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Chapter 1 
 

学生の生活ってどんなでしょう？ 
 

 

学生生活へ慣れていく 

 

みなさんは大学入学前に大学生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、奨学金等）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。 

 

数日過ぎると、いよいよ授業が始まります。授業は、高校までとは大きく違います。

まずは一つの時限が 90 分間ということ。最初は一時限が長く感じるでしょう。次に履

修登録をすること。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。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する

場合がありますので出席してください。 
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大学時�にやってみたいこと 

大学生になったら、自分の興味のある勉強を深めたいと思う一方、サークルに入

ってみたい、アルバイトをしてみたい、資格試験の勉強も始めてみたいといろいろな

プランが浮かんでくることでしょう。一人暮らしに初

挑戦する人も。 

 

友人をつくる 

そして何といっても「生涯の友」と言えるような友人

をたくさん作りたい、そういう仲間とワイワイ騒ぎたいと思いますよね。彼氏・彼女も

つくりたい。そう思って、大学内を見渡すとたくさんの学生がいます。人との出会いの

きっかけはすぐそばにあります。ガイダンス教室で隣同士になった人と友達になる

人もいるでしょう。でも、なかなか声をかけづらいですよね。そのように思っていると、

少し離れた席ではすでにグループができていて、「あっ、自分は乗り遅れたかな」と

不安になってしまう・・・。また、「人が多すぎてなんか怖いな」と感じてしまう・・・。でも、

大丈夫ですよ。そう思っているのはあなただけではないんです。卒業までの間にい

つでも友達をつくるチャンスはあるのです。もし、今、一人でキャンパスにいても、こ

の先、どのようなチャンスがあるのか楽しみにしていてください。環境に適応するま

での時間は、人それぞれです。会った瞬間から気さくに話せる人もいますし、時間が

かかる人もいます。それはその人のペースでいいんです。しかし、待っているだけ

ではだめなのです。やっぱりちょっとの勇気を出して、声をかけてみることも大切で

す。 

 

ちょっとだけ注意 

ただし、そのような純粋に友達を作りたいという気持ちを悪用しようとしている人も

世の中にいるので、ちょっとだけ注意も必要です。そのことについては、「Chapter4 

ついて行ったらこうなった！アクセスしたらこうなった！」の章でも触れているので参

考にしてみてください。 
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ではだめなのです。やっぱりちょっとの勇気を出して、声をかけてみることも大切で
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ちょっとだけ注意 

ただし、そのような純粋に友達を作りたいという気持ちを悪用しようとしている人も

世の中にいるので、ちょっとだけ注意も必要です。そのことについては、「Chapter4 
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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
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たくさん人がいるのに自分はひとりぼっち・・・と感じることがあるでしょう。気合いを
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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、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。 
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一人暮らし���ー 

 大学入学を機に一人暮らしを始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なことです。ただでさえ、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。起きてみても食事が準備されているわけで

はない、あ、トイレットペーパーもなくなってたっけ･･･。と、だんだ

ん疲れてくる時期が来ます。みんなは、こんなとき、どう対処しているんだろう？と思

ったら、「Chapter2 明大生のライフスタイル」の章を参考にしてみてください。先輩た

ちが、どんな生活を送ってきたのか、ピンチの場面ではどう対処してきたのか、語っ

てくれています。 

また、一人暮らしに必要な知識を「Chapter3 一人暮らし応援します」の章に掲載し

ています。 

 

 

 

��のなかでこそ、孤独 

新入生を迎えるキャンパスは、サークルの新入生勧誘などでそれはにぎやかで

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。 

気がつくとクラスの中にいくつかのグループができていて、入り損ねてしまった自

分は取り返しが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、まだ誰とも話しをしていない。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ときは孤独がひときわ辛く感じられるものです。その辛さを

話せる相手があれば、前に向かっていけそう、ということがあります。 

こんなとき、どうぞ学生相談室をご利用ください。  
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話せる相手があれば、前に向かっていけそう、ということがあります。 

こんなとき、どうぞ学生相談室をご利用ください。  
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�在の�場所に納得して前�きに��すまで 

推薦で高校 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

複数大学の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。納得のいく選

択ではなかったとしたら、はしゃぐ人たちを見ても素直に加わりたい気分にならない

でしょう。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、その気持ちを話しに来ま

せんか？ 

新たな道に踏み出すにしろ、今この場所で頑張っていくと決めるにしろ、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�しさ 

大学入学まで家族や学校は、口うるさく煩わしい存在だったかもしれません。大学

では、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、掲示や

WEB 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。

本人の手続き上のミスで卒業がむずかしくなった場合、救済されない場合もありま

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。 
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一人暮らし���ー 

 大学入学を機に一人暮らしを始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なことです。ただでさえ、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。起きてみても食事が準備されているわけで

はない、あ、トイレットペーパーもなくなってたっけ･･･。と、だんだ

ん疲れてくる時期が来ます。みんなは、こんなとき、どう対処しているんだろう？と思

ったら、「Chapter2 明大生のライフスタイル」の章を参考にしてみてください。先輩た

ちが、どんな生活を送ってきたのか、ピンチの場面ではどう対処してきたのか、語っ

てくれています。 

また、一人暮らしに必要な知識を「Chapter3 一人暮らし応援します」の章に掲載し

ています。 

 

 

 

��のなかでこそ、孤独 

新入生を迎えるキャンパスは、サークルの新入生勧誘などでそれはにぎやかで

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。 

気がつくとクラスの中にいくつかのグループができていて、入り損ねてしまった自

分は取り返しが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。 
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？ ？？ 

学生相談室はみなさんを応援します 

 

大きな失敗をせずに大学生活を送れれば、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

り値打ちのある体験です。思い切って相談することで、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。 

 

学生相談室はすべ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。初回はインテーカー（初回面談を行う職員）と面談し、教員相談員、臨床

心理士、精神科医、弁護士がみなさんの相談内容に応じて対応します。 

そして学生相談室で相談した内容はもちろんのこと、学生相談室へ来室したこと

の秘密は守ります。 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

仮面 

浪人 

資格試験

大 学 院

進 学

体 育 会

退 部

休 学 や

退 学

サークル

新 設

留  学  
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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、かわりたい。 

・学部をかわる方法はあるか。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すべて今年とるのか。 

          ・教職科目や法制研究所も全員登録するものなのか。   

・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。 

・どの窓口に言えばよいのかわからない。 

 

・周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づいたら一人だった。 

・洋服や化粧に自信がなく、周囲が皆都会的にみえて気が引ける。 

・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。 

・空気が読めないといわれ、せっかくできた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。 

・大学内で勧誘されたが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。 

・アルバイト先との賃金トラブルになっている。 
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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。 

・ひとり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。 

 

 

参考文献 

・日本精神科看護技術協会、末安民生（2010）『大切な人の「こころの病」に気づく』 朝日新聞出版
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・・・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。 

 

 

参考文献 

・日本精神科看護技術協会、末安民生（2010）『大切な人の「こころの病」に気づく』 朝日新聞出版
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学生相談室に直接来るか、お電話ください。 

 

 

相談申込票に必要事項を記入してください。 

 

 

面談室で、インテーカー（初回面談を行う職員）や教員相談員が 

お話をうかがいます。助言や情報提供をします。 

 

 

もしも専門家（臨床心理士、精神科医、弁護士）との相談も 

必要な内容だったら、相談の予約をします。 

 

 

専門家（臨床心理士、精神科医、弁護士）との予約日時に 

相談室に来てください。 
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あ ん な い

明治大学 学生相談室

開室時間（各キャンパス共通）

　　（月～金曜日）　　　　9：30～17：30

　　（土曜日）　　　　　　8：30～12：00 （原則として隔週）

●守秘義務
　相談を通じて知り得た相談者の個人情報を，相談室の

外部に漏らすことはありません。

　また，相談業務以外の目的で，個人情報を取り扱うこ

ともいたしません。

●関係者（保護者・教職員など）からの問い合わせ
　相談者にとって，保護者に知られたくないこと，身近

な教職員に知られたくないことも少なくないと考えま

す。従って，保護者の方や教職員の方などからの問い合

わせには，相談者本人の希望，承諾がある場合を除いて

原則として応じないこととしています。

●例外として開示する場合
　以上のような方針で相談業務を行いますが，次のよう

な場合で，学生相談室が必要と判断したときには，この

限りではありません。

　◎ 生命・身体の安全に関わる場合

　◎ 他人の利害を著しく害する場合  など

●学生相談室からの連絡方法
　相談の予約をされた方は，連絡先をあらかじめ指定し

てください。

　あらかじめ連絡先を指定することによって，学生相談

室から連絡する際に，相談者のプライバシーを守ること

ができます。

学生相談室の
プライバシーに関する考え方

学生相談室の
プライバシーに関する考え方

電 話
03‒3296‒4217

電 話
044‒934‒7619

電 話
03‒5300‒1178

※ 当日の相談の受付は，各閉室時間の 30分前までとなります。

　 （ただし，緊急時を除く。）

※ 入試期間中等，開室時間が変更となる場合がありますので，

　 別途，掲示に注意してください。

駿河台
キャンパス

和 泉
キャンパス

生 田
キャンパス

学生相談室学生相談室

場所・連絡先・開室時間

　学生相談室は，相談者の皆さんと確かな信頼関係を

築くために，以下のような方針に基づいて，相談を行

っています。

小田急バス停

2階 学生相談室2階 学生相談室

第二校舎 A館

図書館

中央校舎

電 話
03‒5343‒8080

中 野
キャンパス

http://www.meiji.ac.jp/soudan/

中
野
駅
側

高
円
寺
側

▲

▲

▲

▲

JR線路側

高層棟

低層棟
帝京平成大学側

4階 学生相談室
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明大生のライフスタイル 
～先輩たちはこんな暮らしの工夫をしています～ 

 

ライフスタイル 

 
◆自分に合ったサークルが見つけられる 

図書館などの設備や学校周辺の街も魅力的なので、

勉強のほかに課外活動も充実させることができます。 

サークル活動に関しては、伝統のあるサークルか

ら新しくできたばかりのサークルまであり、数がとても

多く選択するのは大変ですが、自分に合うサークルを

見つけられる範囲が広いので良いです。また一部の

大学公認サークルにはボックスと呼ばれる部活動の部室のような部屋が与えられるため、

気軽に利用でき、サークルの仲がより深まると思います。 

◆日曜日はフリー 

基本的に空きコマを作らないように時間割を組んでいます。夕方には授業が終わるの

で、サークルのない日の放課後はアルバイトをしています。アルバイトは夜まであり、私

にはアルバイト後に家に帰って勉強をする体力がありません。そのため、午後から授業

のある日は午前中に早めに学校に来て図書館で勉強をするなど工夫しています。日曜日

はサークルのイベント、アルバイト、友人と出かけて遊ぶなど週によって異なりますが、

基本的には休日として過ごしています。 

◆一週間の生活パターン 

 

月 火 水 木 金 土 日

1時限 授業 授業 自習 自習 自習 自由時間 自由時間

2時限 授業 授業 自習 自習 自習 自由時間 自由時間

3時限 授業 アルバイト 授業 授業 授業 サークル 自由時間

4時限 授業 アルバイト 授業 授業 授業 サークル 自由時間

5時限 授業 アルバイト サークル アルバイト アルバイト サークル 自由時間

6時限 帰宅 アルバイト サークル アルバイト アルバイト サークル 自由時間

7時限 自由時間 アルバイト サークル アルバイト アルバイト サークル 自由時間

Chapter 2 

プロフィール 

E・Mさん（女性） 

商学部2年＠和泉 

サークル：テニス 

アルバイト：居酒屋の

ホール 
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～先輩たちはこんな暮らしの工夫をしています～ 
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見つけられる範囲が広いので良いです。また一部の
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◆学校行事に力を入れる明治大学 

明治大学では、充実した学校行事が魅力です。サ

ークル勧誘イベントから始まり、オープンキャンパ

ス、明大祭、経営学部では学部のスポーツ大会、ゼ

ミのプレゼンテーション大会などがあります。どの

行事もたくさんの人が参加して盛り上がります。 

特に明大祭は毎年たくさんの来場者が来るため、

明大祭実行委員を中心に各団体が力をいれており、

明大祭が近くなると学校が明大祭一色になります。行事を通してより友好関係が深まり、

達成感を得ることができます。ぜひ積極的に参加することをお勧めします。 

◆時間を有効活用した生活 

私は千葉県在住のため大学までの通学時間が約 1 時間半

かかります。そのため、その時間を有効活用して本を読ん

だり勉強したりしています。ボランティアサークルのミーティ

ングが月曜日の7限なので、授業が終わってからの時間は

資格の勉強などをしています。毎週水曜日の昼休みには

ゼミナール協議会のミーティングをしています。土日は英語部

の大会や、アルバイトをして過ごしています。英語部、ボラ

ンティア、ゼミナール協議会、そして学校の勉強とアルバイ

トをこなすという忙しい日々ですが、どれもやりがいがあり、

人間関係も良好で毎日充実した生活を送っています。 

◆一週間の生活パターン 

 

 

月 火 水 木 金 土 日

1時限 自習 自習 授業 授業 授業 サークル等 自由時間

2時限 授業 自習 授業 授業 授業 サークル等 アルバイト

3時限 自習 授業 授業 自習 アルバイト サークル等 アルバイト

4時限 自習 授業 アルバイト 授業 アルバイト サークル等 アルバイト

5時限 自習 授業 アルバイト 自由時間 アルバイト サークル等 アルバイト

6時限 自習 授業 アルバイト 自由時間 アルバイト サークル等 アルバイト

7時限 ミーティング 帰宅 アルバイト 自由時間 帰宅 サークル等 自由時間

プロフィール 

Ｋ・Ｙさん（女性） 

経営学部2年＠和泉

サークル：英語部、ボ

ランティア、ゼミナー

ル協議会 

アルバイト：カフェ 
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明大生のライフスタイル 
～先輩たちはこんな暮らしの工夫をしています～ 

 

ライフスタイル 

 
◆自分に合ったサークルが見つけられる 

図書館などの設備や学校周辺の街も魅力的なので、

勉強のほかに課外活動も充実させることができます。 

サークル活動に関しては、伝統のあるサークルか

ら新しくできたばかりのサークルまであり、数がとても

多く選択するのは大変ですが、自分に合うサークルを

見つけられる範囲が広いので良いです。また一部の

大学公認サークルにはボックスと呼ばれる部活動の部室のような部屋が与えられるため、

気軽に利用でき、サークルの仲がより深まると思います。 

◆日曜日はフリー 

基本的に空きコマを作らないように時間割を組んでいます。夕方には授業が終わるの

で、サークルのない日の放課後はアルバイトをしています。アルバイトは夜まであり、私

にはアルバイト後に家に帰って勉強をする体力がありません。そのため、午後から授業

のある日は午前中に早めに学校に来て図書館で勉強をするなど工夫しています。日曜日

はサークルのイベント、アルバイト、友人と出かけて遊ぶなど週によって異なりますが、

基本的には休日として過ごしています。 

◆一週間の生活パターン 

 

月 火 水 木 金 土 日

1時限 授業 授業 自習 自習 自習 自由時間 自由時間

2時限 授業 授業 自習 自習 自習 自由時間 自由時間

3時限 授業 アルバイト 授業 授業 授業 サークル 自由時間

4時限 授業 アルバイト 授業 授業 授業 サークル 自由時間

5時限 授業 アルバイト サークル アルバイト アルバイト サークル 自由時間

6時限 帰宅 アルバイト サークル アルバイト アルバイト サークル 自由時間

7時限 自由時間 アルバイト サークル アルバイト アルバイト サークル 自由時間

Chapter 2 

プロフィール 

E・Mさん（女性） 

商学部2年＠和泉 

サークル：テニス 

アルバイト：居酒屋の

ホール 
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◆2013 年始動、中野キャンパスと総合数理学部 

私の通う中野キャンパスには、総合数理学部と国際

日本学部の2つの学部があり、毛色の違う2つの学部

が互いに刺激し合いながら勉学や研究に励むことの

できる環境があります。また私の所属する総合数理学

部先端メディアサイエンス学科は新設でありながらも

研究室が整っており、入学と同時に研究室に所属する

ことが特徴の 1 つに挙げられます。研究室では、1 年

次からでも最先端の研究に携わることができるほか、

仲間と授業の不明点を教え合う光景もあります。 

◆東京に通うという利を生かして 

午前中の授業が比較的少なく夜型になりがちで

すが、午前から研究室に行き、仲間と会う習慣を作

ることで生活規則を整えるよう心がけています。研

究室に通うことで生活規則を作っている一方で、早

いうちから研究室に所属している性質上、すでに興

味がある研究領域が固まってきており、それに関す

る研究やイベントに割く時間が多いです。今はサー 

クル活動とは無縁ですが、都内やその近辺で催されるイベントに頻繁に足を運んでいま

す。多様な人が集まる街、東京、その一大学に通っていることを活かし、それらに顔を出

すことで、研究や今後の糧が見つかるでしょう。 
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平日はアルバイトやサークル活動を入れずに授業に集中し

ています。また、週 1 回小学校にボランティアに行っており、

その後すぐに授業なので大変ですが、とても良い経験をさせて

いただいています。通学で電車に乗っている間は、課題の本を読む

など、時間を有効活用するように工夫しています。土日はアルバイトや趣味の合唱など、

平日にはできないことをして過ごしています。私は家の遠さを理由に、大学のサークルに

入るのはあきらめてしまいましたが、自分に合った活動を見つけていけば、十分充実し

た生活を送ることができると思います。 
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プロフィール 

Ａ・Ｋさん（女性） 

文学部3年＠駿河台 

サークル：地元の合唱

団、ボランティア 

アルバイト：市立図書館 
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◆2013 年始動、中野キャンパスと総合数理学部 

私の通う中野キャンパスには、総合数理学部と国際

日本学部の2つの学部があり、毛色の違う2つの学部

が互いに刺激し合いながら勉学や研究に励むことの
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◆一週間の生活パターン 
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自由時間
自由時間 自由時間

3時限
研究室／

自由時間
授業 授業

研究室／

自由時間
授業

研究室／

自由時間
自由時間

4時限
研究室／

自由時間
授業

研究室／

自由時間
授業

研究室／

自由時間

研究室／
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プロフィール 

Ｏ・Ｙさん（男性） 

総合数理学部2年 

＠中野 

サークル：無 

アルバイト：コンビニ

エンスストア、研究

開発補助 
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◆海外留学のチャンスが豊富！ 

政治経済学部には、短期から長期の留学

制度が数多くあります。また、通常の英語ク

ラスとは別に設けられた、ACE という政治経

済学部独自の英語の授業や、トップスクー

ルセミナーという、海外の一流大学の教授

によって英語で行われる授業があります。こ

のように、政治経済学部には留学に向けて

語学力をつけることができる環境が整っているので、留学に興味ある人はぜひ活用する

べきだと思います！私自身もACEや英会話の授業を活用して語学力の向上を図り、政治

経済学部のプログラムによって留学を経験しました。留学は自分自身の価値観を変える

ことができる大きなチャンスですので、ぜひ挑戦してみてください！ 

◆大学1 年生の過ごし方 

大学1年生のときは留学を目指し、ACEや英語の授業を多く受講し

ていました。限られた時間の中で、語学の勉強と留

学資金集めのためのアルバイトを両立すること

が目標でした。そのため、アルバイトができるように夕方以降の授

業がない日を数日作り、塾講師として英語を教えていました。また、

英語学習はなるべく大学の授業で済ませるようにしていました。週

1 日は自由時間として友達と遊ぶなどの時間をとっていました。 

◆一週間の生活パターン 

 

  

月 火 水 木 金 土 日

1時限 授業 授業 授業 授業 自由時間 自由時間 自由時間

2時限 自習 自習 授業 授業 自由時間 自由時間 アルバイト

3時限 自由時間 授業 自習 授業 授業 授業 アルバイト

4時限 自由時間 授業 授業 自習 授業 サークル アルバイト

5時限 アルバイト アルバイト 自由時間 アルバイト 授業 サークル アルバイト

6時限 アルバイト アルバイト 自由時間 アルバイト 授業 サークル アルバイト

7時限 アルバイト アルバイト 自由時間 アルバイト 自由時間 サークル アルバイト

プロフィール 

Ｏ・Ｒさん（女性） 

政治経済学部3年＠駿河台 

サークル：国際ボランティア 

アルバイト：塾講師、レストラ

ンのホール 
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べきだと思います！私自身もACEや英会話の授業を活用して語学力の向上を図り、政治

経済学部のプログラムによって留学を経験しました。留学は自分自身の価値観を変える

ことができる大きなチャンスですので、ぜひ挑戦してみてください！ 

◆大学1 年生の過ごし方 

大学1年生のときは留学を目指し、ACEや英語の授業を多く受講し

ていました。限られた時間の中で、語学の勉強と留

学資金集めのためのアルバイトを両立すること

が目標でした。そのため、アルバイトができるように夕方以降の授

業がない日を数日作り、塾講師として英語を教えていました。また、

英語学習はなるべく大学の授業で済ませるようにしていました。週

1 日は自由時間として友達と遊ぶなどの時間をとっていました。 

◆一週間の生活パターン 
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プロフィール 

Ｏ・Ｒさん（女性） 

政治経済学部3年＠駿河台 

サークル：国際ボランティア 

アルバイト：塾講師、レストラ

ンのホール 
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◆研究室の魅力 

大学では高学年になると研究室に所属して、未知

なる分野に挑戦する研究活動が始まります。研究

の魅力は主体的に活動を行うことができる点です。

一から方針を立てて研究することは大変な面もあり

ますが、明治大学では研究活動を支える環境が整

っています。文献や実験データと向き合い専門分野

について突き詰めて考え、ゼミナールで勉強や研究したことを発表し、指導教員や友人と

議論をして理解を深めることは有用な経験になると思います。 

◆研究室を中心とした生活 

理論系の研究室に所属しているため、必ず大学に出向かなければな

らないのは週 1 回のゼミナールだけですが、規則正しい生活を

する目的で午前中に授業を入れ、午後は自分の時間を作

っています。研究室に所属すると同時に生活空間も与えら

れます。やる気が出づらい時でも研究室では仲間が熱

心に研究活動に取り組んでいることが多いので、暇な時

間には研究室に出向くことでモチベーションを保つように

しています。また、以前は塾講師のアルバイトをしていま

したが現在はしておらず、休日も研究活動や課外活動に

取り組み有意義な学生生活を送っています。 

◆一週間の生活パターン 

 

  

月 火 水 木 金 土 日

1時限 通学 通学 通学 通学 通学 自由時間 自由時間

2時限 授業 授業 ゼミナール 授業 研究 自由時間 自由時間

3時限 研究 研究 ゼミナール 研究 研究 自由時間 自由時間

4時限 研究 研究 ゼミナール 研究 研究 自由時間 自由時間

5時限 研究 研究 研究 研究 研究 自由時間 自由時間
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プロフィール 

Ｓ・Ｙさん（男性） 

理工学部4年＠生田

サークル：なし 

アルバイト：なし 
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プロフィール 

Ｏ・Ｒさん（女性） 

政治経済学部3年＠駿河台 

サークル：国際ボランティア 

アルバイト：塾講師、レストラ

ンのホール 
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一人暮らしの生活 

 

◆大学活用節約術 

大学生活は何かと出費がかさみます。特に教

材や参考書、論文を書くための資料代など、勉強

にはお金がかかります。また、サークルなどに入

れば部費を納めなければいけません。そのうえ

一人暮らしとなると想定外のお金がかさみます。

しかし、たった 4 年しかないキャンパスライフをア

ルバイトに明け暮れてしまうのは、もったいない 

ことです。 

そこで私は大学の施設や制度を使い、極力雑

費を抑えてきました。

本や雑誌は図書館で

読み、大好きな映画鑑

賞はメディアライブラリ

ーを使っています。大

学を活用することは有

効な節約術であり、エ

コライフなのです。 

◆自炊は徐々に… 

皆さんの中には今まで一度も食事を作ったことがなくとも、これからは自炊をしなけれ

ばならないという方もおられるかと思います。私も一人暮らしをするまでは一度も料理を

したことはありませんでした。初めは失敗も多々ありました。パスタを茹でれば麺が固ま

って餅のようになってソースが全く絡まなかったり、みそ汁を作れば 10 人前くらいの量に

なったり、と。そんな私でも、半年でまともなご飯を作れるようになりました。 

自炊することは大変です。ですから徐々に慣

れていくことを奨めます。はじめのうちはご飯だ

けを炊き、おかずは湯せんや電子レンジで温め

るだけの惣菜でいいと思います。ただ栄養のバ

ランスをとるために、サラダを添えることはお忘

れなく！ 

しっかり食べ、元気で楽しい大学生活を送りま

しょう。 

  

【収入】 

仕送り 

合計 

【支出】 

家賃 

 水道光熱費・通信費 

 食費              

 雑費        

    合計 

 
120，000円

120，000円

70，000円

10，000円

20，000円

20，000円

120，000円

プロフィール 

Ｋ・Ｒさん（男性） 

法学部1年＠和泉 

出身：大阪府 

サークル：学生保険

委員会 

アルバイト：なし 
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って餅のようになってソースが全く絡まなかったり、みそ汁を作れば 10 人前くらいの量に

なったり、と。そんな私でも、半年でまともなご飯を作れるようになりました。 

自炊することは大変です。ですから徐々に慣

れていくことを奨めます。はじめのうちはご飯だ

けを炊き、おかずは湯せんや電子レンジで温め

るだけの惣菜でいいと思います。ただ栄養のバ

ランスをとるために、サラダを添えることはお忘

れなく！ 

しっかり食べ、元気で楽しい大学生活を送りま

しょう。 

  

【収入】 

仕送り 

合計 

【支出】 

家賃 
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サークル：学生保険

委員会 
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◆月々のやりくり 

私は家賃のほかに、仕送りとして約30，000円を両

親にもらっています。さすがに 30，000 円では生活す

ることができないので塾講師のバイトと事務作業の

アルバイトを掛け持ちしながら生活費を稼いでいま

す。水道光熱費はエアコンをつけたり、暖房を入れ

たりするとすぐに高くなってしまうのであまりつけず

に、夏の暑い日は換気扇や扇風機で風通しをよくす

る工夫をしたり、それでも暑いときは図書館に勉強

に行ったりして過ごし、冬の寒い日は暖かく動きや

すいものを身に着けて過ごすことで切り詰めていま

す。今の家のお風呂がユニットバスなので、生田駅

周辺のジムに

ついているお

風呂を目当て

に、ついでに

プールやラン

ニングに通っ

ています。 

 

 

◆無理のない生活を心掛ける 

友達と遊びに行くときは贅沢なものを食べますが普段はお弁当を作ったり、飲み物も

水出し麦茶のパックを買ってきて作っています。学食と比べても一食数百円安くなること

もあります。しかし料理は特に得意なわけではないので、一人暮らしを始める前に簡単

で便利そうな料理の本を購入し、暇な土日にハンバーグや餃子などの冷凍できるものを

たくさん作って冷凍し、時間の無い日はそれ

を食べています。ごはんも一度に炊けるだ

け炊いて一食食べた後はすべて冷凍してし
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【収入】 

仕送り 

合計 

【支出】 

家賃 

 水道光熱費・通信費 

 食費              

 雑費        

    合計 

 
120，000円

120，000円

70，000円

10，000円

20，000円

20，000円

120，000円

プロフィール 

Ｋ・Ｒさん（男性） 

法学部1年＠和泉 

出身：大阪府 

サークル：学生保険

委員会 

アルバイト：なし 
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一人暮らしの生活 

 

◆大学活用節約術 

大学生活は何かと出費がかさみます。特に教

材や参考書、論文を書くための資料代など、勉強

にはお金がかかります。また、サークルなどに入

れば部費を納めなければいけません。そのうえ

一人暮らしとなると想定外のお金がかさみます。

しかし、たった 4 年しかないキャンパスライフをア

ルバイトに明け暮れてしまうのは、もったいない 

ことです。 

そこで私は大学の施設や制度を使い、極力雑

費を抑えてきました。

本や雑誌は図書館で

読み、大好きな映画鑑

賞はメディアライブラリ

ーを使っています。大

学を活用することは有

効な節約術であり、エ

コライフなのです。 

◆自炊は徐々に… 

皆さんの中には今まで一度も食事を作ったことがなくとも、これからは自炊をしなけれ

ばならないという方もおられるかと思います。私も一人暮らしをするまでは一度も料理を

したことはありませんでした。初めは失敗も多々ありました。パスタを茹でれば麺が固ま

って餅のようになってソースが全く絡まなかったり、みそ汁を作れば 10 人前くらいの量に

なったり、と。そんな私でも、半年でまともなご飯を作れるようになりました。 

自炊することは大変です。ですから徐々に慣

れていくことを奨めます。はじめのうちはご飯だ

けを炊き、おかずは湯せんや電子レンジで温め

るだけの惣菜でいいと思います。ただ栄養のバ

ランスをとるために、サラダを添えることはお忘

れなく！ 

しっかり食べ、元気で楽しい大学生活を送りま

しょう。 

  

【収入】 

仕送り 

合計 

【支出】 

家賃 

 水道光熱費・通信費 

 食費              

 雑費        

    合計 

 
120，000円

120，000円

70，000円

10，000円

20，000円
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プロフィール 

Ｋ・Ｒさん（男性） 

法学部1年＠和泉 

出身：大阪府 

サークル：学生保険

委員会 

アルバイト：なし 
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◆月々のやりくり 

家賃は奨学金から出して

いますが、水道光熱費や

携帯電話代などは、親に出

してもらっています。部活

動や交際費にお金がかか

るため、その分はアルバイ

ト代から出して、余ったら

貯金をしています。 

部活動が週 5 回で定期外のところでほぼ練習

があるので交通費がかかりますが、雨の日以外

は自転車を使うようにしています。それだけでだ

いぶ節約できます。 

お金に余裕はないですが、我慢はよくないと思

うので、欲しいものがあ

ったら、翌月に買うため

にアルバイトを頑張った

り、月に 2、3 回はおいし

いものを食べに行ったり

しています。 

 

◆病気になったら 

一人暮らしで病気になることほど不安なことは

ありません。病院に行くとなるとお金がかかりま

す。そこでおすすめなのが、大学と提携している

病院（*）です。健康保険証と学生証を見せれば、無

料で診察してくれます。部活動でけがをしたときは、

大学の近くの提携している整骨院で診てもらってい

ます。また、2 年の冬に帯状疱疹になりましたが、

そのときも皮膚科がある提携病院で診てもらいま

した。どんな病気やけがをしても、たいていはそれ

に対応している病院があるので、ぜひ使ってみて

ください。 

 

（*）受診には学生証・健康保険証が必要で外来診療のみ適用されます。院外処方の薬は自己負担です。 

【収入】 

仕送り 

奨学金 

アルバイト 

合計 

【支出】 

家賃 

水道光熱費 

携帯電話料金 

食費 

交通費 

交際費 

部活 

貯金 

合計 

 

15，000円

80，000円

65，000円

160，000円

68，000円

10，000円

5，000円

30，000円

5，000円

20，000円

15，000円

7，000円

160，000円

プロフィール 

Ｓ・Ｙさん（女性） 

国際日本学部3年 

＠中野 

出身：愛知県 

サークル：体同連女子

ラクロス部 

アルバイト：居酒屋のホ

ール 
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◆月々のやりくり 

仕送りの 120，000 円から家賃、水道光熱費、イ

ンターネット料金を支払う事ができるので、それ

以外の携帯電話料金や自分の娯楽に関しての出

費をアルバイトで賄っています。その中で私が

月々のやりくりで一番気を付けているのは「食費」

です。私は一か月の食費を 30，000 円以内に抑え

るように努力していますが、毎日外食をしていて

は軽く 30，000 円は超えてしまいます。なので、一

人での外食は極力避け、自炊をするかアルバイ

ト先の賄いで食費を浮かせています。それ以外

にも飲み物は家から

持って行くようにして

います。一日一本ペッ

トボトルを飲むとして、

その全てを家から持

っていくと約 5，000 円

の節約になります。 

 

◆都会生活においての危機管理仲間をつくろ

う！ 

今まで住み馴れていた地元を離れ、東京で一

人暮らしをするというのはとても不安な事だと思

います。私の一人暮らしをしている友人には、夜

中に騒ぎすぎて警察を呼ばれ、近隣トラブルになってしまった人もいます。見ず知らずの

人が多く集まる東京では些細な出来事から大きなトラブルに発展する事も多いので、注

意が必要です。また、近くに友人が住んでいない場合、いざという時に信頼できる人を見

つけておくことも大切かと思います。家の近くでアルバイトを探せば、自然と家が近い友

人もできます。大学だけではなく、家の近くでもコミュニティを作る事は都会生活において

大きな心の支えになると思います。 

 

  

【収入】 

仕送り 

アルバイト 

合計 

【支出】 

家賃 

水道光熱費 

インターネット料金 

携帯電話料金 

食費 

交通費 

交際費 

書籍 

貯金 

合計 

 

120，000円

60，000円

180，000円

64，000円

10，000円

4，000円

10，000円

30，000円

10，000円

35，000円

5，000円

12，000円

180，000円

プロフィール 

Ｉ・Ｙさん（男性） 

情報コミュニケーション

学部４年＠駿河台 

出身：茨城県 

サークル：バドミント

ン、スカッシュ 

アルバイト：飲食店 
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【収入】 

仕送り 

奨学金 

アルバイト 

合計 

【支出】 

家賃 

水道光熱費 

携帯電話料金 
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7，000円

160，000円

プロフィール 

Ｓ・Ｙさん（女性） 

国際日本学部3年 

＠中野 

出身：愛知県 

サークル：体同連女子

ラクロス部 

アルバイト：居酒屋のホ

ール 
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◆月々のやりくり 

仕送りの 120，000 円から家賃、水道光熱費、イ

ンターネット料金を支払う事ができるので、それ

以外の携帯電話料金や自分の娯楽に関しての出

費をアルバイトで賄っています。その中で私が

月々のやりくりで一番気を付けているのは「食費」

です。私は一か月の食費を 30，000 円以内に抑え

るように努力していますが、毎日外食をしていて

は軽く 30，000 円は超えてしまいます。なので、一

人での外食は極力避け、自炊をするかアルバイ

ト先の賄いで食費を浮かせています。それ以外

にも飲み物は家から

持って行くようにして

います。一日一本ペッ

トボトルを飲むとして、

その全てを家から持

っていくと約 5，000 円

の節約になります。 

 

◆都会生活においての危機管理仲間をつくろ

う！ 

今まで住み馴れていた地元を離れ、東京で一

人暮らしをするというのはとても不安な事だと思

います。私の一人暮らしをしている友人には、夜

中に騒ぎすぎて警察を呼ばれ、近隣トラブルになってしまった人もいます。見ず知らずの

人が多く集まる東京では些細な出来事から大きなトラブルに発展する事も多いので、注

意が必要です。また、近くに友人が住んでいない場合、いざという時に信頼できる人を見

つけておくことも大切かと思います。家の近くでアルバイトを探せば、自然と家が近い友

人もできます。大学だけではなく、家の近くでもコミュニティを作る事は都会生活において

大きな心の支えになると思います。 
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書籍 

貯金 

合計 
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60，000円

180，000円

64，000円

10，000円

4，000円

10，000円

30，000円

10，000円

35，000円

5，000円

12，000円

180，000円

プロフィール 

Ｉ・Ｙさん（男性） 

情報コミュニケーション

学部４年＠駿河台 

出身：茨城県 

サークル：バドミント

ン、スカッシュ 

アルバイト：飲食店 

22 
 

 

◆月々のやりくり 

仕送りの 120，000 円から家賃、水道光熱費、イ

ンターネット料金を支払う事ができるので、それ

以外の携帯電話料金や自分の娯楽に関しての出

費をアルバイトで賄っています。その中で私が

月々のやりくりで一番気を付けているのは「食費」

です。私は一か月の食費を 30，000 円以内に抑え

るように努力していますが、毎日外食をしていて

は軽く 30，000 円は超えてしまいます。なので、一

人での外食は極力避け、自炊をするかアルバイ

ト先の賄いで食費を浮かせています。それ以外

にも飲み物は家から

持って行くようにして

います。一日一本ペッ

トボトルを飲むとして、

その全てを家から持

っていくと約 5，000 円

の節約になります。 

 

◆都会生活においての危機管理仲間をつくろ

う！ 

今まで住み馴れていた地元を離れ、東京で一

人暮らしをするというのはとても不安な事だと思

います。私の一人暮らしをしている友人には、夜

中に騒ぎすぎて警察を呼ばれ、近隣トラブルになってしまった人もいます。見ず知らずの

人が多く集まる東京では些細な出来事から大きなトラブルに発展する事も多いので、注

意が必要です。また、近くに友人が住んでいない場合、いざという時に信頼できる人を見

つけておくことも大切かと思います。家の近くでアルバイトを探せば、自然と家が近い友

人もできます。大学だけではなく、家の近くでもコミュニティを作る事は都会生活において

大きな心の支えになると思います。 

 

  

【収入】 

仕送り 

アルバイト 

合計 

【支出】 

家賃 

水道光熱費 

インターネット料金 

携帯電話料金 

食費 

交通費 

交際費 

書籍 

貯金 

合計 

 

120，000円

60，000円

180，000円

64，000円

10，000円

4，000円

10，000円

30，000円

10，000円

35，000円

5，000円

12，000円

180，000円

プロフィール 

Ｉ・Ｙさん（男性） 

情報コミュニケーション

学部４年＠駿河台 

出身：茨城県 

サークル：バドミント

ン、スカッシュ 

アルバイト：飲食店 

22 
 

 

◆月々のやりくり 

仕送りの 120，000 円から家賃、水道光熱費、イ

ンターネット料金を支払う事ができるので、それ

以外の携帯電話料金や自分の娯楽に関しての出

費をアルバイトで賄っています。その中で私が

月々のやりくりで一番気を付けているのは「食費」

です。私は一か月の食費を 30，000 円以内に抑え

るように努力していますが、毎日外食をしていて

は軽く 30，000 円は超えてしまいます。なので、一

人での外食は極力避け、自炊をするかアルバイ

ト先の賄いで食費を浮かせています。それ以外

にも飲み物は家から

持って行くようにして

います。一日一本ペッ

トボトルを飲むとして、

その全てを家から持

っていくと約 5，000 円

の節約になります。 

 

◆都会生活においての危機管理仲間をつくろ

う！ 

今まで住み馴れていた地元を離れ、東京で一

人暮らしをするというのはとても不安な事だと思

います。私の一人暮らしをしている友人には、夜

中に騒ぎすぎて警察を呼ばれ、近隣トラブルになってしまった人もいます。見ず知らずの

人が多く集まる東京では些細な出来事から大きなトラブルに発展する事も多いので、注

意が必要です。また、近くに友人が住んでいない場合、いざという時に信頼できる人を見

つけておくことも大切かと思います。家の近くでアルバイトを探せば、自然と家が近い友

人もできます。大学だけではなく、家の近くでもコミュニティを作る事は都会生活において

大きな心の支えになると思います。 

 

  

【収入】 

仕送り 

アルバイト 

合計 

【支出】 

家賃 

水道光熱費 

インターネット料金 

携帯電話料金 

食費 

交通費 

交際費 

書籍 

貯金 

合計 

 

120，000円

60，000円

180，000円

64，000円

10，000円

4，000円

10，000円

30，000円

10，000円

35，000円

5，000円

12，000円

180，000円

プロフィール 

Ｉ・Ｙさん（男性） 

情報コミュニケーション

学部４年＠駿河台 

出身：茨城県 

サークル：バドミント

ン、スカッシュ 

アルバイト：飲食店 

22 
 

 

◆月々のやりくり 

仕送りの 120，000 円から家賃、水道光熱費、イ

ンターネット料金を支払う事ができるので、それ

以外の携帯電話料金や自分の娯楽に関しての出

費をアルバイトで賄っています。その中で私が

月々のやりくりで一番気を付けているのは「食費」

です。私は一か月の食費を 30，000 円以内に抑え

るように努力していますが、毎日外食をしていて

は軽く 30，000 円は超えてしまいます。なので、一

人での外食は極力避け、自炊をするかアルバイ

ト先の賄いで食費を浮かせています。それ以外

にも飲み物は家から

持って行くようにして

います。一日一本ペッ

トボトルを飲むとして、

その全てを家から持

っていくと約 5，000 円

の節約になります。 

 

◆都会生活においての危機管理仲間をつくろ

う！ 

今まで住み馴れていた地元を離れ、東京で一

人暮らしをするというのはとても不安な事だと思

います。私の一人暮らしをしている友人には、夜

中に騒ぎすぎて警察を呼ばれ、近隣トラブルになってしまった人もいます。見ず知らずの

人が多く集まる東京では些細な出来事から大きなトラブルに発展する事も多いので、注

意が必要です。また、近くに友人が住んでいない場合、いざという時に信頼できる人を見

つけておくことも大切かと思います。家の近くでアルバイトを探せば、自然と家が近い友

人もできます。大学だけではなく、家の近くでもコミュニティを作る事は都会生活において

大きな心の支えになると思います。 

 

  

【収入】 

仕送り 

アルバイト 

合計 

【支出】 

家賃 

水道光熱費 

インターネット料金 

携帯電話料金 

食費 

交通費 

交際費 

書籍 

貯金 

合計 

 

120，000円

60，000円

180，000円

64，000円

10，000円

4，000円

10，000円

30，000円

10，000円

35，000円

5，000円

12，000円

180，000円

プロフィール 

Ｉ・Ｙさん（男性） 

情報コミュニケーション

学部４年＠駿河台 

出身：茨城県 

サークル：バドミント

ン、スカッシュ 

アルバイト：飲食店 

22 
 

 

◆月々のやりくり 

仕送りの 120，000 円から家賃、水道光熱費、イ

ンターネット料金を支払う事ができるので、それ

以外の携帯電話料金や自分の娯楽に関しての出

費をアルバイトで賄っています。その中で私が

月々のやりくりで一番気を付けているのは「食費」

です。私は一か月の食費を 30，000 円以内に抑え

るように努力していますが、毎日外食をしていて

は軽く 30，000 円は超えてしまいます。なので、一

人での外食は極力避け、自炊をするかアルバイ

ト先の賄いで食費を浮かせています。それ以外

にも飲み物は家から

持って行くようにして

います。一日一本ペッ

トボトルを飲むとして、

その全てを家から持

っていくと約 5，000 円

の節約になります。 

 

◆都会生活においての危機管理仲間をつくろ

う！ 

今まで住み馴れていた地元を離れ、東京で一

人暮らしをするというのはとても不安な事だと思

います。私の一人暮らしをしている友人には、夜

中に騒ぎすぎて警察を呼ばれ、近隣トラブルになってしまった人もいます。見ず知らずの

人が多く集まる東京では些細な出来事から大きなトラブルに発展する事も多いので、注

意が必要です。また、近くに友人が住んでいない場合、いざという時に信頼できる人を見

つけておくことも大切かと思います。家の近くでアルバイトを探せば、自然と家が近い友

人もできます。大学だけではなく、家の近くでもコミュニティを作る事は都会生活において

大きな心の支えになると思います。 

 

  

【収入】 

仕送り 

アルバイト 

合計 

【支出】 

家賃 

水道光熱費 

インターネット料金 

携帯電話料金 

食費 

交通費 

交際費 

書籍 

貯金 

合計 

 

120，000円

60，000円

180，000円

64，000円

10，000円

4，000円

10，000円

30，000円

10，000円

35，000円

5，000円

12，000円

180，000円

プロフィール 

Ｉ・Ｙさん（男性） 

情報コミュニケーション

学部４年＠駿河台 

出身：茨城県 

サークル：バドミント

ン、スカッシュ 

アルバイト：飲食店 



23 2423 
 

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る！～ 

 

 ��� 
   

 なんといっても健康的に生き、そして元気に学生生活を送っ

ていくには食事が大切。栄養バランスが崩れるとお肌にテキメ

ン。そればかりか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や、例えばカルシウム不足

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��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（たんぱく質源）です。「副菜」は、主に野菜やきのこ、

いもや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。これらが揃うと、望ましい食事となります。 

少しずつ作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、野菜ジュ

ースやサプリメントで補給するのもお勧めです。 

 

 

 

 

（参考）「食事バランスガイド／農林水産省」 

  〈http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/〉（2015/1/21 アクセス） 
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ースやサプリメントで補給するのもお勧めです。 
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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、手を挙

げて！ 

 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

ろがあるでしょう。中にはモデルのように痩せたほうが良いと思って

いる人がいるようです。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、たとえば

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、自分でも困っ

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。 

 

 

 

 

 

ＢＭＩ�体重�����身長���² 

学�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 
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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・・・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。 

 

�手でも料理を作ってみましょう 

一人暮らしを始める 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

ので、時間を見計らって行ってみましょう。スーパーでは、冷凍食品が半額になる

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 ： お味噌汁を作ってみる。  

27 ページ「簡単レシピ」を参考に作ってみましょう。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。 

ステップ３ ： おかずを作る。  

   レシピは書店の料理本を購入する手もありま

すが、まずは、次ページの「簡単レシピ」やインタ

ーネットのレシピを参考にして作ってみましょう！

おいしい一品ができあがった時の感動はひとし

おです！ 

 

（参考）「ＣＯＯＫＰＡＤ/クックパッド株式会社」 

  〈http://cookpad.com/〉（2015/1/21 アクセス） 
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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

ので、時間を見計らって行ってみましょう。スーパーでは、冷凍食品が半額になる

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 ： お味噌汁を作ってみる。  

27 ページ「簡単レシピ」を参考に作ってみましょう。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。 

ステップ３ ： おかずを作る。  

   レシピは書店の料理本を購入する手もありま

すが、まずは、次ページの「簡単レシピ」やインタ

ーネットのレシピを参考にして作ってみましょう！

おいしい一品ができあがった時の感動はひとし

おです！ 

 

（参考）「ＣＯＯＫＰＡＤ/クックパッド株式会社」 

  〈http://cookpad.com/〉（2015/1/21 アクセス） 
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自炊のコツ 

 すべて手作りでなくても良いのです。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。 

 

＊なるべく時間や手間をかけない工夫をする。 

＊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。 

＊まずは週に 2～3 回から始めよう。 

＊完璧をめざすあまり挫折しないように。 

＊まとめて作って使い回す。 

＊市販品をうまく取り入れる。 

（例）インスタントラーメンにゆで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。 

作ったおかずや野菜は冷凍しましょう 

 一回にまとめて作って、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。1 か月以内に食べ切りましょう。 

 

ごはん 

ごはんを炊くときは一度に沢山

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、100g ずつ小分

けにして冷凍すると便利で経済

的。選ぶときは、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、もやし、しめじ、まいた

け、キャベツ、にんじん、ごぼ

う、だいこん、大根おろしなど 
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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・・・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。 

 

�手でも料理を作ってみましょう 

一人暮らしを始める 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

ので、時間を見計らって行ってみましょう。スーパーでは、冷凍食品が半額になる

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 ： お味噌汁を作ってみる。  

27 ページ「簡単レシピ」を参考に作ってみましょう。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。 

ステップ３ ： おかずを作る。  

   レシピは書店の料理本を購入する手もありま

すが、まずは、次ページの「簡単レシピ」やインタ

ーネットのレシピを参考にして作ってみましょう！

おいしい一品ができあがった時の感動はひとし

おです！ 

 

（参考）「ＣＯＯＫＰＡＤ/クックパッド株式会社」 

  〈http://cookpad.com/〉（2015/1/21 アクセス） 
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簡単レシピ 

 

お味噌� 

[材料・1 人前]    5 分以内 

味噌  小さじ 1～大さじ 1 

カットわかめ（乾燥わかめ）  一つまみ 

だしの素（顆粒）  一つまみ 

お湯  お椀一杯 

（作り方） 

お椀に味噌、カットわかめ、だしの素を入れ、そこにお湯をそそいでできあがり。 

ポイント 

・わかめの代わりにお麩やネギを入れるなど工夫しよう。 

・だし入り味噌の場合は、だしの素はいりません。 

焼きうどん 

[材料・1 人前]    20 分以内 

うどん  1 玉 

キャベツ  大2 枚ぐらい 

魚肉ソーセージ or ウインナー  適宜 

卵  1 個 

塩・こしょう  少  々 サラダ油  大さじ 1.5 

ソース  大さじ 1 醤油  小さじ 1 

（作り方） 

① キャベツは一口大、ソーセージは食べやすい大きさ、薄さに切ります。 

② フライパンをあたため、サラダ油大さじ 1/2 を入れて中火にします。 

キャベツとソーセージを軽くいため、塩・こしょう少々を振りかけます。 

③ ②にサラダ油大さじ 1 を足し、うどんを入れ手早く混ぜます。フライパンをゆすり

ながらフライ返しを使って、うどんを焼き付けるような感じで炒めます（うどんはこ

げつきやすいので、こげそうになったら、サラダ油少々を足してください）。火を止

めて、ソース大さじ 1、醤油小さじ 1 を回しいれます。 

④ 再び火をつけて強火にし、卵を割りいれグルグルとかきまぜて好みの固さにな

ったら火をとめてできあがり。 

コンロを使わない 

フライパン１つで 
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げつきやすいので、こげそうになったら、サラダ油少々を足してください）。火を止
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④ 再び火をつけて強火にし、卵を割りいれグルグルとかきまぜて好みの固さにな
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Ａ 

ウインナーとキャベツのスープ 

[材料・2 人前]    15 分以内 

キャベツ  1/4 個 

ウインナー  数本 

コンソメ  固形ブイヨンなら 2 個 

顆粒なら小さじ 2 

水  4 カップ 

 

 

（作り方） 

① キャベツは洗って、1～2cm 幅のざく切り、ウインナーは 1cm ぐらいの輪切りにす

る。 

② ①を鍋に入れ、水4カップとコンソメを入れて、中火で10～15分煮て、キャベツが

やわらかくなったらできあがり。 

ポイント 

残ったら、ごはんを入れて軽く煮て、リゾット風にして食べてみよう！ 

 

キャベツのパスタ 

[材料・1 人前]    15 分以内  

パスタ  100g 

キャベツ  2～3 枚 

  オリーブ油  大さじ１強  

  にんにく（すりおろす）  少  々  

  塩・こしょう  少  々

 

（作り方） 

① たっぷりの湯を沸かして塩一つかみ（分量外）を入れ、パスタをゆでる。 

② キャベツは適当に手でちぎり、パスタがあと 3 分のときにパスタの鍋へ入れて

ゆでる。 

③ 皿にＡを入れ、ゆでたてあつあつのパスタとキャベツを加え、あえてできあが

り。  

鍋１つで 

鍋１つで 
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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�を�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）と支

出（家賃、水道光熱費など必ず毎月決まっている金額と食費や衣服費などその他に

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�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

ょっと面倒と思ったら、携帯電話で入力できるアプリも便利です。 

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

れを 1 週間ごとに食費、衣服費、教養娯楽費等に分類してみるといいでしょう。 

 

自分��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、一人暮らしを始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。そ

して、必ず通帳も作りましょう。時々、記帳も忘れずに。そこに 1 ヶ月の大きな収支が

見えてきます。 
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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

れを 1 週間ごとに食費、衣服費、教養娯楽費等に分類してみるといいでしょう。 

 

自分��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、一人暮らしを始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。そ

して、必ず通帳も作りましょう。時々、記帳も忘れずに。そこに 1 ヶ月の大きな収支が

見えてきます。 
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洗濯表示をよ���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ので、以

下の説明を参考に洗濯してみましょう。 

代表的な絵表示の見方 

洗濯機で水洗いができることを表しています。 
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「30」：数字は洗濯液の温度の上限（30℃まで）を表している。表示の温度を超えると、衣

料が縮んだり、色落ちしたりするおそれがあるので注意しましょう。 

 

弱い力で水洗いができることを表しています。 

「手洗イ」：手洗いで押し洗いや振り洗いがよい。最近の洗濯機ならば洗濯ネットに入れ

て、「手洗いコース」や「ドライコース」などでも洗うことができます。 

「30」：数字は洗濯液の温度の上限（30℃まで）を表している。 

「中性」：「中性洗剤」を使う。 

 

水洗いはできないことを表しています。 

ただし、素材や洗い方など注意すれば洗えるものもあります。 

 

 

 

おうちでドライクリーニング 

ドライマーク表示       は、「ドライクリーニングができる」という意味で、

「ドライクリーニングしかできない」という意味ではありません。 

      や       であれば、家で水洗いできます。頻繁に着るセーターなど

は、自宅でおしゃれ着用洗剤（衣類用中性洗剤）を使って洗うとクリーニング代の

節約になります。ただし、   という表示があるものは、洗濯機で洗わずに、クリ

ーニング店にお任せしたほうがよいでしょう。 
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「水洗い不可」表示の素材 

以下の項目にひとつでも該当した場合は、家庭での水洗いはできません。表地のほかに、裏地や

装飾などの付属品もチェックし、洗える衣料を見分けましょう。 

 

・レーヨン・キュプラ・スーツ類・皮革・和服 

＜表面の状態＞ 

プリーツやしわ加工、クレープ、ジョーゼット、ちりめんなど「しぼ」や凹凸のあるもの。ベルベット、

ベッチン、ベロアなど毛足が長いもの。 

・色落ちしないもの 

＜確認方法＞ 

衣料の下に白い布をしき、縫いしろなどの目立たない部分を、「おしゃれ着用洗剤」の原液をつけ

た白い布でたたき、布に色が移らないかどうか調べます。 

 

（参考）「洗濯ガイド／花王株式会社」 

〈http://mykaji.kao.com/washing_guide/4142/〉〈2015/1/21 アクセス〉 

 

 

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。そのため、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。 

 あと、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

シでくるっと一回りしておきましょう。 

 

おふろ 

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。洗面台は歯を磨きながら、洗面台周りをさっと一拭き。 
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・レーヨン・キュプラ・スーツ類・皮革・和服 

＜表面の状態＞ 

プリーツやしわ加工、クレープ、ジョーゼット、ちりめんなど「しぼ」や凹凸のあるもの。ベルベット、

ベッチン、ベロアなど毛足が長いもの。 

・色落ちしないもの 

＜確認方法＞ 

衣料の下に白い布をしき、縫いしろなどの目立たない部分を、「おしゃれ着用洗剤」の原液をつけ

た白い布でたたき、布に色が移らないかどうか調べます。 

 

（参考）「洗濯ガイド／花王株式会社」 

〈http://mykaji.kao.com/washing_guide/4142/〉〈2015/1/21 アクセス〉 

 

 

気合いを入れて掃除するとピッカピカになるけど、
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おふろ 

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。洗面台は歯を磨きながら、洗面台周りをさっと一拭き。 
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���ン 

 コンロ周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

づいたものが入っているかも。 

 

 � 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、又着る服を 

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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〈http://mykaji.kao.com/washing_guide/4142/〉〈2015/1/21 アクセス〉 

 

 

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。そのため、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
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おふろ 
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て、ごみを取り除きましょう。洗面台は歯を磨きながら、洗面台周りをさっと一拭き。 
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 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

すぎることはないけど、家にいる時に来訪した人は必ずしも自分にとって好ましい相

手とは限りません。 

 自宅にいるとつい気が緩んでしまいがち。でも、そんなあなたに悪意を持った人が

やってきて、さらに部屋の中に入られたら・・・。 

 そのようなことがないように、家に来訪者が来た時の

心構えをしっかり持ちましょう。これは一人暮らしに限ら

ず、家族と一緒に住んでいる人も意識していましょう。 

 

誰かが来たら・・・ 

  「お届けものです」「近所の者ですが、引っ越しの挨拶に来ました」などと誰かが

来ても、決してすぐにドアを開けてはいけません。大抵の部屋にはドアスコープ（ドア

に付いている覗き窓）やインターホンが付いているでしょう。まずはそこから「誰か」

を確認してください。 

 そして「どちら様ですか？」と声をかけ、相手と用件を確認します。家族や友人等、

あらかじめ知っている人以外が来た場合で、用件が自分に必要ないという場合は

「必要ない」ことをはっきり伝え、断りましょう。 

 もし、宅配便等、身分がはっきりした場合も、これまたすぐにはドアを開けないよう

にします。必ずドアチェーンがかかっていることを確認してから開けましょう。 

  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・不動産管理会社と相談してみましょう。 
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宅配便が届いた場合 

宅配便の人ということが確認できたら、ドアチェーンがかかっている状態でドアを

開けます。 

そうしたら「誰からの荷物か」を確認します。待ちに 

待った実家からの食料かもしれません。しかし、思 

い当たらないところから届いたとすれば、品物を 

確認しましょう。何か自分が注文した商品が届 

いたのかもしれません。それでも思い当たらな 

い場合は受取拒否をすることができます。 

そして、自分宛の荷物ということが確認できたら、 

ドアチェーンを付けたままで、受領のサインを書きましょう。 

その後は「荷物はドア前に置いてください」と言います。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、荷物を部屋の中に入れます。 

 

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・・・。 

「自分の身は自分で守る」を心がけましょう。 

33 
 

 �������� ������  

 

 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

すぎることはないけど、家にいる時に来訪した人は必ずしも自分にとって好ましい相

手とは限りません。 

 自宅にいるとつい気が緩んでしまいがち。でも、そんなあなたに悪意を持った人が

やってきて、さらに部屋の中に入られたら・・・。 

 そのようなことがないように、家に来訪者が来た時の

心構えをしっかり持ちましょう。これは一人暮らしに限ら

ず、家族と一緒に住んでいる人も意識していましょう。 

 

誰かが来たら・・・ 

  「お届けものです」「近所の者ですが、引っ越しの挨拶に来ました」などと誰かが

来ても、決してすぐにドアを開けてはいけません。大抵の部屋にはドアスコープ（ドア

に付いている覗き窓）やインターホンが付いているでしょう。まずはそこから「誰か」

を確認してください。 

 そして「どちら様ですか？」と声をかけ、相手と用件を確認します。家族や友人等、

あらかじめ知っている人以外が来た場合で、用件が自分に必要ないという場合は

「必要ない」ことをはっきり伝え、断りましょう。 

 もし、宅配便等、身分がはっきりした場合も、これまたすぐにはドアを開けないよう

にします。必ずドアチェーンがかかっていることを確認してから開けましょう。 

  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・不動産管理会社と相談してみましょう。 

 

34 
 

宅配便が届いた場合 

宅配便の人ということが確認できたら、ドアチェーンがかかっている状態でドアを

開けます。 

そうしたら「誰からの荷物か」を確認します。待ちに 

待った実家からの食料かもしれません。しかし、思 

い当たらないところから届いたとすれば、品物を 

確認しましょう。何か自分が注文した商品が届 

いたのかもしれません。それでも思い当たらな 

い場合は受取拒否をすることができます。 

そして、自分宛の荷物ということが確認できたら、 

ドアチェーンを付けたままで、受領のサインを書きましょう。 

その後は「荷物はドア前に置いてください」と言います。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、荷物を部屋の中に入れます。 

 

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・・・。 

「自分の身は自分で守る」を心がけましょう。 

33 
 

 �������� ������  

 

 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

すぎることはないけど、家にいる時に来訪した人は必ずしも自分にとって好ましい相

手とは限りません。 

 自宅にいるとつい気が緩んでしまいがち。でも、そんなあなたに悪意を持った人が

やってきて、さらに部屋の中に入られたら・・・。 

 そのようなことがないように、家に来訪者が来た時の

心構えをしっかり持ちましょう。これは一人暮らしに限ら

ず、家族と一緒に住んでいる人も意識していましょう。 

 

誰かが来たら・・・ 

  「お届けものです」「近所の者ですが、引っ越しの挨拶に来ました」などと誰かが

来ても、決してすぐにドアを開けてはいけません。大抵の部屋にはドアスコープ（ドア

に付いている覗き窓）やインターホンが付いているでしょう。まずはそこから「誰か」

を確認してください。 

 そして「どちら様ですか？」と声をかけ、相手と用件を確認します。家族や友人等、

あらかじめ知っている人以外が来た場合で、用件が自分に必要ないという場合は

「必要ない」ことをはっきり伝え、断りましょう。 

 もし、宅配便等、身分がはっきりした場合も、これまたすぐにはドアを開けないよう

にします。必ずドアチェーンがかかっていることを確認してから開けましょう。 

  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・不動産管理会社と相談してみましょう。 

 



35 3635 
 

   �������� �������  

 

一人暮らしでも、実家でも、一度は訪問を受けたことがある新聞勧誘。ちょっと強

引に説明されたり、断ってもなかなか帰ろうとしなかったりして困った思いをしたこと

がある人もいるかもしれません。もちろん、勧誘にくる人すべてがそういうわけでは

ないし、明大生の中にも新聞販売所でアルバイトをして、購読の勧誘をしたことがあ

る人もいるでしょう。 

 でも、よく聞かれる新聞勧誘にまつわるトラブルは回避したいものです。そのため

にも心構えと自分の意思をはっきりと相手に伝えることが大切になります。 
 

新聞勧誘員が来たら 

  新聞勧誘員には販売所の店員と、外部の拡張員の 2 種類に分類されます。販売

所の店員が契約調達の他に配達、集金等を兼任する一方で、拡張員は契約調達を

専門としています。一般に、悪質な勧誘員というのは後者に多いようです。  

                       

前項の「ドアをあけないで―①宅配便編」でも書か

れているように、まず来訪した人を確認します。来訪

した人が新聞勧誘員と分かった時、自分が購読する 

意思があるのかないのかにより、その後の対応は変 

わってきます。 

        まず、新聞購読をする意思がない場合、はっきり 

断りましょう。ドアを開けない状態で。 

次に新聞購読をする意思がある、またははっきりしない場合、少し話を聞いてみよ

うと思ったり、または不意にドアを開けてしまうかもしれません。でもドアチェーンは

かけておいて！ 
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勧誘員の説明を聞くにしても、決して景品に惑わされないでください。ドアを開けた

瞬間、勧誘員が洗剤や飲み物の券といった景品を見せたり、またはいきなり手渡し

ます。それを反射的に受取ってしまって、返せなくなり、購読の意思が定まらないま

ま契約をしてしまうことが多くあります。購読の意思がない場合でも、このような状況

になってしまうと、場合によっては勧誘員が脅しととれるような言い方をしてきて、断

れなくなってしまいます。 

 もし購読の意思がないのに契約をしてしまった場合は、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 ついていったらこうなった！アクセスしたらこうなっ

た！」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等で確認しましょう。

また受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ほ

うが安心です。 

 

新聞購読したいとき 

購読開始後に、購読を中止したいということが発生する場合もありえます。そのた

め、契約をする場合でも、最初から半年間、1 年間と長い期間で申し込むのではなく、

3ヶ月と短い期間で契約をして、自分の生活にどのように新聞が必要か確認してみま

しょう。 

それにしても新聞の情報量は膨大なものです。

大学生になったら、新聞を読む習慣が身につくとい

いと思います。日常生活でも学業にも大きな効果が

あります。 

でも不本意な契約をすることにならないように意

思を持ちましょう。 

 

 

 

 

（参考） 

「国民生活センター」<http://www.kokusen.go.jp/> (2015/1/21 アクセス) 
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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 ついていったらこうなった！アクセスしたらこうなっ

た！」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等で確認しましょう。

また受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ほ

うが安心です。 

 

新聞購読したいとき 

購読開始後に、購読を中止したいということが発生する場合もありえます。そのた

め、契約をする場合でも、最初から半年間、1 年間と長い期間で申し込むのではなく、

3ヶ月と短い期間で契約をして、自分の生活にどのように新聞が必要か確認してみま

しょう。 

それにしても新聞の情報量は膨大なものです。

大学生になったら、新聞を読む習慣が身につくとい

いと思います。日常生活でも学業にも大きな効果が

あります。 

でも不本意な契約をすることにならないように意

思を持ちましょう。 
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一人暮らしでも、実家でも、一度は訪問を受けたことがある新聞勧誘。ちょっと強

引に説明されたり、断ってもなかなか帰ろうとしなかったりして困った思いをしたこと

がある人もいるかもしれません。もちろん、勧誘にくる人すべてがそういうわけでは

ないし、明大生の中にも新聞販売所でアルバイトをして、購読の勧誘をしたことがあ

る人もいるでしょう。 

 でも、よく聞かれる新聞勧誘にまつわるトラブルは回避したいものです。そのため

にも心構えと自分の意思をはっきりと相手に伝えることが大切になります。 
 

新聞勧誘員が来たら 

  新聞勧誘員には販売所の店員と、外部の拡張員の 2 種類に分類されます。販売

所の店員が契約調達の他に配達、集金等を兼任する一方で、拡張員は契約調達を

専門としています。一般に、悪質な勧誘員というのは後者に多いようです。  

                       

前項の「ドアをあけないで―①宅配便編」でも書か

れているように、まず来訪した人を確認します。来訪

した人が新聞勧誘員と分かった時、自分が購読する 

意思があるのかないのかにより、その後の対応は変 

わってきます。 

        まず、新聞購読をする意思がない場合、はっきり 

断りましょう。ドアを開けない状態で。 

次に新聞購読をする意思がある、またははっきりしない場合、少し話を聞いてみよ

うと思ったり、または不意にドアを開けてしまうかもしれません。でもドアチェーンは

かけておいて！ 
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「家の中で犯罪に巻き込まれるなんて」そんなことは想像つかないし、想像したくも

ないです。 

 空き巣による盗難もとてもこたえますが、在宅中に犯人と遭遇し、犯罪に巻き込ま

れることはもっと恐ろしいことです。犯罪に遭っても、悪いのは犯人。決してあなたが

悪いからそうなったとは言いません。でも、もし、ちょっとした注意をしていれば犯罪

に巻き込まれることが防げたかも・・・ということでは悔しいですよね。 

 このページでは、ちょっとした防犯を一緒に再確認してみましょう。 

 

家に帰ってきたら 

部屋の前まで来るとホッとしますよね。今日の疲れもドッと出てきそうだけど、なん

か元気になったような気もして・・・。早く部屋でごはんを食べたい、テレビ見たい、ネ

ットしたい、眠りたい、ゼミの発表のレジュメ作らなきゃ・・・等々、やりたいことがいっ

ぱい。 

 そんな時、誰でも気が緩みます。そして、そういう瞬間を狙っている人がいるので

す。 

 部屋に入るまでも、マンション、アパートの入り口まで誰か付いてくる人がいないか

気をつけましょう。もし、不審な人がいる場合は、マンションの前をさりげなく通り過ぎ

て、人通りがある通りを歩いて、一度コンビニに入るなどして、様子をみましょう。 

では、無事にマンションの中に入ったとしても、エレベーターや階段ですれ違う人

にもちょっと注意。もしかするとそこの住民でない可能性があり

ます。自分の部屋が特定されないように気をつけましょう。 

部屋に入る時は振り向いて、部屋の近くに人がいないか

確認します。自分の部屋で犯罪に巻き込まれる人は、帰宅時

のドアを開けた時に、自分と一緒に押し入られることから始

まることが多いのです。 

これらはよく言われていることなので、家族の方から聞いている人も多いでしょう。

でも、自分の部屋や建物が見えたことでそのような注意力が少なくなってしまうので

す。 
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鍵をしっかりロック�� 

外から帰ってきた時はもちろん、外出時にも鍵を必ずかけますよね。「そんなの当

たり前ではないか」と思うでしょう。 

でも、ごみ出しや郵便ポストが部屋から離れていて郵便物を取りに行く時、ちゃん

と鍵をかけていますか？このようなちょっとした時間に部屋に侵入されることがあり

ます。 

部屋のドアノブに触れて、開け閉めした時は、必ず鍵をかけることを習慣づけてく

ださい。 

  また、窓の鍵はうっかりかけ忘れることが多く、その窓から侵

入されるケースがあります。夜間は必ずロックを。昼間の在宅

中に窓を開けたい場合は、換気しながらも窓をロックできる防犯グッ

ズが販売されているので探して見ましょう。 

 

女���に気をつけてほしいこと 

女性の一人暮らしはなにかと心細いもの。でも、極端に 

不安になることは決してありません。しかし、防犯意識を持 

って、過ごしてほしいです。夜間の一人歩きでも、部屋の中 

でも同じように。 

夜間の一人歩きの際は、できるだけ人通りのある道を通ったり、防犯ブザーを持

つことで、安心が得られます。 

そしてこれから挙げるのは、部屋の中で気をつけてほしいことです。 

 

女性が住んでいることを特�されないために 

部屋に入り込もうとたくらんでいる人は、色々なものからこの部屋の住民がどうい

う人かを判断しています。例えば、表札、窓越しに見えるカーテンの色、洗濯物を。 

自分の部屋だから部屋の中も外も可愛らしく飾りたい。洗濯物も外に干した方が太

陽に当たって気持ちいいし。しかし、そこに注意が必要です。外玄関では表札は苗字

だけ記入したり、洗濯物、特に下着は外には干さないようにしたり注意しましょう。 
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自分の部屋だから部屋の中も外も可愛らしく飾りたい。洗濯物も外に干した方が太

陽に当たって気持ちいいし。しかし、そこに注意が必要です。外玄関では表札は苗字

だけ記入したり、洗濯物、特に下着は外には干さないようにしたり注意しましょう。 
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「家の中で犯罪に巻き込まれるなんて」そんなことは想像つかないし、想像したくも

ないです。 

 空き巣による盗難もとてもこたえますが、在宅中に犯人と遭遇し、犯罪に巻き込ま

れることはもっと恐ろしいことです。犯罪に遭っても、悪いのは犯人。決してあなたが

悪いからそうなったとは言いません。でも、もし、ちょっとした注意をしていれば犯罪

に巻き込まれることが防げたかも・・・ということでは悔しいですよね。 

 このページでは、ちょっとした防犯を一緒に再確認してみましょう。 

 

家に帰ってきたら 

部屋の前まで来るとホッとしますよね。今日の疲れもドッと出てきそうだけど、なん

か元気になったような気もして・・・。早く部屋でごはんを食べたい、テレビ見たい、ネ

ットしたい、眠りたい、ゼミの発表のレジュメ作らなきゃ・・・等々、やりたいことがいっ

ぱい。 

 そんな時、誰でも気が緩みます。そして、そういう瞬間を狙っている人がいるので

す。 

 部屋に入るまでも、マンション、アパートの入り口まで誰か付いてくる人がいないか

気をつけましょう。もし、不審な人がいる場合は、マンションの前をさりげなく通り過ぎ

て、人通りがある通りを歩いて、一度コンビニに入るなどして、様子をみましょう。 

では、無事にマンションの中に入ったとしても、エレベーターや階段ですれ違う人

にもちょっと注意。もしかするとそこの住民でない可能性があり

ます。自分の部屋が特定されないように気をつけましょう。 

部屋に入る時は振り向いて、部屋の近くに人がいないか

確認します。自分の部屋で犯罪に巻き込まれる人は、帰宅時

のドアを開けた時に、自分と一緒に押し入られることから始

まることが多いのです。 

これらはよく言われていることなので、家族の方から聞いている人も多いでしょう。

でも、自分の部屋や建物が見えたことでそのような注意力が少なくなってしまうので

す。 
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自宅で�こる性犯罪 

性犯罪が発生する場所として、強制わいせつは屋外で、強姦は住宅内で多く認知

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。 

部屋は密室です。助けを求めて、大きな声を出しても部屋の外まで聞こえません。

むしろ声を出すことで加害者が凶暴化する恐れがあります。また恐怖で声が出ない

こともあります。そのような時のために、防犯ブザーは音量も大きく、

加害者も音に反応するのでいいとも言われています。 

また、顔見知りからの被害について、被害全体に占める割合は高

いと考えられています。友人を疑うというわけではないですが、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。 

 

�一、被害に遭ってしまったら 

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。でも、家族や友人に相談しにくい。そう思うことは当然です。

また、被害を打ち明けられた友人もとても悲しい思いになることでしょう。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

や性感染症の検査等をします。（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く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したりと、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。 

その後の捜査や裁判の手続きについて、またカウンセリングに関しては次ページ

の相談窓口等に連絡をしてください。 

また、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、学生相談室でも守秘義務を守った中で相談を受け付けて

います。 
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これって��？ 

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？」という相談もしてください。 

（参考）相談窓口 
〇 犯罪被害相談 

相談窓口 電話番号 対応時間※ その他 

警視庁犯罪被害者ホットライン 03-3597-7830 平日8：30～17：15 
 
 

神奈川県警察本部 性犯罪110番 045-681-0110 平日8：30～17：15 
年末年始対応
可 

かながわ犯罪被害者サポートステー
ション 

045-311-4727 
平日・土 
9：00～17：00 

土曜対応可 
メール対応可 

〇 ＤＶ被害相談 

相談窓口 電話番号 対応時間※ その他 

DV相談ナビ（自動音声による、最寄りの相

談窓口を案内する電話番号案内サービス） 
0570-0-55210 

24時間（希望があれば、案内された相談
窓口に電話を転送し、直接相談可能だ
が、転送は、各相談窓口の相談受付時間
内に限る。） 

東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455 毎日9：00～21：00 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象、土日対
応可 

 男性のための悩み相談 03-3400-5313 
月・水 
17：00～20：00 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象 

東京都女性相談センター 03-5261-3110 平日9：00～20：00  

警視庁総合相談コーナー 
03-3501-0110 

＃9110 
平日8：30～17：15 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象 

配
偶
者
暴
力
相
談 

支
援
セ
ン
タ
ー 

かながわ県民センター窓口 
045-313-0745 

045-313-0807 

月～金 
9：00～21：00 

 

かながわ女性センター窓口 0466-27-9799 
火～日9：00～12：00、
13：00～17：00 
木12：00まで 

土日対応可 

外国籍の方からの相談 
（英語、中国語、韓国・朝鮮語，
スペイン語、ポルトガル語、タ
ガログ語、タイ語） 

050-1501-2803
月～土 
10：00～17：00 

土曜対応可 
外国語対応可 

男性被害者相談 045-313-0745 月～金9：00～21：00  

川崎市男女共同参画センター（すく

らむ21）ハロー・ウィメンズ110番
044-811-8600 

月～木 10：00～15：
00金15：00～20：00
日12：00～17：00 

日曜対応可 

女性への暴力相談【週末ホットライン】 045-451-0740 
土日・祝日の金 17：
00～21：00 

土日・祝日の金
曜対応可 

※ 土日祝・年末年始はお休みです。詳細は各相談窓口を確認してください。 
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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
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（参考）相談窓口 
〇 犯罪被害相談 
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東京都内在
学・在住・在勤
者対象、土日対
応可 

 男性のための悩み相談 03-3400-5313 
月・水 
17：00～20：00 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象 

東京都女性相談センター 03-5261-3110 平日9：00～20：00  

警視庁総合相談コーナー 
03-3501-0110 

＃9110 
平日8：30～17：15 

東京都内在
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配
偶
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暴
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40 
 

これって��？ 

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？」という相談もしてください。 

（参考）相談窓口 
〇 犯罪被害相談 

相談窓口 電話番号 対応時間※ その他 

警視庁犯罪被害者ホットライン 03-3597-7830 平日8：30～17：15 
 
 

神奈川県警察本部 性犯罪110番 045-681-0110 平日8：30～17：15 
年末年始対応
可 

かながわ犯罪被害者サポートステー
ション 

045-311-4727 
平日・土 
9：00～17：00 

土曜対応可 
メール対応可 

〇 ＤＶ被害相談 

相談窓口 電話番号 対応時間※ その他 

DV相談ナビ（自動音声による、最寄りの相

談窓口を案内する電話番号案内サービス） 
0570-0-55210 

24時間（希望があれば、案内された相談
窓口に電話を転送し、直接相談可能だ
が、転送は、各相談窓口の相談受付時間
内に限る。） 

東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455 毎日9：00～21：00 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象、土日対
応可 

 男性のための悩み相談 03-3400-5313 
月・水 
17：00～20：00 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象 

東京都女性相談センター 03-5261-3110 平日9：00～20：00  

警視庁総合相談コーナー 
03-3501-0110 

＃9110 
平日8：30～17：15 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象 

配
偶
者
暴
力
相
談 

支
援
セ
ン
タ
ー 

かながわ県民センター窓口 
045-313-0745 

045-313-0807 

月～金 
9：00～21：00 

 

かながわ女性センター窓口 0466-27-9799 
火～日9：00～12：00、
13：00～17：00 
木12：00まで 

土日対応可 

外国籍の方からの相談 
（英語、中国語、韓国・朝鮮語，
スペイン語、ポルトガル語、タ
ガログ語、タイ語） 

050-1501-2803
月～土 
10：00～17：00 

土曜対応可 
外国語対応可 

男性被害者相談 045-313-0745 月～金9：00～21：00  

川崎市男女共同参画センター（すく

らむ21）ハロー・ウィメンズ110番
044-811-8600 

月～木 10：00～15：
00金15：00～20：00
日12：00～17：00 

日曜対応可 

女性への暴力相談【週末ホットライン】 045-451-0740 
土日・祝日の金 17：
00～21：00 

土日・祝日の金
曜対応可 

※ 土日祝・年末年始はお休みです。詳細は各相談窓口を確認してください。 

40 
 

これって��？ 

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？」という相談もしてください。 

（参考）相談窓口 
〇 犯罪被害相談 

相談窓口 電話番号 対応時間※ その他 

警視庁犯罪被害者ホットライン 03-3597-7830 平日8：30～17：15 
 
 

神奈川県警察本部 性犯罪110番 045-681-0110 平日8：30～17：15 
年末年始対応
可 

かながわ犯罪被害者サポートステー
ション 

045-311-4727 
平日・土 
9：00～17：00 

土曜対応可 
メール対応可 

〇 ＤＶ被害相談 

相談窓口 電話番号 対応時間※ その他 

DV相談ナビ（自動音声による、最寄りの相

談窓口を案内する電話番号案内サービス） 
0570-0-55210 

24時間（希望があれば、案内された相談
窓口に電話を転送し、直接相談可能だ
が、転送は、各相談窓口の相談受付時間
内に限る。） 

東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455 毎日9：00～21：00 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象、土日対
応可 

 男性のための悩み相談 03-3400-5313 
月・水 
17：00～20：00 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象 

東京都女性相談センター 03-5261-3110 平日9：00～20：00  

警視庁総合相談コーナー 
03-3501-0110 

＃9110 
平日8：30～17：15 

東京都内在
学・在住・在勤
者対象 

配
偶
者
暴
力
相
談 

支
援
セ
ン
タ
ー 

かながわ県民センター窓口 
045-313-0745 

045-313-0807 

月～金 
9：00～21：00 

 

かながわ女性センター窓口 0466-27-9799 
火～日9：00～12：00、
13：00～17：00 
木12：00まで 

土日対応可 

外国籍の方からの相談 
（英語、中国語、韓国・朝鮮語，
スペイン語、ポルトガル語、タ
ガログ語、タイ語） 

050-1501-2803
月～土 
10：00～17：00 

土曜対応可 
外国語対応可 

男性被害者相談 045-313-0745 月～金9：00～21：00  

川崎市男女共同参画センター（すく

らむ21）ハロー・ウィメンズ110番
044-811-8600 

月～木 10：00～15：
00金15：00～20：00
日12：00～17：00 

日曜対応可 

女性への暴力相談【週末ホットライン】 045-451-0740 
土日・祝日の金 17：
00～21：00 

土日・祝日の金
曜対応可 

※ 土日祝・年末年始はお休みです。詳細は各相談窓口を確認してください。 

39 
 

自宅で�こる性犯罪 

性犯罪が発生する場所として、強制わいせつは屋外で、強姦は住宅内で多く認知

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。 

部屋は密室です。助けを求めて、大きな声を出しても部屋の外まで聞こえません。

むしろ声を出すことで加害者が凶暴化する恐れがあります。また恐怖で声が出ない

こともあります。そのような時のために、防犯ブザーは音量も大きく、

加害者も音に反応するのでいいとも言われています。 

また、顔見知りからの被害について、被害全体に占める割合は高

いと考えられています。友人を疑うというわけではないですが、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。 

 

�一、被害に遭ってしまったら 

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。でも、家族や友人に相談しにくい。そう思うことは当然です。

また、被害を打ち明けられた友人もとても悲しい思いになることでしょう。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

や性感染症の検査等をします。（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く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したりと、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。 

その後の捜査や裁判の手続きについて、またカウンセリングに関しては次ページ

の相談窓口等に連絡をしてください。 

また、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、学生相談室でも守秘義務を守った中で相談を受け付けて

います。 
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外出中にお財布や携帯を失くした経験をした人もいることでしょう。そして、空き巣

に入られて、物を盗られるということもまったくないとは言えません。 

 もし、物を失くしたり、盗られてしまった場合は、気づいたらすぐに警察に連絡しまし

ょう。そのためには、紛失した場合にどこに連絡をしたらいいのか、あらかじめ連絡

先を控えておきましょう。 

 

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。警察が来るまで、部屋のものには触ってはいけません。 

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のか確認しましょう。 

  

��・��ッ��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。 
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携帯電話が紛失�盗まれたら 

携帯電話であれば、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、電話等で行えますので、

調べておきましょう。 

 

個人情報の管�の��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。 

たとえば、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。 

 そのためには、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、郵便ポストから郵便物が盗まれないように、ポストには必ず鍵をかけるなど

の対策をとりましょう。 
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外出中にお財布や携帯を失くした経験をした人もいることでしょう。そして、空き巣

に入られて、物を盗られるということもまったくないとは言えません。 

 もし、物を失くしたり、盗られてしまった場合は、気づいたらすぐに警察に連絡しまし

ょう。そのためには、紛失した場合にどこに連絡をしたらいいのか、あらかじめ連絡

先を控えておきましょう。 

 

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。警察が来るまで、部屋のものには触ってはいけません。 

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のか確認しましょう。 

  

��・��ッ��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。 
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まさかとは思うけど、誰かに自分の部屋を覗かれている？…と、もし、気になった

場合には、再度、自分の目で確認してみましょう。 

 

ドアスコープ�ドアポストに��� 

ドアスコープは来訪者を確認するには必要ですが、そ

れが逆に外から部屋を見ることができて覗かれてしまう

ことがあります。部屋の外から自分で確認してみまし

ょう。もし、部屋の中が見えるようであれば、ドアスコ

ープを交換できるか大家さん・管理人・不動産管理会

社にお願いしてみてください。それでもだめなら、ドアス

コープを内側から保護できるものが売っていますので、そ

れを付けてみましょう。 

また、ドアにドアポストがついている場合は、そのふたを開けて部屋が覗かれてし

まうことがあります。最低限、布で部屋側のふたをふさぐなどダイレクトに中を見られ

ないようにしましょう。また、ふた部分にカバーをつけられるか大家さん・管理人・不

動産管理会社に確認してみてください。 

 

カーテンは���が�ってもいいものを 

カーテンはいろいろな生地、色、柄があるので、季節に合わせて替えるのも楽し

いですね。お部屋のちょっとした模様替えには、カーテンを替えることが一番効果が

あるかもしれません。 

そのような自分の好きなカーテンに機能性もプラスされるともっといいですよ。窓

の外から部屋の中が見えないようにするには、カーテンは大切です。今は昼も夜間

も部屋の中が透けない「ミラーカーテン」が簡単に手に入ります。UV カット機能が付

いているものもあります。 
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ごみからあなたのことが�レている�� 

  「まさかごみが他人に見られているなんて」と思いますが、盗み見るつもりがなく

ても、ひょっこりごみ袋からあなたの生活や個人情報が浮き出てい

ることがあります。 

 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、名簿等は切り刻んでから捨てましょう。またご

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。 

 

い�、実行を� 

 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、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「気をつけて」「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、安全は自分のこころがけから」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。 

 

参考文献 

・ ひとり暮らし応援団編（2005）『ひとり暮らし自己防衛マニュアル』 池田書店 

・ 保泉芳伸（2005）『防犯ハンドブック』 防犯対策研究センター 

・ 河野真希 監修（2008）『ひとり暮らしの賢いはじめ方』 枻出版社  
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まさかとは思うけど、誰かに自分の部屋を覗かれている？…と、もし、気になった

場合には、再度、自分の目で確認してみましょう。 

 

ドアスコープ�ドアポストに��� 

ドアスコープは来訪者を確認するには必要ですが、そ

れが逆に外から部屋を見ることができて覗かれてしまう

ことがあります。部屋の外から自分で確認してみまし

ょう。もし、部屋の中が見えるようであれば、ドアスコ

ープを交換できるか大家さん・管理人・不動産管理会

社にお願いしてみてください。それでもだめなら、ドアス

コープを内側から保護できるものが売っていますので、そ

れを付けてみましょう。 

また、ドアにドアポストがついている場合は、そのふたを開けて部屋が覗かれてし

まうことがあります。最低限、布で部屋側のふたをふさぐなどダイレクトに中を見られ

ないようにしましょう。また、ふた部分にカバーをつけられるか大家さん・管理人・不

動産管理会社に確認してみてください。 

 

カーテンは���が�ってもいいものを 

カーテンはいろいろな生地、色、柄があるので、季節に合わせて替えるのも楽し

いですね。お部屋のちょっとした模様替えには、カーテンを替えることが一番効果が

あるかもしれません。 

そのような自分の好きなカーテンに機能性もプラスされるともっといいですよ。窓

の外から部屋の中が見えないようにするには、カーテンは大切です。今は昼も夜間

も部屋の中が透けない「ミラーカーテン」が簡単に手に入ります。UV カット機能が付

いているものもあります。 
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Chapter 4 
 

ついて行ったらこうなった！ 

アクセスしたらこうなった！ 
 

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皆さんを「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？ 

誰に相談したらよいでしょうか？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一つです。12 ペー

ジおよび最終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この道のプロ。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、もう無言でも。 

 

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、あなたをせまいブースに座らせ、とり囲んで圧迫し、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��  「手相の勉強をしているんですが������」 

駅前で普通のおとなしそうな人から「手相を勉強しています。」と話かけられまし

た。応じると「今なら高名な先生に姓名判断してもらえるので会場に行ってみませ

んか？」と誘われ、ビルの一室へ。迫力ある人たちに取り囲まれ長時間説得され、

20 万円もする「開運印鑑」を購入させられてしまいました。手相の勉強に協力して

あげるつもりだったのに…。 

 

事��  「就活セミナーの���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、

言われるがままに記入しました。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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Chapter 4 
 

ついて行ったらこうなった！ 

アクセスしたらこうなった！ 
 

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皆さんを「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？ 

誰に相談したらよいでしょうか？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一つです。12 ペー

ジおよび最終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この道のプロ。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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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・電話番号等

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。 

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。 

 

���  「��のために署名を��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、募金箱をもって近づ

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。 
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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。 

大学の敷地には誰でも入れます。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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「サークル・ナビ」という冊子をお配りしているのはそのためです。大学に届け出て

認められたサークル、同好会が掲載されています。 

 

���  「外国語に��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全く無関係の

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。 
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ています。 

 

���  「��のために署名を��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、募金箱をもって近づ

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。 
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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、学生相談室等に報告や相談をしてください。 

 

 

先輩や友人の紹介から巻き込まれることも・・・ 

 

Q．友人を紹介していくと絶対儲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儲かることなどめったにありません。 
それにそんなに儲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儲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、加害者となってしまうことです。 

 

 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 DVD、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。 
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���  「ネット�ークビジネスで学生起業家に�」 

サークルの先輩に誘われたのはインターネットを使ったビジネスの説明会。「学

生起業家」「高級車に乗る若き成功者」・・・。 

説明会場から学生ローンに連れて行かれ、開業資金数十万円のローンを組まさ

れました。やってみても、ちっとも儲かりません。開業資金のローンを抱えることに

なってしまいました。 

次は、友人関係を使って口コミで紹介すれば中間マージンが振り込まれる、紹

介した会員が増えれば開業資金はすぐに回収できると勧められました。 

ゼミの友人は投資用DVD の購入を勧められ、やはりローンを組まされました。 

 

 

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、向こうはそ

れを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
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また、相手を尊重することは、自分が我慢して不満を溜め

込むこととも違います。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。自己主張訓練についてご紹介することができます。 
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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、加害者となってしまうことです。 

 

 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 DVD、化粧品、健康
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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。 
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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んでしょうか？ 

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、大学休業中でし

たら国民生活センター、消費者センターなども相談にのります。クーリング･オフはハ

ガキ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。相手と直接に話をしなくてすむのがクーリング･オフはがきのメリ

ットです。 
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クーリング・オフ��はがきの書き方の� 

※国民生活センター ホームページ参照 

 

 ① はがきに「○月○日の○○（化粧品購入など契約内容）契約を解除します。○

月○日 住所・氏名」と書きます。契約させられた日付と、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、または

20 日間と決まっているからです。 

 ② 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。 

 ③ ポストに投函するのではなく、郵便�の��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���ト契約をした��は、ク���ト��と�������に��してく�さ

い。 

かく 
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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。相手と直接に話をしなくてすむのがクーリング･オフはがきのメリ

ットです。 
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クーリング・オフ��はがきの書き方の� 

※国民生活センター ホームページ参照 
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20 日間と決まっているからです。 

 ② 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。 

 ③ ポストに投函するのではなく、郵便�の��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���ト契約をした��は、ク���ト��と�������に��してく�さ

い。 
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UP 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作る…。私たちは、もはやイ

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．その危険性って？ 

A．日常的で気軽なツールのため、その危険に気づきにくいことです。 

① 悪意ある未知の人への警戒感が薄れてしまうこと  

② 無防備に発信した情報が広く拡散し、「炎上」する可能性があること 

③ 匿名で発信した情報であっても、プロフや UP 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こと 

④ 拡散した情報すべてを削除することはできないこと 

⑤ 被害をこうむるばかりでなく、加害者側、場合によっては犯罪者になってしま

う可能性があること 

 

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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���  「バイト先でのちょっとしたいたずらのつも�が���」 

他大学の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。正直、自分も軽い気持ちでやっ

ちゃいそうでとても驚きました。 

 

���  「����の様子が��撮影されて拡散�炎上」 

サークル飲み会での様子が、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。 

 

 

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。 

UP した内容やアカウントを削除することも対処の一つですが、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。 
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るくらい拡散してしまいました。 
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A．自分に非があったら速やかに謝罪することです。 

UP した内容やアカウントを削除することも対処の一つですが、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・・・？ 
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UP 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作る…。私たちは、もはやイ

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．その危険性って？ 

A．日常的で気軽なツールのため、その危険に気づきにくいことです。 

① 悪意ある未知の人への警戒感が薄れてしまうこと  

② 無防備に発信した情報が広く拡散し、「炎上」する可能性があること 

③ 匿名で発信した情報であっても、プロフや UP 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こと 

④ 拡散した情報すべてを削除することはできないこと 

⑤ 被害をこうむるばかりでなく、加害者側、場合によっては犯罪者になってしま

う可能性があること 

 

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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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．連絡しないと帰省先に回収に来るって書いてあるんですけど。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。 
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Q．じゃ、とりあえずすべて無視？ 

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��  「簡単で�のいいバイトが実は�」 

ネット上の掲示板や LINE でのバイト勧誘ってありますよね。「書類を受け取ってく

るだけの簡単なバイト」「自分名義で銀行口座を作る仕事」「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（母さん助けて詐欺と名前がつき

ました）の手先で防犯カメラに映るいちばん危険な役目。犯罪の共犯者にさせられる

可能性だってありますよね。 

掲載されているものってつい信用しちゃうけど、怖いですよね。 

 

（参考）相談窓口 

消費生活センター 

消費生活センター等は、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（0570-064-370）では、身近な消費生活相談窓口をご案内しま

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．連絡しないと帰省先に回収に来るって書いてあるんですけど。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。 
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失敗との付き合い方 

 

失敗しないようにすることはもちろん大事です。 

でも、失敗を今後の糧にしていくのは、全く失敗しないのと同じくらい価値あること、

とも考えましょう。         

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。学生相談室はそのお手伝いをします。 

                        

もし、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、弁護士とも相談員として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

とは契約していません。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。 

 
�考文� 

・多田文明（2005）『ついていったらこうなった キャッチセールス潜入ルポ』 彩図社 

・浦上昌則（2006）『“学生”になる！―進学が決まった時に読む本』 北大路書房 

・「ワンクリック料金請求にご用心／警視庁」 

〈http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm〉（2015/1/21 アクセス） 

・「クーリング・オフ／国民生活センター」 

〈http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html〉（2015/1/21 アクセス） 

・「インターネットトラブル／国民生活センター」 

〈http://www.kokusen.go.jp/topics/internet.html〉（2015/1/21 アクセス）  
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