


特集１　上智用語集

特集２　写真で巡る上智大学

特集３　在校生のキャンパスライフ！　
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はじめに

キャンパスライフ丸わかりすごろく解説 BOOK

このオンラインマガジンでは 「キャンパスライフ

丸わかりすごろく」 で登場した上智大学でよく耳

にする単語の紹介や、 時間割や大学での一日など、

何名かの上智大生が紹介するキャンパスライフの様子など

を取り上げています。 上智大学を目指している受験生は

もちろん、 まだキャンパスに足を運んだことのない

新一年生も在学生目線からのキャンパスライフ情報

を知れるように編集しました。 キャンパスライフ

丸わかりすごろくで遊んだ後にこのマガジンを読んでも、

このマガジンだけを読むだけでも、 上智大学のいろはを

楽しく理解できるような内容になっています。

このオンラインマガジンを読むことで、

これからのキャンパスライフがより充実したものになるよう、

心から願っております！

はじめに

キャンパスライフ丸わかりすごろく編集者一同



　
　

　1限が始まる9時前までに
1時間限定で提供される朝食の
こと。２号館食堂で食べられる
ボリューム満点のカレーは早起
きしても食べる価値あり！健康
にもいいのでぜひ早起きして早
めに食堂に行ってみよう。

　２号館ではカレー以外にも定食を食べられます！学内にある
サブウェイやプロントでも100円朝食を食べられるので、１
限からやる気を出すために食べてみよう！

★在学生のコメント
１００円という破格の安さな
のに食堂は昼時に比べると空い
ていて快適です！晴れた日は外
の景色を見ながら清々しい気分
で一日の始まりを迎えることが
できるので、とってもおスス
メ！

◎１００円朝食
上智大学用語集
　すごろくで登場した上智大学の用語について解説していきます！
　もちろんすごろくで遊ばずに用語集を見るだけでもキャンパス
ライフのことを知れちゃいます！

特集１



◎四ツ谷駅

　
　

　上智大学の最寄り駅。JR中央線・総武線、東京メト
ロ丸ノ内線・南北線が乗り入れる。中央線のほとんど
の列車が止まるほど大きい駅であり、朝夕は混雑する
から気をつけよう。

　
　

　

　ご飯も遊びもなんでもできる大都市。四ツ谷駅から
約６分で行けるため空きコマを新宿で過ごす人も多い。
一方であんまり慣れていない人にとっては複雑な駅構
内で迷うこともザラにある。慣れないうちは友達と行
こう！

◎新宿

　
　

　毎年七夕に行われる上智大学
の名物イベント。この日だけは
浴衣を着て授業を受けることが
でき、キャンパスや教室内が華
やかになる。当日は６号館１階
に七夕短冊が設置されるので願
いごとを書くと叶うかも？
　授業後は友達と浴衣でお台場
や浅草に遊びに行こう！

　
　

★在学生のコメント
　浴衣デーは上智にしかないユ
ニークなイベントではないので
しょうか？個人的に一番気に
入ってる上智のイベントでもあ
ります！
　当日は学科の友達やサークル
の友達と浴衣で写真を撮ること
も多いので、ぜひとも参加して
キャンパスライフでの思い出を
作ろう！　　　　　　　　　
　

◎浴衣デー

↑ぜひ１号館で写真を撮ろう！
　　　　　　　　
　



　ご飯も遊びもなんでもできる大都市。四ツ谷駅から
約６分で行けるため空きコマを新宿で過ごす人も多い。
一方であんまり慣れていない人にとっては複雑な駅構
内で迷うこともザラにある。慣れないうちは友達と行
こう！

★在学生のコメント
　浴衣デーは上智にしかないユ
ニークなイベントではないので
しょうか？個人的に一番気に
入ってる上智のイベントでもあ
ります！
　当日は学科の友達やサークル
の友達と浴衣で写真を撮ること
も多いので、ぜひとも参加して
キャンパスライフでの思い出を
作ろう！　　　　　　　　　
　

↑ぜひ１号館で写真を撮ろう！
　　　　　　　　
　

　2号館にある食堂のこと。座席数が多く、隣にはサ
ブウェイもあるからお昼時は学生でいっぱいになる。
きれいな食堂なので居心地の良さは抜群！ 

★在学生のコメント
　２号館食堂は、屋上にテ
ラスもあり、天気の良い日
はそこにご飯を持って行っ
て食べることもできます。
また、晴れた日は新宿や富
士山が見えます！ぜひ在学
中に一度は行ってみたい！ 

　２号館食堂の隣にはサブ
ウェイもあります！その日
の気分によっていろいろな
昼食を食べられるのも上智
の食堂の魅力！ 

◎２号館食堂
　各授業で学期末に行われるテストで、成績に大きく
影響することが多い。語学系の授業は授業の最後の週
にテストがあり、そのほかのほとんどの教科はテスト
期間に行われる。学生証を忘れると受けられないので
注意。ちゃんと勉強して受けよう！

体

　大学で学ぶ英語とは違うもう一つの外国語のこと。
ほとんどの学科の必修科目で、おそらく多くの学生が
学ぶことになる。中国語やフランス語、ドイツ語など
の馴染みのある言語はもちろん、アラビア語やスワヒ
リ語など計22言語から選べる！多くの言語を選択で
きるのは上智ならでは！

　

　1年の必修科目。高校の科目でいう保健体育みたい
な科目であるが、高校の時ほど激しい運動はしない。
他学部・他学科の人と同じクラスになることが多く、
ここで新しい友達ができることもあるので積極的に授
業に取り組もう！キンボールやブラインドウォークな
ど、高校では体験したことのないような活動が授業内
でできるかも！

◎第二外国語

◎期末テスト

◎ウェルネスと身体

✓ハラルデェ



✓フレマン

　２号館食堂の隣にはサブ
ウェイもあります！その日
の気分によっていろいろな
昼食を食べられるのも上智
の食堂の魅力！ 

　1年の必修科目。高校の科目でいう保健体育みたい
な科目であるが、高校の時ほど激しい運動はしない。
他学部・他学科の人と同じクラスになることが多く、
ここで新しい友達ができることもあるので積極的に授
業に取り組もう！キンボールやブラインドウォークな
ど、高校では体験したことのないような活動が授業内
でできるかも！

　オリエンテーションキャンプの略。入学式を終えた
新入生が学科ごとに一泊二日で行く合宿のこと。この
合宿中に同じ学科の人と仲良くなったり、ヘルパーと
呼ばれる先輩方に大学生活や履修登録などを教えても
らう。 

★在学生のコメント
　入っていきなり初対面の人と合宿！？とはいっても、
ヘルパーの先輩がゲームなどを企画してくれるので、
学科の友達と話せるチャンス！積極的に参加しよう！

　ミッション系大学ならではの授業で、一年次の必修
科目。キリスト教や、人間学に関する授業から自分が
興味あるものを選択できる。キリスト教の勉強ができ
るのは上智大学ならでは！！ 
（科目例：聖書についての授業、キリスト教の音楽につ
いての授業、ジェンダーについての授業など）

◎オリキャン

◎キリスト教人間学

✓ハラルデェ
　

　ホフマンホール内にあるレ
ストランのこと。ハラルフー
ドが食べられる上智らしい食
堂で、特にカレー＆ナンは絶
品！ いつも学生で賑わってい
ます！
　２号館食堂と同様、テラス
もあるので晴れた日は外で食
べてもOK!

◎ハラルデリ＆カフェ

◎ソフィアジャージ
　通称ソジャー。２号館の地下１階で買うことができ
る。持っている上智生は多い！１着持っておくと寝坊
したときなどに何かと便利。カラーバリエーションが
豊富で一番人気はボルドー。オリエンテーションキャ
ンプにこれを着て参加する新入生も多い。 



✓フレマン
　6号館1階にある施設のこと。LLCは Language 
Learning Commons の略で、言語学習に関する資料の
閲覧や言語学習の相談もすることができる（一部事前
予約必要なサービスあり )。週に1回、大学院生や他
の学生と外国語で会話の練習をできる外国語コミュニ
ケーショングループという無料のサービスもあるので、
余裕があればどんどん利用してみよう！ 

　 大学のサークルの控室や活動場所が集まっている施
設のこと。３限・４限が終わった後になると部活動や
サークルに行く人で賑わう！カレーとナンがおいしい
ハラルデリカフェもこの中にある！

　フレッシュマンウィークの略。新歓が行われる期間
のことで、この期間に校内でサークル・部活の勧誘が
行われる。新入生の両手は各団体が配るビラでいっぱ
いに！ 

　 

　北門：新宿通りに面した大きい白い門のほうが北門。
受験の時はここから入構する。駅から近いため上智生
は普段北門から出入りすることが多い。土日は開いて
ないから注意！ 

　正門：駅前の細い道であるソフィア通りに面した門。
入るとすぐ１号館が見える。
　

←
北門
→
正門
　

◎LLC

◎ホフマンホール

◎フレマン

◎正門と北門

　ミッション系大学ならではの授業で、一年次の必修
科目。キリスト教や、人間学に関する授業から自分が
興味あるものを選択できる。キリスト教の勉強ができ
るのは上智大学ならでは！！ 
（科目例：聖書についての授業、キリスト教の音楽につ
いての授業、ジェンダーについての授業など）



　上智大学前の大通りの脇にある商店街のこと。美味
しい料理がある居酒屋やレストランが多く、授業の帰
りに行く学生が多い！カラオケもあるので、空きコマ
に立ち寄るのもあり！ 

写真で巡る上智大学
特集２

→
１１号館の学生食
堂。お昼時には多
くの学生でにぎわ
います！国際教養
学部が近いので、
２号館の食堂より
も外国の学生が多
い気がします。

←クリスマスが近
づくとクリスマス
ツリーが登場！！
ミッション系の大
学ならでは！

◎セブ地下

◎ブレイクアウトセッション

◎しんみち通り

　12号館（北門の右横）の地下に
あるセブンイレブンのこと。学内に
はコンビニが少ないため授業の合間
の休み時間は混雑する。特にお昼時
には学生で大混雑するため早めに行
こう！上智の前の大通りを麹町方面
に少し歩けば２つセブンイレブンが
あるので、急いでいる時はそこも使
うのもあり！

　zoomを用いたオンライン授業でよく行われる、数人
ずつのグループに分かれ話し合いなどをする場。積極
的に話し合いに参加しよう。



←
ソフィア祭前夜
祭の時の７号館
の様子

←四ツ谷駅方面から
見た上智大学の様子。
駅から歩いてすぐと
いう便利さ！新宿や
東京からも近い！

→
夕方のキャンパ
スはいい感じに
映える！

→
休み時間はクレー
プを食べてリフ
レッシュ！



在校生のキャンパスライフ

を覗いてみよう！

特集３

←
２号館の上層階
から新宿方面を
見る

↓→
右の写真は教室の様
子。
下の写真は９号館カ
フェテリアの様子。
お昼休みになると学
生で賑わいます！



外国語学部ドイツ語学科 2 年生

1年生の春学期は大学生活に慣れる為に周りの友達より

少し少なめの 20 単位分の授業を取りました。 対して、 秋学期は

少し多めの 26 単位を取りました。 秋学期は授業数が多くて大変だった為、

春学期のように各学期 20 から 22 単位ずつを取ることをお勧めします！

もちろん、 早くから授業を沢山とることに越したことはありませんが、

どの授業も満遍なく頑張れることも重要です！
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10:55

12:30
13:30

15:10
15:30

18:00

18:20

20:00

23:00

睡眠

準備＆登校

朝食

１限

空きコマお昼休み
３限

バイト

サークル

遊び

自由時間

円朝食を食べる。

おいしい︕

ドイツ語の授業

少人数クラスでみっちり︕

図書館で友達と勉強︕しゃべりながら

勉強できる部屋もあるよキッチンカーで鶏肉丼︕

大盛りは無料でうれしい︕

言語学について学ぶ

興味深い…

大学近くのバイト先へ ︕

学年・学部の垣根を越

えて交流できる︕

大学に戻って

サークル活動︕

夜はサークルの人と

新宿でご飯︕

今日習ったドイツ語の宿題を解いて就寝

般教…　文系の人でも理系の般教を取れる！積極的に頑張ろう

ドイツ語…週６コマの授業でみっちり学ぶ　在外履修制度があるからやる気が続く！

１年のときは浴衣デーがとても楽しかったです。

浴衣デーの日には、 授業後に友達と浅草やお台場に行く人が多く、

そこでカップルがうまれることも！？僕は、 浴衣デーの日には

サークルの友達と浴衣でピザを食べました。 僕だけ靴としてクロックス

もどきを履いてきてしまって、 みんなからバカにされたことは今となっては

いい思い出です。 また、 浴衣はぜひ通販や家の近くのお店で買うことをおススメします！

浴衣デー前日当日は学内でも浴衣が売っているのですが、

とても混雑して目当ての色の浴衣が売り切れてしまうこともあります！

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 ドイツ語コミュ ウェルネス ドイツ語コミュ ドイツ語コミュ

2 ドイツ語文法　 ドイツ語文法 ドイツ語コミュ
空きコマ
in図書館

般教
（心理学入門）

3 般教（理系科目）
応用言語
研究入門

4 (単位には含ま
れない）

キリ教（倫理学）

5 ドイツ語圏研究

6

Lunch Time

１年生の頃の時間割 （対面）



経済学部経営学科 3年生
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23:00

睡眠

朝食＆準備

登校

１時限目
２時限目お昼休み

３時限目

サークル

バイト

自由時間

時間弱電車に乗るので

映画を観たりします︕

学科の友達と四ツ谷駅近くの

中華屋さんでランチ︕

今日の授業終了︕

サークル活動に参加︕

地元で個別指導塾の

バイトをしてます︕

サークル活動の作業を仕上げたり

朝観た映画の続きを観たりします︕

簿記会計学Ⅰ…この授業を履修したことをきっかけに、

日商簿記 3級を取得できました！

自分のスキルに直接つながる授業があるのも、

経営学科ならではだと思います！

私は 4年生の時にゼミだけ受ければ

よい状態にしたかったので、1年生から 2 年生までは

1年間で履修できる最大単位数を履修しました。

それでも経営学科は 1年間で履修できる単位数が

他学科より少ないので、サークル活動やバイトとの両立には問題なかったです！特にサークルの活動には力を入れて、

一生付き合いたい大切な友人を作ることができました！大学に入った際には、何かしら自分が興味のある

サークルや団体に所属することをおすすめします！

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 般教
（文化人類学）

学科科目
（簿記会計学
Ⅰ）

2 学科科目
（製品開発論）

学科科目
（経営管理論）

学科科目
（監査論）

他学部科目
（道徳教育）

3
学科科目

（マーケティング
戦略論）

学科科目
（マーケティン
グ・リサーチ入

門）

他学部科目
（社会心理学
Ⅱ）

他学部科目
（特別活動論）

4

5

Lunch Time

２年生の頃の時間割 （対面）



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 教育方法学Ⅰ 教育社会学Ⅰ 情報リテラシー

2 学校教育Ⅰ 国際教育学Ⅰ 教育相談

3 ウェルネス
特別支援の
理論と実践

4 総合人間
科学入門

キリ教

5

6

Lunch Time

総合人間科学部教育学科 1年生

教育学科は教職の授業も単位に換算することができるので、

まだ教職をとるかどうか迷っている段階ではあったのですが、

とりあえず教職の授業を 2授業とってみました。

授業のオンライン化によって通学時間がなくなったことは、

大学まで片道 1時間半かかる僕からしたらとてもうれしいことでした。

不安だったことは大学の友達を作る機会が少なくなってしまったことですが、

そのことに関してもサークルに入って感染症対策を

しっかりと行ったうえで大学の友達と会えることができたので良かったです。

0:00

9:30

10:55

12:35

13:30
15:10

15:25

17:05

18:00

22:30

朝食＆準備

２時限目

お昼休み時限目
休憩

４時限目

休憩

バイト

自由時間

睡眠

自分でお昼ご飯を作って食べていました

授業終了︕

休憩＆バイトの準備︕

１年生春学期の時間割 （オンライン）



外国語学部ドイツ語学科に所属しています。

外国語学部の 1、2年は週 6コマ (600 分 !!) 程度専攻の言語の授業を

受けることになるので、外国語学部を目指している人は、

自分の学びたい言語を良いよく吟味するとよいです！

入試の時には、国語、英語、世界史を受験科目としました。

世界史は資料集に載ってそうな細かい知識も出てくるため、教科書の単語だけでなく

様々な事柄に興味を持っておくと難しい問題にも対応できます！

本番では、隣の人との間隔が近く、鉛筆の音などに神経質になってしまい

あまり集中できませんでした涙。どんな状況にも対応出来るように、

準備は念入りにしておくと気持ちが楽になります！

僕は初め、かわいい女の子がいると聞いて

第一志望を上智にしようと思って受験勉強を始めました。

しかし、上智のことを調べていくにつれて

今まで知らなかった上智の魅力（キャンパスがきれい、国際色豊か、等々）

に気が付き、自分がそんな憧れの場所で生活することを想像しながら

勉強のモチベーションを保っていました。

勉強に行き詰ってなかなかうまく進んでいない受験生は、

一度ペンを置いて休憩がてらに

自分の志望校について調べてみるのも

いいかもしれませんよ！

経済学部経営学科に所属しています。

経営学科は必修（必ず履修しなければならない授業）

が少ないため、履修の自由度が高いです！この特徴を活かして、

私は経営学の他に興味があった心理学や教育学も積極的に履修しています。

私のように、まだ学びたいことが完全に定まっていない人にもおすすめの学科です！

法学部も受験したので、入試では英語・国語（漢文含む）・日本史が受験科目でした。

上智の入試は他大学と全く異なる特徴的な出題傾向のため、

何年分もの過去問を繰り返し解くことが重要です。

私は、文系のほぼ全学部の 8年分の過去問に取り組みました！

コロナ渦で不安なだと思いますが、努力は絶対に裏切らないので

自分を信じて頑張ってください！！

受験生の皆さんへ
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