
大学生の体験談

疑問に思う部分や、はっきりイメージで
きない部分を、実際に先輩たちの体験談
をQ & A⽅式でまとめました！

先輩の体験談を覗いてみよう!

⼤学ってどんなところ？

⾼校と⼤学の環境はどう違うの？

試験勉強は何をどう勉強すると良いのか
な…？



Q1. ⼤学で学んでいること

N.Mさん (東海⼤学 )

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)

主にアジアのことについて学んでいる（社会系）

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

国際関係について

デザイン関係

グラフィックデザインを中⼼としたクリエイティブ関連。エディトリアル、イ
ラスト、フォトグラフィなど

デザイン

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

今は理系⽂系の幅広い分野を学習していますが、今後は農学系の研究をする予
定です。



Q2. 進学したきっかけ

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

⺟がインドネシア⼈ということでもあり、アジアについて興味があったから。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

国際活動がしたかった。

⾃分の興味のあるデザインの知識や技術を専⾨的に⾝に付けたいと思ったから

幅広く専⾨の科⽬を取り⼊れており、授業が週2~3だけなの学費を稼ぎながら通
うことができるため。

⼀⾔で表すと「⾃分をもっと知りたい」中⾼時代の私は、⽣徒会や学校⾏事
などで周りの意⾒や企画内容などまとめるというリーダー性を⾼めていまし
た。⼈前に出て周りをまとめることは私にとって得意なことでアピールでき
る⻑所でもありました。しかし、⾒えないところで⽀える側の世界を知らな
い私がこのまま社会⼈に出ても⾃⼰中⼼な⼈間として形成されて孤⽴してし
まうのでは?という不安を感じていました。そんな思いから⼤学⽣という4年
間で⾃由に学びながらやりたいことに追求しよう!と⼤学へ進学すると決めま
した。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

⾼校では学習できない専⾨知識を習得、⾼名な先⽣の講義を受けたいと思った
ため。

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q3. ⼤学を選ぶ上で⼤切なことは

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

⾃分に合った学部学科なのか、⾃分が⼤学で勉強したい学部学科を選ぶ。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

⾃分の本当にやりたいことがきちんと⼀致しているかどうかを必ず重視するよ
うにすると良い！
また、⽿が他の⼈よりもハンデがある分サポートが必要になる４年間なのでそ
の学部の窓⼝の先⽣がきちんと理解があるかどうか。
詳細が気になるのであればオープンキャンパスで学部の先⽣に会って授業参
加、授業内容をきき名刺を頂いて顔も覚えてもらうことも⼤事。

情報保障の体制が整っているかどうか。

情報保障の充実さ、学⼒レベルの適正さ、学びたい内容があるかどうか。

学びたい学科があること。「ここいいかも...!」という直感も⼤切です。

カリキュラム、授業や⽣徒の雰囲気、設備(パソコンや専⾨で使う機材)の数や種
類、学科の数(デザインを学ぶ⽴場では学科が多い⽅がいろいろなアイデアや刺
激をもらえる) 。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q4. 授業に情報保障はあるか

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

基本的に必修科⽬を中⼼につけている。⾔語の授業や体育の授業はつけていな

い。⾔語の授業を受ける時は、FM機器を使⽤している。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

主にパソコンテイク。外部団体の代表と常に連絡を取り合ったりするので⾃分

の要望もスムーズに⾔える環境だと思う！最近ではUDトークにも⼒を⼊れてい
る様⼦。

⼿話通訳、筆記通訳(紙orパソコン)、FMマイク、UDトークなど、講義の形態に
合わせて臨機応変に変更して受講しています。

基本的には⼿話を使⽤しているが、(⼿話が)出来ない先⽣の場合はパソコンテイ
クを使⽤して⼤きなスクリーンに字幕を映し出している。

⼈⼯内⽿のみで授業を受けている。重要な話をしている時聞こえないと気つい゙

た時は最後に質問しに⾏っているが、気つがないで聞き逃していることも多々
あると思う。

ノートテイカーや⼿話通訳などの情報保障があります。しかし、回数が限られ

ていること、ノートテイカーが少なくマッチしないなどの⽋点があります。そ
の場合は⼿話サークルで知り合った友⼈を通してノートテイカーに登録させた
り、ゼミや学科の教授には積極的に配慮の要望を出したりして⽋点を⾃ら埋め
ています。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q5. 学内⽣活でのろう・難聴学⽣に対するサポートはあるか

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

常に⽂字起こしをしてくれた。ゼミでもホワイトボードを全員持ち歩いてもら
うようにしてくれた。

タイヨウさん (和光⼤学 )

バリアフリー⽀援室があり、それに逐⼀相談ができます。受講する講義の先⽣
に聴覚障害についての連絡をすれば、事前に講義資料の配布やCDの⽂字起こし
データの作成などしてくれることがあります。また、通常の履修よりも2倍か
けて(4年で卒業するところを8年かけて)卒業するといった⻑期履修制度があり
ます。

情報保障の充実

情報保障があること。

情報保障が付いているか
どうかも⼤学を選ぶ時の
重要なポイントだね!

⾃分が勉強したい⼤学に
情報保障があるかどうか
必ず確認しよう！

N.Mさん (東海⼤学 )



Q6. ⼤学受験の⽅法

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

AO⼊試

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

AO⼊試

推薦⼊試、⼀般⼊試両⽅

⼀般⼊試

⼀般⼊試、⾯接(⾯談に近い)、エントリーシート

AO⼊試エントリー⽅式(9⽉) 

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q7. AO⼊試と推薦⼊試の試験対策

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

Y.Sさん (バンタンデザイン
研究所(専⾨学校))

・試験内容
⾯接・それぞれのテーマに沿って１０分間1⼈で発表・⾃⼰PRなど

タイヨウさん (和光⼤学 )

・試験内容
⾯接の時には学術的な内容を問われることが中⼼でした。

・試験対策
事前にその学部に関する予備知識を万全にしておいて、訊かれそうな質問など
を想定問答集にまとめて臨みました。

・試験内容
デザイン系の推薦⼊試だったのでポートフォリオを作り、⾯接の際にアピール
しました。

・試験内容
①エントリーシート提出
②スクーリング2回(⾯談1回、ワークショップ1回) 
③⼊学検定料を納め、出願書類を提出
④ポートフォリオを持参して⾯接

・試験対策
①⾃⼰PRの⽂章を作るために家族や友⼈に私はどんな⼈?と質問して⾃分を
知る
②⾯談で質問にしっかり返せるようにイメージトレーニング
③出願書類に漏れがないように何度も確認する
④作品が⾜りなかったので夏休みを使ってポートフォリオの作成

試験内容は⼤学によっ
て異なるので、必ず⼤
学の試験内容や過去問
を確認しよう！

N.Mさん (東海⼤学 )



Q8. ⼀般⼊試での受験科⽬、勉強の⽅法/試験対策

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

国語、英語、⽇本史
英語は単語を覚えること、⽇本史は⽤語を覚えるといいと思う

【国語】
得意科⽬だったので、センター対策くらいしかしていませんでした。古
⽂漢⽂は⽂法をしっかりしないと⽂章も読めません。⽂法を完璧にした
上で受験に臨みましょう。
【数学】
⻘チャートを完璧にする。⾼校⽣を指導していて感じたのですが、答案
を書く時に採点官がわかりやすいように丁寧に書く練習を⽇ごろから⼼
がけるといいと思います。答案の綺麗さで部分点が下がることがありま
す。
【英語】
毎⽇英⽂を読む習慣をつける。英単語帳も学校で配られるものとは別に
2冊ほどやっておくといいと思います。いろんな種類があるので、⾃分
のやりやすい英単語帳を⾒つけて取り組むことをお勧めします。
【地理】
⽩地図に都市名や農業地帯を書き込むだけでなく、空欄にその他重要な
ことも書き込んで⾒やすくなるようにしました。他、ケッペンの気候区
分も、別の⽩地図に書き込んで、重ね合わせると、なぜその地域で農業
が盛んなのかが⾒えてきて覚えやすかったです。
【化学】
重要問題集を3周以上しました。センター対策は過去5年分しかやってな
いです。有機化学と無機化学は暗記が多いので⼤変ですが、⾳読や化学
式などを書くなどの反復継続が⼀番覚えるのに有効だったと思います。
【物理】
公式がなぜこの形をとるのか、をしっかり理解しないと⾼得点が難しい
科⽬ではありますが、反対に⾔えば原理がほんの少しでも分かれば、式
の使い⽅、当てはめ⽅がすんなりと⾝について得点を狙いやすいので、
暗記に偏った⽣物より履修者が多いです。物理が苦⼿な⼈は、「物理の
エッセンス」から⼊って「良問の⾵」で⼆次試験対策ができます。

国語、英語(センター試験)＋美術作品プレゼンテーション、⾯接
美術作品は⾼校三年間で作ったものを実際に持っていく。

ンガさん (東海⼤学)



Q9. 受験勉強のコツやアドバイス

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

集中が切れたら休んで⾳楽を聴いてリラックスすると良い。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

家だと集中できないので学校の個別室で常に勉強！
モチベを上げるために⽬標を前もって作った。

五感すべてを刺激するような覚え⽅が⼀番いいと思います。発⾳ができてい
るかは抜きにして、単語を声に出す、書き取り、読むことを繰り返すことで
定着しやすくなります。私の場合は、加えて友達や家族にクイズを出しても
らったりすることで覚えたりもしていました。集中⼒を⾼めるコツとして、
コーヒーを飲む、ラムネを⾷べるなど、ルーティンを作って、勉強に⾝が⼊
りやすくなるようにしました。また、ZEBRAが販売している⽬盛のついたペン
があって、それを使うと⾃分がどれだけ⽂字を書いたのか、つまりどれだけ
勉強したのかが可視化され、やる気が出ました。

通勤時間が⻑かったので電⾞の中で英単語を覚えるようにしていた。国語が苦
⼿な⼈は普段から本を読んだ⽅がいいと思う。集中できないまたはやる気が出
ない場合は⼀回勉強から離れて好きな⾳楽聴いてそこからエネルギーをもらっ
てまた勉強に戻る繰り返し。ずっと勉強していると眠くなると思うがその時は
少しだけ仮眠を取るべき。

経験からの個⼈的推測ですが、集中できない時=そのものに興味がない、やる
意味を忘れている、あるいは理解できていないからだと思います。なのでそ
のときには想像することをお勧めします。例えば、今勉強をする→受験をす
る→⼤学に⾏ける→⾃分のつきたい仕事に就ける。⾃分が将来やりたいこと
をしている姿、⾃分が将来したいこと、、など、⾃分の欲情をたくさん⽣み
出しながら想像してください。その欲をエネルギーにするといいです。ま
た、もう⼀つ、課題提出前や試験前に焦るときの気持ちを最初から出してみ
ると変わってくると思います。明⽇が試験だと思い込んで勉強に取り組むと
いいです。⾼校卒業して教わったことなので早く知っておきたかった、と
思っています。今では私もよく利⽤するのでオススメです。そして集中でき
るときにはそのやる気がある限り限界まで丸⼀⽇でも取り組むといいです。

受験⽣は勉強や準備に精⼀杯な上、将来に対する不安が募るデリケートな時期
です。
好きな場所、お菓⼦、⾳楽、飲み物などモチベが上がる物を⽤意した⽅が精神
的なストレスも緩和されるのでオススメです。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q10. 学内には他のろう・難聴学⽣も在学しているか

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

学内に１２⼈いる。

タイヨウさん (和光⼤学 )

たくさんいます。ろう者も難聴者もいます。

ろうはいないですが、難聴は複数います。⽚⽿難聴、両⽿難聴のどちらともい
ます。

学⽣全員がろう・難聴学⽣

在学しています。同期だけで8⼈のろう難聴がいるのでとても⼼強い仲間たちで
す。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

⼤学に進学をする、ろ
う・難聴者は昔と⽐べ
ると増えてきているよ!

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q11. 学内のろう・難聴学⽣との交流はあるか

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

交流はないが、⼿話講習会の時に何⼈かろう・難聴学⽣が来る。

タイヨウさん (和光⼤学 )

キャンパスが広いので交流を作れる場がないが、個⼈で連絡を取り合って⼀緒
に講義を受けたりしていました。

あります。

(交流を)している。

ろう難聴をメインとしたサークルの部室があるので講義の休憩や昼⾷、空いた
時間に集まって交流します。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q12. ⼤学に⼊ってから⼿話を習得する⼈もいるの？

タイヨウさん (和光⼤学 )

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

⼿話のできる友達と話す。

⼿話サークルや⼿話を知っている⼈を通したり、⼿話検定の本を購⼊などで習
得していました(私は教える側でした) 

今までずっと普通学校に通っ
ていた⼈も⼤学に⼊ってから
は、多くのろう・難聴者と知
り合うことができる環境だと

思うよ！

⼤学に⼊ってから⼿話を習得
する⼈もいるよ!



Q13. ⼤学内での友⼈の作り⽅、関わり⽅など

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

⾃分から声をかけることが⼤切！

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

⾃分から無理やり⼿話を教えたりすると⾃分⾃⾝にもメンタル的にもやられて
しまう部分があるので⾃分が通いやすい環境を作るためにもまずは様⼦⾒も必
要かなと思います。本当に⼿話を覚えたいと思ってもらえる友⼈に会えたら積
極的に使っていって⾃分⾃⾝がリラックスして過ごせる４年間にしてほしいな
あと思っています。

Twi+erや交流会、サークルなど

勇気をもって話しかけることが⼤事だと思う。

⾼校の時と同じような過ごし⽅で⼤丈夫だと思います。⾼校や中学校の時の仲
良かった友達と似た性格の⼈を探すといいです。

まずは⽿が聞こえない私のことを知ってもらうために学科のオリエンテーショ
ンでみんなの前に⽴って⾃⼰紹介したこと。ゼミや同じ講義で何度も⾒かける
⼈には挨拶したり、サークルで知り合った友⼈の友⼈と仲良くなれば⼈脈が広
がるなどなど。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q14. 学内で部活やサークルなどの活動をしているか

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

去年の１１⽉まではダンスサークルに⼊っていたが、いまはやっていない。

タイヨウさん (和光⼤学 )

ブラジル⼈との国際交流にたまにいっていました。

【⼿話サークル】
勉強会や⼿話だけを使う旅⾏や散歩など
【⽣物系サークル】
⽣き物の採集や⽂化祭での展⽰、合宿（北海道や沖縄など）、スキューバダ
イビングなど
【地理系サークル】
お散歩サークルとか⾔われてます（笑）週末にサークル部員が計画した旅程
に参加して、散歩しながらその周辺の地理や名物などを聴いたり、合宿もし
ます。合宿は年によって場所がまちまちです。

⼥⼦バレーボール部、料理サークル

⼿話サークル(⼿話を覚えたい⼈のためのサークル) 
障がい問題について考える会(学⽣が主になって進⾏するゼミを中⼼に聴者と交
流できる) 

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q15. 通学⽅法、通学時間

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

電⾞と徒歩（たまにバス）、⽚道約２時間

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

電⾞で１時間半

電⾞で75分

徒歩。⼤学寮なので⽬の前に⼤学があり、３分くらいで着く。

電⾞・20分

約30分(電⾞10分+徒歩15分) 

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q16. ⼤学での勉強は充実しているか

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

充実している。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

幅広く学べる環境を東海⼤学は持っている。（半分は他の学部の専⾨科⽬も取
る仕組みになっている）

様々な興味関⼼に沿うように、多数の講義が在学⽣に対して開かれており、学
⽣や教員から様々なプロフェッショナルな話を聞けるので楽しいです。情報保
障がしっかりしているので、浅学な分野でなければ普通についていけるので⼤
変充実しています。

充実しています！⾃分の専⾨したい勉強ができることは⾮常に幸せなことだと
思っています。⾼校と違って難しくはなりますが⼀緒に頑張れる友達もいるの
でそれをモチベとして頑張れています。

充実している。学びたいことが全部⼀つの学校で学べ、教員も全員、現役の職
業と掛け持ちしているので最先端の情報を得ることができる。

教授と学⽣の距離感が近く、質問や相談、要望などのやりとりがやりやすいの
で⾮常に充実しています。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q17. 学内/学外⽣活での楽しみは

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

・学内⽣活での楽しみ
友⼈とたくさん会えるし、たくさん話せる。

・学外⽣活での楽しみ
友⼈とご飯を⾷べに⾏く、ショッピング（時には1⼈で⾏くことも）

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

・学内⽣活での楽しみ
寮⽣活というのもあって、友達と⼿作りのご飯を⾷べたり夜遅くまで話したり
すること。

・学外⽣活での楽しみ
仲のいい友達と美味しいものを⾷べに⾏ってお喋りすること、ラーメン巡り、
カラオケ

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

・学内⽣活での楽しみ
ろう者と⼀緒に講義をうけること、仲のいいテイカーと⼀緒に講義を聞けるこ
と

・学外⽣活での楽しみ
バイトが常に楽しかった、他の⼤学のろう者と遊ぶ時間も楽しみだった

・学内⽣活での楽しみ
様々な⽅⾯の学識を持っている⼈と知り合えることが⼀番いいと思っていま
す。もちろん、遊びに⾏くときや友達と⼀緒にいるときに趣味のお話や、⾖知
識などがちょこちょこ⼊るのが楽しいです。

・学外⽣活での楽しみ
旅⾏に⾏く頻度が増え、学術的な講演会に⾜を運ぶ機会が増えました。友達
と休⽇や空きコマに近くのカフェなどでまったりお話しするのも楽しみです。

・学内⽣活での楽しみ
授業で何かを学ぶこと

・学外⽣活での楽しみ
課題や作品を作ること

・学内⽣活での楽しみ
個性豊かな友⼈に会うこと。

・学外⽣活での楽しみ
旅⾏や写真を撮る趣味、⼤学外の友⼈と過ごすこと。

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q18. アルバイトをしているか

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

バーガーを作ったり、ドリンクを作ったりなどのアルバイトをしている。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

カフェのバイトをしていました。接客業なので主にコミュニケーション重視で
ドリンクも作成していました。

塾のアルバイトをしています。具体的にはテストの採点や、学習計画の作成な
どを⾏なっています。

居酒屋。仕事内容は⽫洗い、ドリンク提供、料理。

印刷関係、教育系、飲⾷店営業

レジ、品出し聞こえないことに不安は今でもまだあるが、理解のある店⻑のお
かげで聞こえにくいことを伝えるバッジや指をさせる掲⽰を⾃分で作成して試
⾏錯誤させて頂いています。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q19. 寮⽣活、⼀⼈暮らしで良い⾯、悪い⾯、⼤変なこと

タイヨウさん (和光⼤学 )

Y.Sさん (バンタンデザイン
研究所(専⾨学校))

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

・良い⾯
24時間いつでも友達に会えて⼀緒に課題ができる、⼀⼈暮らしの練習ができる
(⾃炊など)

・悪い⾯
親の美味しいご飯が⾷べられないこと

・いい⾯
⾃分のペースで⽣活できる

・悪い⾯
家事と勉強の両⽴が⼤変

・⼤変なこと
お⾦の管理

〈実家から出るまで〉
⼤学1年の時は、実家から往復4時間半かけて通学していました。あまりに
も遠く終電も早かったため遅くまで友⼈と過ごせなかったり、家族に⼼配
をかけたり徐々にストレスを感じるようになった。⼤学2年の終わり頃に
実家から出て、アパート⽣活を始めた。洗濯物や掃除、栄養バランスを考
えた料理など1つ1つに慣れていくことに苦労し、親という⼤きな存在に有
り難みさを痛感しました。

〈お⾦について〉
家賃 5万円(管理費含む)
→初期費⽤を抑えるポイント! 
礼⾦&敷⾦が0円であること・最初の⽉だけフリーレントにしてくれたり、
引っ越し祝い⾦をもらえるようなキャンペーンで契約する・家電や家具は
なるべく中古や⼈からもらったりする・⼤きな荷物を運ぶ時は引越し業者
ではなく運転できる親や友⼈に協⼒してもらう

光熱費は使い⽅次第で変動あり。 (湯船に浸かる⼈はガス代が⾼い、ヘアア
イロンなどで美意識する⼈や寒がり暑がりな⼈はエアコンで電気代が⾼い
など) 



Q20. 夏休みや春休みの過ごし⽅

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

とにかく遊びに⾏く、買い物する、アルバイトに⾏く、旅⾏をする。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

常にろう者の友達と海外旅⾏！
バイトも何週間かはずっとロングシフトで⼊れて貯めた分海外旅⾏でどんと
使っていました。

旅⾏やダイビング、サークル、バイト、研究活動など

旅⾏

アルバイト、作品制作、写真撮影会開催

バイトと旅⾏、他⼤学と交流する企画を⽴ててBBQなどなど

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q21. ⼤学⽣活で⼤変だと思うこと

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

通学時間がとにかく⻑い、履修登録が⼤変。

Y.Sさん (バンタンデザイ

ン研究所(専⾨学校))

聴者とのコミュニケーションの壁が厚すぎた。⾃分らしさをうまく出せなかっ

た。

授業の進度が他⼤学と⽐べると早いので、課題や復習をこなすことが⼤変で

す。まだ、前期のうちは学科にこだわった授業をせず、幅広い科⽬を学習する

ので要領よく勉強しなければならないので⼤変です。あと、交際費がすぐに⾶

んでいくので、お⾦の確保が⼤変です。

課題を終わらせてもまた新たな課題が出てくるため、終わりが⾒えなく常に課

題のことを気にしなくてはならないこと。

精神維持

聴者ならではの会話になれること、実家からの通学、課題処理など。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q22. ⾼校⽣活と⼤学⽣活の違いは

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

⾃由に時間割を作ることができる、空きコマを使って課題をやるなど⾃分の時
間が作れる。

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

⾼校は決まった科⽬を全員で⼀緒に受けるが、⼤学だと⾃分で時間割を作成し
なければならないこと。
⾃分でアルバイトをして数ヶ⽉の休み期間で⾃分のしたいことができる。

⾃主性を求められるのが⼤きな違いだと思います。⼤学進学する理由は、⼤学
に⼊っておけば就職で有利だから、と思う⼈も少なくありませんが、⼤学では
⾃分が何を勉強したいのか、を意識して過ごす必要があると思います。

⼤学⽣活は本当に⾃由で⾼校⽣活よりも⾃分の時間を多く作れたりできるの
で、その時間をどう過ごすかが⼤事だと思う。その代わり、課題によっては１
⽇では終わらないものもあるため、計画的に進められる⼒が⼤事だと思う。

⾃⽴するかしないかの決断権が⾃分に渡ってくる⼤学になると⾃由になるがそ
の⾃由をどう理解するか⼤⼈に試される

「連帯責任」と「⾃⼰責任」
やはり⼤きく変わってくることは責任の取り⽅です。⾼校⽣活は同じ教
室、同じ時間割、毎⽇顔を合わせて過ごします。学校⾏事は企画内容を話
し合えることで成り⽴ち、部活動では仲間と共に汗を流して時には涙も流し
ます。そんな中、ひとりが集団⾏動から外れたり、⾝勝⼿な都合で放り出
したりするとジェンガのように崩れます。それでも時間をかけても必ず⽴
て直せるのは「連帯責任」のおかげです。先⽣や両親、先輩、信頼できる友
⼈など周囲の⼒で⽴て直せるのです。
しかし、⼤学⽣では「必ず⽴て直せる」が簡単ではなくなります。例え
ば、旅⾏や飲み会などで幹事を任され、お会計の時にお⾦が⾜りないことに
気つい゙た時に「払ってない⼈が悪い?」「しっかり確認をしなかった⾃分が
悪い?」と考えることができるかどうか。または、友⼈と恋愛や将来などプ
ライベートな話を許可なく他の⼈に共有したらどうなるかなと先のことを考
えて⾏動できるかどうか。このようにどう⾏動して責任を取るか(⾃⼰責任)
を常に考えること⼤切です。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q23. 在学中に海外留学の経験がある

アメリカ留学：ASLで講義を受けられる環境を持つアメリカへ留学。講義中
１ON１で常にASLでした。ワシントンDCだったのでサイニングスターバック
スという⼿話でコミュニケーションをとる１つの店舗があり何回か⾏きまし
た。ASLでオーダーすることへの新鮮感も感じた。ギャローデット⼤学にも
少し⾒学をしたりもした。幸い知⼈のつながりでDCに住んでいる⽇本⼈もい
て案内していただいたりも。

街中を歩くたびに常に痛感したことが、電⾞乗るたび⿊⼈率がとても⾼く、
⾞社会を持っているのは⽩⼈が多く⾒えた。今話題になっている⿊⼈差別が
どこでも感じられた。

国際関係に興味があるな
らば、海外留学を考えて
みてはどうだろう！

N.Mさん (東海⼤学 )



Q24. ⼤学に⼊って良かったと思うこと

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

良い友達が作れたこと、⾃由に時間を作れること

Y.Sさん (バンタンデザイ

ン研究所(専⾨学校))

留学経験をさせてくれた。グローバルでいま問題になっていることを知れた。

アルバイト経験ができた。

様々な友達と出会えたこと

勉強⾯では、デザインの勉強をより専⾨的に学ぶことが出来ること、⼈間関係

の⾯では、⾊々な考え⽅または価値観のある⼈に出会えたこと。そのおかげで

⾃分も考えさせられることもあった。

⾃分の理想の将来に少し近つげたこと

4年間という限られた時間で⾃由に過ごし失敗を繰り返しどれだけ成⻑できる
か仲間や⾃分と共に切磋琢磨できること。(何もしなかった⼈は本当に何も変
わらない。) いろんな⾏動を起こしてこそ⾒えてくる変化や刺激に楽しめるの
が⼤学⽣の醍醐味なのかなと思えた時。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)



Q25. ⾼校⽣に伝えたいこと

A.Tさん (筑波技術⼤学 )

タイヨウさん (和光⼤学 )

⼤学⽣活はとても楽しいです。本当に⾃由です。だけど、単位だけはちゃんと
とったほうがいいですよ！

Y.Sさん (バンタンデザイ
ン研究所(専⾨学校))

どこの⼤学に⾏くかで⼈⽣の半分は決まる、とても⼤事な時だと思います。
私は⼤学を中退しましたが⼤学に通ったからこそ⾃分が本当にしたいことがわ
かり、いま別の道に進んで楽しく過ごしています。
⾃分の得意なこと、やりたいことを明確にしてまずはOCに⾏って少しでも⾃
分に合っているような雰囲気を感じられたら積極的に動いていこう！
⼤変だと思うけれど、とても有意義な４年間をすごすことを祈っています。頑
張ってください。

なんとなく⼤学に⼊るのではなくて、明確な⽬的を持って勉強するだけでもか
なり変わってくると思います。頑張ってください。

私は受験で⾟い思いをした時に必ず好きな⾳楽を聴いて元気をもらっていたの
で頑張れました！⾃分の好きなものがあればいつかそれが⼒になると思いま
す。そして、「今」をどう過ごすかで将来が変わってくると思うので頑張って
ください！

⾼校⽣にしかできない制服ディズニーは今のうちに⾏きましょう。

⾼校⽣活をしっかり味わってください。

A.Mさん (⾸都圏の国⽴⼤学 )

N.Mさん (東海⼤学 )

ンガさん (東海⼤学)


