
　はじめに

　小学校から中学校，中学校から高校への進学と比べると，高校
から大学への進学は，仕組みや勉強の仕方の面で，より大きな変
化があります。大学が高校までの延長だと考えていると，大学に
入学したときに，そのギャップに戸惑うことになるでしょう。
　そこで，この本では，「高校と大学はどこがどう違うのか」と
いう視点から，大学の仕組みや勉強の仕方について，分かりやす
く紹介しています。巻末には，大学で使われる独特の言葉を集め
た，「大学用語集」も収録しました。この本を読めば，大学のこ
とが分かります。大学進学を考えるときや，入学が決まったあと，
入学して戸惑いを感じたときに，ぜひ読んでほしいと思います。
　高校と大学が違ういちばんの理由は，「大学生は大人として扱
われる」ということにあります。大学では，いろいろなことを自
分で調べ，確認し，決断し，実行することが求められます。しか
し，その分，何ごとも自分で決められる自由があります。そのこ
とに気づけば，大学生活をより有意義なものにすることができる
でしょう。
　みなさんがこの本で大学について知り，自分自身の手で，充実
した大学生活を築かれることを願っています。
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入学

大学祭

2年生
専門の授業も増えてくる

1年生
一般教養の授業が中心

クラブ・サークル活動

4 年間の大学マップ

卒業

3年生
ゼミ形式の専門の授業が中心

4年生
卒業論文や卒業制作

大学院

就職

ボランティア

海外留学
旅行

アルバイト

就職活動

インターンシップ
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TOPIC

1 高校と大学の違い
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	 いろいろなことを自由に決められる！

　高校と大学のいちばんの違いは，大学では「いろい

ろなことを自由に決められる」ということでしょう。

それは，何ごとにも自発性が求められるということで

もあります。

	 時間割は自分で作る！

　大学では，受ける授業を自分で選んで，「自分だけ

の時間割」を作ることができます。学科や専攻が同じ

でも，人によって時間割が違うのが当たり前です。授

業によっては，他学部や他学年の人と一緒になること

もあります。

	 時間割はどうやって作るの？

　授業を受けて試験に合格すれば，「単位」が取得で

きます。卒業に必要な単位数が決められているので，

授業は，4年間でその単位数を満たすように選べばよ

いのです。自分で選べるといっても，必ず履修▶しな

ければいけない科目（必修科目）もあります。

	 空き時間の過ごし方も自由！

　時間割の組み方によっては，空き時間もできます。

基本的に自由な時間なので，図書館で読書や予習をし

たり，食堂やキャンパスで友だちと過ごしたりするこ

とができます。

	 ホームルームがない！

　大学には，高校までのような決まったクラス（ホー

ムルーム）がありません。高校では授業ごとに先生が

教室に来てくれますが，大学では，学生が自分で決め

た時間割に従って教室を移動します。教室で座る席も

自由です。

	「自由」だけど「責任」も生まれる

　高校までは，クラスの担任の先生が学校生活に関す

る面倒をみてくれました。ホームルームのない大学で

はそうはいきません。時間割などを自由に決められる

反面，受ける授業の登録（履修登録）や必要な授業の

確認などを，自分の責任でしなくてはいけないのです。

	 必要な情報は掲示板で

　大学や教員からの連絡事項（休講▶や教室の変更な

ど）は，大学内の掲示板やインターネットで確認しま

す。掲示の見落としで困ったことになっても学生の責

任とされるので，「大学に行ったらまず掲示板を見る」

という習慣をつけることが大切です。

	 事務手続きは専用の窓口へ

　大学には，学務課や学生課といった，事務の窓口が

あります。履修登録や各種証明書の申請をするとき

は，先生に言うのではなく，これらの窓口に行きます

（インターネットで履修登録が行える大学もあります）。

大学の手続きで分からないことがあれば，事務の窓口

で相談します。

時間割の例

高校までと違い，1つの授業
は週1回がふつう。

必修科目から埋めていこう。

▶履修
授業を受けて単位を取ること。

次は心理学の授業…。

掲示は毎日確認！

▶休講
授業が休みになること。大学
では，先生が休んでも，代わ
りの先生が来たり，自習にな
ったりはしません。

英語Ⅱ

英語Ⅰ

フランス
語Ⅱ

フランス
語Ⅰ

発達
心理学

スポーツ

入門

心理学

情報

5限

基礎
ゼミ

演習

概論社会学

環境学

教職

月 火 水 木 金

外国語科目（必修）
専門基礎科目（必修）
一般教養科目
教職科目（学校教諭免
許取得のための科目）

1限

2限

3限

4限
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CHECK !

／10 問
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大学Q&A

Q1

Q2

TOPIC	1 の文章を読んで，次の問題に答えましょう。

問１　適切な選択肢を選んで，正しい文章にしましょう。
⑴　大学の時間割は，

　　 　ア　学部・学科ごとに決まっている。
　　 　イ　複数のパターンから選べる。
　　 　ウ　自分で決められる。
⑵　大学の授業は，

　　 　ア　ホームルームで受ける。
　　 　イ　授業ごとに教室を移動する。
　　 　ウ　学部ごとに教室が決まっている。
⑶　大学からの連絡事項は，

　　 　ア　担任の先生が伝えてくれる。
　　 　イ　掲示板やインターネットで確認する。
　　 　ウ　事務の人が教えてくれる。

問２　正しいものに ，誤っているものに を入れましょう。

⑷　 　授業は他学部や他学年の人と一緒になることもある。

⑸　 　1週間に 1つの授業が 2〜 4回ずつある。

⑹　 　時間割はまったく自由に決められる。

⑺　 　授業では座る席が決まっている。

⑻　 　選択すべき授業は先生が教えてくれる。

⑼　 　先生が都合で休んだ場合は，代わりの先生が来る。

⑽　 　授業の登録や証明書の申請は自分で先生にお願いする。

　

午前中に授業がない曜日ができてもいいの？ 
授業を 1 つも受けない曜日ができてもいいの？

A　自分で時間割を作るときに，授業が午前中だけの曜日や，
午後だけの曜日ができるかもしれません。大学では，授業が昼
からということも珍しくありません。同様に，授業がまったく
ない，休みの曜日を作ることもできます。ただ，大学の授業は
集中力を要しますし，予習・復習など，授業以外に多くの時間
を必要とします。特定の曜日に授業が偏ったり，朝から晩まで
授業を詰め込みすぎたりしないよう，バランスを考えることも
必要です。

単位は 1 年生のうちに 
ほとんど取ってしまうこともできるの？

A　大学の授業は，予習・復習をしたり，調べものをしたりと，
授業時間以外にも多くの時間を必要とします。授業を詰め込み
すぎると，1つ 1つの授業が消化不良になるので，多くの大
学が，1年間で履修できる単位に上限を設けています。とはい
え，3，4年生になって専門の授業が始まると，レポートや発
表などで，調べたり文書をまとめたりする時間がさらに増えま
す。就職活動などで忙しくなることも考えて，1，2年生のう
ちに，取れる単位をしっかり取っておくことも大切です。


