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その他

学生生活支援Ｑ＆Ａ
大学生活で、
「こんなときどこに行けば教えてもらえる
のだろう?」と疑問に思ったら、まずは以下のページを参
考に探してみてください。

※（共通）…どのキャンパスの学生でも、こちらの窓口で受けつけます。

Ｑ．学生生活や人間関係について相談したい。
キャンパス
市ケ谷
多

摩

小金井

施設名／場所

各窓口からひとこと紹介

学生相談室

学生相談室は、大学生活で直面する問題について皆さん
と共に考え、
「次の一歩」につながる支援をしています。
専門のカウンセラーが対応しますので秘密は守られます。
一人で悩まず、まずは相談してみてください。
※毎月１回、
弁護士による法律相談（無料）も行っています。

富士見坂校舎４階
学生相談室
総合棟２階
学生相談室

問い合わせ先
03-3264-9493
042-783-2158

http://www.hosei.ac.jp/campuslife/kenko_sodan/gakusei/
042-387-6050

管理棟４階

Ｑ．障がいのある友人の力になりたい。
キャンパス
市ケ谷
多

摩

小金井

施設名／場所

各窓口からひとこと紹介

障がい学生支援室

障がいのある学生が皆と同じように講義を受講できるよ
うにするための「講義保障」を中心に、社会へ出るため
の自立をサポートしています。これらの活動は、学生ボ
ランティアによって支えられており、障がい学生と支援
学生の双方が成長できるコミュニティを目指しています。

042-783-4038

http://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/shiensh
itsu.html

042-387-6050

58年館 1 階
障がい学生支援室
総合棟２階
障がい学生支援室
管理棟４階

問い合わせ先
03-3264-6718

Ｑ．セクハラ・アカハラについて相談したい。
キャンパス

市ケ谷

施設名／場所

ハラスメント相談室

※（共通）

各窓口からひとこと紹介
専門相談員（臨床心理士）がお話を伺い、一緒に問題の解
決方法を考えます。また申立て手続きのサポートもいたし
ます。一人で来るのが不安なら、家族や信頼できる友人、
教職員等と一緒に来室することもできます。相談者のプラ
イバシーは守られますので、安心してご相談ください。
http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/torikumi/harassment/
他キャンパスにも出向きます。

問い合わせ先
03-3264-4409
stopharass@
hosei.ac.jp

Ｑ．空き時間にスキルアップをはかりたい。
キャンパス
市ケ谷
※（共通）
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施設名／場所
学習ステーション
富士見坂校舎２階

各窓口からひとこと紹介

問い合わせ先

学習ステーション（通称：Lステ）は学生・職員・教員の
協働による学習サポート空間です。新入生サポート活動や、 03-3264-9072
教員による 30分一本勝負のLステゼミ、職員と対話する
職員トーク、学生同士が学びあう学生プログラム、学生目
http://peernet.i.
線を取り入れた各種プロジェクトを実施しています。所属
hosei.ac.jp/lstation/
学部に関係なくどのキャンパスの学生も参加可能です。

Ｑ．海外の大学に留学したい。
キャンパス
市ケ谷
多

摩

小金井

施設名／場所

各窓口からひとこと紹介

58年館 2 階

センター国際交流課窓口にご相談いただくか、「海外留学
の手引き」をご覧ください。学部独自の留学制度につい
ては各学部窓口、またはグローバル教育センター国際交
流課 SA 担当までご相談ください。

グローバル教育センター 本学には、
「法政大学派遣留学制度」
、
「認定海外留学制度」
国際交流課
などの留学制度があります。詳しくは、グローバル教育

グローバル担当
総合棟地下１階
国際交流支援室
管理棟３階

http://www.global.hosei.ac.jp/

問い合わせ先
03-3264-9662
042-783-2130
042-387-7018

Ｑ．就職活動について相談したい。
キャンパス
市ケ谷
多

摩

小金井

施設名／場所

各窓口からひとこと紹介

キャリアセンター

３キャンパスで展開するキャリア就職支援行事をはじめ､
個別相談では､専任スタッフ以外にもキャリアアドバイ
ザーといった様々な経験をもつスタッフが､学年や内容に
応じた対応をしています。

外濠校舎２階
キャリアセンター
総合棟２階

http://www.hosei.ac.jp/careercenter/

キャリアセンター

問い合わせ先
03-3264-9604
042-783-2173
042-387-6045

管理棟２階

Ｑ．奨学金制度を利用したい。
キャンパス
市ケ谷
多

摩

小金井

施設名／場所

各窓口からひとこと紹介

学生センター厚生課

本学で扱っている奨学金には、法政大学独自の奨学金、
日本学生支援機構、民間奨学財団・地方公共団体等の奨
外濠校舎１階
学金があります。募集に関しては、奨学金関係掲示板や
学生センター多摩学生生活課 ホームページ等でこまめに確認してください。特に4月上
旬には、多くの奨学金の募集があります。
EGG DOME２階
http://www.hosei.ac.jp/campuslife/shogaku/
学生センター小金井学生生活課
管理棟２階

問い合わせ先
03-3264-9486
042-783-2151
042-387-6011

Ｑ．映像等をみることができる施設を知りたい。
キャンパス
市ケ谷

施設名／場所

042-783-2123

映像資料を視聴できる場所があります。
●座席数／ 20 席
●開室時間／平日9:00～21:00、土曜9:00～18:00、日曜10:00
3号館（図書館・研究所棟）2階
～17:00（開館日程の詳細は、図書館HPで確認してください。）

042-783-2264

小金井

図書館メディアライブラリー ●座席数／ 30 席（グループ席有り）
●開室時間／平日 10:30 ～ 18:30
南館 3 階

042-387-6057

図書館内視聴覚室

その他

映像授業で使用している語学教材の利用や名作映画を視聴
することができます。
（持ち込みは禁止）
●利用時間／ 9:00 ～ 16:30

総合棟２階
摩

問い合わせ先
03-3264-4061

フリーラボルーム
多

各窓口からひとこと紹介

ピア・ラーニングスペース 英語をはじめ、諸外国語の学習の場としてご利用ください。
●開室時間／平日 9:00 ～ 21:00、土曜 9:00 ～ 17:00
ボアソナード・タワー３階 ●日・祝 休館

※窓口の時間等については、時期により変更となる場合がありますので、掲示や HP 等での通知には注意してください。
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※（共通）…どのキャンパスの学生でも、こちらの窓口で受けつけます。

Ｑ．ボランティア活動に参加してみたい。
キャンパス
市ケ谷
多

摩

小金井

施設名／場所

各窓口からひとこと紹介

市ケ谷ボランティアセンター 大学には､ボランティア活動をサポートする｢ボランティ
アセンター｣という組織があります｡学生のみなさんがボ
外濠校舎１階
ランティア活動をすることは､世のため人のためだけでな
多摩ボランティアセンター く､自分自身が成長する｢きっかけ｣にもなります。
また､ボランティアセンターには｢学生スタッフ制度｣を設
けています｡興味のある方は､ボランティアセンターまで
EGG DOME２階
ご相談ください。
小金井ボランティアセンター
管理棟２階学生生活課内 http://www.hosei.ac.jp/volunteer/

問い合わせ先
03-3264-9516
042-783-2073
042-387-6041

Ｑ．多摩キャンパスでの地域交流に参加してみたい。
キャンパス

施設名／場所
多摩地域交流センター

多

摩

※（共通）

総合棟２階

各窓口からひとこと紹介
多摩キャンパスの近隣地域をフィールドに、地域での取
り組みや、課題発見・解決に参加すること、また地域活
性化等に関する活動を自らが企画・立案・運営すること
もできます。そのような活動を通じて、自分自身の成長
やキャリアを身につけたい方、社会貢献に興味のある方
など気軽にお立ち寄りください。

問い合わせ先

042-783-3014

http://hucc.hosei.ac.jp/

Ｑ．英会話のスキルアップをはかりたい、英語の学習方法について相談したい。
キャンパス
市ケ谷

多

摩

小金井

施設名／場所

各窓口からひとこと紹介

外 国 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 空 間 と し て「Ｇラ ウ ン ジ
55 年館 1 階
（GIobal Lounge）
」を３キャンパスに展開しています。
キャンパス内にいながらにして、ネイティブスピーカー
大教室 A 棟 2 階
との日常的なコミュニケーションの機会を持つことがで
（総合棟地下 1 階
き、より実践的な語学力を身に付けることができます。
書籍購買部・
また、
ERP（英語強化プログラム）の窓口になっています。
タマえもん向かい） 英語学習に関心のある方は、気軽にお立ち寄りください。
管理棟 4 階

http://www.global.hosei.ac.jp/

問い合わせ先
03-3264-4502

042-783-3018

042-387-6281

Ｑ．博物館・美術館キャンパスメンバーズって何ですか。
法政大学では、東京国立博物館キャンパスメンバーズ、国立美術館キャンパスメンバーズに加入しています。
学生証を提示することにより、東京国立博物館、東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館で観
覧料無料・割引などの特典が受けられます。ぜひ積極的に活用してみてください。
http://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/campas_members/

今年こそやってみよう！

挑戦しなければ、
何も始まらないよね！

58

