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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）
（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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アクセス）

23

みなさんは本当に太っていますか？
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
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。
せんか。
みなさんは本当に太っていますか？
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
「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
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
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
せんか。
「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
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
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
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
せんか。
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
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
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
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
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
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
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
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。
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
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
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
ましょう。
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
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

ＢＭＩ＝体重
（ｋｇ）
÷身長
（ｍ）
²
ましょう。
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
ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）
²
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。
上は肥満と判断されます。ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）²
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
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
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。
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、
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、
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
鉄分不足で貧血になったりすることがあります。
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、
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、
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
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
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すい体質になるとも言われています。
にその状況を確認しましょう。
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
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
にその状況を確認しましょう。
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。

学内診療所
和泉キャンパス 第一校舎 2 階
生田キャンパス 中央校舎 2 階
中野キャンパス 低層棟 3 階
駿河台キャンパス  大学会館 2 階
24
24
（参考）農林水産省 HP「美しさは健康から」
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（2022/1/19 アクセス）
〈https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topic3_02.html〉
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 一人暮らしをはじめる
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め
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
てみましょう。
が・・・やっぱりある程度の調理器具（鍋、フライパンなど）が
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。
ほしいですね。そこで、まず初めは、基本的な調理器具や
 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

調味料（塩、砂糖など）を少しだけ揃えてみて、徐々に増や
無料レシピサイト
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。
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
クックパッド https://cookpad.com/
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。
よ。
kｕｒａｓｈｉｒｕ
ステップ２
： https://www.kurashiru.com/
お味噌汁をつくってみる。
KITCHEN https://delishkitchen.tv/
 DELISH
お味噌汁の具は、保存の効く乾燥わかめや麩を常備すると便利です。
みんなの今日の料理
https://www.kyounoryouri.jp/ 他
下手でも料理を作ってみましょう
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
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
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
め
てみましょう。
感動はひとしおです！

無料レシピサイト
cook無料レシピサイト
pad〈https://cookpad.com/〉

クックパッド https://cookpad.com/
kurashiru〈https://www.kurashiru.com/〉
kｕｒａｓｈｉｒｕ https://www.kurashiru.com/
DELISH KITCHEN〈https://delishkitchen.tv/〉
DELISH KITCHEN https://delishkitchen.tv/
みんなのきょうの料理〈https://www.kyounoryouri.jp/〉他
みんなの今日の料理 https://www.kyounoryouri.jp/ 他
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て色ツヤのよいものを。
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生活費のあれこれ

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。
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、アルバイト代）と

おおまかな収支計画を立てましょう
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。
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、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

使ったお金の記録をつけましょう

ちょっと面倒と思ったら、スマートフォンで入力できるアプリも便利です。
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
それもなかなかできない人は、いままでは捨てていたレシートを集めましょう。そ
ちょ
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
れを
1っと面倒だと思ったら、
週間ごとに食費、衣服費、教養娯楽費などに分類してみるといいでしょう。
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
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
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

どの口座を開設した人も多いでしょう。その口座で光熱費の引き落としやおこづか
の口座を開設した人も多いでしょう。その口座で光熱費の引き落としやおこづかい

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
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。

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。

28

キッチン

キッチン

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

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
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
キッチン
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、
キッチン 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
不衛生になり、料理をする気がなくなりますよね。
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
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。 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
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
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

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

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
いたものがあれば、先に使いきりましょう。
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
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
近づいたものが入っているかも。
ね。ね。
近づいたものが入っているかも。

意
味
意 味
意
味

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
賞冷蔵庫の中は週に１回は全部確認しましょう。消費期限が
味 期 限
消 費 期 限
近づいたものが入っているかも。
賞
賞
味味
期 期
限 限
消 費消
期 費
限 期 限
近づいたものが入っているかも。
おいしく食べることができる期限
おいしく食べることができる期限
おいしく食べることができる期限
(best-before)。この期限を過ぎ
期限を過ぎたら食べない方がよい
賞 味 期 限
消 費 期 限
期限を過ぎたら食べない方がよい期
(best-before)。この期限を過ぎても、
賞 味 期 限
消 費 期 限
期限を過ぎたら食べない方がよい期
(best-before)。この期限を過ぎても、
ても、すぐ食べられないということ
期限date)。
(use-by date)。
おいしく食べることができる期限 限(use-by
すぐ食べられないということではあり
おいしく食べることができる期限
限(use-by date)。
すぐ食べられないということではあり
ではありません。
期限を過ぎたら食べない方がよい期
(best-before)。この期限を過ぎても、
ません。
期限を過ぎたら食べない方がよい期
(best-before)。この期限を過ぎても、
ません。

意 味
意 味 すぐ食べられないということではあり
限(use-by date)。
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
限(use-by date)。
すぐ食べられないということではあり
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
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
開封後
開封後
ません。
べましょう。
開封後
ません。
に食べましょう。

べましょう。

開封後
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
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。
べましょう。

部屋

部屋
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
部屋

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

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
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

えば、本は本棚に、文房具は所定の場所に・・・これだけで
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
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
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
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
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

け ま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
し 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
ょう。

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
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
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

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
付けましょう。
ょう。
ょう。
けまし
ょう。

け まけしま し
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安心・安全な暮らしのために
安心・安全な暮らしのために
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
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
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
すぎる必要はないけど、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
ます。
す。
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
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
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。
らよいのか一緒に確認してみましょう。
よいのか一緒に確認してみましょう。

①帰宅するとき
①帰宅するとき
①帰宅する時
帰宅途中に追従されて、玄関で襲われるという犯罪被害があるようです。
帰宅途中に追従されて、玄関で襲われるという犯罪被害があるようです。
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
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
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
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
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
犯対策を挙げました。ちょ
す。確認してみましょう。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。
す。確認してみましょう。
確認してみましょう。
○夜道を歩くときは、人通りの多い道や明るい道を歩くようにする。
○夜道を歩くときは、人通りの多い道や明るい道を歩くようにする。
○「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
●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。
●「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
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ときは、近くのコンビニエンススト
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ときは、近くのコンビニエンススト
ア
●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
ア
などに逃げ込み助けを求めるか、110 番通報する。
などに逃げ込み助けを求めるか、110 番通報する。
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
○エレベーターに乗る際は、周囲に不審な人が
●エレベーターに乗る際は、周囲に不審な人がいな
いないか確認し、見知らぬ人と一緒に
いないか確認し、見知らぬ人と一緒に
いか確認し、見知らぬ人と一緒に乗らないように
乗らないようにする。見知らぬ人と一緒になって
乗らないようにする。見知らぬ人と一緒になって
する。見知らぬ人と一緒になってしまったら、エ
しまったら、エレベーター内のベルのボタンが
しまったら、エレベーター内のベルのボタンが
レベーター内のベルのボタンが押せる場所に立つ。
押せる場所に立つ。
押せる場所に立つ。
●防犯ブザーを持ち歩く。
○防犯ブザーを持ち歩く。
○防犯ブザーを持ち歩く。
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防犯ブザー

30

30

防犯ブザー

②家に着いたら
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
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
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。
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。
○自分の部屋に入るときは、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。
「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
○玄関に入ったら、すぐに鍵をかける。
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。
●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。
○２階以上の部屋、格子のある浴室、トイレなどの小さな窓も施錠を確認する。

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）
「こんな時間、場所がねらわれる／警視庁」
31
<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>

（2022/1/19 アクセス）
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③防犯を意識した習慣・環境づくり

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、
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

③防犯を意識した習慣・環境づくり

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
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。
取り組んでみてはいかがでしょうか。
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。

●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
・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
る。
は
●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
必ず鍵をかける。
・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
小さな窓も、施錠を確認する。
・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
チェーンをしたまま開けるようにする。
●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
は
・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
たまま開けるようにする。
必ず鍵をかける。
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）。
●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
・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
・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
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）
。
チェーンをしたまま開けるようにする。
さないようにする。
●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
・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
・カーテンは女性が住んでいることがわかるような色
干さないようにする。
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）。
やデザインのもの（ピンク色や花柄など）は避け、昼
●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
も夜も部屋の中が見えないような機能のカーテン（遮
・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
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
さないようにする。
像カーテン）にする。
所、連絡先を控えておく。
・カーテンは女性が住んでいることがわかるような色
●表札や郵便受けに記載するのは、名字だけにする。
やデザインのもの（ピンク色や花柄など）は避け、昼
●防犯ブザーを購入し、持ち歩く。
も夜も部屋の中が見えないような機能のカーテン（遮
●も しもの時に備えて、あらかじめ警察・交番などの
像カー
」
場所を調べ、連絡先を携帯電話に登録しておく。
所、連絡先を控えておく。
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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」

④来訪者に注意しよう

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
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
るようにしましょう。
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」
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
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
人・不動産会社に相談をしてみてください。
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
宅配便が届いたら

理
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
人・不動産会社に相談をしてみてください。
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

宅配便が届いたら

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
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
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

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
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
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
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
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。
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
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
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
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
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
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
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

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。
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
新聞勧誘などが来たら
り相手に伝えることが大切になります。
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

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
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

あれば、「必要がない」とはっきり断りましょう。
手に伝えることが大切になります。
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
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。
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
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
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し
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
ます。

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し

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

ます。

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
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

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
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

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
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

す。
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
「Ｃ
ｈａｐｔｅｒ４ 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
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
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。
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
新聞勧誘の他にも、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
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
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
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
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
でなく電話でされることもあるので、注意してください。

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
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
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
単位 （３ケ月）で契約し、新聞が必要か確認してみましょう。
（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。
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。

34
34

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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巣に入られてしまったら
空き巣に入られてしまったら

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
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
空き巣に入られてしまったら
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
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
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
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
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。
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
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
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
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
交換が必要になることがあります。
す。
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。
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
た、加入している火災保険に盗難の保障が付いているのか確認しましょう。
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のか確認しましょう。

・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

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

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
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
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
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
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
認しましょう。
いか確認しましょう。
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
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

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
か確認しましょう。
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
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
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
きましょう。
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
しておきましょう。
ておきましょう。

電話やスマートフォンが紛失＆盗まれたら

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

携帯電話やスマートフォンが紛失＆盗まれたら

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
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
携帯電話やスマー
37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
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

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
個人情報の管理の大切さ
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
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
広がる可能性があります。たとえば、通帳やカードが盗まれ、さらに暗証番号も判
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
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
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
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
人にまで被害が及ぶ危険性があります。
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
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
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
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
うにしましょう。
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
また、ゴミ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
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

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
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
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
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、
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
ごみが丸見えにならないように捨てることも大切です。
ることも大切です。

９
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いざ、実行を！

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
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
のヒントになるようなことをまとめてみました。
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
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
れています。少しずつ実行してみてください。
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
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

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
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
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
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
過ごしてほしいからです。
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
「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。
活を過ごしてくださいね。

（参考）

（参考）

「安全なくらし／警視庁」

「安全な暮らし／警視庁」

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

（2022/1/19 アクセス）
<https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/index.html>
「被害にあわないために／警視庁」

「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)

<https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/index.html>(2022/1/19 アクセス）
「暮らしの安全情報／神奈川県警」

「暮らしの安全情報／神奈川県警察」
<https://www.police.pref.kanagawa.jp/index2.htm>(2021/1/●● アクセス)
<https://www.police.pref.kanagawa.jp/index2.htm>(2022/1/19 アクセス）
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