限、過 
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やっぱり不安、ちょっとつらいと感じたら

中学校・高校の時のようにすき間なく授業時間に縛られた一日じゃないことは自
由に感じるけど、反対に空いた時間をどう過ごしていいかわからない…。そういっ
た悩みを新学期にはよく聞きます。新しい学生生活に気合いを入れすぎて、疲れて
いませんか？
そういう時は、学生相談室で相談してみませんか？今の状況をお話しして一緒に
考えてみましょう。

スタートのめまぐるしさ
例年、4月のガイダンス期間には、履修についてのガイダンスや、学生生活に関

するガイダンスなど多くのガイダンスが行われます。参加が必須になっているものも
あれば、希望者だけが参加するものもあります。なかには、資格課程（教職課程、
学芸員養成課程、社会教育主事課程、司書課程、司書教諭課程）の科目のように
説明会に出席していないと今年度は履修できない場合もあります。
また、履修期間より前でも、学部の一部の科目や学部間共通外国語の抽選科目
など、ガイダンス期間中に履修登録が必要な科目もあります。
スタートのめまぐるしさのなかで、「説明会、終わっていた！」「登録期限、過ぎ
ていた！」ということも起きます。その結果「スタートから失敗してしまった」と、
大学生活全体への意欲を失うことになりかねません。
では、どうしていったらいいのか？学生相談室で落ち着いて一緒に話すことで整
理することができるかもしれませんね。
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一人暮らしデビュー 

 大学入学を機に一人暮らしをはじめる人も多いと思います。わくわくする一人暮

らしです。しかし、今まで家族に支えられてきた生活の一切を自分の手で行うこと

は大変です。中学校・高校までとはシステムがちがう大学生活に適応するだけで

も精一杯のところです。起きても食事が準備されているわけではなく、生活に必要

なものを揃えたり、お金の管理も自分でしなければなりません。「Chapter3 一人

暮らし応援します」の章に一人暮らしに役立つ情報を紹介していますので、参照し

てください。 

 

 

 

 

 

 

現在の居場所に納得して前向きに過ごすまで 

推薦入試や特別入試で高校３年秋には本学への入学が決定した人がいる一方、

大多数の学生は一般選抜入学試験を経て本学に入学してきました。入学試験に 

よる選抜がある以上、必ずしも全員が志望どおりの進路に進めるわけではありま 

せん。納得のいく結果ではなかったとしたら、学内ではしゃぐ学生を見ても素直に
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一人暮らしデビュー
大学入学を機に一人暮らしをはじめる人も多いと思います。わくわくする一人暮ら

しです。しかし、今まで家族に支えられてきた生活の一切を自分の手で行うことは大
変です。中学校・高校までとはシステムがちがう大学生活に適応するだけでも精一
杯のところです。起きても食事が準備されているわけではなく、生活に必要なもの
を揃えて、お金の管理も自分でしなければなりません。
「Chapter3　一人暮らし応援します」の章に一人暮らしに役
立つ情報を紹介していますので、参照してください。

群衆のなかでこそ、孤独
新入生を迎えるキャンパスは、多くの学生が集まり大変にぎやかです。中学校・
高校まで、クラスの友達と打ち解けるのに時間がかかっていた、気軽に話しかけら
れないタイプの人は、後ずさりしてしまいそうです。また、はしゃいでいる周囲の新
入生たちと同調できない、したくない気持ちになるかもしれません。
気が付くとクラスの中にいくつかのグループができている、初対面のはずなのに
周りの人たちは入学前からSNSですでにつながっていたみたい、そこに入り損ねて
しまった自分は取り返しのつかない失敗をしたような気持ちになるかもしれません。
今日まだ誰とも話していない。こんなに人はあふれているのに…。新しい環境で
心身が疲れている時は孤独がひときわ辛く感じられるものです。その辛さを話せる相
手がいれば、前に向かっていけそう、ということがあります。
こんな時、どうぞ学生相談室をご利用ください。7 
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現在の居場所に納得して前向きに過ごすまで
推薦入試や特別入試で高校３年秋には本学への入学が決定した人がいる一方、大
多数の学生は一般入試を経て本学に入学してきました。入学試験による選抜がある
以上、必ずしも全員が志望どおりの進路に進めるわけではありません。納得のいく
結果ではなかったとしたら、学内ではしゃぐ学生を見ても素直に加わりたい気分にな
れないかもしれません。再受験や他大学・他学部への編入を検討することもあるか
もしれません。もし、そのような気持ちでなかなか前に進めないとしたら、その気持
ちを学生相談室で話してみませんか？
新たな道に踏み出すこと、今この場所で頑張っていくと決めることなど、納得のい

く選択ができるよう、一緒に考えていきましょう。

自己責任のきびしさ
大学に入学するまで、家族や学校は、口うるさく煩わしい存在だったかもしれませ

ん。あらゆる情報がホームルームで担任から周知されていた中学校・高校までとち
がい、大学ではWEB	などで配信される情報をもとに、自分で選んで適切に手続き
することが求められます。例えば履修登録では、学部便覧などを熟読した上で、必
要条件を満たさなければ 4年間で卒業ができないということになります。取り返しの
つかない場合もありますので、自分の力でやっていくという自立心を持つことが必要
です。分からないことがあったら、そのままにせず、まわりに確認したり助けを求め
たりすることも責任ある行動と言えます。大学生は社会人への一歩手前です。いよ
いよ自己責任でやっていく時期が来たのです。
また、自己責任を求められるのは、学内だけではありません。学外での無責任な
行動は、内容によっては損害賠償を求められたり、刑罰を科されたりします。「学生
だから」ということでは許してもらえません。社会を構成する一員であることを自覚
して、責任ある行動をとりましょう。
2022 年４月からは成年年齢が 18歳に引き下げになりました。成年になったらど

う変わるのか、14ページに詳しく書いていますので、そちらも併せて読んでみてく
ださい。
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今までの新入生からは、こんな相談が来ていました

・何から手をつけていいかわからない。
・大学に入学してみたけれど、こんなはずではなかった。
・将来やりたいことに、この学部の勉強は役立つのだろうか。
・この大学やこの学部が合わないので、変えたい。
・編入制度について知りたい。
・自分の将来に不安を感じる。

・時間割編成、履修登録がよくわからない。
・どんな科目を勉強すればいいのかわからない。
・必修科目というのは全て今年とるのか。
・教職科目や法制研究所も全員登録するものか。

・教職、留学、学部間共通科目などの申込み期限が過ぎてしまった。
・どの窓口に言えばいいのかわからない。

・まわりの学生とどうやって話したらいいのか。
・友達ができるか心配。
・グループに入り損ねてしまって気付いたら一人だった。
・	洋服や化粧に自信がなく、周囲がみな都会的に見えて気が引
ける。
・無理なキャラクターを演じてはしゃぎ過ぎ、疲れてしまった。
・集団の中で浮いてしまう。
・空気を読めない。発言すると場が凍る。
・友人が離れてしまった。

・見学だけのつもりだったサークルをやめさせてもらえない。
・大学内で勧誘されて参加してみたら、学外の高額なセミナーだった。
・対人関係トラブルに巻き込まれた。
・交通事故を起こしてしまった。
・もしかしてブラックバイトだったかもしれない。　
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・交際相手から束縛されて気が重い。 

・ストーカーされているようだ。 

・いじめにあっている。 

・まわりから噂され、嫌われ、避けられているようだ。 

・自分は「普通」とはちがうのではないか。 

・自分の性別に違和感がある。 

 

・なかなか眠れない。そして寝過ごしてしまう。授業中起きていられない。 

・眠っても眠っても疲れがとれない。 

・他人のいるところで食事ができない。 

・一人で食事をしているのを他人に見られると、みじめな気持ちになる。 

・食べることでストレス解消しているうちに大量に食べて吐くようになった。 

・だるい、しんどい。 

・楽しいはずのことが楽しめない。 

・不穏な気持ちでざわざわする。 

・自分の考えが他人に漏れているような気がする。 

 

・何度も手を洗わずにはいられない。 

・鍵や火元の確認を繰り返しているうちに、結局遅 

・些細なことにいらいらする。 

・怒りっぽくなった。 

・理由もなく涙が湧いてくるようになった。 

 

そして、2020 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた相談が多

く寄せられました。 

・・・いかがですか？ 

「先輩たちも同じようなことで心細く思っていたのか。」 

「相談室って案外、気軽に利用できるのかも・・・」 

と思ってもらえれば幸いです。 
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・鍵や火元の確認を繰り返しているうちに、結局遅刻してしまう。
・些細なことにいらいらする。
・怒りっぽくなった。
・理由もなく涙が湧いてくるようになった。

…いかがですか？
「先輩たちも同じようなことで心細く思っていたのか。」
「相談室って案外、気軽に	利用できるのかも…」	 	

と思ってもらえれば幸いです。
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いろんな学生がいます

明治大学では、さまざまな個性・特性、背景を持った多様な学生が学んでいます。
自分は多数派だと思う人もいれば、少数派だと思う人もいるかも。でも実際には、
多数派と少数派はさまざまに重なりあって存在していて、ある状況では多数派に含ま
れる人も、別の状況では少数派になることがあります。
そして、社会の色々なもの（施設・制度など）は多数派の存在を前提につくられ

ていることが多いため、少数派の人がさまざまな場面で生きづらさを抱えることは少
なくありません。これは、少数派の人だけの問題ではなく、全ての人が理解していく
ことが大切です。理解が不足していると、「多数派の人が普通で、少数派の人は普
通じゃない」と勘違いしてしまいます。「普通はこうだよね」「そういう人はここには
いないよね」など悪気がないつもりでも、その場にいる身近な誰かを傷つけたり追
い詰めたりする発言を、無自覚にしてしまっていたかも…。一人ひとりが気付き、理
解を深め、お互いを尊重していくことが、全ての学生にとって居心地のよい学生生
活を送ることにつながるでしょう。例えば、どのような人たちがいるのでしょうか。

◆性の多様性
性にはさまざまな構成要素があり、性的指向（Sexual	
Orientation	好きになる相手の性）、ジェンダーアイデンティ
ティ（Gender	Identity	性自認／性同一性）、性表現（Gender	
Expression	自分が表現したい性）、性的特徴（Sex	Characteristics	身体的・生
物学的特徴が定型的な男・女、定型的ではない特徴を持つ性分化疾患（DSDs））
など、それぞれの要素の組み合わせは一人ひとり異なります。主な構成要素をその
頭文字からSOGIESCと呼びます。これらの要素は流動的な場合もあり、その決定
には本人の意思が尊重されなければなりません。
性の在り方は多様です。好きになる相手が同性の場合（Lesbian	女性同性愛者、

Gay	男性同性愛者）、両性の場合（Bisexual	両性愛者）、また生物学的性別と異
なる性別にアイデンティティを持つ場合（Transgender	トランスジェンダー）の各カ
テゴリの頭文字 LGBTが性的少数者の総称として知られています。このほか、無性
愛者（Asexual）、探求中（Questioning）、など多様なカテゴリがあります。なお、
打ち明けられた性に関する情報を本人の許可なく他者に話すことはプライバシーの
侵害にあたります。共有してよい相手がいるかどうか確認しておくと安心ですね。
2020 年 2月に明治大学レインボーサポートセンターが設立されました。多様な
性に関心のある方は利用してみてください。
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◆障がいのある学生
心身の障がいは、気付かれやすいものから気付かれにくいものまでさまざまあり、
重複することもあります。どのような障がいがあるのでしょうか。
・視覚障がい…盲、ロービジョン（弱視）、色覚障がい、視野欠損など
・聴覚障がい…聾、難聴など
・肢体不自由…病気やけがなどにより日常生活動作が困難な状態
・内部障がい…心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障がいなど
・精神障がい…統合失調症、気分障がい、高次脳機能障がい、パニック障がいなど
・発達障がい…自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、限局性学習症など

同じ障がい名であっても程度や困りごとの内容は実に多様です。障がいの名前だ
けで相手の状態を決めつけないように気をつけてください。また、現代社会がまだ
整備できていない環境を変更・調整することによって、障がいがある人でも日常生
活の支障を減らすことができます。それには、先入観にとらわれない周囲の理解と
柔軟な対応が欠かせません。なお、授業などで支援を希望する学生の相談窓口とし
ては、所属する学部事務室、障がい学生支援室、学生相談室があります。

そのほかにも、文化・民族・国籍・宗教などさまざまな背景を持つ学生がいます。
この世に自分とまったく同じ人は誰一人としていません。共通点だけでなく、違いを
理解し、受け入れることは、お互いの人生を豊かにしてくれる貴重な経験となるでしょ
う。
一方で、違和感や孤立感に苦しみながらも誰にも相談できず、せっかくの学生生
活を楽しむことができずにいる人もいるかもしれません。学生相談室では、さまざま
な学生の話に耳を傾け、自分に合った学生生活を送るお手伝いをします。
　

レインボーサポートセンター
<https://www.meiji.ac.jp/campus/rainbowsupportcenter/index.html>
障がい学生支援室
<https://www.meiji.ac.jp/learn-s/sgg/index.html>

※ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要と
していることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。
「ヘルプマーク／東京都福祉保健局」
<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html>

（2023/1/19	アクセス）
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あ 

り、重複することもあります。どのような障がいがあるのでしょうか。 

・視覚障がい…盲、ロービジョン（弱視）、色覚障がい、視野欠損など 

・聴覚障がい…聾、難聴など 

・肢体不自由…病気やけがなどにより日常生活動作が困難な状態 

・内部障がい…心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障がいなど 

・精神障がい…統合失調症、気分障がい、高次脳機能障がい、パニック障がいな

ど 

・発達障がい…自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、限局性学習症など 

 

同じ障がい名であっても程度や困りごとの内容は実に多様です。障がいの名

前 

だけで相手の状態を決めつけないでください。また、現代社会がまだ整備でき

ていない環境を変更・調整することによって、障がいがある人でも日常生活の

支障を減らすことができます。それには、先入観にとらわれない周囲の理解と

柔軟な対応が欠かせません。なお、授業などで支援を希望する学生の相談窓口

としては、所属する学部事務室、障がい学生支援室、学生相談室があります。 

 

そのほかにも、文化・民族・国籍・宗教などさまざまな背景を持つ学生がい

ます。この世に自分とまったく同じ人は誰一人としていません。共通点だけで

なく、違いを理解し、受け入れることは、お互いの人生を豊かにしてくれる貴

重な経験となるでしょう。 

一方で、違和感や孤立感に苦しみながらも誰にも相談できず、せっかくの学

生生活を楽しむことができずにいる人もいるかもしれません。学生相談室では、

さまざまな学生の話に耳を傾け、自分に合った学生生活を送るお手伝いをしま

す。  

 

※ヘルプマーク 

  義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見 

から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としている 

ことを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。 
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学生相談室はみなさんを応援します

学生相談室は全てのキャンパスにあり、学生があらゆることを相談できる場所で
す。相談だけでなく、学生相談室主催で行事も実施しています。

相談内容
◆学業について
◆サークル・部活動について
◆進路や就職について
◆性格・性の悩みについて
◆こころの健康について
◆	対人関係（友人や恋愛関係、家族など）
について　　　　
◆経済的・法律的なことについて
◆その他、学生生活全般について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
初回はインテーカー（初回面談を行う職員）と面談し、みなさんの相談内容に応

じて教員相談員、カウンセラー、精神科医、弁護士が対応します（54ページ参照）。
そして学生相談室で相談した内容はもちろんのこと、学生相談室へ連絡したこと
の秘密も守ります。

　大学生活で遭遇するさまざまな出来事や人々との出会いが，

学生にとって意義深い飛躍のステップになることが多い反面，

それらがきっかけとなって深刻な問題や悩みを抱え込んでしま

うことも珍しくありません。

　学生相談室では，さまざまな問題に対応するため，学生の

皆さんの訴えに耳を傾け，一緒に最良の解決を目指します。

より豊かな学生生活を求めて

明治大学 学生相談室
https://www.meiji.ac.jp/soudan/

あ ん な い
学生相談室学生相談室

学生相談室発行リーフレット『学生相談室あんない』では、学生相談室の利用の仕方、場所、
連絡先、受付時間などについて紹介しています。

相談室主催行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　
学生相談室では、憩いの場や交流の場の提供・心身の健康増進などを目的とした
各種行事を対面やオンライン形式で開催しています。
2023 年度も学生相談室ではさまざまな行事を実施いたしますので、新入生のみ

なさんも、是非、参加してください。
学生相談室行事案内〈https://www.meiji.ac.jp/soudan/gyouji2023.html〉
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せることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。 

 「ヘルプマーク／東京都福祉保健局」                               

<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html> 

  

学生相談室はみなさんを応援します 
 

学生相談室は全てのキャンパスにあり、学生があらゆることを相談できる場所

です。相談だけでなく、学生相談室主催で行事も実施しています。 

 

相談内容 

◆学業について 

◆サークル・部活動について 

◆進路や就職について 

◆性格・性の悩み 

◆こころの健康について 

◆対人関係（友人や恋愛関係、家族等）につい

て     

◆経済的・法律的なことについて                

◆その他、学生生活全般について   

                            

初回はインテーカー（初回面談を行う職員）と面談し、みなさんの相談内容

に応じて教員相談員、カウンセラー、精神科医、弁護士が対応します（54ペー

ジ参照）。 

そして学生相談室で相談した内容はもちろんのこと、学生相談室へ連絡したこと

の秘密も守ります。 

 

 

 

学生相談室発行リーフレット『学生相談室あんない』では、学生相談室の利用の仕

方、場所、連絡先、受付時間などについて紹介しています。 

 

相談室主催行事                   

学生相談室では、憩いの場や交流の場の提供・心身の健康増進などを目的とし

た各種行事を開催しています。 

2020・2021 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの行事をオン

（赤地に白抜き） 
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成年年齢が 18歳に
2022 年 4月から成年年齢が 18歳に引き下げられました。成年になると、
売買・賃貸借・雇用などさまざまな契約を親の同意を得なくても自分の判断で
行えるようになります。例えば携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、
クレジットカードをつくる、ローンを組むといった契約です。また、10年有効
のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格の
登録をしたりすることもできるようになります。一見自由にできることが増えて
いいことばかりのように思えますが、少し注意が必要です。
未成年者は親の同意を得ずに契約をした場合、民法で定められた「未成年
者取消権」によってその契約を取り消すことができますが、成年になってから
契約した場合にはこれを行使できなくなります。自由に契約を結べる一方で、
結んだ契約に対して自分で責任を負わなければいけないということです。
契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を
交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、社会経験に乏しく、
保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいるので注意が
必要です。
39ページ以降の「Chapter4　日常に潜む危険」では大学や街に潜む、契
約トラブルの事例などを紹介していますので、そちらも併せて読んでみてくださ
い。
なお、喫煙・飲酒・公営ギャンブルなどはこれまでどおり20歳になるまで
法律で禁止されています。

（参考）
「政府広報オンライン　18歳から“大人”に！成年年齢引き下げで変わること、変わ
らないこと」
〈https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html〉（2023/1/19	アクセス）
「法務省リーフレット　18歳を迎える君へ」
〈https://www.moj.go.jp/content/001378701.pdf〉（2023/1/19	アクセス）

コラム
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Chapter 2

明大生のライフスタイル
～先輩たちはこんな学生生活の工夫をしています～

４月８日からは、いよいよ授業が始まります。大学の授業は高校までとは大きく変
わるので、少し不安ですね。

“時間割を自分で組むってどうやるの？”
“レポートの課題ってどんなものだろう？”
　“単位を取るってどういうこと？”　
　　“サークルにも入ってみたいし、アルバイトも始めたい…
　　 勉強とどうやって両立するんだろう？”

新入生のみなさんの中には、まだまだ大学での生活のイメージがわかない方も多
いのではないでしょうか。

さらに新型コロナウィルス感染拡大状況に応じて、2022 年度は対面授業が全面
的に実施され、一部の科目ではオンライン形式の授業も実施されました。

次ページ以降に、昨年度１年生だった先輩たちが学生生活で工夫したことなどに
ついて触れた「１年生のライフスタイル」や、卒業後の進路が決まっている上級生や、
留学経験のある上級生（３・４年生）が１年次にどのように学生生活を送っていたか
について書いた「１年生のライフスタイル～上級生編～」を掲載しました。
ぜひ参考にして、自分自身のこれからの学生生活を思い描いてみてください。
　　
また、アルバイトを始める時に注意したいポイントもコラムにまとめました。併せて
参考にしてください。
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明大生のライフスタイル 
～先輩たちはこんな学生生活の工夫をしています～ 

  

 

 4 月 8 日からは、いよいよ授業が始まります。大学の授業は高校までとは大きく 

変わるので、少し不安ですね。 

 

“時間割を自分で組むってどうやるの？” 

“レポートの課題ってどんなものだろう？” 

“単位を取るってどういうこと？”  

“サークルにも入ってみたいし、アルバイトも始めたい:… 

勉強とどうやって両立するんだろう？“ 

 

 新入生のみなさんの中には、まだまだ大学での生活のイメージがわかない方も

多いのではないでしょうか。 

 

さらに2021年度は2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に係る入構

制限があり、オンラインによる授業がメインになったり、対面授業とオンラインによ

る授業が組み合わさったりと、感染症の流行状況によって、授業形態も変化してい

ました。 

 

 次ページ以降に、昨年度 1 年生だった先輩たちの学生生活で工夫したことなどに

ついて触れた「1 年生のライフスタイル」や、卒業後の進路が決まっている上級生（4

年生）が1年次にどのように学生生活を送っていたかについて書いた「1年生のライ

フスタイル～上級生編～」を掲載しました。 

ぜひ参考にして、自分自身のこれからの学生生活を思い描いてみてください。 

   

 また、アルバイトを始めるときに注意したいポイントもコラムにまとめました。併せ

て参考にしてください。 

Chapter 2 



1615

１年生のライフスタイル

◆�焦らなくて大丈夫
伝えたいことは“焦らなくていい”と

いうことです。私は地方から上京してき
て、東京での一人暮らし、友達作り、
授業、サークル、有り余る時間、その
すべてに苦労しました。入学したての頃
は、自分が地方から来たということ、友
達や知り合いがいないこと、卒業後の

進路が何も決まっていないことなどから、常にまわりを見て緊張して、焦っていました。
でも、初めからすべてのことを完璧にする必要はまったくなく、実際に私は自分のペー
スで過ごすことで自然に人とのつながりができて、こうしたらうまくいくというのが分
かり、勉強量も掴めてきました。そして私は進路も決まっていないことを前向きにと
らえ、何にでもまずは挑戦しています。
“焦らず、自分を大切に、完璧を目指さない”でください。今は不安もあると思い
ますが、１か月ほどで周りとの足並みはだいたい揃い、半年も経てば、自分の中で
バランスの取り方がわかってきます。焦らなくて大丈夫です。せっかくの新生活を楽
しんでください！
◆履修登録は自分の興味と情報収集を大切に！
学部によっては必修科目との兼ね合いで気になる授業が取れず、希望通りに時間
割を組めるとは限りません。そんな限られた中では、思わず楽に単位を取れる授業
を選びたくなりますが、きっと興味がなかったら授業が苦痛だと思うので、内容を一
番に考えるのが賢明です。私は進路が決まっていないので、自分の興味探しも兼ね
て、少しでも気になった授業は積極的に取るようにしました。例えば、留学をしてみ
たいなと考えていたので、英語を話せる授業や、留学に関係する授業を取ったり、
高校にはない授業は純粋に面白そうだったので取ったりしました。履修登録に関して
は、近道がないので、まずは配布された資料やシラバスなども活用して根気よく情
報収集してみてください。
◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期）

月 火 水 木 金

１時限
運動学演習Ⅰ―1 教養演習ⅠC フランス語Ⅰ
運動学演習Ⅰ―2 教養演習ⅠC フランス語Ⅱ マクロ経済学

２時限
英語Ⅰ フランス語Ⅰ
英語Ⅰ フランス語Ⅱ 日本文学 マクロ経済学

３時限
現代心理学 憲法 政治学基礎 英語Ⅰ

政治理論基礎 英語Ⅰ

４時限
環境科学概論 A 憲法
国際地域研究

基礎論

５時限
科学史 A 共通総合講座Ⅰ

日本文学 留学基礎講座
※黒字は必修科目、赤字は自分で選択した科目。

プロフィール
　　　　Ｔさん
　　　　政治経済学部１年＠和泉
　　　　�課外活動：軽音・映像制作
　　　　アルバイト：カフェ
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プロフィール 

S さん（教職課程履修中） 

文学部 1 年＠和泉 

課外活動：SPS・バレーボール

アルバイト：塾講師 

◆家で集中できないなら図書館で 
2021 年度の入学当初は授業が対面、リ

アルタイムの zoom、録画してある動画を
見るオンデマンドと色々な種類があったの
が複雑でした。中でもオンデマンドの授業
は期間内にいつでも観られる一方、課題と
して出るレポートの量が多く、それらをこな

すことが大変でした。私は「大学に行く日は集中的に勉強をする」と決めて、授業の
空き時間や授業終わりに図書館に行き、課題やオンデマンド授業に取り組むという
工夫をしました。図書館は静かで、誘惑も少なく集中できるのでオススメです。 

また、平日は集中して勉強をして、土日はサークルや友達と遊んだりするリフレッ
シュの時間に充てるといったように、勉強と課外活動を上手く両立できるように切り
替えを意識して行動しました。 
◆履修登録は情報収集が大事 
 まだ大学に入学した実感もわかないうちから 1 年分の履修を考えることは大変で
した。私はまず学部便覧や資格過程案内などの冊子を自分でよく読んだ上で、分
からないところを何度も資格課程事務室の方に質問しました。特に教職科目は卒業
単位に含まれる、含まれないなど考えることが多く複雑でしたが、一つ一つ丁寧に
説明してくださり、クリアにしていくことができました。最終的には、１年生のうちに履
修できる教職科目はなるべく取りたいと思い、必修が入っていないコマに、文学部
の卒業単位に含まれる教職科目を当てはめるようにして、時間割を作成しました。 

また、お昼休みの前後の2限や3限の時間を極力空けるようにしたことで、ゆっく
りとお昼ご飯を食べたり、課題をしたりするためのまとまった空き時間を作ることが
出来ました。 
◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期） 

 

月 火 水 木 金 土

ドイツ語ⅠA ウェ ルネススポ ーツA ECSA ウェルネスライフ論

ドイツ語ⅠB ウェ ルネススポ ーツB ECSB 教職入門

英文学史A

英文学史B 教育基礎論

上級英文解釈A 英語学概論A 教育心理学

上級英文解釈B 英語学概論B

EPWA 米文学史A ドイツ語ⅡA

特別支援教育概論 EPWB 米文学史B ドイツ語ⅡB

教育学A 基礎演習（英米文学）A ICTベーシックⅠ

教育学B 基礎演習（英米文学）B ICTベーシックⅡ

教育行政学
6時限

※黒字は学部等科目、青字は教職課程科目。

1時限

2時限

3時限

4時限

5時限
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◆有意義な学生生活を送るために
学生生活で私が心がけていることは３

つあります。１つ目は目標を持つことで
す。私は演劇やミュージカルをしており、
将来は舞台関係者の経済基盤を支える
体制づくりに携わることを目標にしてい
ます。大学ではお金や経済の仕組みな
どを学ぶとともに、演劇に関する海外の

情報を英語で得るためにも英語特別カリキュラムGREATを履修し、ディスカッショ
ンなどで実践的なスキルも身に着けています。このように目標を持つことで授業へ
の理解が深まり、モチベーションにもつながっています。２つ目はTo	Do	List の管
理です。私はもともとマルチタスクが苦手でうっかり忘れも多いため、頭の中だけで
抱え込まず紙に書きだしています。これにより課題の提出期限など自分が何を抱え
ているか整理でき、学生生活におけるマルチタスクも管理しています。３つ目は自分
が何をすべきか考えて周りに流されないことです。特に授業は一度さぼると癖がつく
ので、自分が何のために授業や課題をやっているのか目的を意識して、意地でも出
席することを心がけています。
この３つの心がけにより有意義な学生生活を過ごしています。
◆情報を整理して自分にあった時間割を！
履修登録には必修科目や単位数の要件を満たしているかなど、さまざまな条件が

あります。私は学校から配布された資料を確認し、友達とも一緒に条件を満たして
いるか確認しました。なかでも１・２年生のうちに履修する必要のある科目など優先
度の高い科目からチェックすることを意識しました。ちなみに私は不安だったので、
自分にとって必要な必修科目などを紙に書き出し、情報を整理していました。
また時間割を組むにあたって、授業を集中させて全休を作るか、１日の科目数を減
らして空きコマを作るか悩みましたが、自分の生活スタイルを考えて空きコマのある
時間割を組み、空き時間で課題に取り組んでいます。
◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期）

月 火 水 木 金

１時限
経営総論 英語（初級）A

公共経営学 英語（初級）B

２時限
数学 A ドイツ語（初級）Ⅰ

LA Seminar in 
Foreign 

Languages A
体育実技 A

数学 B ドイツ語（初級）Ⅱ
LA Seminar in 

Foreign 
Languages B

体育実技 B

３時限
社会思想 簿記論Ⅰ ドイツ語（初級）Ⅰ

簿記論Ⅱ ドイツ語（初級）Ⅱ

４時限
英語（初級）A Global Issues A 近代経済学 A

英語（初級）B Global Issues B 近代経済学 B

５時限

※秋学期は、メディア授業科目で会計学、経営学を履修。
※黒字は必修科目、赤字は自分で選択した科目。

プロフィール
　　　　Ｎさん
　　　　経営学部１年＠和泉
　　　　課外活動：ミュージカルサークル
　　　　アルバイト：塾講師
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プロフィール  

K さん 

経営学部１年＠和泉 

課外活動：テニス・経理研究所

アルバイト：書店 

◆苦労した春学期の授業 
 2021年度はオンデマンド授業と対面

授業が混ざっていたり、緊急事態宣言に
より対面授業がオンライン授業に変更に
なったりしました。課題について通知も
提出もオンラインで行われるなど、慣れ
ないことが多く大変でした。同じ授業を

受けている友人と、課題のスケジュールなどを確認しあって提出漏れがないように
気を付けました。また、オンライン授業では他の人たちとなかなか会えず、モチベ
ーションの維持が難しかったです。そんな中、私が所属している経理研究所は対面
での講義だったため、所属している学生に直接会える貴重な機会として、リフレッシ
ュできるいい機会でした。授業への集中とリフレッシュの手段を使い分けて、自分
の中の適切なサイクルを作り、充実した学生生活を送ってほしいです。 
◆アドバイスを積極的にもらいながら自分にあった時間割を考える 
 最初に大変なのは履修登録だと思います。私はまず、高校の先輩や、新歓の時
に SNS で履修相談にのってくださる先輩方に連絡し、アドバイスを聞くことにしまし
た。履修の組み方やコツを教えてもらえたので、履修登録を具体的にイメージでき
ました。その上で、自分の興味がある科目を選択することを第一優先とし、それら
の科目から必修科目と被らずに受講できる授業を選んで時間割に当てはめまし
た。 

また、経理研究所の講義が月・水・木曜日の夕方から夜にかけてあるため、特に
秋学期の水・木曜日の午前中は休息や講義準備の時間が取れるよう、余裕をもっ
た時間割を組むようにしました。他にも授業が早く終わる日の午後はアルバイトに
充てたりと、時間割に合わせて課外活動も充実させています。 

◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期） 

月 火 水 木 金

1時限 体育実技Ａ *西洋史（総論）

体育実技B

2時限 簿記論Ⅰ *経営総論 教養演習A 英語（初級）A

簿記論Ⅱ 公共経営学 現代社会とスポ ーツ 英語（初級）B

3時限 英語（初級）Ａ 中国語（初級）Ⅰ

英語（初級）Ｂ *経営学 中国語（初級）Ⅱ

4時限 *社会学A 中国語（初級）Ⅰ
*心理学A

*近代経済学A

経営総合講義B 中国語（初級）Ⅱ
*心理学B

*近代経済学B

5時限

会計学

※黒字は必修科目、青字は自分で選択した科目。

*はオンデマンド授業。（木曜日４限はオンデマンド授業のため２科目履修）
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◆時間の有効活用と優先順位
私はサークルの活動場所が駿河台で
通学時間も長かったので、移動時間を
有効に活用しました。具体的には、あま
り時間のかからない課題は移動時間で
取り組み、家では授業動画視聴や時間
のかかる課題を優先しました。またメディ
ア授業は科目ごとに動画の長さや課題
が出される頻度も違うため、優先順位

付けや使える時間を考えて調整しました。ゴールデンウイークや学園祭期間の休み
前は対面授業の課題を優先し、休みの間に提出の締め切りまでが比較的長いメディ
ア授業の課題に取り組みました。
大学生は時間の使い方を自分で決める必要がありますが、一人で抱え込む必要はあり

ません。私は色々な人と話すことで、時間の使い方を工夫できただけでなく、知らなかっ
たことや気づけなかった選択肢が見つかりました。大学生活では時間や人とのかかわり
を大切に、勉強だけでなくサークルやアルバイトなど色んなことに挑戦してください！
◆自分に合った時間割を
情報コミュニケーション学部は特に選択科目が多いので、私は興味のある環境問
題や社会問題に関する授業を中心に、とにかく情報を集めました。科目名だけでは
内容が分からないので、シラバスの他にも新歓期間に先輩に話を聞き授業を探しま
した。また先生ごとに開講されている基礎ゼミナールもあるので、ゼミの形態や内容、
その先生の他の授業について調べるなどして、ゼミを決めることが大事です。私は
社会問題について議論したいと思い、今のゼミを選びました。
取りたい授業を選ぶ一方で、時間割の組み方はよく考えてほしいです。私は１限

から５限まで授業がある日は集中力が持たないときもあったので、秋学期からはどう
しても取りたい授業でなければ、同じ日に１限と５限の両方に授業を入れないように
しました。また、一日一コマしかない日も通学時間がもったいないと思い、秋学期
は全休をつくりメディア授業や課題に取り組む日にしました。皆さんも自分の体力や
その他の条件と相談しながら、自分に合った時間割を組んでほしいです。
◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期）

月 火 水 木 金

１時限
環境と社会 基礎ゼミナール ドイツ語 BⅠ

基礎ゼミナール ドイツ語 BⅡ

２時限
English Skills AⅠ ドイツ語 AⅠ English Skills BⅠ 社会学 A

English Skills AⅡ ドイツ語 AⅡ English Skills BⅡ 社会学 B

３時限
ミクロ経済学 日本語表現Ⅰ 美学・芸術学

マクロ経済学 組織論 日本語表現Ⅱ

４時限
ICTベーシックⅠ(M)

ICTベーシックⅡ(M)

５時限
クリエイティブ・コ
ミュニケーション

国際交流（世界の
キャンパスから）（M）

※ 春学期は、集中講義で国際交流（インドシナ）、メディア授業科目で生命論 A、情報コミュニケーション学入門 B を履修。
※ 秋学期は、集中講義で国際交流（インドシナ）、メディア授業科目で生命論 B、情報コミュニケーション学入門 A、地球環境科学を履修。
※黒字は必修科目、赤字は自分で選択した科目。

プロフィール
　　　　Ｋさん
　　　　�情報コミュニケーション学部��

1 年＠和泉
　　　　�課外活動：交響楽団
　　　　�アルバイト：書店・催事
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プロフィール 

T さん（大学院進学予定） 

農学部 4 年＠生田 

課外活動：アカペラ同好会 

アルバイト：飲食店・ 

イベントスタッフ

 1 年生のライフスタイル～上級生編～ 

◆特別なことはしない。 
普段の授業にしっかり取り組む。 
1 年次は、3・4 年生で研究中心の生活に切り

替えるために、なるべく多くの単位取得を目指
し履修を組みました。入学当初から大学院進学
を視野に入れていましたが、基本的に院進学
に向けた勉強はせず、普段の授業の内容を吸
収することを意識したほか、英語力は必須と考
え英語の勉強は１年次から継続して行いました。

初めから興味のあるものだけに絞って、知らない分野を見落とすのはもったいない
と思い、幅広く履修を組みましたが、結果的に広い視野を得られました。 

また、私は１年次のオムニバス形式（毎週先生が入れ替わる形式）の授業を受
けて興味をもった研究室に積極的に訪問しました。進学に向けた勉強を始める際
にも、研究室訪問をすることで、その研究室でどのような知識があるといいのかを
聞くことができます。研究室訪問は、思い描く研究生活と実際の研究生活とのギャ
ップを埋めていけるため、早めに行くのがオススメです。 
◆将来の自分のために今日を楽しむ 
 1 年次は授業数が多い上に、サークル活動やアルバイトがあり、かなり忙しかっ
たです。課題やレポートは基本的に空きコマや隙間時間に取り組み、サークルやア
ルバイトの時間を確保していました。隙間時間に少しずつ復習をしておくことで、結
果的にテスト期間の負担を減らすことも出来ました。また、日曜日を自由な日にす
ることで、月～土曜日のモチベーションが維持できると同時に、次の週に疲労を残
さずリセットでき、無理なく続けられる生活パターンを確立できました。 

1 年次は休みの日に友達と出掛けることが多かったです。楽しみな予定があるこ
とは、勉強を頑張る理由にもなるので適度な息抜きも大切だと思います。私は 1・2
年次に目一杯楽しんだことで、現在は研究に集中できています。皆さんにも、気を
張りすぎず、今しかできないことを大切にして過ごしてほしいです！ 
◆一週間の生活パターン（1 年次） 

 

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

月

火

水

木

金

土

日

課題・自習 アルバイト

自由時間

アルバイト

授業 授業 授業 授業 授業 自由時間

授業 授業 授業 授業

アルバイト

授業 授業 課題・自習 授業 授業 サークル

自由時間 授業 課題・自習 授業

授業 授業 授業 授業 サークル
自由
時間
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1 年生のライフスタイル～上級生編～

◆�大学院進学を見据えた授業選び
入学当初から明治大学の大学院進学

を視野に入れた授業選びをしていまし
た。４年次からの研究に集中するため、
早いうちに卒業に必要な単位を取りきれ
るように履修を組みました。また、１年
次の授業は研究に必要な基礎知識や考
え方を得るため、専門科目である化学

に関する授業はもちろん、英語や数学、物理など幅広い分野の授業を受講しました。
そこで学んだ英語や専門知識は、現在の研究や論文を読むのに役立っていると感じ
ます。
また、さまざまな授業を受けたことで、複数の研究室訪問もでき、将来の自分の
視野を広げることにつながりました。授業の中で、先生がご自身の研究室の研究内
容について話してくださる機会が多くあり、研究内容に興味をもったときは授業後に
研究室を訪問しました。そこでは大学院生とも話ができ、視野が広がったと感じます。
このように、将来の研究室を見据えた授業選びをしたことで、自分の納得のいく
研究室を見つけ、大学院に合格することができました。
◆やるときはやる、やらないときはやらない
１年次は授業数がとにかく多く、１限の授業も多かったため忙しかったです。課題
やレポートはその日のうちに終わらせることを意識して、授業終了後に図書館で勉強
し、なるべく溜めずに大学内で完結させるようにしていました。自宅では自分のした
い分野の勉強や趣味に打ち込むことができ、大学と自宅と使い分けることで、メリハ
リのある生活を送ることができました。授業のある平日は忙しかったですが、やるべ
きことをその日のうちに片づけておくことで、土曜日はアルバイトに時間を費やした
り、日曜日は読みたい漫画やアニメ、映画などを鑑賞したりとゆっくり過ごしたりす
ることができました。このようにメリハリをつけた時間と場所の使い方で、充実した
大学生活を送ることができました。
◆一週間の生活パターン（１年次）

プロフィール
　　　　Ｓさん（大学院進学予定）
　　　　理工学部 4年＠生田
　　　　課外活動：�マイナースポーツ��

同好会
　　　　�アルバイト：飲食店・コンビニ
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プロフィール 

U さん 

総合数理学部１年＠中野 

課外活動：明治大学交響楽団

アルバイト：塾講師 

           1 年生のライフスタイル 

◆課題は授業日のうちに取り組み始める 
私は大学入学前から「大学生は暇だ」とい
うフレーズを何回か聞いていました。ところ
が、実際入学して「意外と忙しい」というの
が僕の大学に対する第一印象でした。大
学生は、普段の授業に加え、課題やサー
クル、バイトなどがあり、時間を上手に使

わないとやるべきことが溜まっていきます。特に私は、課題は出されたその日のう
ちに終わらせることを念頭に過ごしました。授業日のうちに課題に取り組み始める
ことで、これからのサークルなどに当てる娯楽の時間では課題のことを考えなくて
済むので、勉強とサークルの気分の切り替えがはっきりでき、有意義に過ごすこと
ができました。課題を当日中に取り組み始めることはとてもおすすめです。 
◆自分に合う授業を 

総合数理学部の1年次は、必修科目が多く、選択科目はかなり少ないです。その
ため選択科目で、いかに自分に合い、一番学びたい授業を履修するかが重要だと
考えました。私は付属校出身であっため先輩に授業の雰囲気を聞くことができまし
た。付属校出身でなくとも、周りの友達は Twitter などを利用して先輩と履修登録の
相談をしている人もいました。自分の興味のある授業を受けることで、授業に対す
るモチベーションも増え、さらに勉強して知識を深めたいという意欲が湧きます。大
学生活を有意義に過ごすためにも、まずは履修をじっくり考え、“楽”な授業を選ぶ
のではなく、自分に合った授業を履修することを心がけましょう！ 
◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期） 

 

 

月 火 水 木 金 土

English IC 線形代数Ⅰ 総合数理概論

English ID 線形代数Ⅱ

English IA 微積分Ⅰ

English IB 微積分Ⅱ 基本情報技術Ⅰ

プログラ ミング演習Ⅰ
*先端メディア

サイエンス概論
政治学A

アカデミック
リテラシー

プログラ ミング演習Ⅱ メディア基礎実験 政治学B 数学基礎演習

プログラ ミング演習Ⅰ
*先端メディア

サイエンス概論
総合数理

ゼミナール

プログラ ミング演習Ⅱ メディア基礎実験
先端メディア
ゼミナールⅠ

情報技術概論

コンテンツ・

エンタテインメント

概論

先端メディア

サイ エンス特別講義

※黒字は必修科目、青字は自分で選択した科目。

＊先端メディアサイエンス概論は春後期のみ。

夏期集中講座 EP演習

5時限

1時限

2時限

3時限

4時限

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

月

火

水

木

金

土

日

⇓画像データ

サークル

自由時間 アルバイト

授業 授業 授業 授業

授業 自由時間

自由時間 授業 授業 授業

授業 授業 授業 授業

自由時間

○ （１年次の）一週間のスケジュールについて，記入例を参考に記入してください。

授業 授業 授業 授業 課題・レポート 自由時間

授業 授業 課題・レポート アルバイト

課題・レポート 自由時間
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◆留学に向けて日常的に英語で考える意識
３年次での留学を目標に考えるなか
で、特に英会話に苦手意識を持ってい
たので、それを克服するために日常の中
で慣れるための工夫をしていました。英
会話力の向上に役立った工夫の１つが

「英語で独り言」です。「電球が使えなくなったから変えよう」「机の上が散らかって
いるから片付けないと」などのように、ふと思ったことを英語で説明する練習をして
いました。パッと出てこない英語に気づけたり、新しい英語表現を覚える機会になっ
たりするのでおすすめです。また、１年次のTOEFL	Preparationという授業では、
英語でニュース記事を読み発表する時間や、TED	Talksという英語のプレゼンテー
ションを聞いてまとめる課題などがあり、会話的な英語力の向上に大変役立ちました。
このように、日常生活と授業の両面から、英会話の苦手意識を克服することを中心
に留学準備を進めました。
◆無理せず“ながら”英語
留学前の１・２年次は大学生活のリズムに慣れていなかったり、取らなければなら

ない講義が多かったりして留学準備に割く時間がなかなか取れませんでした。週５日
授業を受けて、課題をこなして、アルバイトに行くというスケジュールの中で、留学
準備のために無理をすると、億劫になると思い、何かを“しながら”英語に触れて
いました。例えば、通学中にダウンロードした洋画を見ることや、お風呂上がりに好
きな洋楽を聴くなどしていました。無理に海外の作品にこだわる必要もなく、日本の
ドラマやアニメを見る時に英語字幕をつけて「今のセリフは英語字幕だとこう訳され
る」と何気なくチェックしてみることも良いと思います。授業やアルバイトで忙しい中
でも、何かをしながら、無理せず英語に触れることが自分なりの良い時間の使い方
でした。

◆一週間の生活パターン（１年次）

プロフィール
　　　　Ａさん（３年次留学）
　　　　国際日本学部 3年＠中野

課外活動：バトミントン
　　　　�アルバイト：居酒屋
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プロフィール  

K さん 

経営学部１年＠和泉 

課外活動：テニス・経理研究所

アルバイト：書店 

◆苦労した春学期の授業 
 2021年度はオンデマンド授業と対面

授業が混ざっていたり、緊急事態宣言に
より対面授業がオンライン授業に変更に
なったりしました。課題について通知も
提出もオンラインで行われるなど、慣れ
ないことが多く大変でした。同じ授業を

受けている友人と、課題のスケジュールなどを確認しあって提出漏れがないように
気を付けました。また、オンライン授業では他の人たちとなかなか会えず、モチベ
ーションの維持が難しかったです。そんな中、私が所属している経理研究所は対面
での講義だったため、所属している学生に直接会える貴重な機会として、リフレッシ
ュできるいい機会でした。授業への集中とリフレッシュの手段を使い分けて、自分
の中の適切なサイクルを作り、充実した学生生活を送ってほしいです。 
◆アドバイスを積極的にもらいながら自分にあった時間割を考える 
 最初に大変なのは履修登録だと思います。私はまず、高校の先輩や、新歓の時
に SNS で履修相談にのってくださる先輩方に連絡し、アドバイスを聞くことにしまし
た。履修の組み方やコツを教えてもらえたので、履修登録を具体的にイメージでき
ました。その上で、自分の興味がある科目を選択することを第一優先とし、それら
の科目から必修科目と被らずに受講できる授業を選んで時間割に当てはめまし
た。 

また、経理研究所の講義が月・水・木曜日の夕方から夜にかけてあるため、特に
秋学期の水・木曜日の午前中は休息や講義準備の時間が取れるよう、余裕をもっ
た時間割を組むようにしました。他にも授業が早く終わる日の午後はアルバイトに
充てたりと、時間割に合わせて課外活動も充実させています。 

◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期） 

月 火 水 木 金

1時限 体育実技Ａ *西洋史（総論）

体育実技B

2時限 簿記論Ⅰ *経営総論 教養演習A 英語（初級）A

簿記論Ⅱ 公共経営学 現代社会とスポ ーツ 英語（初級）B

3時限 英語（初級）Ａ 中国語（初級）Ⅰ

英語（初級）Ｂ *経営学 中国語（初級）Ⅱ

4時限 *社会学A 中国語（初級）Ⅰ
*心理学A

*近代経済学A

経営総合講義B 中国語（初級）Ⅱ
*心理学B

*近代経済学B

5時限

会計学

※黒字は必修科目、青字は自分で選択した科目。

*はオンデマンド授業。（木曜日４限はオンデマンド授業のため２科目履修）

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

月

火

水

木

金

土

日

⇓画像データ

自由時間

自由時間 自習 アルバイト

自由時間

授業
自由
時間

授業 アルバイト

自習 自由時間

授業 自習
自由
時間

授業 授業

授業 授業

自由時間 授業
自由
時間

授業 授業

自由時間 自習 アルバイト

○ （１年次の）一週間のスケジュールについて，記入例を参考に記入してください。

自由時間 自習
自由
時間

授業 自習 授業 自由時間

自習 自由時間
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ブラックバイトに注意！ 
大学生になってアルバイトを始めることを考えている新入生もいるのではないで

しょうか。  

アルバイトと一言で言っても様々な仕事があり、中には「ブラックバイト」と呼ば

れるような、学生の無知や立場の弱さにつけ込み、違法な働かせ方をするアル

バイトがあります。適切な給与が支払われなかったり、長い拘束時間で学業に支

障をきたしたりするケースもあります。ブラックバイトにつかまらないようにするた

めにどんな点に注意をしたらいいのか、ポイントを確認しておきましょう。 

  

アルバイトを始める前のチェックポイント 

□求人票と契約書の労働条件が異なっていないか 

➡求人票はプリントアウトやスクリーンショットをとっておきましょう。 

□「労働条件通知書」をもらえるか 

➡アルバイトでも労働条件通知書をもらえることが法律で定められています。

「ください」と言ってももらえないバイト先はアウト！後々のトラブルが起きた

ときに備えて必ずもらうようにしましょう。 

□契約の形態が「労働契約」や「雇用契約」になっているか 

➡「業務委託契約」「請負契約」は要注意！労働法による保護の対象外になり

ます。 

□最低賃金を下回っていないか 

➡特に塾講師などのアルバイトにおいて、コマ給のみが記載されている場合、

勤務時間で割ると最低賃金を下回るケースも。 

参考：「学習塾における講師等の労働条件の確保・改善のポイント」（厚生労働省神奈川労働局作成） 

 

アルバイトを始めた後のチェックポイント 

□研修期間中も給料が支払われているか 

➡研修中であっても最低賃金以上の給料がもらえます。 

□給料から不当な罰金や商品代が天引きされていないか 

➡過失で割った食器代、売れ残ったクリスマスケーキの買取り代金の天引き

は違法です。 

□残業が発生した場合残業代は支払われているか 

➡アルバイトでも残業代はもらえます。また、1 日 8 時間以上働いたり、23 時

以降に勤務した場合は割増賃金ももらえます。 

□休憩時間が適切に与えられているか 

➡勤務が 6 時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休

憩をもらえます。 

 

ブラックバイトに注意！
大学生になってアルバイトを始めることを考えている新入生もいるのではないで

しょうか。
アルバイトと一言で言ってもさまざまな仕事があり、中には「ブラックバイト」と呼
ばれるような、学生の知識・経験の少なさにつけ込み、違法な働かせ方をするアル
バイトがあります。適切な給与が支払われなかったり、長い拘束時間で学業に支障
をきたしたりするケースもあります。ブラックバイトにつかまらないようにするために
どんな点に注意をしたらいいのか、ポイントを確認しておきましょう。
　

アルバイトを始める前のチェックポイント
□求人票と契約書（または労働条件通知書）の労働条件が異なっていないか
　➡	求人票はプリントアウトやスクリーンショットをとっておきましょう。
□「労働条件通知書」をもらえるか
　➡	アルバイトでも労働条件通知書をもらえることが法律で定められています。「く
ださい」と言ってももらえないアルバイト先はアウト！後々のトラブルが起き
た時に備えて必ずもらうようにしましょう。

□契約の形態が「労働契約」や「雇用契約」になっているか
　➡「	業務委託契約」「請負契約」は要注意！労働法で保護されない場合があります。
□最低賃金を下回っていないか
　➡	特に塾講師などのアルバイトにおいて、コマ給のみが記載されている場合、

勤務時間で割ると最低賃金を下回るケースも。
参考：「学習塾における講師等の労働条件の確保・改善のポイント」（厚生労働省神奈川労働局作成）

アルバイトを始めた後のチェックポイント
□研修期間中も給料が支払われているか
　➡	研修中であっても最低賃金以上の給料がもらえます。
□給料から不当な罰金や商品代が天引きされていないか
　➡	過失で割った食器代、売れ残ったクリスマスケーキの買取り代金などの天引
きは違法です。

□残業が発生した場合残業代は支払われているか
　➡	アルバイトでも残業代はもらえます。また、１日８時間、１週 40時間以上働
いたり、22時以降に勤務した場合は割増賃金ももらえます。

□休憩時間が適切に与えられているか
　➡	勤務が６時間を超える場合は45分、８時間を超える場合は１時間の休憩をもらえます。

コラム

21 
 

ブラックバイトに注意！ 
大学生になってアルバイトを始めることを考えている新入生もいるのではないで

しょうか。  

アルバイトと一言で言っても様々な仕事があり、中には「ブラックバイト」と呼ば

れるような、学生の無知や立場の弱さにつけ込み、違法な働かせ方をするアル

バイトがあります。適切な給与が支払われなかったり、長い拘束時間で学業に支

障をきたしたりするケースもあります。ブラックバイトにつかまらないようにするた

めにどんな点に注意をしたらいいのか、ポイントを確認しておきましょう。 

  

アルバイトを始める前のチェックポイント 

□求人票と契約書の労働条件が異なっていないか 

➡求人票はプリントアウトやスクリーンショットをとっておきましょう。 

□「労働条件通知書」をもらえるか 

➡アルバイトでも労働条件通知書をもらえることが法律で定められています。

「ください」と言ってももらえないバイト先はアウト！後々のトラブルが起きた

ときに備えて必ずもらうようにしましょう。 

□契約の形態が「労働契約」や「雇用契約」になっているか 

➡「業務委託契約」「請負契約」は要注意！労働法による保護の対象外になり

ます。 

□最低賃金を下回っていないか 

➡特に塾講師などのアルバイトにおいて、コマ給のみが記載されている場合、

勤務時間で割ると最低賃金を下回るケースも。 

参考：「学習塾における講師等の労働条件の確保・改善のポイント」（厚生労働省神奈川労働局作成） 

 

アルバイトを始めた後のチェックポイント 

□研修期間中も給料が支払われているか 

➡研修中であっても最低賃金以上の給料がもらえます。 

□給料から不当な罰金や商品代が天引きされていないか 

➡過失で割った食器代、売れ残ったクリスマスケーキの買取り代金の天引き

は違法です。 

□残業が発生した場合残業代は支払われているか 

➡アルバイトでも残業代はもらえます。また、1 日 8 時間以上働いたり、23 時

以降に勤務した場合は割増賃金ももらえます。 

□休憩時間が適切に与えられているか 

➡勤務が 6 時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休

憩をもらえます。 
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こんな時はどうする？
　●アルバイト中にけがをした！
　　➡	仕事が原因で生じたけがや病気には、アルバイトであっても労災保険が使

えます。
　●アルバイトを辞めるなら代わりを探せと言われた！
　　➡	アルバイトの代わりを探すのは雇用主の仕事です。あなたが探す必要はあ

りません。
　●契約期間中は辞められないと言われた！
　　➡	契約期間中でも「やむを得ない事由」があれば辞められます。労働条件と

実際が異なっていたり、無理なシフトを強要されたりなどといった場合は契
約期間中でも辞められます。

　●自分が辞めたら迷惑が掛かる…。
　　➡	ブラックバイトは学生の善意・やりがいを搾取して利用するのが手口です。

辞めても問題ありません。

どこに相談したらいいの？
自分のアルバイト先がブラックかもしれない…、アルバイトを辞めたいのに辞めら

れない、アルバイトが忙しすぎて学業が疎かになってしまっている、など困ったこと
があったら、一人で悩まずに相談しましょう。
相談内容に応じて、
●労働基準監督署（法律違反に対処してくれる役所）
●ブラックバイトユニオンなど（一人でもアルバイトでも加入できる労働組合）
●法テラスや弁護士会の無料労働相談
といった、外部の機関を利用することができます。
相談に行く時には証拠が重要となります。働いた時間の記録

（タイムカードやメモなど）はきちんと残しておきましょう。

どこに、どんなふうに相談したらいいかわからない場合は、ぜひ学生相談室を利
用してください。相談員として弁護士がお話を伺い、解決に向けたアドバイスをする
ことができます。
　　

（参考）ブラックバイトユニオン　ブラックバイトとは
〈http://blackarbeit-union.com/aboutUs/aboutBlackarbeit/index.html〉

（2023/1/19	アクセス）	
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に辞められない、アルバイトが忙しすぎて学業が疎かになってしまっている、
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●労働基準監督署（法律違反に対処してくれる役所） 

●ブラックバイトユニオンなど（一人でもアルバイトでも加入できる労働組
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 どこに、どんなふうに相談したらいいかわからない場合は、ぜひ学生相談

室を利用してください。相談員として弁護士がお話を伺い、解決に向けたア
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（参考）ブラックバイトユニオン ブラックバイトとは 

〈http://blackarbeit-union.com/aboutUs/aboutBlackarbeit/index.html〉（2022/1/● アクセス）  
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Chapter 3

一人暮らし応援します
～実家暮らしの学生も活用できます！～

食生活

健康的に生き、そして元気に学生生活を送っていくには、
なんといっても食事が大切です。栄養バランスが崩れると
風邪を引きやすくなったり、骨や筋肉が弱ったり、生活習慣
病予備軍の仲間入りの可能性もあります。さらにカルシウム
不足はイライラの原因といわれています。食事は毎日のこと
です。自炊に挑戦してみましょう。

主食、主菜、副菜を意識しましょう
望ましい食事の基本は、「主食・主菜・副菜」がそろうことです。「主食」とは、ご
飯やパン、麺類（炭水化物の供給源）です。「主菜」はメインのおかずで、材料にお肉
やお魚、卵や大豆が使われた料理（たんぱく質の供給源）です。「副菜」は、主に野
菜やキノコ、海藻類などが使われる小鉢やお味噌汁で、ビタミンやミネラルの供給源に
なります。これらに乳製品や果物が加わると、望ましい食
事となります。
まずは１日１回でもつくってみることから始め、少しず
つつくることに慣れてきたら、栄養バランスも考慮して
みましょう。最初は難しいので、不足しがちな栄養は野
菜ジュースやサプリメントで補給するのもひとつの方法
です。

（参考）「食事バランスガイド／農林水産省」
＜https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/＞（2023/1/19アクセス）
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んといっても食事が大切。栄養バランスが崩れると、お肌にテ
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が弱ったり、生活習慣病予備軍の仲間入りや、カルシウム不

足でイライラしちゃうことも。食事は毎日のことです。自炊は必

須と考え、挑戦してみましょう。 

 

主食、主菜、副菜を意識しましょう 

望ましい食事の基本は、「主食・主菜・副菜」がそろうことです。「主食」とは、ご飯
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も考慮してみましょう。最初は難しいので、野菜ジュ
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（参考）「食事バランスガイド／農林水産省」 

  〈https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/〉（2021/1/●●アクセス） 
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みなさんは本当に太っていますか？
「自分は太っている」「もっと痩せなきゃ」と思っている人、いませんか。
みなさんは多かれ少なかれ自分の容姿で気になるところがあるで

しょう。中にはモデルのように痩せた方がよいと思っている人もいる
ようです。でも、みなさんは本当に太っているのでしょうか？身長か
ら見た体重の割合を示す体格指数として、「ＢＭＩ」があります。手軽
にわかる肥満度の目安なのでぜひチェックしてみましょう。

ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）²

ＢＭＩが 18.5 未満はやせ気味、18.5 以上 25未満は適正、25以
上は肥満と判断されます。

無理なダイエットは必要な栄養素を吸収できず、カルシウ
ム不足で骨がもろくなったり、将来骨粗しょう症になったり、
鉄分不足で貧血になったりすることがあります。女性の場合、
生理が止まってしまうこともあります。
また、間違ったダイエットを続けることで、かえって太りや

すい体質になるとも言われています。
過度な体重の増減やダイエットの方法など、困っていることや心配があれば、気軽

に学生相談室または診療所を訪ねてみてください。一緒にその状況を確認しましょう。

24 
 

みなさんは本当に太っていますか？ 

  「自分は太っている」「もっと痩せなきゃ」と思っている人、いま

せんか。 

 大学生のみなさんは多かれ少なかれ自分の容姿で気になるとこ

ろがあるでしょう。中にはモデルのように痩せた方がよいと思って

いる人もいるようです。でも、みなさんは本当に太っているのでしょ

うか？身長から見た体重の割合を示す体格指数として、「ＢＭＩ」が

あります。手軽にわかる肥満度の目安なのでぜひチェックしてみ

ましょう。 

 

 

  

 

ＢＭＩが25以上は肥満、25未満～18.5は適正、18.5未満はやせと判断されます。 

 

無理なダイエットは必要な栄養素を吸収できず、カルシウ

ム不足で骨がもろくなったり、将来骨粗しょう症になったり、

鉄分不足で貧血になったりすることがあります。 

過度の体重の増減やダイエットの方法など、困っているこ

とや心配があれば、気軽に学生相談室または診療所を訪ねてみてください。一緒

にその状況を確認しましょう。 
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 学内診療所
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（参考）農林水産省HP「美しさは健康から」
〈https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics3_02.html〉（2023/1/19アクセス）
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自炊のすすめ 

調理器具・調味料を揃えてみましょう 

さて、自炊をしようと心に決めてキッチンに行っても道具

が・・・やっぱりある程度の調理器具（鍋、フライパンなど）が

ほしいですね。そこで、まず初めは、基本的な調理器具や

調味料（塩、砂糖など）を少しだけ揃えてみて、徐々に増や

していきましょう。100 円ショップの商品も充実しています

よ。 

 

下手でも料理を作ってみましょう 

一人暮らしをはじめる４月はとても忙しい時期です。まずは、できることから始

め 

てみましょう。 

 

 

無料レシピサイト 

クックパッド https://cookpad.com/ 

kｕｒａｓｈｉｒｕ https://www.kurashiru.com/ 

DELISH KITCHEN  https://delishkitchen.tv/ 

みんなの今日の料理  https://www.kyounoryouri.jp/ 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自炊のすすめ

調理器具・調味料を揃えてみましょう
さて、自炊をしようと心に決めてキッチンに行っても道具
が…やっぱりある程度の調理器具（鍋、フライパンなど）が
ほしいですね。そこで、まず初めは、基本的な調理器具や
調味料（塩、砂糖など）を少しだけ揃えてみて、徐々に増や
していきましょう。100円ショップの商品も充実していますよ。

下手でも料理をつくってみましょう
	　一人暮らしをはじめる４月はとても忙しい時期です。まずは、できることから始
めてみましょう。

ステップ１　：　ご飯を炊くだけ。お惣菜はスーパーで購入する。
	　炊飯器だけは事前に購入しましょう。お惣菜は、閉店間際のスーパーで安くな
ることもあります。また、スーパーでは、冷凍食品が割引になるセールもあります。
冷凍のお惣菜を購入しておくと、いつでも使えるので便利です。

ステップ２　：　お味噌汁をつくってみる。	
	　お味噌汁の具は、保存の効く乾燥わかめなどを常備すると便利です。

ステップ３　：　おかずをつくる。	
	　つくり方は書店の料理本を購入する方法もありますが、インターネット上でも見
られますので、参考にしてつくってみましょう！おいしい一品ができあがった時の
感動はひとしおです！

無料レシピサイト
cook	pad〈https://cookpad.com/〉
kurashiru〈https://www.kurashiru.com/〉
DELISH	KITCHEN〈https://delishkitchen.tv/〉
みんなのきょうの料理〈https://www.kyounoryouri.jp/〉他
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自炊のコツ
全て手作りでなくてもよいのです。無理をしないことが大切です。次のとおり、マ

イペースに自炊を楽しみましょう。

＊まずは自炊に慣れること。
＊ヘタでも毎日やっていれば、自然とできるようになる。
＊週に2～ 3回から始めよう。
＊完璧を目指すあまり、挫折しないように。
＊まとめてつくって使い回す。
＊カット野菜を利用する。
＊市販品をうまく取り入れる。
（例）インスタントラーメンに卵やわかめを入れる。
	 レトルトカレーには野菜の付け合せを添える。
	 納豆・もずく・豆腐などの市販品はそのまま一品料理として。

つくったおかずや野菜は冷凍しましょう
一回にまとめてつくって、冷凍保存しておくとよいものをまとめてみました。冷凍

しても永久保存ではありません。なるべく早く食べ切りましょう。

ごはん
ごはんを炊く時は一度に沢
山炊いて茶碗一杯分ずつ冷
凍保存する。

パン類
すぐに食べないものは冷凍用
ポリ袋に入れ冷凍。凍ったま
まオーブントースターに入れ
焼く。または室温で自然解凍。

うどん
袋のまま冷凍用ポリ袋に入れ
て冷凍。凍ったまま沸騰した
お湯に入れ温める。

肉類
多めに買って、少しずつ小分
けにして冷凍すると便利で経
済的。選ぶ時は、弾力があっ
て色ツヤのよいものを。

おかず・その他
ハンバーグ、カレー、煮物、油
揚げ、納豆、ウインナーなど

野菜
トマト、きのこ、キャベツ、
にんじん、ごぼう、ほうれ
ん草、ブロッコリーなど
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生活費のあれこれ

今までは親元で生活していたから、自分のおこづかいのことだけを考えていれば
よかったかもしれませんが、これからの生活ではそうはいきません。自由に使えるお
こづかいは「収入－生活費」で残った分ということをよく頭に入れておきましょう。

おおまかな収支計画を立てましょう
自分なりの方法でいいので、１ヶ月の収入（実家からの仕送り、奨学金、アルバ

イト代）と支出（家賃、水道光熱費など毎月ほぼ決まっている金額と、食費や衣服
費などそのほかに必要な生活費）を書き出してみましょう。

使ったお金の記録をつけましょう
使ったお金をおこづかい帳や家計簿に記録するとわかりやすいですが、それが

ちょっと面倒だと思ったら、スマートフォンで入力できるアプリも便利です。また、レシー
トを撮影するだけで自動入力できるアプリもあります。

自分専用の口座を持ちましょう
大学入学までにすでに持っている人や、一人暮らしをはじめるにあたって銀行など

の口座を開設した人も多いでしょう。その口座で水道光熱費の引き落としやおこづ
かいの引き出し、アルバイトの給与振込などまとめておくとお金の管理がしやすいで
す。
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洗 濯

洗濯表示をよく確認しましょう
洋服の裏のタグに洗濯の絵表示が書かれています。その衣料に合った洗濯、お手
入れ方法を示した大切な案内ですので、確認してから洗いましょう。

おうちでおしゃれ着洗いを
頻繁に着るセーターなどは、おしゃれ着用洗剤（衣類用中性洗剤）を使い、手洗

いや洗濯機の「ドライコース」で洗濯をすることができます。自宅で洗濯をすること
により、クリーニング代の節約になります。ただし、クリーニング店に任せたほうが
よいものもありますので、洗濯表示マークはしっかり確認してください。

そうじ

気合いを入れて掃除するとピッカピカになるけど、そう毎回はやっていられない。
そんな人には、その場で用事をしながらする「ながら掃除」がお勧めです。

トイレ
トイレに入ったついでに、さっとトイレットペーパーで一拭きするだけでＯＫ。100
円ショップでも売っているトイレシートで拭けばよりきれいになります。それから気に
なるのが便器の中の輪っか。夜、一日の終わりに使用した後、トイレブラシをくるっ
と一回ししておきましょう。

おふろ・洗面台
おふろから出る時に壁をさっとシャワーで流すだけで、飛んだシャンプーや石けん

カスの汚れが付きにくくなります。忘れがちなのが、排水口。２週間に１回はチェック
して、ごみを取り除きましょう。歯を磨きながら、洗面台まわりをさっと一拭き。
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キッチン
コンロまわりは使ったあとの一拭きが大切です。油や食材がどう

しても飛び散ります。そのままにしておくと、見栄えも良くないし、
不衛生になり、料理をする気がなくなりますよね。
冷蔵庫の中は週に１回は全部確認しましょう。消費期限が近づ

いたものがあれば、先に使いきりましょう。

賞　味　期　限 消　費　期　限

意　味

おいしく食べることができる期限
(best-before)。この期限を過ぎ
ても、すぐ食べられないということ
ではありません。

期限を過ぎたら食べない方がよい
期限 (use-by	date)。

開封後
開封する前の期限を表しており、一度開封したら期限にかかわらず早め
に食べましょう。

部屋
しまう場所を決め、「使ったらしまう」ようにしましょう。
例えば、本は本棚に、文房具は所定の場所に…これだけ

でも部屋はすっきりします。しかし、洋服についてはその都
度しまうのは面倒だったりするので、すぐにまた着る服を一
時保管する場所を用意しましょう。そして、思い立ったら片
付けましょう。
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安心・安全な暮らしのために

今の時代、どんな時でも用心するに越したことはありません。あまり神経質になり
すぎる必要はないけれど、ちょっとした注意、習慣により、安全に暮らすことができ
ます。
犯罪、勧誘、災害などから自分自身の身を守るためにどのようなことに注意した

らよいのか一緒に確認してみましょう。

①帰宅する時

帰宅途中に後をつけられ、玄関で襲われるという犯罪被害があるようです。
犯罪に遭わないようにするため、どのようなことに注意したらよいのか、以下に防
犯対策を挙げました。ちょっとした注意で犯罪に巻き込まれずに済むこともあります。
確認してみましょう。

●	夜道を歩く時は、人通りの多い道や明るい道を選ぶようにする。
●	「スマートフォンを使用しながら」、「音楽を聴きながら」などの「ながら」歩
きは、周囲の状況がわかりにくくなるのでやめる。
●	後をつけられているなど不安に思うことがある時は、近くのコンビニエンスス
トアなどに逃げ込み助けを求めるか、110番通報する。
●	エレベーターに乗る際は、周囲に不審な人がいな
いか確認し、見知らぬ人と一緒に乗らないように
する。見知らぬ人と一緒になってしまったら、エ
レベーター内のベルのボタンが押せる場所に立つ。
●	防犯ブザーを持ち歩く。

防犯ブザー
30 
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②家に着いたら

玄関扉の前まで来るとホッとし、気が緩みますが、そこを狙っている人がいるかも
しれません。家に帰っても、気をつけなければいけないことがあります。

●	自分の部屋に入る時は、周りに人がいないか確認した後に素早く玄関に入る。
「ただいま」など大きな声を出しながら鍵を開けるのもひとつの方法。
●	玄関に入ったら、すぐに鍵をかける。（オートロック式のマンションでも必ず
鍵をかけること）
●ごみ出しや部屋から離れて郵便物を取りに行く時も、鍵をかける。
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東京都での犯罪事例
●コンビニエンスストアでの買い物から帰宅して玄関を開けたところ、後
ろからからだを触られた。　
●同じエレベーターに乗っていた男に後をつけられ鞄から鍵を出そうとし
ていたところ、後ろから抱きつかれた。
●自宅のドアに施錠しないまま就寝してしまったところ、目を覚ますと近
くに男が立っていた。

（参考）
「痴漢等の性犯罪被害防止対策／警視庁」
<https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/koramu2/koramu8.html>
「被害にあわないために／警視庁」
<https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/index.html>

（2023/1/19	アクセス）
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③防犯を意識した習慣・環境づくり

安心・安全な生活を送るため、日ごろから防犯を意識し習慣化することによって、
危険から自分自身を守ることができます。また、特に女子学生は、女性が住んでい
ることを特定されないように、少し費用はかかっても、防犯のための環境づくりにも
取り組んでみてはいかがでしょうか。
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・郵便受けに郵便物、新聞等を溜めないようにする。特に実家への帰省などで長期

間留守にするときなどは注意する（新聞配達を事前に止めるなど）。 

・女性の一人暮らしであることを知られないために、洗濯もの（特に下着）は外に干

さないようにする。 

・カーテンは女性が住んでいることがわかるような色

やデザインのもの（ピンク色や花柄など）は避け、昼

も夜も部屋の中が見えないような機能のカーテン（遮
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 所、連絡先を控えておく。 

 

            

 

」 

 

●	外出時だけでなく、在宅時も鍵をかける。玄関を出入りした時は必ず鍵をかけ
る。
●	２階以上の部屋であっても、寝る時には窓に鍵をかける。浴室、トイレなどの
小さな窓も、施錠を確認する。
●	来訪者に対しては、相手を確認後にドアを開ける。ドアは、ドアチェーンをし
たまま開けるようにする。
●	郵便受けに郵便物、新聞などを溜めないようにする。特に実家への帰省などで
長期間留守にする時などは注意する（新聞配達を事前に止めるなど）。
●	女性の一人暮らしであることを知られないために、洗濯物（特に下着）は外に
干さないようにする。
●	カーテンは女性が住んでいることがわかるような色やデザインのもの（ピンク
色や花柄など）は避け、昼も夜も部屋の中が見えないような機能のカーテン（遮
像カーテン）にする。
●	表札や郵便受けに記載するのは、名字だけにする。
●	防犯ブザーを購入し、持ち歩く。
●	もしもの時に備えて、あらかじめ警察・交番などの
場所を調べ、連絡先を携帯電話に登録しておく。
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④来訪者に注意しよう

在宅時に来訪者があった時には、決してすぐにドアを開けないでください。ドアス
コープ（ドアについている覗き窓）で確認し、インターホンで「誰か」「どんな用件か」
を確認しましょう。用件が自分に必要ない場合は、「必要がない」ことをはっきり伝
えて、断りましょう。ドアを開ける場合でも、必ずドアチェーンがかかったままで開け
るようにしましょう。
自分の部屋にドアスコープやドアチェーンが付いていない場合は、大家さん・管理
人・不動産会社に相談をしてみてください。

宅配便が届いたら
宅配便の人には、「誰からの荷物か」確認しましょう。実家から送られたものや自
分で注文した商品など自分宛のものであることが確認できたら、ドアチェーンをつけ
たままで、受領のサインをしましょう。（希望すれば受領印やサインを省略し、宅配
便の人と対面でやりとりせずに済む場合もあります。インターホンやドア越しにその
旨伝えましょう。また、登録によりスマートフォンに事前に配送の通知をするサービ
スを行っている宅配業者もありますので、これを利用することで事前に荷物が届くこ
とを把握することもできます。）荷物はドアの前に置いてもらうよう伝え、宅配便の
人が帰ってからドアを開け、周囲を確認してから、荷物を中に入れます。
慎重すぎると思うかもしれません。でもこれが万一、あなたを狙って来訪した人だっ

たら…。防犯上、ドアチェーンをかけたまま対応するのは、いまや、決して失礼では
ありません。宅配業者を装った者が自宅に侵入し、金品を奪うという事件も発生し
ています。決して他人事ではありません。「自分の身は自分で守る」を心がけましょう。
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分で注文した商品など、自分宛のものであることが確認できたら、ドアチェーンをつ

けたままで、受領のサインをしましょう。荷物はドアの前に置いてもらうよう伝え、宅

配便の人が帰ってからドアを開け、周囲を確認してから、荷物を中に入れます。 

慎重すぎると思うかもしれません。でもこれが万一、あなたを狙って来訪した人だ

ったら…。防犯上、ドアチェーンをかけたまま対応するのは、いまや、決して失礼で

はありません。2020 年には宅配業者を装った者が自宅に侵入し、金品を奪うという

事件が大きく報道されました。決して他人事ではありません。「自分の身は自分で

守る」を心がけましょう。 
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新聞勧誘などが来たら
在宅中に新聞やインターネット接続回線契約などの勧誘を受けることがあるかもし

れません。勧誘に関わるトラブルを回避するため、心構えと自分の意思をはっきり相
手に伝えることが大切になります。
前ページに記載しているように、来訪した人を確認し、自分に必要がない用件で

あれば、「必要がない」とはっきり断りましょう。
新聞購読を考えている場合でも、ドアチェーンをかけた状態で話を聞くようにしま

しょう。勧誘員の話を聞くにしても、景品に惑わされないでください。ドアを開けた
瞬間、勧誘員が洗剤や優待券といった景品を見せたり、またはいきなり手渡したりす
ることがあります。
それを受取ってしまって返せなくなり、購読の意思がないのに契約し、場合によっ

ては、勧誘員の脅しのような言葉に断れなくなってしまいます。もし、購読の意思の
ないまま契約してしまった場合でも、契約内容を明らかにする書面を受け取ってから
８日以内であれば、無条件で申込の撤回（クーリング・オフ）をすることができます。
「Ｃｈａｐｔｅｒ４　日常に潜む危険」の章を参照し、詳しくは国民生活センターのホー
ムページなどで確認しましょう。また、受け取ってしまった景品は、あとあとトラブル
にならないためにも返しておいた方が安心です。
新聞勧誘のほかにも、インターネット接続回線契約の勧誘などがあります。必要
がなければ断り、検討する場合でも、すぐに返事をせず、契約内容などをきちんと
確認するようにしてください。インターネット接続回線に関する勧誘は、訪問だけ
でなく電話でされることもあるので、注意してください。

新聞購読したい時
購読開始後に購読を中止したくなる場合もあるので、契約するにしても短い
単位　（３ケ月）で契約し、新聞が必要か確認してみましょう。
大学の図書館では、全国紙、地方紙など複数の新聞を閲覧できます。
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新聞購読したいとき 

購読開始後に購読を中止したくなる場合もあるので、契約するにしても短い単位 

（3 ケ月）で契約し、新聞が必要か確認してみましょう。 

大学の図書館では、全国紙、地方紙など複数の新聞を閲覧できます。 
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顔見知りでも
予期せぬ来訪者ばかりが犯罪に結びつくとは限りません。例えば、性犯罪が発生

する場所として、強制わいせつは屋外で、強制性交は住居内で多く認知されていま
す。そして、住居内のうち、自宅の件数は多いのです。このうち、顔見知りからの
被害は、被害全体のうち、高い割合を占めていると考えられています。友人を疑う
というわけではありませんが、部屋には家族以外は入れないくらいの慎重さも必要
です。そして、恋人同士でも、同意のない性行為は性暴力・性被害になるのです。

⑤万一、被害に遭ってしまったら

性被害に遭ったら
もし、被害に遭ってしまったら、とても傷つき、不安になり、どうしたらいいか戸
惑うことでしょう。家族や友人には相談できない。そう思うのは当然ですし、被害を
打ち明けられた友人も、どうすればよいか悩むことでしょう。でも、被害に遭った人も、
そのことを知った人も、決して一人で悩まず、その辛さを抱え込まないでください。
まずは警察署の生活安全課に連絡をし、相談してください。警察に連絡しづらい
場合は、直接病院（できれば産婦人科）に行ってください。病院では診察し、ケガ
の処置や性感染症の検査などをします（この診察が後で裁判を行う際の証拠になり
ます。なお、この診察記録は本人の了承や令状なしに使用されることはありません）。
望まない妊娠回避のために72	時間以内に受診しましょう。
警察署では、女性の警察官が担当するなど、被害に遭った人のことを配慮して対
応してくれますので安心してください。
被害者は女性ばかりとは限りません。男性も被害に遭ってしまったら、ぜひ相談して

ください。そして、学生相談室でも秘密を守った中で相談を受け付けています。
なお、性暴力被害に関する外部の電話相談窓口について、53ページに掲載して
いますので参照してください。

これって暴力？
身近な交際相手との関係で困っていませんか？「DVを受けている」「これは
DVでは？」など、学生相談室だけでなく、外部の相談機関でも相談できます（53
ページを参照してください）。
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空き巣に入られてしまったら
空き巣が入った部屋を見たら、思わずパニックになってしまいますが、まずは落ち
着いて警察を呼びましょう。部屋のものには触ってはいけません。警察が来るまで
部屋の外にいてください。部屋の中で犯人とはちあわせする危険を避けるためです。
大家さん・管理人・不動産管理会社にも連絡します。今後の防犯を考えて、鍵の
交換が必要になることがあります。
また、加入している火災保険に盗難の保障が付いているか、確認しましょう。
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通帳・キャッシュカードやクレジットカードが紛失＆盗まれたら 

 すぐに銀行へ連絡をします。中には 24 時間受付をしている専用ダイヤルもありま

すので、あらかじめ電話番号を確認しておきましょう。また、印鑑も無くなっていない

か確認しましょう。 

 クレジットカードも同様に、クレジット会社に連絡をいれましょう。なお、カード裏面

にサインをしていないと、悪用されても補償されないことがあります。必ずサインし

ておきましょう。 

 

 

 

携帯電話やスマートフォンが紛失＆盗まれたら 

携帯電話やスマートフォンであれば、契約している会社に連絡し、すぐに利用を

一時中断しましょう。手続きは、パソコン、電話などで行えますので、調べておきま
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面にサインをしていないと、悪用されても補償されないことがあります。必ずサイン
しておきましょう。
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個人情報の管理の大切さ
もし、あなたの個人情報がいっしょに盗まれると…。今の被害からさらに被害
が広がる可能性があります。例えば、通帳やカードが盗まれ、さらに暗証番号
も判ってしまうと、預金口座からお金が引き出されるだけでなく、架空の口座
作成や、キャッシュローンの契約をされてしまうこともあります。また、紛失した
携帯電話に登録されている電話番号やアドレスを第三者が悪用して、友人・知
人にまで被害が及ぶ危険性があります。
そのため、通帳と印鑑は別の場所に保管する（でも、保管した場所は忘れず

に！）、暗証番号は決して他人に知られないようにする、または時々変更するよ
うにしましょう。
また、自分が捨てたごみから情報が漏れることもあります。宛名が書かれた
封筒、不要なダイレクトメール、公共料金やクレジットカードの明細書、名簿な
どは細かく切り刻んでから捨てましょう。ごみ袋もビニール袋１枚ではなく、二
重にしたり、ビニール袋の中に要らない紙袋を入れてからごみを入れるなど、
ごみが丸見えにならないように捨てることも大切です。
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いざ、実行を！

Chapter3	では、一人暮らしの人、そして実家暮らしの人にも、ちょっとした生活
のヒントになるようなことをまとめてみました。
前半には、食生活、生活費、洗濯、そうじなど日常生活についてのヒントが書か

れています。少しずつ実行してみてください。
そして後半部分では「気を付けて」「注意して」などと書かれていて、ちょっと怖
いなと不安に思わせてしまったかもしれません。でも、本当に怖いと思う場面に遭わ
ないように、という思いから、防犯について触れました。みなさんに安心な毎日を
過ごしてほしいからです。
「自分の健康、安全は日々の心掛けから」ということを意識して、充実した大学生
活を過ごしてくださいね。

（参考）
「安全な暮らし／警視庁」
<https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/index.html>（2023/1/19	アクセス）
「被害にあわないために／警視庁」
<https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/index.html>(2023/1/19	アクセス）
「暮らしの安全情報／神奈川県警察」
<https://www.police.pref.kanagawa.jp/index2.htm>(2023/1/19	アクセス）
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この章では、一人暮らしの人、そして実家暮らしの人にも、ちょっとした生活のヒ

ントになるようなことをまとめてみました。 

まず、前半では、食生活、生活費、洗濯、そうじなど日常生活についてのヒントが

書かれています。少しずつ実行してみてください。 

そして後半部分では「気を付けて」「注意して」と、いろいろ書かれていて、ちょっと

怖いなと不安に思わせてしまったかもしれません。でも、本当に怖いと思う場面に

遭わないように、という思いから、防犯について触れました。みなさんに安心な毎日

を過ごしてほしいからです。 

  「自分の健康、安全は自分の心掛けから」ということを、日々、意識して、充実し

た大学生活を過ごしてくださいね。 

 

 

 

（参考） 

「安全なくらし／警視庁」 

<https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/index.html>（2021/1/●● アクセス) 

「被害にあわないために／警視庁」 

<https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/index.html>(2021/1/●● アクセス) 

「暮らしの安全情報／神奈川県警」 

<https://www.police.pref.kanagawa.jp/index2.htm>(2021/1/●● アクセス) 
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Chapter 4

日常に潜む危険
～駅前、街、大学周辺での危険
　　インターネット・ＳＮＳに潜む危険～

春の街は、危険がいっぱい！！

駅前で、街で、大学周辺でいろいろな人に声をかけられませんでしたか？ニコニ
コと親しげで、親切そうで断りにくい雰囲気。
でも、その中には新入生のみなさんを「カモ」として虎視眈々と狙っている人たち
が、まちがいなく存在しています。

ついていかないことが何よりです。
でも、巻き込まれてしまったら、その後、どうすればいいでしょうか？誰に相談し

たらいいでしょうか？
大学のなかにも相談機関があり、全キャンパスに学生相談室が設置されています。

こういった場合の相談窓口のひとつです。54	ページに学生相談室の連絡先を掲載
しています。

Q．�なぜついていかないほうがいいの？話をきいてから断れば済む
んじゃないの？

A．連れて行かれてから断るのは困難です。

そのような場では、役割分担をしていて、誘うのはおとなしそうな若い人、契約
を迫るのは怖いベテランということが多いのです。応接室の奥に座らせ、立ちふさ
がるように人が立つなど、とても席を立てない状況にしておいて長時間にわたり契約
を勧めてきます。相手は、「ああ言えばこう返す」その道のプロ。このままでは帰し
てもらえない…と購入の意図もないのに高額の契約をさせられたり、入会するつもり
もない団体に加入させられたりすることになりかねません。
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Q．�巧みな営業トークで事務所につれていかれそう！なんとか逃れる
にはどうしたらいい？？

A．とにかくその場を離れましょう。

「急いでいるので」「要りません」または無言でも。

Q．�取り囲まれ契約を迫られて４時間経過…
A．とにかく席を立つことです。

連れて行かれた事務所やカフェで、ああ言えばこう言われて、もう言い返すのも
限界。契約しないと帰してもらえない雰囲気。どうしよう？
相手は、あなたを狭いブースに座らせ、取り囲んで圧迫し、長時間にわたり説得

します。あなたは、疲労と恐怖感で判断力が低下してしまいます。
とにかく立ち上がり、「帰ります！」と言ってその場を離れましょう。

事例１　「就活セミナーのご案内です」
大学付近で就活セミナーの勧誘チラシ配布とともにアンケート記入を求めら

れ、言われるがまま記入しました。翌日、アンケートに記載した携帯電話に「説
明会に来ませんか？」と電話があって約束の日に会場に行ったところ、４時間も
拘束され取り囲まれて入塾を説得されました。「これくらいの受講料なら奨学金
から捻出できるだろう！」と手荷物を押さえられた状態で銀行に行かされ、入
会金と今月分の月謝約５万円を支払ってようやく解放されました。怖かったです。
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個人情報の悪用

Q．�署名や募金は困っている人のためになるのでは？
A．署名は提出されず、募金は届けられていない場合もあります。

その場合、あなたの善意の募金は、得体の知れない団体のものになってしまいます。
署名した住所、氏名など個人情報がどう使われるのかも心配です。
また、署名に応じるのは基本的に個人の自由ですが、記入した住所・電話番号な
どの個人情報を基に、デモや集会、団体に勧誘される場合があります。
もしあなたが善意で募金したいのであれば、目的に適った募金をする方法があり

ます。日本赤十字社や日本ユニセフ協会など、公的な団体が寄付や義援金を受け
付けています。

事例２　「○○のために署名をお願いします」
休日に友達と渋谷に出かけました。信号待ちをしていると、募金箱を持って近

づいて来る人たちがいて、信号がかわって歩き出しても、ついてきました。ボラ
ンティアで署名や募金をしていると言うので署名に応じると、募金を求められ「ボ
ランティア団体のイベント」に勧誘されました。不審に思ったのでイベントには参
加しませんでしたが、私の個人情報がどう使われるのか、心配になりました。

大学の中でも注意が必要です

Q．�明治大学の敷地の中だったら安心でしょ？
A．敷地の中や周辺も必ずしも安心とはいえないのです。

大学の敷地には関係者以外でも入れます。たくさんのサークルが新入生を勧誘す
るシーズンには、それに混じって、まったく関係ない団体も大学関連団体を装って学
生を勧誘しています。
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やはりここでも、連絡先を教えるのは危ないのです。
大学に届け出て認められたサークルや同好会（公認サークル）は、大学のホーム

ページに掲載されているので、確認してください。

事例３　「外国語に興味ない？」
キャンパス敷地内で「他大学の外国人留学生」と名乗る人たちに「外国語弁
論大会」「いろいろな大学の留学生との交流サークル」に誘われました。教室
に行ってみたら何か宗教団体のようでした。友人も、明大のサークルだと思っ
ていたら、まったく無関係の人たちから、「チャペルでのコンサート」「海外ボラ
ンティア体験」に勧誘されたと言っていました。

明治大学では、学部間共通外国語科目という、
どの学部の学生も受講できる語学クラスがあり、
コミュニケーションに重点を置き、幅広い言語、文
化に触れることができます。夏季休暇、春季休暇
中の集中講座も設置しています。
また、明治大学リバティアカデミー（明治大学
の生涯学習機関：本学学生は入会金無料、受講料
割引）でも多数の語学講座を開設しています。ぜ
ひ活用してください。

ぜひご相談ください！
明治大学では、掲示や放送による広報、警備・巡回の強化などの対応をしていま

す。しかし相手は巧妙な勧誘マニュアルを持って勧誘するため、参加してみて初めて
大学とは無関係、とわかる場合も少なくありません。不審に感じたら、「興味がない」
「必要ない」と断り、その場をすぐに立ち去りましょう。
また、こうした勧誘を受けた場合は、ただちに各キャンパスの学生支援事務室、
中野教育研究支援事務室、学生相談室などお近くの事務室に報告や相談をしてくだ
さい。
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先輩や友人の紹介から巻き込まれることも…

Q．�親しい友人から「絶対もうかるビジネス」に誘われました。
A．�学生生活と両立して簡単にもうかることなどめったにありません。��
それにそんなにもうかるなら他人になど教えないと思いませんか？

あなたを「カモ」にして自分がもうけようとして勧誘しているか、勧誘する人も騙
されている場合がほとんどです。商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を
探し、買い手が増えるごとにマージンが入る仕組みは

マルチ商法、マルチまがい商法という危険なものです。
学生の身で多額のローンを抱えてしまうことも危険なことです

が、それよりも怖いのは、紹介した友人が大きな損害を被った
場合、自分が加害者となることです。
マルチ商法、マルチまがい商法で売られるものには、投資用Ｕ

ＳＢメモリやＤＶＤ、タブレット、化粧品、健康食品などいろいろ
な商品があります。また、最近はメール・DM・マッチングアプ
リを利用して販売・勧誘が行われるようになってきました。
学内での被害も報告されていますので、十分に注意してください。

事例４　「最近投資でもうかっている」「君も早く始めないと損するよ」
高校時代の友人Aに「投資で手軽にもうけられる話がある」「株でもうけて

いる凄い投資家を紹介する」と喫茶店に来るよう誘われ、その場で金融取引の
話、いくらもうけているかなどの取引記録を見せられながら説明を受けた。早
く始めないと周りから出遅れるとあおられ、後日、金融取引のノウハウが入った
USBメモリを56万円で購入するよう勧められた。そんな大金はないと断ったが、
「みんな学生ローンを利用している。英会話教室へ通うためと言えば審査が通り
やすい。セミナーに通ってUSBを使いこなせば、56万円なんてすぐに返済で
きる」と強引に押し切られて購入した。しばらくは投資を頑張ったが、一向に成
果が上げられず、投資セミナーも次第に勧誘方法にまつわる内容が中心になっ
ていった。疑問を抱き、Aに確認すると、「もうけるためには投資ではなく勧誘
後のキックバック（一人当たり５万円）を中心に稼ぐほかない」と言われ、自分
がだまされたことに気が付いた。

明治大学広報第 728号（2019年６月１日号）より
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Q．�携帯電話を契約して渡すと引き換えに謝礼が出ると誘われました。
A．�あなた名義の電話が犯罪に使われ共犯を疑われる恐れがあります。��
使っていないのに、結局あなたが通話料を支払う事態もあり得ます。

　

事例５　「あなたの名前で携帯電話を契約してきて」
「通話料はこちらで払うのでビジネスに協力してほしい」と頼まれ、自分名義
の携帯電話を契約し謝礼と引き換えに渡しました。翌月、携帯電話会社から高
額の通話料請求書が届きましたが、携帯電話の今の持ち主とは連絡がとれなく
なってしまいました。自分が使用したわけではないので払わなくていいと思って
放っておいたところ、携帯電話会社から「裁判や強制執行もあり得る」という
文書が届きました。友人に「これどうしよう？」と見せたら「すぐ学生相談室
に行かないと！」と言われ、弁護士相談員に相談しました。警察に行くことも
勧められました。「謝礼が出る」と友人たちにも声をかけてしまいましたが、ま
ずかったですね。
一度も使ったことがない電話ですが、自分で契約した自分名義の電話なので
解約料と通話料を今も分割で支払っています。

このような誘いにのると、
●	携帯電話などを販売店からだまし取る行為として処罰の対象になる。
●	譲渡先から通話料は支払われず、携帯電話会社から高額の通話料が請求される。
●	「自分が使用したわけではない」と放置すると料金延滞者として登録され、将来ロー
ンが組めなくなる。
●	この携帯電話が犯罪に使用された場合、契約
者であることから積極的に犯罪に関わったとみ
なされ罪に問われる。
●	また、勧誘する側として関わってしまうと、勧
誘した友人が被った被害から友人関係が破た
んする。
といった恐れがあり、今後の学生生活・就職活
動などに重大な支障をきたす可能性があります。44 
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もしかして自分、つけこまれやすい？

せっかく誘ってくれているのに断ったら悪いな、と思うあなたの気持ちを向こうは
察してくれているでしょうか？それを利用された後味の悪さはないでしょうか？
日常生活でも上手に主張できず、言い負かされて、させられている感じはありま

せんか？
いつも一緒にいる人たちにも、「だよね～」などと合わせているけど、心のなかは
情けなさや悔しさや怒りでいっぱいになっていることはありませんか？

上手な自己主張のスキルがあります。
自己主張は、言い負かすことや相手を思い通りに動かすことではありません。
また、相手を尊重することは、自分が我慢して不満を溜め込むこととは違います。
相手も自分も納得できる自己主張の仕方があります。
学生相談室にご相談ください。

契約を解除するには

Q．�強引な営業に負けて、何とか帰してもらうために契約書類を書
いてしまいました…。もうどうしようもないのでしょうか？

A．�一日も早くクーリング・オフ（契約取り消し）を。

大学の学生支援事務室、中野教育研究支援事務室、学生相談室、大学外では、
国民生活センター、消費者センターなどで相談ができます。クーリング ･オフは、
はがきを使って自分でも手続きすることができます。

クーリング・オフの手続きをお教えします！
クーリング ･オフが適用される日数には限りがありますので、すぐに手続きにとり
かかることをお勧めします。
クーリング ･オフをさせないために、契約解除できる日数を偽る、「家族にも内緒」

と口止めするなどの手口も使われます。一日も早く手続きしてください。
契約を取り消してもらおうと、もう一度事務所を訪ね、さらに大口の契約をさせら

れた例がありました。相手と直接話をしなくてすむのが、はがきを使うメリットです。
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クーリング・オフ通知はがきの書き方の例

・	クーリング・オフは必ず書面で行いましょ
う。はがきでできます。
・	契約年月日と取り消しを申し出る日付は大
事です。クーリング・オフできる日数が、
契約の形態によって８日間、20日間など
と決まっているからです。
・	はがきの両面をコピーします。自分の手元
に証拠を残すためです。
・	ポストに投函するのではなく、郵便局の窓
口で「特定記録郵便」「簡易書留」など記
録が残る方法で郵送します。「特定記録郵
便」「簡易書留」にすると、相手に確かに
届けられた証拠が残ります。
	クレジット契約をした場合は、販売会社と
クレジット会社へ同時に通知してください。
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「国民生活センター」<ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｋｏｋｕｓｅｎ.ｇｏ.ｊｐ/>（2021/1/●● アクセス) 

 

（参考）
「国民生活センター」<https://www.kokusen.go.jp/>（2023/1/19	アクセス）

※国民生活センター�ホームページ参照
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インターネット・ＳＮＳに潜む危険

アップしたらこうなった！
スマートフォンで簡単に検索し、気軽にコミュニティをつく

る…。私たちは、SNS	の利用やインターネット情報なしに生
活することなど考えられない時代に生きています。
しかしその気軽さの裏で、思いがけない重大なトラブルを
引き起こす危険性も明らかになってきました。

Q．�インターネット・SNSに潜む危険性って？
A．日常的で気軽なツールのため、その危険に気付きにくいことです。

①　悪意ある未知の人への警戒感が薄れてしまう。　
②　無防備に発信した情報が広く拡散し、「炎上」する可能性がある。
③　	匿名で発信した情報であっても、プロフィールやアップした写真・過去の文章
からかなりの確度で本人が特定され、実名・所属がさらされてしまう。

④　拡散した情報が残り続ける（デジタルタトゥー）。
⑤　就職をはじめとした自分の将来に影響を与えかねない。
⑥　	被害を受けるばかりでなく、加害者側、場合によっては犯罪者になってしまう

可能性がある。

Q．�非公開設定で、仲間うちの連絡くらいにしか使ってなくても？
A．安心できません。

承認した仲間しか閲覧できない設定にしている場合も、仲間が無防備であれば「ダ
ダ漏れ」です。流出しない保証も個人が特定されない保証もないと考えてください。
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事例６　「バイト先でのちょっとしたいたずらのつもりが・・・」
友人がアルバイト先での「ちょっとしたいたずら」を撮影して自慢げに公開し「炎
上」。非難が集中したアルバイト先が閉店に追い込まれるなど多大な損害を被って、
損害賠償を求められたそうです。友人の氏名、大学名、顔写真も拡散しました。
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事例７  「悪ふざけの様子が動画撮影されて拡散・炎上」 

サークルの飲み会での様子が、通行人に撮影され公開されました。持ち物のロ

ゴなどからあっと言う間に大学名、サークル名が特定され検索ワード上位にあがる

くらい拡散してしまいました。就職活動への影響が心配です。 

 

Q．炎上しちゃいました！！どうしたらいいですか？ 

A．自分に非があったら速やかに謝罪することです。 

 

 

Q．結局予防するしかないんですね・・・予防策は・・・？ 

A．全世界の目に触れるものと思って注意深く使用していくことです。 

 

          

事例７　「悪ふざけの様子が動画撮影されて拡散・炎上」
サークルの飲み会での様子が、通行人に撮影され公開されました。持ち物の

ロゴなどからあっと言う間に大学名、サークル名が特定され検索ワード上位に
あがるくらい拡散してしまいました。就職活動への影響が心配です。

Q．�炎上しちゃいました！！どうしたらいいですか？
A．自分に非があったら速やかに謝罪することです。

アップした内容やアカウントを削除することなども対処のひとつですが、それまで
に流出したものはさらに拡散していくので、もはや消しようがないのが実態です。

Q．�結局予防するしかないんですね…予防策は…？
A．�全世界の目に触れるものと思って注意深く使用していくことです。

インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害に
遭った場合の解決策などについて、53ページでインターネッ
ト・SNSトラブルに関する外部の相談窓口を案内しています。
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アクセスしたらこうなった！

Q．�アクセスしていたWebサイト。アイコンをクリックしたら入会
金６万円の料金請求画面に！支払わないとまずい？

A．払う必要はありません。

Q．�連絡しないと実家に回収に来るって書いてあるんですけど…。� �
先方に連絡して事情説明したほうがいい？

A．連絡するとさらに請求されたり個人情報をとられる場合があります。

「では取り消し手続きをします。お名前、ご住所、電話番号をどうぞ」などとさら
に個人情報をとられかねません。
ユーザーを特定したように思わせ「取立て屋が来るんじゃないか」と怖がらせます
が、実際は住所や電話番号がわかるわけではありません。ですから、自宅に回収に
来ることはありません。振り込む人が何人かいれば、それだけでも不当な収入にな
るわけですから、一人ひとりを探し出し自宅を訪ねるような手間はかけません。
無視し続ければ、そのうち督促メールも来なくなりますが、どうしても怖いようで

したら、不便ですが、メールアドレスを変えることです。

事例８　「宅配業者からのお知らせだと思ったら」
メールアドレスに「◯◯宅配です。配達予定日時のお知らせです」というメー
ルが届きました。そのメールには添付ファイルがあり、うっかりそのファイルを開
いてしまいました。
これは「標的型メール」と呼ばれているもので、宅配業者や金融機関、就活
関連企業のアドレスを詐称して送りつけます。ファイルを開いたりリンク先にジャ
ンプしたりするとみなさんのパソコンの個人情報が盗まれたりします。
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Q．�じゃ、とりあえず全て無視？
A．例外は、簡易裁判所からの封書です。心配な場合はご相談ください。

住所などを知られ、「少額訴訟」を起こされている場合があります。無視していると、
裁判所から支払い命令がだされてしまいます。裁判所の支払い命令に従わないと犯
罪になってしまうので、そうならないよう対処をしなければなりません。学生相談室
に相談してください。弁護士相談員によるアドバイスなど、適切な方法を紹介します。

決してお金を払ってはいけません。
いざこざが面倒だから、と支払ってしまうと、「脅せば金を出す客」と認識され、次々

に年会費、接続料、使用料、などと請求されることになります。しかも、最初はア
ルバイト代や小遣いで払えそうな金額を設定していますが、すぐに20万円、30万
円といった高額請求になります。

事例９　「簡単で割のいいアルバイトが実は！」
ネット上の掲示板や LINE	でのアルバイト募集。「書類を受け取ってくるだけ
の簡単なアルバイト」「自分名義で銀行口座をつくる仕事」「ATMでお金を引き
出してくる仕事」「自分名義で携帯電話を契約してくる仕事」…。
友人が応募したアルバイトが実は振り込め詐欺の手先で、「受け子」「出し子」

「掛け子」などといわれるいちばん危険な役目。犯罪に巻き込まれるところでし
た。怖いですよね。

（参考）相談窓口
消費生活センター
消費生活センターなどは、各自治体に設置されていま

す。そこでは、商品やサービスなど消費生活全般に関
する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相
談員が受付け、公正な立場で対応しています。
※消費者ホットライン（局番なし188いやや！）では、身近な消費生活相談窓口を
ご案内します。
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費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受



51

失敗との付き合い方

もし、トラブルに巻き込まれてしまったら、どうぞ相談してください。
消費生活のトラブルの場合、学生相談室ではクーリング・オフの方法などをお教

えします。また、相談員として弁護士とも契約していますので、自分で解決するため
にどんな対処をすればよいかアドバイスします。なお、代理人として弁護活動を行う
ことはできません。また、弁護士をたてて解決をはかるべき事例の場合は、弁護士
への依頼の仕方のアドバイスをしています。
あなたに代わって解決をはかるのでなく、ご自分の手で解決して乗り越えることの

お手伝いをします。

大きな失敗をせずに大学生活を送ることができれば、それに越したことはありませ
ん。しかし、失敗してしまったら、もうおしまいでしょうか？何も起きない時よりも、
そこから立て直していくことは、より価値のある体験です。自分の手で後始末をつけ、
乗り越える体験は、あなたをとても大きく成長させてくれるはずです。思い切って相
談することが、自分の手で解決をはかる第一歩となります。学生相談室はみなさん
を応援する場所でありたいと願っています。
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おわりに
　　たくさんの情報。
　　　　さまざまなガイダンス。
　　初めての一人暮らし。
　何から始めたらいいんだろう？
　　　誰にきけばいいんだろう？
　　　　　知ってる人は誰もいない。

…そんな時、学生相談室があることをぜひ思い出してください。

　　　　学生相談室は、みなさんの学生生活を応援します。
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イラスト提供：ふわふわ。り 

           
イラスト提供：ふわふわ。り
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外部相談機関
（明治大学学生相談室ホームページリンク集抜粋）

	
電話やメールで相談したい、匿名で相談したい、学生相談室の開室時間外に急いで相談したいと

いう人に外部の相談機関の一部を紹介します。明治大学学生相談室ホームページのリンク集では、
下記以外の相談機関も掲載していますので、ご覧ください（上のＱＲコードからもアクセスできます）。

相談機関名 電話番号 対応時間他

悩
み
ご
と

こころの健康相談統一
ダイヤル

おこなう	まもろうよ	こころ
0570-064-556

電話をかけた所在地の都道府県、政令指定都市が実施している
「こころの健康電話相談」などの公的な相談機関に接続します。

よりそいホットライン
（一般社団法人社会的
包摂サポートセンター）

つなぐ	ささえる
0120-279-338

電話・FAX・チャットやSNSによる相談に対応。
自殺予防・ＤＶ・性暴力・セクシュアルマイノリティ専門回線あ
り。外国語対応あり。

東京都若者総合相談
センター　若ナビα

もやもや
03-3267-0808

電話相談：月曜日から土曜日　11 時～23 時（受付は22 時
30分まで）（年末年始を除く）
電話・メール・LINE・面接による相談に対応。匿名での相談可能。
メール相談と面談のみ英語・中国語・韓国語対応あり。

※上記のほかＳＮＳ相談ができる団体もあります（厚生労働省がＨＰで紹介）。上記ＱＲコードの明治大学学生相談
室ホームページ内リンク集からアクセスしてください。

法
律

日本司法支援センター
法テラス

おなやみなし
0570-078374

法的トラブルに関する電話相談：平日	9 時～ 21時、土曜日9
時～ 17時（祝日・年末年始を除く）、メールでの問い合わせ
24時間可。外国語話者は0570-078377（おなやみナイナイ）。

医
療
機
関

東京都医療機関・
薬局案内サービス 03-5272-0303 東京都内の医療機関と薬局情報を検索できます。

かわさきのお医者さん 044-739-1919 左記電話番号はオペレーターによる案内。24時間対応。
川崎市の医療機関を検索できます（外国語対応あり）。

犯
罪　

　
被
害

警視庁総合相談センター
＃9110

直通
03-3501-0110

生活の安全に関する不安や悩みの相談専用電話。
全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部な
どの相談窓口につながります。

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
・	

性
犯
罪
被
害

　　　プラス
DV相談＋

つなぐ はやく
0120-279-889 電話・メール：24	時間受付、チャット相談：12	時～	22	時

DV相談ナビ はれれば
＃8008

最寄りの相談機関窓口に電話が自動転送されます。
相談は、各機関の相談受付時間に限ります。

性犯罪被害相談電話
（全国統一）

ハートさん	
＃8103

24時間対応（年中無休）、発信された地域を管轄する各都道
府県警察の性犯罪被害相談窓口につながります。

性犯罪・性暴力被害者
のためのワンストップ支
援センター（全国統一）

はやくワンストップ	
＃8891

最寄りのワンストップ支援センターに電話が自動転送されま
す。受付時間はセンターにより異なります。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ト
ラ
ブ
ル

違法・有害情報相談センター － ＨＰから利用登録を行い、相談フォームから相談できます。
削除依頼などについてアドバイスを行う相談窓口です。

誹謗中傷ホットライン
（セーファーインターネット協会） －

申込フォームから申込みをし，メールでやりとりを行います。
インターネット上の誹謗中傷について一定の基準に該当する場
合に国内外のプロバイダに対応を促す連絡をする機関です。

セーフライン
（セーファーインターネット協会） －

インターネット上のフォームから通報できます。リベンジポルノ
など違法なコンテンツを被害者の代わりに国内外のプロバイ
ダに削除依頼の申請をする機関です。

こたエール
（都民安全推進部）

インターネット
なやみゼロに

0120-1-78302

電話・LINE 相談：月～土曜日15時～ 21時（祝日除く）、メー
ル：24時間受付。インターネットやスマホでのトラブルで困っ
ている都内に在学、在住している方のための相談窓口です。

明治大学学生相談室ＨＰ
リンク集
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外部相談機関   

（明治大学学生相談室ホームページリンク集抜粋）     

  

電話やメールで相談したい、匿名で相談したい、学生相談室の開室時間外に急いで相談したいと

いう人に外部の相談機関の一部を紹介します。明治大学学生相談室ホームページのリンク集では、

下記以外の相談機関も掲載していますので、ご覧ください（上のＱＲコードからもアクセスできま

す）。                                                                                

     相談機関名 電話番号 対応時間他 

悩
み
ご
と 

よりそいホットライン 

（一般社団法人社会的 

包摂サポートセンター） 

ﾌﾘー ダｲヤﾙ 

つなぐ ささえる

0120-279-338 

電話相談：24 時間通話無料 

自殺予防・ＤＶ・性暴力・セクシャルマイノリティ専門回線あり  

外国語／聴き取りが難しい人対応あり 

東京都若者総合相談 

センター 若ナビα 

        もやもや

03-3267-0808 

電話相談：月曜日から土曜日 11 時～20 時 

（年末年始を除く） 、日本語のみ              

メール相談、面談のみ外国語対応あり 匿名での相談可能 

川崎市精神保健福祉 

センター 

044-246-6742 「こころの電話相談」：月曜日から金曜日 9 時～21 時 

（年末年始・祝日を除く） 

※ＳＮＳ相談ができる団体もあります（厚生労働省がＨＰで紹介）。上記ＱＲコードからアクセスしてください。 

法 

律

法テラス 0570-078374 法的トラブルに関する電話相談：月曜日から金曜日 9 時～21

時、土曜日9 時～17 時、メールでの問い合わせ 24 時間 

医 
療 

機 

関 

東京都医療機関・薬局 

案内サービス 

03-5272-0303 東京都内の医療機関と薬局情報を検索できます。    

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/ 

かわさきのお医者さん 044-739-1919 電話でのオペレーター対応 24 時間 

川崎市の医療機関を検索できます(外国語対応あり）。     

http://www.iryo-kensaku.jp/kawasaki/ 

Ｄ 

Ｖ 

犯 

罪 

被 

害 

DV相談ナビ 

 

    はれれば 

＃8008 

最寄りの相談機関窓口に電話が自動転送されます。 

相談は、各機関の相談受付時間に限ります。 

性犯罪被害者相談電話

（全国共通） 

ハートさん  

＃8103 

24 時間対応（年中無休）、発信された地域を管轄する各都道府

県警察の性犯罪被害相談窓口につながります。 

警察総合相談センター ＃9110 

直通 

生活の安全に関する不安や悩みの相談専用電話。 

全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部など

明治大学学生相談室ＨＰリンク集 

https://www.meiji.ac.jp/soudan/links.html
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はじめに
みなさん、ご入学おめでとうございます。
中学校・高校までとはずいぶんちがう、大学での生活。
みなさんは、大学生活にどのようなイメージを持っていますか？

明治大学の先輩たちは、どのように過ごしてきたのでしょう？
初めての一人暮らし、どんなことに気を付けたらいいのでしょう？
学生生活のピンチをどのように凌いできたのでしょう？

この「新入生応援 BOOK」は、　
新入生に役立てていただきたい情報を集めたものです。

先輩たちからのメッセージや、学生相談室に寄せられた相談を基に作成しました。

何か困った時は、学生相談室があることを思い出してください。

新入生のみなさんが充実した学生生活を過ごせるよう願っています。

54

学生相談室の利用方法と場所・連絡先

利用方法

学生相談室にお電話ください。

最初に、インテーカー（初回面談を行う職員）がお話を伺います。

相談内容に応じて相談員（教員相談員、カウンセラー、精神
科医、弁護士）との相談の予約をします。

予約日時に面談を行います。

場所・連絡先

和泉学生相談室
03-5300-1178

生田学生相談室
044-934-7619

中野学生相談室
03-5343-8080

駿河台学生相談室
03-3296-4217

新入生応援 BOOK
2023年 4月発行　明治大学学生相談室






