
Let’s take a 

break!

リアルな大学生活、
覗いてみませんか？



答えてくれた
学生の特徴

（詳しくはこのページの
右下をご覧ください）

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

３．持ち物や服装について教えてください。

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

５．高校の授業と違って「空き時間」（大学で
は決められたルールに従って、自分で時間割を
作成します。例えば１限目と３限目にのみ授業
を入れると、２限目が空き時間となります）が
あるそうですが、どのように過ごしていますか。

６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁
当、学食、大学外など色々と選択肢があるそう
ですが…。

７．クラブやサークルについて教えてください。

８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいして
いますか。

９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

１０．その他：自由にご記載ください。

【答えてくれた学生の特徴】

１．１日のスケジュールを教え
てください。

６時

７時

８時 大学内・勉強時間はこの色

１限 ９時10分～10時40分

２限 10時50分～12時20分

昼休み 12時20分～13時10分

３限 13時10分～14時40分

４限 14時50分～16時20分

５限 16時30分～18時00分

１８
時

空き時間はこの色

１９
時

サークル、クラブはこの色

２０
時

アルバイトはこの色

２１
時

自宅・自由時間はこの色

２２
時
２３
時
２４
時

＜とある１日＞

【この資料の見方】

名城大学法学部に在籍する７人の学生
（４年生）に、１年次〜３年次の生活をふ
りかえり、大学生活に関する１〜１０の

質問に答えてもらいました。

資格講座は大学内で！→こちら
公務員を目指す！→こちら

大学院入試、公務員・資格試験を目指
す！→こちら

遠いからこそ、通学時間を利用して勉
強！→こちら

家近！部活を楽しむ！→こちら
家遠！部活を楽しむ！→こちら

クラブより、サークルより、アルバイ
ト！→こちら



資格講座は
大学内で！

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

ーー自宅生です。

３．持ち物や服装について教えてください。

ーー持ち物は授業で使う教科書や資料、ルーズ
リーフ等です。あとは、昼食用に弁当を持って
いったり、小腹が空いた時用にグミの様な食べ
やすいお菓子を鞄に入れていました。

ーー服装は通学で長距離を歩くこともあるので
基本的には動きやすい服装で通学しました。

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

ーー電車が混んでいるときは携帯で音楽を聴い
ています。座れるときは本を読んでいます。

５．高校の授業と違って「空き時間」があるそ
うですが、どのように過ごしていますか。

ーー図書館に行って宿題を進めたり、友達と合
流してパソコン室で発表の準備をしたりしてい
ます。時々、気分が乗らないときは休憩スペー
スでのんびりしてます。

６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁
当、学食、大学外など色々と選択肢があるそう
ですが…。

ーーお弁当を持って行くことが多いですが、
持って行かないときは気分で生協（購買）に
行ったり、学食を食べたりしています。

７．クラブやサークルについて教えてください。

ーークラブやサークルには入ってなかったです。
そのため、先輩との交流もあまりありませんで
した。

８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいして
いますか。

ーー通学に時間のかかる地元でバイトをしてい
たので、平日の学校のあとで行くのは時間的に
厳しかったです。そのため、土日に８時間ずつ
くらい働いていました。

９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

ーー３～４時間くらいです。

１．１日のスケジュールを教えてくだ
さい。

６時 起床 通学

７時

通学
８時

１限 授業

２限 授業

昼休み 昼食（学食で）

３限 授業

４限 授業

５限

資格講座
エクステンションセンター

（大学内）

１８時

１９時

２０時

帰宅
２１時

２２時

自由時間
２３時

２４時 就寝

＜授業と資格講座のある日＞

https://www.meijo-u.ac.jp/library/
https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html
https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html
https://www.meijo-u.ac.jp/career/qualification/


１０．その他：自由にご記載ください。

ーー前ページの表中（スケジュール）にある「資格講座」とは名城大学のエクステンショ
ン講座のことです。具体的には「ビジネス実務法務検定の講座」で１年次に受講し、ビジ
ネス実務法務検定の3級と2級に合格しました。

ーーエクステンション講座を受講して、ビジネス実務法務検定3級に合格すると2級の講座
を受講するときに受講料が割り引かれる仕組みがあり、利用しました。

ーー受講料の割引についてですが、資格講座のパンフレットにロードマップがあって、例
えば、公務員を目指している人は1年生で宅地建物取引士の資格を取ると2年生で50％割引
で行政書士の講座を受講できて、さらに行政書士に合格すると3年生で公務員講座が無料
で受講できるようになるらしいです。

※詳しくはこちらをご覧ください。

ーーまた、公務員講座についてですが1年生向けの講座として基礎コースがあって、この
講座は1年生の大学の授業と重複している部分も多かったので授業にも役立ちました。2年
生向けの講座から警察、国家公務員、地方公務員のように目指す職業に向けて講座が分岐
していきました。講座の授業数が一番多いのは国家公務員コースでした。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

こんなところもあるよ！
天白キャンパス北館の地下１階にある

「Global Plaza」。大学内で英語の

シャワーを浴びることができます！
詳しくはこちら。

ONE PIECEの漫画
（英語）もあります。

映画も視聴できます。

ALL ENGLISHの

「グローバルプラザ」で
毎日がキャンパス留学！

https://www.meijo-u.ac.jp/career/qualification/
https://www.meijo-u.ac.jp/globalplaza/


公務員を
目指す！

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

ーー自宅生です。１人暮らしの友達と冬は鍋
パーティーをしました。

３．持ち物や服装について教えてください。

ーー勉強道具に加え、ジムで使う運動着とプロ
テインを持っていきます。

ーー服はユニクロやセンスオブプレイスで買っ
ています。

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

ーー音楽を聴いています。特に朝の名城線は混
雑します。

５．高校の授業と違って「空き時間」があるそ
うですが、どのように過ごしていますか。

ーー学校のジムを利用しています。器具も充実
しており、無料で利用できます。

６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁
当、学食、大学外など色々と選択肢があるそう
ですが…。

ーー私は毎日学食を利用しています。名城大学
には学食が５か所あり、安くボリュームもあり
ます。

７．クラブやサークルについて教えてください。

ーー私は軟式野球部に所属しました。週に２回、
約５０人で活動しています。ゼミやボランティ
アなどでも先輩と交流できると思います。

８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいして
いますか。

ーースポーツ用品店で週に２回、１日４時間し
ています。夏休みや、２ヵ月ある冬休みは１か
月で１０万円くらい稼いだこともあります。

９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

ーー毎回講義に出ていたので、１週間前から１
日２時間しました。

１０．その他：自由にご記載ください。

ーー夏休みと春休みに１か月の短期留学に参加
できます。アメリカ、カナダ、オーストラリア、
マレーシアなど行き先は充実しています。世界
中に友達を作りましょう。

※実際に体験された「平成３０年春期海外英語
研修」のレポート（次ページ）もご覧ください。
（個人情報保護のため、一部加工しています）

※海外留学を考えている方は、こちらのサイト
もご覧ください。

１．１日のスケジュールを教えてくだ
さい。

６時 睡眠中

７時 起床

８時 通学

１限 授業

２限 学校のジムで筋トレ

昼休み 昼食（学食で）

３限 授業

４限 休憩（友人と学内カフェで）

５限

公務員講座
エクステンションセンター

（大学内）

１８時

１９時

２０時 帰宅

２１時 夕食・入浴

２２時

公務員講座の復習
２３時

２４時 就寝

＜授業と公務員講座のある日＞

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html
https://www.meijo-u.ac.jp/international/abroad/introduction_02.html
https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html
https://www.meijo-u.ac.jp/career/qualification/


学生レポート
春期海外英語研修

 平成３０年 春期海外英語研修
 研修先：アジアパシフィック大学

（マレーシア）

学生レポート

寮からの景色

2 8 学生レポート



学生レポート

　 食べ物でも文化を感じることができました。寮の食堂

はインド 系であり 何を頼んでもスパイシーな香辛料を

使ったカレー味の食べ物でした。ムスリムの人は豚肉を

食べることができません。そしてヒンド ゥー教の人は牛

肉を食べることができません。中国系の仏教徒、イスラ

ム教、ヒンド ゥー教の3 つの宗教が共通して食べること

ができるのは鶏肉になり ます。したがって、街中ではケ

ンタ ッ キーフライド チキン（ KFC） をよく 見かけ、クラ

ス会の会場にもなり ました。ちなみに、そこではナシ・

ルマッ という マレー料理を食べました。バナナの皮が下

に敷いてあり 、ココナッ ツ風味のご飯の周り にゆで卵、

キュウリ 、チキン、小魚、豆が盛り 付けてあり まし た。

学校の食堂でも毎日違う メ ニューを注文し て色々な食

べ物に挑戦し 、楽しみました。

　 私はこの留学で、世界中から来た留学生と一緒に授業

を受けてみて、積極的に学ぼう とする姿勢の大切さを感

じ 、英語がつたなく てもジェ スチャーを使う など必死に

伝えよう とすることが重要だと思いました。そして、マ

レーシアは、多民族がそれぞれの文化を尊重し 、文化を

保ちながら共存している国だと思いました。多様な価値

観に触れ、考えが柔軟になったと思います。貴重な体験

ができ、本当に行ってよかったと感じました。

マレーシア料理

ペト ロナスツインタワー

ド 派手な乗り物　 ト ライショ ー

2 7学生レポート

法学部懇談会会報１０４号（２０１９年７月）
２５ー２８頁を一部編集の上、掲載。



大学院入試、
公務員・資格
試験を目指す！

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

ーー１人暮らしです。最初のうちは新しい環境
になり、掃除や食事、洗濯といった身の周りの
ことを全部自分でやらなければいけないので大
変です。ただ、すぐに慣れますし、慣れてしま
えば好きな風に時間を使えるので、楽しいです。
料理を極めてみるなど色々挑戦してみると楽し
いです。

３．持ち物や服装について教えてください。

ーー持ち物は、基本的に教科書などの勉強道具
や携帯、財布など最低限必要なものだけを持っ
て行っています。ジムで筋トレをしたい時や部
活がある時には練習着や靴なども持って行って
いました。

ーー服装は、冬はジャージや部活のスウェット
を主に着ていっています。夏はＴシャツに短パ
ンと、気軽な服装です。特に運動部の学生など
が部活の練習着やジャージなどで来ているので、
気軽な服装でも気になりません。もちろんオ
シャレな人もたくさん居ます。

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

ーー徒歩か自転車で通学しています。歩きスマ
ホや音楽を聞きながら自転車に乗ったりすると、
人にぶつかったり車に気付かなかったりして危
ないので、何もせず自転車に乗るか、歩くよう
にしています。

５．高校の授業と違って「空き時間」があるそ
うですが、どのように過ごしていますか。

ーー友達と喋ったり、ゲームをしたり、眠たい
時には次の授業で寝ないように寝たりしていま
した。１限目の次の授業が５限目にあるという
ような履修ですと時間が長時間開くことになる
ので、家に帰るときもありました。ジムに行く
と空き時間に筋トレをしている人も多いです。
学校の外も自由に出られるので、少し前だとタ
ピオカを飲みに近くのカフェに行っている人も
いました。

ーー現在は大学院進学に向けて勉強しています。
図書館も静かですし、快適です。図書館５階に
はDVDを視聴できるコーナーもあるので、見た
かった映画などを見たり、４年間で図書館にあ
る映画を全部見るという目標を立てて通ったり
してみるのもいいと思います。

１．１日のスケジュールを教え
てください。

６時 睡眠中

７時 起床（7時30分）

８時 通学

１限

大学図書館で自学習
（大学院入試）

２限

昼休み

３限 昼食

４限

大学図書館で自学習
（大学院入試）

５限

１８時

１９時

２０時

２１時

２２時 帰宅

２３時 家事（夕食や洗濯など）

２４時
入浴、就寝準備、
就寝（午前１時頃）

＜授業のない平日＞

https://www.meijo-u.ac.jp/library/
https://www.meijo-u.ac.jp/library/


６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁当、学食、大学外など色々と選択肢がある
そうですが…。

ーー私は一人暮らしで、お弁当を作るのが手間なので、主に学食で食べています。学食は
定食や丼、ラーメンなど豊富な種類の食べ物があるので飽きません。大学から出て近辺に
食べに行くと美味しくて量もたくさん食べられるところばかりですが、特に昼休みは大学
の周りの飲食店は混むので、私は普段は行きません。ただ美味しいですし、食べに行きた
いので、土日や学校の無い日など、学生が少ない日には食べに行っています。

７．クラブやサークルについて教えてください。

ーー私は運動部に所属していたので、基本的には平日は毎日１８時から２１時ごろまで練
習をしていました。土日も午前もしくは午後に３時間程度の練習でした。

ークラブやサークルに入らないと授業などでは先輩と接する機会がないと思いますので、
先輩と交流して仲良くなりたい人や、交友関係を広めたい人はサークル等に入った方がい
いかと思います。

８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいしていますか。

ーー ２年生の時は週３回、午前６時から９時までコンビニエンスストアでバイトをして
いました。

ーー公務員試験で総合職など難しいところを狙いたい場合や司法試験など難関資格を狙い
たい人は、勉強が忙しくなるにつれてあまりできないようになってくるのではないでしょ
うか。もちろん努力すれば両立はできますし、アルバイトができない、ということはない
と思います。

９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

ーー履修している授業にもよりますが、普段授業を休まずに出ていれば授業内容は大体分
かっていると思いますので（よく分かっていなくてもこんなのやったな、くらいにはなっ
ているはずです）、２時間から３時間くらいやれば十分なのではないでしょうか。実際に
私はそれくらいでした。３年生になると授業がほとんどなかったので、１時間くらいで済
んでいました。

ーーその点では、インフルエンザにかかってしまったなど絶対に出られない時以外は授業
に必ず出席するのが大事です。普通に授業に出て、授業を受けていれば、単位を落とすこ
とはないと思います。

１０．その他：自由にご記載ください。

ーー資格試験対策についてお話しします。名城大学では、「エクステンション講座」とい
う法律系の資格から経済系の資格など様々な資格試験や公務員試験の講座を受けられるシ
ステムがあります。将来何か資格に挑戦してみたい人や、大学の4年間で難関資格と呼ば
れるものを取ってみたい人は、エクステンション事務室というところにいけば相談もさせ
てもらえるので、どんどん相談した方がいいと思います。実際に私は公務員講座を受講し
ていましたが、予備校で教えられている講師の方が来て、予備校の教材を使用して教えて
頂いていたのですごく分かりやすかったです。質問があれば分かるまで教えて頂いていま
したし、何より実際に予備校に通うよりもかなり低額で受講でき、金銭的な負担も抑えら
れるので、公務員を目指している人にはおススメできます。

ーー公務員以外にも、２年生の時にMOSというパソコンの資格の講座を受講していました。
こちらでも、分かるまで何回でも聞くことができ、そのような環境で勉強できたおかげで、
満点で合格することができましたので、おそらくどの講座を受講しても同レベルの環境が
整えられていると思いますので、資格をとりたい、という人には名城の環境はとても良い
と思います。

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html
https://www.meijo-u.ac.jp/career/qualification/


遠いからこそ
通学時間を

利用して勉強！

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

ーー自宅生です。

３．持ち物や服装について教えてください。

【持ち物】

・授業に必要な教科書等、筆記用具

・モバイルバッテリー、コード

・財布（定期を忘れたとき用に最低3000円）

・折りたたみ傘 ・水筒

・タオル、ボディーペーパー、香水

・コンタクト・マスクの予備

【服装】

・夏…Ｔシャツにスキニー・ワイドパンツ、ス
ニーカーやサンダル

・冬…コートやボアジャケットにスキニー・ワ
イドパンツ、スニーカーや革靴

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

ーーテスト期間や課題が終わっていないときは
テスト勉強や課題を進めています。普段は寝て
いるか、見逃したドラマやサッカーの試合を動
画配信アプリで見ています。

５．高校の授業と違って「空き時間」があるそ
うですが、どのように過ごしていますか。

ーー空き時間は次の日以降の課題が終わってい
なければ課題を進め、テスト期間であればテス
ト勉強をしています。特にすることもなければ、
ご飯やお菓子を食べ、友人と話したりゲーム対
戦をしたり、フリーに過ごしています。

６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁
当、学食、大学外など色々と選択肢があるそう
ですが…。

ーー大学１年次は学食や大学内で購入していま
したが、食費がかかるため自宅から弁当を持っ
てきています。たまに学外でご飯を食べたりも
しています。

７．クラブやサークルについて教えてください。

ーークラブやサークルには入っていません。地
元の社会人のサッカーチームに入っています。
またサークルではないですが、大学の仲の良い
友人とフットサルチームを作り大会にも出場し
ています。

１．１日のスケジュールを教えてくだ
さい。

６時
起床

（5：30）
通学

（６：30）

７時

通学
８時

１限 授業

２限 授業

昼休み 昼食

３限
授業の課題を進める
友人とゲーム対戦など

４限 授業

５限

帰宅１８時

１９時

２０時 夕食

２１時 課題・翌日の準備

２２時 フリータイム

２３時

就寝
２４時

＜授業とバイトのある日＞

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html


８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいしていますか。

ーーアルバイトは２つかけもちで週４から週６で、１日３時間から５時間くらいしていま
す。

９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

ーー定期試験前は平日でアルバイトがある日は２時間から３時間、平日でアルバイトが無
い日は２時間から５時間、休日は５時間から７時間くらいしています。通学時間でも教科
書を読み込んだりします。

１０．その他：自由にご記載ください。

【法学部を選んだ理由】将来に役立つことや色々な知識が学べると思ったからです。また
法律分野のみだけでなく、心理学や会計学など法律分野以外の講義も受けることができま
す。

【大学で取得できる資格について】

国家資格など多種多様な資格が取得できます。資格講座も充実しており、資格専門学校よ
りも格安で受講できます。

【アルバイトについて】

自宅の近辺か駅周辺かで迷いましたが、車を持っていないので雨が降っても徒歩で行ける
自宅の周辺にしました。また、色々とアルバイトを試してみるのも良いですが、できれば
長く続けられる所を選んだ方がいいです。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

北館地下１階には「WOOD COURT」
があります。素敵な空間なのにあまり

人がいないので、穴場です！



家近！
部活を楽しむ！

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

ーー自宅生ですが、１人暮らしの友達がいると、
お泊まりができて楽しいです。

３．持ち物や服装について教えてください。

ーー基本、毎日リュックサックですが、荷物が
少ない日はお気に入りのトートバッグで通って
います。毎回比較的ラフなTシャツ等（ユニクロ
を愛用しています）で通っています！

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

ーー原付で通っています。ものすごく便利です。

５．高校の授業と違って「空き時間」があるそ
うですが、どのように過ごしていますか。

ーー初めの頃は図書館で映画（DVD）を観ていま
した。最近は部室に行って音楽を聴いたり、寝
転んだりしています（笑）

６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁
当、学食、大学外など色々と選択肢があるそう
ですが…。

ーー初めの頃は生協のお弁当を買っていました。
ですが、毎日となるとお金がかさむので、２年
生の後半くらいから、自分でお弁当を作って
持って行っています。

７．クラブやサークルについて教えてください。

ーー私が所属しているクラブは週３回、各２時
間半の練習を行っています。練習は毎回、夕方
18時から始まるので、授業が４限までなら余裕
で間に合います。５限以降に授業がある人は、
遅れて練習に参加しています。

８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいして
いますか。

ーー週３、４回しており、平均週20時間弱働い
ています。大学からバイト先が比較的近いので、
午前中にアルバイトをしてお昼から授業を受け
ている日もありました。

９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

ーー試験科目が多く、覚えることが非常に多
かったため、試験の１週間くらい前から１科目
につき１日１時間弱かけて、毎日地道に勉強し
ました。

１０．その他：自由にご記載ください。

ーー自宅が大学の近くにあるため、通学時間が
短く、通学は非常に楽です。４年間通うという
ことを想定して、通学の時間や方法も少し視野
に入れておくと良いのではないでしょうか。

１．１日のスケジュールを教えてくだ
さい。

６時

睡眠中７時

８時

１限 起床

２限 身支度等

昼休み 昼食 通学

３限 授業

４限 授業

５限 部室で早めの夕食

１８時

部活

１９時

２０時

２１時

２２時 部活・帰宅

２３時 入浴・寝る準備

２４時 就寝

＜授業とバイトのある日＞

https://www.meijo-u.ac.jp/library/


家遠！
部活を楽しむ！

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

ーー自宅生です。岐阜在住の私は通学に片道1時
間半ほどかけており、それを４年間続けたこと
を考えると膨大な時間を通学に費やしてしまっ
たと嘆くことがあります。通学に時間がかかり
迷っているのならば、思い切って１人暮らしを
してみるのも悪くないと思います。

３．持ち物や服装について教えてください。

【持ち物】リュックに教科書、筆記用具、財布、
折りたたみ傘、ルーズリーフ（←ノートを買う
よりコスパも便利さも勝る。）

【服装】ユニクロとかしまむらで買った適当な
服を着ています。岐阜の朝は寒く、名古屋の昼
は暑いため羽織るものを着がちです。

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

ーーソシャゲをするか、テスト前は試験勉強を
しています。

５．高校の授業と違って「空き時間」があるそ
うですが、どのように過ごしていますか。

ーー図書館に私語厳禁の静かな一人になれるス
ペースがあるので、そこで勉強したり、時々昼
寝をしたりしています。

６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁
当、学食、大学外など色々と選択肢があるそう
ですが…。

ーー安く済ませるなら大学生協で弁当かおにぎ
りで済ませるのが一番いいと思います。ワンコ
インで日替わりの弁当が買えます。

ーー大学外のラーメン店、定食屋は昼休みは基
本混むので避けることをお勧めします。ただし
正門側の店は東門に比べ昼時でもスムーズに食
べられるイメージがあります。

７．クラブやサークルについて教えてください。

ーークラブに所属しています。活動頻度は基本
的に週に２回ですが、大学祭などのイベントの
前は１、２か月はほぼ毎日活動していました。

ーークラブに入らなかった場合は先輩とのかか
わりはほぼないです。ゼミによっては交流があ
るところもあるそうです。

８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいして
いますか。

ーー週に３日、1日当たり５時間程度です。

１．１日のスケジュールを教えてくだ
さい。

６時 起床（６：30）

７時

通学
８時

１限 授業

２限 授業

昼休み
昼食

（３限の授業の教室で）

３限 授業

４限 １人カラオケ

５限

部活１８時

１９時

２０時 部員と夕食

２１時

帰宅
２２時

２３時 自由時間

２４時 就寝

＜授業と部活のある日＞

https://www.meijo-u.ac.jp/library/


９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

ーー３時間ぐらいです。

１０．その他：自由にご記載ください。

ーー大学は高校までと比べ、とても友達ができにくいです。一応クラス分けはしてありま
すが、高校までのクラスとは異なります。クラス毎の教室はありません。４、５月は思い
切って自分から話しかけてみるとよいでしょう。相手もそれを待っている場合が多いです。

ーーなお、部活やサークルに入れば簡単に同期や先輩と友達になれます。特に部活やサー
クルに所属する以外で先輩と関係を持つのはハードルが高いため、過去問ほしい！だとか
履修登録の相談したい！という方はどこかに所属するのがおすすめです。

※課外活動（クラブ、ボランティア）について詳しく知りたい方は、こちらのサイトをご
覧ください。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

太陽の下、緑と友人に囲まれた
キャンパス・ライフを送りませんか？

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/activities/


クラブより
サークルより
アルバイト！

２．自宅生ですか。１人暮らしですか。

ーー自宅生です。

３．持ち物や服装について教えてください。

ーー持ち物はなるべく少なくしたいため筆箱は
持たず３色ボールペンをポケットに一本です
（笑）教科書が必要でない科目ばかりの日には
クラッチバッグで登校もしてみました。

ーー服装は、アルバイト先にそのまま出勤した
かったため常にフォーマルよりの格好（フォー
マルなバイトだった）をしていました。特に冬
は、よく友人に「なんでスーツを着ている
の？」と言われていました。また髪型はオール
バックに近いもので、崩れてもいいように常に
ケープのスーパーハードを持ち歩いていました。

４．通学時間（特に電車の中で）、何をしてい
ますか。

ーー鉄道オタクの友人がいたため、彼の話を
延々と聞いていました。そのうち車輛の違いな
どが分かるようになってしまい、地下鉄の音や
乗り心地を楽しんでいました（笑）

５．高校の授業と違って「空き時間」があるそ
うですが、どのように過ごしていますか。

ーーなるべく空き時間がないように組みました
が（早くバイトに行きたいため）、どうしても
ある時は友人とスマホで通信してゲームをして
いました。

６．昼食はどうしたら良いのでしょうか。お弁
当、学食、大学外など色々と選択肢があるそう
ですが…。

ーーお弁当、学食、大学外すべてやってみまし
た。お弁当は料理にはまった時期が一瞬あった
ので作ってみましたが、大変すぎてすぐ辞めま
した。学食は個人的に口に合わなかったので…
基本的に学校外が多いです。周辺にご飯が食べ
られるところが多いので、おすすめです。結局
コンビニ飯か、バイト先の従業員食堂で食べる
ことが多かったです。

７．クラブやサークルについて教えてください。

ーークラブやサークルには入りませんでした。
なので、学校内に先輩ができることはなかった
です。先輩がいると過去問をもらえたり、良い
授業を教えてもらえたりするので、正直うらや
ましかったです。それでも、私はアルバイトを
優先しました。

１．１日のスケジュールを教えてくだ
さい。

６時 睡眠中

７時 起床（7：20）＆支度

８時 通学

１限 授業

２限 授業

昼休み バイト先へ移動

３限

アルバイト
バイト先にて昼食・夕食

４限

５限

１８時

１９時

アルバイト

２０時

２１時

２２時

２３時 帰宅（23：50）

２４時 就寝（2:00）

＜授業とバイトのある日＞

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html


８．アルバイトは週に何日、何時間ぐらいしていますか。

ーー週５日又は６日で勤務していました。８時間以上は拘束されます。でも、めっちゃ楽
しい。

９．定期試験前は１日、どれぐらい勉強しますか。

ーー試験前日に徹夜で勉強するのみ！

１０．その他：自由にご記載ください。

ーーバイトを選ぶ際には、絶対に何かを学べるところがいいです。私の選んだバイトは英
語、敬語、所作、会話術などなど、就活で本当に役に立つことばかりでした。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

正門に入るまでの坂道の途中にも
癒しスポットがあります！

Book Cafeでパンとコーヒーを買っ
て、お外でランチもいいですね♫

https://www.meijo-u.ac.jp/campus/shop.html

