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この資料について

この資料は4月4日（土）に実施予定で中止となった，

「新入生学生生活ガイダンス」のスライド資料（一部改訂）となります。

配布資料は大学への登校開始後にEGG DOME（バス停上の建物）にて

配布するほか，ポータルサイト「Hoppii」（https://hoppii.hosei.ac.jp/）でも

一部を公開しています。

登校前に事前によくご確認をお願いいたします。



本日の内容 ～大学の施設・イベントを活用しよう～

大学生活を充実させるヒントが見つかります！

１．学生センター多摩学生生活課 p.04
・スポーツフェスティバル p.15
・課外教養プログラム p.21

２．ボランティアセンター p.28

３．学生相談室 p.44

４．障がい学生支援室 p.59

５．図書館 p.67

６．キャリアセンター p.89

７．オープンキャンパス p.109

８．地域交流センター p.116

９．情報センター p.126

10．教科書・定期券販売（生協）
p.130

※各項目をクリックすると，該当するページへジャンプします。



学生生活センター多摩学生生活課

2020.04

Student Affairs Center, Tama Student Affairs Office



学生センター多摩学生生活課について

学生生活課事務室のある建物「EGG DOME」↑

学生生活課って？ 学生生活課でできること

●課外活動のサポート

●イベント参加受付

●奨学金の受付

●落とし物の管理

●BBQの受付

●備品の貸出し

（プロジェクターなど）

●卓球

●ビリヤード

← 利用の詳細は 配布資料

「Campus NAVI」を

ご覧ください。

正課以外の学生生活をサポートします！

※「Campus NAVI」はポータルサイト「Hoppii」からもご覧になれます。



学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）

皆さんの教育研究活動中の事故に備え、保険に加入しています。

学生本人の、正課授業中、大学行事中、大学施設内、
課外活動中、通学中、学校施設間移動中の傷害を補償。
※病気は対象外（詳細は「学研災加入者のしおり」参照）

【対象外となる例】

①通学中、自転車事故でケガをさせた相手への補償

②学内で、他人のＰＣを床に落とし壊した際の修理費

③ゼミ合宿で病気になった際の治療費

各自で保険・共済等に加入を！
学生手帳p.130参照

※登校開始後に
配布します



学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）

新入生学生生活ガイダンス配布資料一式

（登校開始後にEGG DOMEで配布）を受け取り、

「加入者のしおり」（黄色の冊子）の表紙に、

加入年度・保険期間（４年間）、特約の有無、

氏名を各自で記入してください。

通学特約は有、

接触感染特約は無です。

※「加入者のしおり」はポータルサイト「Hoppii」

からもデータをご覧になれます。



自転車保険について

令和2年4月1日～
自転車保険（自転車損害賠償保険等）
⇒加入義務化（東京都）

忘れずに加入しましょう。



通学中のバス乗車について注意とお願い

登校時は早めに通学しよう

約2000人の新入生が一斉に通学しバスが大変混雑します。

左記の時間帯を避けた

オフピーク通学に

ご協力ください。



通学中のバス乗車について注意とお願い

マナーを守って気持ち良く乗車しよう

●お年寄りや妊婦さんには進んで席を譲る

●整列乗車で順番を守る

●乗車中は大声で話さない

上記のようなマナーを守って

地域にも愛される法政大学でありましょう。

バスは法大生だけでなく、近隣の方々も利用します。



法政大学多摩キャンパス登録団体（サークル）紹介

法政大学では様々なサークルが活動しています。

広報紙「Campus Life 120号」では，大学に登録された

多摩キャンパスで活動する「登録団体」の一部を紹介しています。

サークルに入ることで，社会人になっても付き合える一生の友人に出会えたり，

活動をとおして一体感や達成感を味わったりもできます。

興味を持った団体があれば，いくつか参加してみて自分に合った

サークルを検討してみてください。

法政大学の学生は，いつでも1年生の皆さんを歓迎します！！

広報紙「Campus Life 120号」は，登校開始後にEGG DOMEで

配布するほか，ポータルサイト「Hoppii」でもご覧になれます。➡



法政大学多摩キャンパス登録団体（サークル）紹介



法政大学多摩キャンパス登録団体（サークル）紹介



イベント紹介

学生生活を彩る様々なイベントがあります！

●スポーツフェスティバル

●課外教養プログラム

この後のスライドで
ご紹介します！



2018.04.05 Thu.
スポーツフェスティバル紹介



スポーツフェスティバルとは？

▶スポーツフェスティバル，通称「スポフェス」は多摩キャンパス

の開設以来，毎年5月に開催されている新入生歓迎行事です。

▶陸上競技場や野球場，体育館など，多摩キャンパスの広大なス

ポーツ施設を使って様々な競技を実施します。

▶毎年多くの学生が，クラスやゼミ，サークルなどでチームを組ん

で仲間たちと共にスポーツを通じて交流を深めています。

※2020年度に限って11月に実施予定



当日の様子



スポフェスに参加すると…

◎新しい友達ができる！

◎今いる仲間との絆が深まる！

◎景品は多摩キャンパスマネー！！



2020年スポフェス開催情報（予定）

日時：2020年11月11日（水）10:00～16:00

場所：多摩キャンパス体育施設

種目：フットサル，ソフトボール，バスケットボール，

ドッジボール，卓球，大なわとび 等（予定）

※当日の授業は全て休講です。

ゼミやサークルの仲間とチームを組んで，

ぜひご参加ください！！



スポーツフェスティバル

学生実行委員会 新メンバー募集中！

【問合せ】

▶学生センター多摩学生生活課

場所：EGG DOME 2階事務室

TEL：042-783-2152

▶スポーツフェスティバル学生実行委員会

Mail：hosei.tama.sportsfes@gmail.com

Twitter：@hosei_sportsfes
↑説明会情報を発信予定

スポフェスを企画・運営する

学生実行委員を募集しています。



2018.04.05 Thu.

課外教養プログラム紹介



課外教養プログラムとは？

「課外教養プログラム」は授業だけでは満たしきれない学生の様々

な好奇心に応えるため，法政大学が運営する課外プログラムです。

学びの
きっかけ
提供

学生間の
交流

学生の
ニーズに
沿う学び



課外教養プログラムとは？

「課外教養プログラム」は授業だけでは満たしきれない学生の様々

な好奇心に応えるため，法政大学が運営する課外プログラムです。

大学教職員
によるプログラム

学生スタッフ
によるプログラム

一般学生 or 学生団体
によるプログラム

課外教養プログラム



課外教養プログラムとは？

過去の実施プログラム紹介 参考：https://www.hosei.ac.jp/gakuseishien/activity/report/kagai/

2019年度は44のプログラムに延べ1600名以上の学生にご参加いただきました！

https://www.hosei.ac.jp/gakuseishien/activity/report/kagai/


課外教養プログラムに参加するには？

法政大学ホームページで最新のプログラム情報を掲載しています。

学内のポスターもご確認ください！

大学HP：https://www.hosei.ac.jp/gakuseishien/

大学生活を充実

させるヒントが

見つかるかも

しれません！

https://www.hosei.ac.jp/gakuseishien/


「課外教養プログラムプロジェクト
スタッフ（KYOPRO）」とは？

大学生活を充実

させるヒントが

見つかるかも

しれません！

「KYOPRO」とは課外教養プログラムを企画・運営する

法政大学の学生スタッフ団体です。

▶学生スタッフと大学教職員が協働し、

プログラムの企画・運営を行う

▶法政大学のすべてのキャンパスで

協力して活動

▶法政大学の学生ならいつでも誰でも

入会可能



KYOPROに入会したい！

大学生活を充実

させるヒントが

見つかるかも

しれません！

【問合せ】

▶学生センター多摩学生生活課

場所：EGG DOME 2階事務室

TEL：042-783-2152

▶KYOPRO学生スタッフ

@tama_kyopro

https://bit.ly/KYOPRO_LINE

活動に興味がある方はお気軽に下記までお問合せください！

【活動について】

▶活動頻度：

・週1～2回の定例会議

・月1回の3キャンパス合同会議

・月1～2回のプログラム実施

▶活動期間：通年

▶内容：課外教養プログラムの企画・運営

説明会や定例ミーティング日程情報を発信しています。



多摩ボランティアセンター



・ボランティアをしたい学生と地域の方々をつなげる

→相談、コーディネート

・ボランティアの輪を広げる

→様々なボランティア活動の周知・報告

・ボランティアに関する情報の提供

→紹介

ボランティアセンターとは？



どんなボランティアがあるの？

高齢者、児童、障がい者支援、地域、被災地支援、

地域交流、清掃など多岐にわたる

大学近辺でできるものから、

みなさんの自宅近くでできるものまで



どんな使い方があるの？①

ボランティアの
情報提供・紹介



ボランティアの情報提供・紹介

ボランティアセンター前の掲示板に

ボランティアの情報が数多く掲載

→窓口に行き職員に相談、申し込み

たくさんの情報を持っているので

自分のやりたいボランティアが見つかりやすい！



ボランティアセンターは

EGGDOME2階に

あります！



どんな使い方があるの？②

学生スタッフ
として関わる



学生スタッフとは？

・サークルやゼミとは違う、大学公認団体

・大学と協働で企画を立案、実施できる

「地域と大学と学生をつなぐ」を目標に、
ボランティアセンターの運営に携わり、
中心となって動くのが学生スタッフです！



2019年度活動紹介



学生企画・被災地

宮城県被災地ボランティア
～気仙沼でつながら騎士～

熊本被災地支援活動



学生企画・地域

相原11地区協議会大学連携事業
地域交流会「竹カフェ」

八木重吉記念館清掃



学生企画・子ども

たまぴよ
～秋の工作～

たまぴよ
～七夕かざりを作ろう！～



外部連携企画

多摩地区5大学合同
被災地ボランティア活動報告会

介護老人福祉施設ヴィラ町田
夏祭り運営支援



こんな人におススメ！

・自発的に活動したい人

・地域や市役所、福祉施設の方と

直接関わってみたい人

・企画を自分たちで立ち上げてみたい人

先輩スタッフ、職員がサポートします。

一緒にボランティアを始めてみませんか？



学生スタッフ説明会日程

詳細が決まり次第、

ボランティアセンターHP

またはFacebookに掲載します。
少しでも興味のある方は是非ご参加ください！



↓最新情報はこちら↓

・ボランティアセンターHP

URL : https://www.hosei.ac.jp/volunteer/

・多摩ボランティアセンター公式Facebook

URL : https://www.facebook.com/Hoseitamavc

※法政大学HPからもアクセスできます。
【学生生活・スポーツ】→【学生生活サポート】
→【ボランティア活動支援】でご確認ください。



法政大学

多摩学生相談室

•サイトポリシー

http://www.hosei.ac.jp/index.html
http://www.hosei.ac.jp/policy/index.html


大 学生活スタート

大学生活スタート
何か不安なことはありませか？

初めてのキャンパスライフ

初めてのひとり暮らし

……戸惑うのは当然です

学生相談室を利用してみませんか



お知らせ

4月現在 法政大学学生相談室では

新型コロナウイルス感染症防止のため

対面面接を中止しております

その後の状況により、再開いたします

ご利用を希望される場合は

大学のホームページをご覧になるか

相談室に電話でお問い合わせください
多摩学生相談室 ☎042‐783‐2158



あなたの学生生活を
サポートします

相談室は、精神衛生や深刻な問題だけを

相談する場所ではありません

1人で抱え込まずに

先ずは話してみませんか



生活面について

• 生活全般 家賃・食費・光熱費…やりくりできるかな？

• 強引な契約 どうやってことわればいいの？

• ひとり暮らしで寂しい こんな自分って情けない？



性格や対人関係について

・対人関係での悩み 友達ができない

異性との関係で悩んでいる

・自分の性格がよくわからない

・コミュニケーションが苦手 仲間作りが苦手

・将来への不安 やりたいことがみつからない

就職できるのだろうか？



・精神衛生の問題 …気分が落ち込む、眠れない・眠りすぎる

食欲がない・食べ過ぎる

• 不安が続く、乗り物に乗れない
＊必要に応じて、医療機関をご紹介できます

・発達障がいかもしれない …生活・勉強・対人関係の悩み
＊必要な場合は、教職員と連携してサポートします

・性的マイノリティーの悩み

・いじめ、セクハラ、ストーカー等の問題
＊状況により、専門機関と連携して対応できます



安心してご相談ください

相談の秘密は守られます
＊生命・身体の安全に関わる場合・法律に触れる場合を除く



相談以外でも利用できます
たとえば‥‥

・心理テスト 性格テスト・職業興味検査など

・ストレスチェック ストレスの原因や対処方法

・グループワーク 男子グループ・女子グループ



相談を担当するのは

• 心理相談など

⇒心理カウンセラー（臨床心理士）

• 学業・研究・ゼミなど

⇒各学部の教員相談員の先生方



利用の仕方

• なるべく予約をしてください（緊急を除く）

予約方法：電話・直接来室

• 月曜日～金曜日

• 9：30～16：30 （昼休み有り）

• 原則として長期休業中も開室しています

休学中も利用できます



多摩学生相談室の場所

• 総合棟2階

円形芝から見えます

キャリアセンター横の通路を挟んだ隣りです





このような専門的サポートも

弁護士による法律相談 無料

契約・お金や法律に関わること
月1回（日時はHPや掲示物で告知）

場所：市ヶ谷学生相談室（富士見坂校舎4階）

受付：多摩・市ヶ谷学生相談室どちらでも

ハラスメント相談 …→ハラスメント相談室

ハラスメント問題の解決・申し立て手続きのサポート



あなたの学生生活を
応援しています



障がい学生支援室

多摩キャンパス
総合棟２階

支援室の様子

（１）



聴覚障がい学生への
サポートの様子

パソコンテイク ノートテイク

（2）



ノートテイクって何だろう？

ノートテイクとは要約筆記のこと！

聴覚に障がいを持っている学生に、要約筆記によって授業な
どの情報保障を行う。

ノートテイクは２種類ある！

①ノートテイク

紙に筆記して情報を伝える

②パソコンテイク

パソコンにタイピングして情報を伝える

（3）



視覚障がい学生への
サポートの様子

リーディングサービス 移動介助

（4）



肢体不自由学生への
サポートの様子

車いすの移動介助

（5）



車いす学生への補助の様子

体育の授業（卓球）

（6）



講習会の様子
ノートテイク講習

白杖体験

車いす体験

サポートスタッフへの
登録には講習会への
参加が必要です！

（7）



興味を持った方は
総合棟２階障がい学生支援室へ
お気軽にお越しください！



法政大学 多摩図書館
バーチャルツアー

2020.4



タイトルとリスト コンテンツのレイアウト

▪ ここに最初の箇条書きを追加

▪ ここに 2 番目の箇条書きを追加

▪ ここに 3 番目の箇条書きを追加

←社会学部棟

総合棟

↓ 多摩図書館

↓

ライブラリーサポーター考案

多摩図書館
マスコットキャラクター

たま丸

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。このスライドでは、多摩図書
館をご紹介していきます。図書館学生団体のライブラリーサポーターが考案し
た多摩図書館マスコットキャラクター「たま丸」もところどころに登場します。



3階
学習室

ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

2階
入門書
一般書

B1･B2階
書庫

1階
研究用図書
新着雑誌

4階
雑誌

政府刊行物

図書館は地下２階から、地上の４階までありますが、
こちらのスライドでは１年生の皆さんが特に利用される２階と３階について説
明します。



入館ゲート2階

まず、図書館への入り方について、説明をします。ここは２階の入り口です。
こちらの入館ゲートに学生証を通して、中に入ることができます。
図書館を利用する際は、必ず学生証を持参してください。



入門書2階

ゲートを入っていくと、ここが２階のフロアになります。右奥に経済学分野の
本、左奥には、スポーツ関係の本、左手前には社会学・福祉分野の本が並んで
います。中央には、図書館の資料を検索できるPC端末を置いています。



文学賞受賞作品コーナー
新書・文庫コーナー

この本、今すぐ
借りられます！

2階

新書が
増えました♪

２階には、文学賞コーナーがあります。ここでは、芥川賞や直木賞、本屋大賞
などの受賞作品を並べています。
また、皆さんが手に取りやすい文庫や新書も、幅広く揃えています。



雑誌コーナー

最新号以外なら
借りられますよ。

この雑誌も、
借りられるの！？

2階

２階のPC端末の後ろ側には、雑誌コーナーがあり、４０種類ほどの雑誌を揃え
ています。「ポパイ」「日経エンタテインメント」といった雑誌が人気のよう
です。これらの雑誌も、最新号以外なら借りることができます。



視聴覚室

※ 館内での利用のみ

この映画、
いつか見たいと
思ってたよ…

2階

DVD2300本
20ブースあり

さらに、２階には視聴覚室もあります。DVDが2300本以上揃っています。
DVDは貸出はしておらず、館内のみでの利用となります。
授業の空き時間などに、ぜひ活用してください。



レポート作成コーナー

多読図書を読んで
英語力を鍛えよう！⇒ 

これを読んで
おけば心配なし！

2階

また２階には、レポート作成のコーナーがあります。ぜひ、最初のレポートを
書く前に読んでおきましょう。その後ろには、英文の読み物を揃えたコーナー
もあります。英語力アップにつながる多読学習として、ぜひ利用してください。



多摩図書館には何冊の本が
あると思いますか？

Ｑ．

では、ここで問題です。
多摩図書館には何冊の本があると思いますか？



多摩図書館全体で

約 84万冊！

あの本はどこに

あるのかなあ？

実は、２階だけで約16万冊の本があります。それでもまだ一部で、多摩図書館
全体では84万冊もの本があります。たくさんの本の中から、みなさんが読みた
い本、研究したいテーマの本を見つけるためには、どうしたらいいでしょうか。



さがしている本や雑誌
どこにあるかな？

OPAC(蔵書検索システム)を
使ってください

そんなときは、館内にあるパソコン端末を使いましょう。
「OPAC」という、本や雑誌を探すシステムを使って、資料を見つけることが
できます。このOPACはスマートフォン等学外からも利用できます。

https://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0


• 市ヶ谷・小金井図書館の資料も検索
• 予約･取寄や貸出延長も可能

OPACで検索！

OPACを使えば、市ヶ谷・小金井図書館の資料を取寄せしたり、オンラインで
貸出期限延長の手続きをすることができます。



本は最大10冊、
２週間まで！

貸出・返却カウンター2階

つづいて、ここは2階の貸出・返却カウンターです。
本を借りる際はカウンターで貸出手続きを行ってください。
２階の本は最大10冊、２週間借りられます。



3階へ上がってみよう！

では３階へあがってみましょう。
３階は、学生のみなさんが自主的に学習ができるフロアです。



学習室1 オープンPCエリア

本とデータベース
を使ってレポート

作成中！

ノートパソコンも貸し出しています！（平日午後）

3階

3階の学習室には、合計およそ１6０台のパソコンがあり、
多くの学生が、授業やゼミのない時間にここに来て、自習しています。
平日の午後は、ノートPCの貸出をしています。※ 図書館2･3Fでのみ利用可能



ラーニングコモンズ

ゼミのプレゼン資料
を作成中！

3階

学習室のとなりには、ラーニングコモンズという学習スペースがあります。
自由に使えるホワイトボードもあるので、友達同士で集まって勉強をしたり、
話し合いをするなど、気軽に利用してください。



グループ学習室

みんなで話し合いや
打ち合わせをしたい

利用には申込みが必要です。

学習目的での利用に限ります。

・プロジェクター

・スクリーン

・ホワイトボード

3階

ラーニングコモンズの奥には、仕切りのある個室が、３部屋あります。
大人数のグループで、議論をしたり、ゼミの打ち合わせなどをするときに、
2階カウンターでの申込みの上、ご利用ください。



クリエイティブルーム3階

3～5人で視聴覚

資料が見られる

ブースがあります！

３階にはクリエイティブルームという部屋があります。
カウンター席やソファー席があり、1人でも、またグループでも利用できます。
また、この部屋には主に海外からの留学生に向けた本も置いています。



閲覧席・PC利用可能エリア3階

コンセントあります♪

３階には、全部で２７０席の落ち着いた閲覧席があり、コンセントを完備した
ノートPCが利用できる席も用意しています。



1･4･B1･B2階

1階 カウンター 4階 雑誌書庫

B1階 書庫 B2階 個人文庫

新入生のみなさんも
ぜひ使ってください！

予約した資料
の受取はこちら

今回ご紹介できなかった1･4･B1･B2階にも、たくさんの資料があります。
OPACで予約･取寄した資料は1階のカウンターに届きます。



@hosei_tLib

多摩図書館はTwitterでお知らせを発信しています。もしよかったらフォローし
てみてください。
大学生活で、ぜひたくさん図書館を利用してください。

https://twitter.com/hosei_tLib


キャリアセンターから
1年生の皆さんに伝えたいこと

キャリアセンター多摩事務課



ご入学おめでとうございます！

キャリアセンターは学生の皆さんを、

社会へ送り出すお手伝いをしています。

これから一緒に、

あなたらしい仕事・生き方・暮らし方を

見つけていきましょう。



はじめに

キャリアセンターＬＩＮＥ公式

アカウントへの登録をお願いします！

キャリアセンターからの情報配信を

行っていきます。

登録はコチラから👇

https://www.hosei.ac.jp/careercenter/login/line/

https://www.hosei.ac.jp/careercenter/login/line/


本日のポイント

① 学生らしい生活ができるのは約２年

② 様々な経験を通して「自分らしさ」を
磨こう

③ キャリアセンターを利用しよう
行事を活用しよう



インターン
シップ

４年生

就職活動
スタート

内定

１年生～
3年生5月

３年生
6月～

就職活動がスタートするまで

学生らしい生活ができるのは約２年

近年は、３年生になると、インターンシップなど
就職へ向けた動きが始まります。
そのため、学生らしい生活ができるのは実質２年間
といえます。

※現４年生のスケジュールイメージ



将来のために
１年生のうちからできる、
しておくべき準備は・・・

「自分らしさ」を磨くこと

※今から就活対策を始める必要はありません。



４年生

自分をアピールする

１年生から３年生5月
３年生
6月～

価値観

具体的には「価値観」「興味」「強み」
を明確にしていこう

興味

強み

自分にとって
譲れないこと

どんなことに
興味が湧くか

自分の強みは
何か

この３つを明確にしていくことで、自分に合った
仕事を見つけることができ、就職活動でも自信を
持って自分をアピールすることができます。

内定



どうやって「自分らしさ」を
磨いていくの？・・・

大学生活を充実させよう

様々な経験をして、それを振り返ることで
「自分らしさ」が見えてきます。



経験を豊かにする機会はたくさんあります。
まずは挑戦してみて、自分なりのやり方を見つけて
いきましょう。その中で、自分の「価値観」「興味」
「強み」を磨いていきましょう。
そして、何かひとつでも「やりきった！」と言い切れ
る経験を持ちましょう。

大学時代は考える時間、体験する機会がある

勉強
部活

サークル アルバイト

ボランティア 趣味 何でも！



就職活動の選考でも
大学生活の過ごし方を問われる

Ｑ 大学で一番頑張ったことは何ですか？

＝大学生活で強み（社会に役立つ力）
を身につけているか（経験を基に）

Ｑ 当社を志望した理由は何ですか？

＝大学生活で職業観（働くうえでの
価値観）が持てているか
＋それが企業の価値観と合っているか



※もちろん
勉強も大切です

大学での勉強は知識を得るだけでなく、
取り組み方を通して、将来役立つ能力を
身につけられます。
（課題解決力、協調性、論理性、行動力など）

課題を持って勉強に取り組みましょう。



就職活動の選考でも
学業の取り組みを問われる

Ｑ 大学で特に力を入れて取り組んだ学業は
何ですか？

＝自ら学ぶ姿勢を持って主体的に
取り組んできたか



そして・・・

「自分らしさ」をもとに

自分の将来イメージを

少しずつ考えていこう

そうすれば、就職活動では慌てることなく

自分に合った仕事を見つけられるはずです。

そのために、できる限り社会人と接して

社会人のイメージも明確にしていきましょう。

理想の社会人像を確立できると、

自分の将来イメージが明確になります。



情報は自分から取ろう

情報過多の時代と言われていますが、

受け身になっていませんか？

自分で情報を取得し、自分の経験に基づいて

情報を処理しましょう。

自分の考えをしっかり持てるように

なりましょう。



いろいろな経験をして、

大学生活を充実させよう

その中で「自分らしさ」を磨こう

それをもとに

「自分の将来のイメージ」を少しずつ

考えていこう

まとめ



キャリアセンターを
利用しよう！

≪キャリアセンターでできること≫

●キャリア・就職活動に関する個別相談

●就職活動体験記の閲覧

●インターンシップ・求人情報の閲覧

●就職関連図書の閲覧・貸出

●就活対策ＤＶＤの視聴



キャリアセンターの場所

総合棟２階 図書館の隣の建物です

開室時間

月・水・木・金
9:00～17:00

火
12:30～17:00

土
9:00～12:00
※相談受付時間は

異なります

ココ



キャリアセンターの様子

1年生でも気軽に利用してください！



詳しいキャリアセンターの
利用方法は・・・

下記キャリアセンターWEBサイト掲載の
資料を確認してください👇

https://www.hosei.ac.jp/careercenter/important/arti

cle-20200323162921/

https://www.hosei.ac.jp/careercenter/important/article-20200323162921/


一緒に、あなたらしい
仕事・生き方・暮らし方を
見つけて行きましょう。

いつでも気軽に来てください！



2020
オープンキャンパス

リーダーズ



オープンキャンパスリーダーズってなに？

オープンキャンパスリーダーズとは夏休みに行われる大
学のオープンキャンパスを企画、運営する団体です！

毎年約100人弱のメンバーで構成されています。

準備や練習、イベントなど１年を通じて活動しています！



なにをしているの？〜春学期編〜

•春学期は５つの企画に分かれて活動します！

ウォーキング
ツアー

バス
ツアー

体育施設
ツアー

受験生応援 インフォメーション



なにをしているの？〜秋学期編〜

•秋学期は４つの部署に分かれて活動します！

新歓広報部

装飾部

メディア部

総務部



なにをしているの？〜その他編〜

授業期間に高校生向けツアー
をしたり合宿、レク大会、学
内イベント参加など活動は多
岐に及びます！



興味が湧いたあなたへ

オープンキャンパスリーダーズに少しでも興味が湧いた方！もう入ると決め
た方！企画などについてのより詳しい説明の動画が下のリンクから見られる
のでぜひチェックしてみてください！

↓↓↓

また、オープンキャンパスリーダーズ
のTwitter、Instagramのアカウント
も随時更新しています。ぜひフォロー
して確認してみてください。質問も
SNS上でも受け付けています！

Twitter Instagram

https://www.instagram.com
/tamaopencampusleaders/

https://twitter.com/Tama_leaders

https://youtu.be/QDq7d8uTvqY

https://www.instagram.com/tamaopencampusleaders/
https://twitter.com/Tama_leaders
https://www.instagram.com/tamaopencampusleaders/
https://twitter.com/Tama_leaders
https://youtu.be/QDq7d8uTvqY


最後に…

・高校生やお客さんの笑顔を作れる！

・学生主体で大学の公式の行事を作っていくという貴重な経験ができる！

・準備や練習に時間をかける分、大きなやりがいが得られる！

・自分たちがやりたいものを０から考えて作るという体験ができる！

・様々な人たちと交流が生まれ、大切な仲間ができる！

といったオープンキャンパスならではの体験がたくさん待っています。
皆さんのご応募お待ちしています！！

オープンキャンパスリーダーズでは



ハタチ前後の大切な４年間を過ごすことになる多摩キャンパス。

家との往復だけではもったいない。

家を飛び出し多摩地域に暮らそう。キャンパスを飛び出し多摩地域に学ぼう。

「多摩地域交流センター」なら、
あなたなりの　　　　ができる。



たままち日和多摩
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

地域交流・連携事業

学生プロジェクト

多摩キャンパス
近隣地域

法政大学
多摩キャンパス

地域交流
DAY

D
次世代型
モビリティ

交流
勉強会

多摩地域
形成論

NPO

市民団体

町田市

教育

研究

課外活動

八王子市

相模原市

中小企業

自治会・町会

地域住民

A
団地
住宅街

B
里山
森林

C
子ども
家族

経済学部・経済学研究科
社会学部・社会学研究科

現代福祉学部・人間社会研究科
スポーツ健康学部
スポーツ健康学研究科

多摩ボランティアセンター
キャリアセンター
環境センター
保健体育センター
多摩学生生活課
多摩図書館

気候変動・エネルギー政策研究所
大原社会問題研究所
比較経済研究所

スポーツ研究センター

サークル活動
部活動
体育会活動

導入１　多摩地域交流センターについて

OSEI; center for
niversity -
ommunity
ollaboration

　　　　  （多摩地域交流センター）では、

多摩キャンパスでの
　教育・研究・課外活動と、
キャンパスに隣接する
　町田市・八王子市・相模原市
　を中心とした近隣地域とを

“まるごとキャンパス” とみなし、
学内外での多様な
実践的な学びの場を
提供しています。



町田市

八王子市

相模原市

導入２　多摩キャンパス近隣地域について

 

　東京都の 23区と島しょ部以外
の地域およびその周辺を、
多摩地域と呼びます。

　多摩キャンパスは、多摩地域の
南の外れにあります。

　　　　　では、多摩地域の中で
も特に、町田市・八王子市・相模
原市をフィールドに、様々な活動
を行なっています。

農村・中山間地域

緑豊かな農村と、都市化の進んだ郊外の中間に位置し、どちらにも簡単にアクセスできます。

東京都総務局「多摩の魅力発信プロジェクト」

Google Maps

市街地・ニュータウン

八王子市

町田市

相模原市

NPO

市民団体

中小企業

自治会・町会

地域住民



HUCC主催事業について
地域交流DAY 2021年2月ごろ開催予定

　地域の方々と学生・教職員との交流
の場です。学生プロジェクトの報告や
ワークショップ・食事を通し、充実し
た交流が行われます。

　多摩地域をテーマとしたシンポジウ
ムを毎年開催しています。昨年は、町
田市・八王子市・相模原市の３副市長
をゲストにお招きしました。

　近隣地域を会場に、その地域ならで
はの交流の場づくりを行っています。
昨年は相原地域の「ゆくのき学園」を
会場に開催しました。

　多摩４学部４学年を対象とした公開
科目です。近隣地域から、様々な専門
のゲスト講師をお招きし、多摩地域に
暮らし・学ぶ意義を考えます。

　多摩地域交流センターを会場に、交
流の仕方や近隣地域の課題、プロジェ
クト運営を学ぶための会を、不定期で
開催しています。

たままち日和多摩
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

地域交流
DAY

交流
勉強会

多摩地域
形成論

　　　　　主催事業では、多摩
キャンパスおよび近隣地域にて、
教職員から地域の方々までを広
く対象とした、様々なイベント
を開催しています。

　　　　　学生スタッフになる
ことで、企画の立案や運営に携
わることができます。

学生スタッフになろう
HUCCの使い方❷

多摩地域形成論を受講しよう
HUCCの使い方❸

HUCC主催イベントに参加しよう
HUCCの使い方❶

多摩シンポジウム 2020年10月ごろ開催予定

たままち日和 2020年11月ごろ開催予定

交流会・勉強会 授業期間中・月３回程度

多摩地域形成論 秋学期・水曜３限



3
❸ 農業を通じた地域交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　 藤野やまなみプロジェクト●10
　 佐野川プロジェクト●11

❷  つながりプロジェクト

❹ おはやしプロジェクト
❺ 馬と共に作る地域社会

❶ 寺田団地活性化プロジェクト

❽  館ヶ丘プロジェクト
❼ 相原カフェプロジェクト

多摩地域ちむたま防災ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●13
　 小学校を核とした地域交流ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●12

❾  こすもす・だれでも食堂

❻ ゆくのきプロジェクト

わくわくほうせい！●14

登録プロジェクト 申請中のものも含む

藤野地区

相模原市

八王子市

町田市

多摩市

諏訪
藤野

至高尾

藤野地区

相模原市

八王子市

町田市

多摩市

諏訪

至高幡不動

至橋本

京王永山
八王子市

相模原市

町田市

西八王子
八王子

めじろ台

京王片倉

京王八王子

片倉

相原

高尾

寺田町

城山地区

相原町

法政大学
多摩キャンパス

館町

片倉町
至藤野

多摩キャンパス近隣地域藤野地区 多摩ニュータウン地域

地域横断型

　A～Dの４つのカテゴリーに基づき、近隣地
域との協働による事業を行なっています。
　とくに、サークルやゼミ、個人活動のうち、
地域交流・連携にかかわる活動を学生プロジェ
クトとよび、個人の関心に応じた多種多様　
な切り口から「地域」に取り組んでいます。

❸

　●10

　●11

❷❹
❺

❶
❽

❼

　●12❾

❻

地域交流・連携事業について

地域交流・連携事業

学生プロジェクト

D
次世代型
モビリティ

A
団地
住宅街

B
里山
森林

C
子ども
家族

●13 ●14

学生プロジェクトに参加しよう
HUCCの使い方❹

新規プロジェクトを立ち上げよう
HUCCの使い方❺



学生プロジェクト紹介A　【団地・住宅街】

❶ 寺田団地活性化プロジェクト

❶ 寺田団地活性化プロジェクト

❶ 寺田団地活性化プロジェクト ❽  館ヶ丘プロジェクト

❽  館ヶ丘プロジェクト❼ 相原カフェプロジェクト

❼ 相原カフェプロジェクト多摩地域ちむたま防災ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●13 多摩地域ちむたま防災ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●13

学生プロジェクトメンバー
随時募集中！



学生プロジェクト紹介 B　【里山・森林】 学生プロジェクトメンバー
随時募集中！

❸ 農業を通じた地域交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　 藤野やまなみプロジェクト●10 　 佐野川プロジェクト●11❷  つながりプロジェクト

❹ おはやしプロジェクト❺ 馬と共に作る地域社会❷❸❹❺ 城山地区全プロジェクト

❷❸❹❺ 城山地区全プロジェクト ❷❸❹❺ 城山地区全プロジェクト



学生プロジェクト紹介C　【子ども・家族】 学生プロジェクトメンバー
随時募集中！

　 小学校を核とした地域交流ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ●12

❾  こすもす・だれでも食堂

❾  こすもす・だれでも食堂

❻ ゆくのきプロジェクトゆくのき学園にて

ゆくのき学園にて ゆくのき学園にて

わくわくほうせい！●14わくわくほうせい！●14



二神 友造 さん　経済学部・経済学科 ４年
人生の学舎
　学生スタッフとして地域で活動して
いる学生、各地域の方々と関わること
で課題解決に向けての新たな視点や人
との関わりについて多く学びました。
HUCCのサポートがあることで考え
がより豊かになり、大きな成長の場に
なったと考えています。

森井 咲季 さん　社会学部・社会学科 ２年
教室内に留まらない学び
　HUCC では地域のボランティア活
動への参加はもちろんのこと、活動
の企画提案や運営などに携わること
が出来ます。実践的な学びを通して
自分自身がどこまで成長していける
のか、楽しみです。

川瀬 尚大 さん　社会学部・社会政策科学科 ４年
「HUCC」で未来を描いた僕
　僕は入学当時、ぼんやりと地方公
務員になりたいと思っていました
が、多摩地域交流センターで活動を
して、その理由をはっきりと見出す
ことができました。HUCCは、地
域交流だけでなく、自分の生きる道
を考える貴重な機会や材料を与えて
くれました。

多摩地域交流センター学生スタッフの声
　　　　　学生スタッフになると、
　　　　主催事業での企画立案や運営、学生プロ
ジェクト間の情報共有やサポートなど、学生の視
点から、HUCCの運営に携わることができます。

HUCC学生スタッフ
随時募集中！



「何ができるかわからない」
「学生スタッフ・学生プロジェクトに関心がある」

「大学の外で、大人と一緒に活動したい」
「サークル活動の幅を広げたい」

「ゼミや講義の課題で近隣地域を取り上げたい」

などなど、HUCC を訪れる動機はさまざまです。

どのようなご相談でも、まずは気軽に立ち寄ってみてください。

法政大学 多摩地域交流センター
〒194-0298
東京都町田市相原町 4342 総合棟２階
TEL　042-783-3014
FAX　042-783-2167
mail　chiiki-kouryu@ml.hosei.ac.jp
開室時間 平日 9:00～17:00 



2020年4月7日

多摩情報センター

コンピュータ・
ネットワークの利用

パスワード
を覚えよう

法政大学多摩情報センター

http://1.bp.blogspot.com/-Qec8tKinr_o/VCkbguVH6-I/AAAAAAAAnII/ifsr6_x3WXw/s800/hirameki_man.png
http://www.sharots.com/sozai/search/kensaku4_L.jpg


統合認証ユーザIDとは…

パスワードがわからず，
パソコンにログインできないと

情報実習授業では
欠席扱いとなることがあります

・情報実習授業
・学習支援システム
・法政ポータルサイト
Hoppii
・学内無線LAN
・大学メール（Gmail）

（□□@stu.hosei.ac.jp）

・情報システム
（履修登録や成績照会）

で利用します

大学生活を送る上で
絶対に必要となります

https://hoppii.hosei.ac.jp/
https://netsys.hosei.ac.jp/protected/manual/wirelesslan/manual-wireless.html
http://gmail.hosei.ac.jp/
https://assupport.ws.hosei.ac.jp/as/student/index.html


郵送したユーザID通知書
授業や履修登録，成績確認で必要

仮パスワードは
すぐに変更する。
忘れないように！

https://webt.hosei.ac.jp/webmtn/ で必ず変更！



情報セキュリティ
情報セキュリティハンドブック
を読んでください

◆自分を守る
ID/パスワードの管理，
ウィルス対策，ソフトウェア更新
・・・

◆情報を漏らさない
自分の個人情報をむやみに公開しない
・・・

◆迷惑行為・違法行為をしない
芸能人など他人のプライバシーを侵害しない
著作物の不正利用や盗用をしない
音楽ファイルやソフトウェアの不正コピーをしない
・・・

https://tedu.ws.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2020/04/security_handbook_2020.pdf
https://tedu.ws.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2020/04/security_handbook_2020.pdf


法政大学生協からのご案内



1号館 総合棟地下一階
生協タマえもん店のお知らせ

◎生協加入のお願い
まだご加入ではない方はぜひ生協に
加入をお願いします。
組合員になると
教科書が10%引きで購入できるので、
教科書購入前にご加入されることを
おすすめします。

【申込方法】
WEBから加入ができます。
https://text.univ.coop/puk/START/hosei/index.html

からお申し込みください。

https://text.univ.coop/puk/START/hosei/index.html


1号館 総合棟地下一階
生協タマえもん店のお知らせ

◎教科書販売について

各学部の掲示板または、生協HP

https://text.univ.coop/puk/START/hosei/inde

x.html

をご確認ください。

https://text.univ.coop/puk/START/hosei/index.html


1号館 総合棟地下一階
生協タマえもん店

◎バス定期券・回数券について

バス定期券・回数券は

生協タマえもん店で購入できます。

※大学の補助により通常よりも

安く購入できます。

詳細が決定次第大学HP・生協HP

にてご案内予定です。


