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Chapter 2

～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
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

変わるので、少し不安ですね。
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？”
“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？”
“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？”
“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:…
“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？“
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
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
いのではないでしょうか。
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

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

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

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
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

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
いました。

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

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
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
フスタイル～上級生編～」を掲載しました。
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
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。
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。

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。
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１年生のライフスタイル

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
◆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
私は大学入学前から「大学生は暇だ」
UＵさん
さん
うフレーズを何回か聞いていました。ところ
というフレーズを何回か聞いていました。
総合数理学部１年＠中野
総合数理学部１年＠中野
が、実際入学して「意外と忙しい」というの
ところが、実際入学して「意外と忙しい」
課外活動：明治大学交響楽団 が僕の大学に対する第一印象でした。大
課外活動：明治大学交響楽団
というのが私の大学に対する第一印象
学生は、普段の授業に加え、課題やサー
アルバイト：塾講師
でした。大学生は、普段の授業に加え、
アルバイト：塾講師
クル、バイトなどがあり、時間を上手に使
課題やサークル、アルバイトなどがあり、
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
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
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
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
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
組み始めることで、これからのサークルなどに充てる娯楽の時間では課題のことを考
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
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
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。
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
◆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
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
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
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
えました。私は付属校出身であったため先輩に授業の雰囲気を聞くことができました。
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
付属校出身でなくとも、周りの友達には
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
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
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
モチベーションも上がり、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
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！
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）
プロフィール
プロフィール

◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期）
月月

火火

1 時限
１時限
2 時限
２時限
プ ロ グラ ミ ン グ演 習 Ⅰ

3 時限

4 時限

プログラミング

ⅠⅡ
プ ロ グラ ミ ン 演習
グ演 習

３時限

メ デ ィア 基礎実験

水
水
En
glish
EnglishIC
ⅠC
En glish ID
EnglishⅠD
English IA
EnglishⅠA
En glish IB
ⅠB
*English
先端メディア

木
金
木
金
土土
線形代数Ⅰ
総合数理概論
線形代数Ⅰ 総合数理概論
線形代数Ⅱ
線形代数Ⅱ
微積分Ⅰ
微積分Ⅰ
微積分Ⅱ 基本情報技術Ⅰ
微積分Ⅱ
ア カデミ ッ ク 基本情報技術Ⅰ
政治学A
サイエ ンス 概論
リ テ ラシ ー
＊先端メディア
アカデミック
政治学
A 数学基礎演習
サイエンス概論
リテラシー
政治学B

プログラミング メディア基礎実験 * 先端メディア
プ ロ グラ ミ ン演習Ⅱ
グ演 習 Ⅰ
プログラミング
プ ロ グラ ミ ン 演習
グ演 習
ⅠⅡ メ デ ィア 基礎実験

４時限
5 時限
５時限

サイエ ンス 概論

政治学 B

＊先端メディア
サイエンス概論

総合数理
数学基礎演習
ゼミナール
総合数理
先端メディア
ゼミナール
ゼミナールⅠ
先端メディア

プログラミング メディア基礎実験
演習Ⅱ

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
コンテンツ・

先 端 メディ ア
サ イ エ ン ス特 別 講 義

先端メディア
サイエンス特別講義

エンタテインメント概論
夏期集中講座
EP演習
夏期集中講座
EP 演習
＊先端メディアサイエンス概論は春後期のみ。
＊先端メディアサイエンス概論は春後期のみ。
※黒字は必修科目、青字は自分で選択した科目。
※黒字は必修科目、青字は自分で選択した科目。
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情報技術概論

◆苦労した春学期の授業
◆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
年度はオンデマンド授業と対面
2021
KＫさん
さん
授業が混ざっていたり、緊急事態宣言に
授業が混ざっていたり、緊急事態宣言
経営学部１年＠和泉
経営学部１年＠和泉
より対面授業がオンライン授業に変更に
により対面授業がオンライン授業に変更
・経理研究所
課外活動：テニス
なったりしました。課題について通知も
課外活動：テニス・経理研究所
になったりしました。課題について通知
アルバイト：書店
提出もオンラインで行われるなど、慣れ
も提出もオンラインで行われるなど、慣
アルバイト：書店
ないことが多く大変でした。同じ授業を
れないことが多く大変でした。同じ授業
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
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
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
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
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
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
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
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
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。
の適切なサイクルをつくり、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
◆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
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
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
に SNS
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
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
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
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
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
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。
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
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
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
時間割を組むようにしました。ほかにも授業が早く終わる日の午後はアルバイトに充
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
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。
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）
プロフィール
プロフィール

◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期）
月
火
水
月
1１時限
時限
2２時限
時限

4 時限
４時限

5 時限
５時限

木

金

金

体育実技 B

簿記論Ⅰ

体育実技B

簿記論Ⅰ

*経営総論

＊経営総論

教養演習 A

簿記論Ⅱ
簿記論Ⅱ

公共経営学
公共経営学

＊経営学

教養演習A

3 時限 英語（初級）Ａ
英語（初級）Ａ
３時限

木

火
水
体育実技Ａ
＊西洋史
（総論）
体育実技Ａ *西洋史（総論）

英語（初級）Ｂ
英語（初級）Ｂ

英語（初級）A
英語（初級）A
現代社会とスポーツ
英語（初級）B
現 代 社 会 と スポ ーツ
英語（初級）B
中国語（初級）Ⅰ
中国語（初級）
Ⅰ

* 経営学

中国語（初級）Ⅱ

中国語（初級）Ⅱ

* 心理学A
＊心理学 A
*
近代経済学A
＊近代経済学 A
* 心理学B
経営総合講義B 中国語（初級）Ⅱ ＊心理学 B
経営総合講義 B 中国語（初級）Ⅱ * 近代経済学B
＊近代経済学 B

*＊社会学
社会学A
A

中国語（初級）Ⅰ
中国語（初級）Ⅰ

会計学

会計学
*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）
＊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）
※黒字は必修科目、青字は自分で選択した科目。
※黒字は必修科目、青字は自分で選択した科目。
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◆家で集中できないなら図書館で
◆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
年度の入学当初は授業が対面、
2021
リアルタイムの zoom、録画してある動
アルタイムの
zoom、録画してある動画を
画を観るオンデマンドと色々な種類が
見るオンデマンドと色々な種類があったの
あったのが複雑でした。中でもオンデマ
が複雑でした。中でもオンデマンドの授業
ンドの授業は期間内にいつでも観られる
は期間内にいつでも観られる一方、課題と
一方、課題として出るレポートの量が多
して出るレポートの量が多く、それらをこな
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」
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
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
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
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。
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
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
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。
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
◆履修登録は情報収集が大事
た。私はまず学部便覧や資格課程案内などの冊子を自分でよく読んだ上で、わから
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
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
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
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、一つひとつ丁寧に説明
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
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
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
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
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
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
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
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つくることが
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。
できました。
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
◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期）
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
火
水
木
金
出来ました。 月
English
ウェルネス
Communication
ウェルネスライフ論
ドイツ語ⅠA
◆１年次の時間割（上段は春学期・下段は秋学期）
Skills A
スポーツ A
プロフィール

プロフィール
S さん（教職課程履修中）
Ｓさん（教職課程履修中）
文学部11 年＠和泉
文学部
年＠和泉
課
外活動：SPS
（ 企画サーク
課外活動：SPS・バレーボール
ル）
・バレーボール
アルバイト：塾講師
アルバイト：塾講師

１時限

ドイツ語ⅠB
月

ドイツ語ⅠA
1時限
２時限 ドイツ語ⅠB
2時限
３時限

3時限
４時限
4時限

5時限
５時限

上級英文解釈 A

火
英文学史 A
英文学史 B
英文学史A

上級英文解釈B

English Paragraph
Writing A

特別支援教育概論
特
別支援教育概論

English Paragraph
Writing B

EPWA

EPWB

基礎演習
基礎演習
（英米文学）A

（英米文学）A

木

教職入門
金

ECSA

ウェ ル ネス スポ ーツ B

ECSB
教職入門
教育基礎論

ウェル ネスライフ論

英語学概論 A
教育基礎論

教育心理学

英語学概論A
英語学概論 B教育心理学
英語学概論B
米文学史 A
ドイツ語ⅡA
米文学史A ドイツ語ⅡA
米文学史 B ドイツ語ⅡB
ドイツ語ⅡB
米文学史B
ICTベー
シ ック Ⅰ Ⅰ
ICT ベーシック

ICTベー シ ック Ⅱ
基礎演習
ICT ベーシックⅡ
（英米文学）B

基礎演習（英米文学）B

教育行政学
教育行政学

6時限
６時限

English
Communication
Skills B

ウェ ル ネス スポ ーツ A

英文学史B

上級英文解釈A
上級英文解釈 B

教育学A
教育学 A
教育学B
教育学 B

ウェルネス
水
スポーツ
B

※黒字は学部等科目、青字は教職課程科目。
※黒字は学部等科目、青字は教職課程科目。

18 18

土

1 年生のライフスタイル～上級生編～
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。
◆特別なことはしない。

1 年次は、3・4
年生で研究中心の生活に切り
プロフィール
T さん（大学院進学予定）
普段の授業にしっかり取り組む。
Ｔさん（大学院進学予定）
替えるために、なるべく多くの単位取得を目指
農学部
4 年＠生田
１年次は、３・４年生で研究中心の生
農学部 4 年＠生田
し履修を組みました。入学当初から大学院進学
活に切り替えるために、なるべく多くの
課外活動：アカペラ同好会
課外活動：アカペラ同好会 を視野に入れていましたが、基本的に院進学
単位取得を目指し履修を組みました。入
アルバイト：飲食店・
アルバイト： 飲 食 店・ イ ベ に向けた勉強はせず、普段の授業の内容を吸
学当初から大学院進学を視野に入れて
イベントスタッフ
ントスタッフ
収することを意識したほか、英語力は必須と考
いましたが、基本的に院進学に向けた
え英語の勉強は１年次から継続して行いました。
勉強はせず、普段の授業の内容を吸収
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
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
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
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
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。
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
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を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、
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
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聞くことが
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
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
ップを埋めていけるため、早めに行くのがオススメです。
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
◆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
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
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
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
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
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
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
的にテスト期間の負担を減らすこともできました。また、日曜日を自由な日にするこ
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
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
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。
リセッ1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。
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
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
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
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
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。みなさんにも、気
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！
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
（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。
年次）
プロフィール

◆一週間の生活パターン（１年次）
10:00

10:00
月
火

月
火

授業

授業

自由時間

自由時間

12:00

12:00
授業
授業

授業
授業

14:00

16:00

14:00

16:00

授業

授業

授業

課題・自習

課題・自習

授業

授業授業

授業 授業

課題・自習
課題・自習

授業

授業

木 木

授業授業

授業 授業

授業 授業

授業

授業

金 金

授業授業

授業 授業

授業 授業

授業

授業

日

課題・自習

土

20:00

サークル

時間

アルバイト

アルバイト

授業 サークル サークル

授業

アルバイト
アルバイト
授業

授業 自由時間 自由時間

アルバイト

課題・自習

アルバイト

自由時間

日

自由時間

1919

⇓画像データ
10:00

12:00

14:00

16:00

20:00
自由
時間

サークル自由

授業

水 水

土

18:00
18:00

授業

18:00

20:00

◆国家公務員試験合格を見据えた学生生活
◆国家公務員試験合格を目指して

プロフィール
プロフィール

私は 1私は
年次から公務員試験を受ける
1 年次から公務員試験を受
（国家公務員総合職内定）
AＡさん
さん（国家公務員総合職内定）
ことを視野に入れ、先を見据えた学生生
けることを視野に入れ、先を見据え
法学部４年＠駿河台
法学部４年＠駿河台
た学生生活のプランを立てました。
活のプランを立てました。公務員試験は
課外活動： 行 政 研 究 所・ ダ
課外活動：ダンス・明大祭実行委員会
公務員試験は筆記試験に加えて、
ンス・明大祭実行委員会
筆記試験に加えて、最終的には面接試
最終的には面接試験を突破しない
アルバイト：飲食店・塾講師・博物館・
ア
 ルバイト：飲食店・塾講師・
験を突破しないと合格できません。本格
と合格できません。本格的な筆記
博物館・イベントスタッフ
イベントスタッフ
的な筆記試験対策は 3 年生からでも間

試験対策は 3 年生からでも間に合
に合うと考え、1・2 年次は勉強だけに
うと考え、1・2 年次は勉強だけに打ち込むのではなく、課外活動など、学生生活の
打ち込むのではなく、課外活動など、学生生活の中で打ち込みたいことを見つけ、
中で打ち込みたいことを見つけ、一生懸命取り組むことを意識しました。
1・2 年次は筆記試験対策として、公務員試験で必須の法学については、法学部
一生懸命取り組むことを意識しました。
の日々の授業でコツコツと勉強し、それ以外の基礎的な科目について、週に
1・2 回、
1・2 年次は筆記試験対策として、公務員試験で必須の法学については、法学部
行政研究所の授業を受けていました。3
年次以降、本格的に公務員試験の勉強を
の日々の授業でコツコツと勉強し、それ以外の基礎的な科目について、週に 1・2 回、
始めると、科目数が多く、集中して取り組むことが難しいと感じることも多くありまし
行政研究所の授業を受けていました。3 年次以降、本格的に公務員試験の勉強を
た。そんなときは息抜きとして出かけたり、あえてアルバイトをしたりなどしてメリハ
始めると、科目数が多く、集中して取り組むことが難しいと感じることも多くありま
リのある勉強法を意識していました。
した。そんな時は息抜きとして出かけたり、あえてアルバイ
トをしたりなどしてメリハ
◆メリハリをつけて充実した学生生活を
リのある勉強法を意識していました。
時間がある大学生のうちにやりたいことがたくさんあったので、そのすべてを達
◆やりたいことは徹底的に取り組み、休む時は休む
成しようという気概で過ごしました。具体的には平日の昼間は学校で授業を受け、
夜はダンスサークルや明大祭実行委員の活動、アルバイト、行政研究所の授業に
時間がある大学生のうちにやりたいことがたくさんあったので、その全てを達成しよ
参加していました。また、土日は
1 日アルバイトに専念し、サークルや、日常生活で
うという気概で過ごしま
した。具体的には平日の昼間は学校で授業を受け、夜はダンス
必要なお金を稼いでいました。すべてを両立させるための時間の使い方の工夫と
サークルや明大祭実行委員の活動、アルバイト、行政研究所の授業に参加していました。
して、勉強は空きコマや朝の時間帯にする習慣を意識していました。また、やること
また、土日は 1 日アルバイトに専念し、サークルや、日常生活で必要なお金を稼いでい
が多すぎてパンクしないように、1 週間のうち 1 日は休息日を設けて体調管理をしっ
ま
した。全てを両立させるための時間の使い方の工夫として、勉強は空きコマや朝の時
かりするようにも心がけました。
間帯にする習慣を意識していま
した。また、やることが多すぎてパンクしないように、1
定期試験前には、サークルやアルバイトなどの課外活動を抑え、授業後に集中
的に勉強する生活を送っていました。
週間のうち 1 日は休息日を設けて体調管理をしっかりするようにも心がけました。
◆一週間の生活パターン（1
年次） トなどの課外活動を抑え、授業後に集中的
定期試験前には、サークルやアルバイ
10:00
12:00
に勉強する生活を送っていました。

14:00

16:00

18:00

20:00

○ （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。

月
授業
自由時間
◆一週間の生活パターン（１年次）
火

10:00

月

授業

水

授業

木
水

授業

火

授業

12:00

休憩

授業
14:00

自習

授業

金
木

自習 授業

金
土

自習
サークル

土
日

サークル

自習

授業
授業

授業
休憩

授業

自由時間

自由時間
自由時間

授業

⇓画像データ

自由時間
自由時間
自由時間

アルバイト

20

20

20:00

サークル

アルバイト
授業

アルバイト

日

18:00

授業

自由時間
授業

アルバイト

16:00

行政研究所の授業
サークル

サークル
行政研究所の授業
授業

授業
アルバイト

行政研究所の授業
サークル
行政研究所の授業

自由
時間

アルバイト
自由
時間

ブラックバイトに注意！
ブラックバイトに注意！
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

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
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。
しょうか。
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
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
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
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
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
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
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
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
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。
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。
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
アルバイトを始める前のチェックポイント
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。
➡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。
➡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
□「労働条件通知書」をもらえるか
□「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。
➡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。
➡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
「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
「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
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
ときに備えて必ずもらうようにしましょう。
ときに備えて必ずもらうようにしましょう。
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
□契約の形態が「労働契約」や「雇用契約」になっているか
□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
➡「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
➡「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。
ます。
ます。
□最低賃金を下回っていないか
□最低賃金を下回っていないか
□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、
➡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、
➡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。
勤務時間で割ると最低賃金を下回るケースも。
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）
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）
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
アルバイトを始めた後のチェックポイント
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
□研修期間中も給料が支払われているか
□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。
➡研修中であっても最低賃金以上の給料がもらえます。
➡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
□給料から不当な罰金や商品代が天引きされていないか
□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
➡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
➡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。
きは違法です。
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
□残業が発生した場合残業代は支払われているか
□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
➡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
➡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。
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。
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
□休憩時間が適切に与えられているか
□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
➡勤務が
6６
時間を超える場合は
分、8
時間を超える場合は
1 時間の休
時間を超える場合は 45 45
分、
８
時間を超える場合は
１時間の休憩をもらえます。
➡勤務が
憩をもらえます。
憩をもらえます。
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こんな時はどうする？

こんな時はどうする？
●アルバイト中にけがをした！
●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
➡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
えます。
険が使えます。
（
「労働契約」
「雇用契約」の場合）
●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
➡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
りません。
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
➡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
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
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
約期間中でも辞められます。
た場合は契約期間中でも２週間前の告知で辞められます。
●自分が辞めたら迷惑が掛かる…。
●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。
➡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？
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
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
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、
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
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。
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、
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）
●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
●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）
合）
●法テラスや弁護士会の無料労働相談
●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。
といった、外部の機関を利用することが出来ます。
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
相談に行く時には証拠が必要となります。働いた時間の記
（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。
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
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

ことができます。
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出来ます。
（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〉
（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）
（2022/1/19
アクセス）
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