入学前に、多くの人
が経験するのが「部
屋探し」と「初めて
一人暮らし」への不
の
安。８人の先輩学生
が本音で語る体験談
アドバイスを参考にし
や
て、スムーズに新生
活をスタートさせま
せんか。

先輩たちの
知恵を集結

一人暮らしの

座談会

2019 年 10 月に開催したものです。

部屋探しの実体験！
乙藤 一人暮らしの準備と言えば、ま
ずは部屋探しだけど、皆はいつ頃どう
やって部屋を決めた？
村上 僕は AO Ⅱ型なので、合格発表日
の週末の２月中旬に広大生協の①新入生
サポートセンターに行って決めたんだ。
奥 田 AO 入 試 の 人 は 時 間 に 余 裕 が
あって羨ましい！ゆっくり部屋探しが
出来そうですね。
村上 そうだね。でも、前期入試受験
者を対象にした②合格前住まい予約会
が始まっていたから、会場は結構賑
わっていたよ。
乙藤 どんな条件で部屋を探したの？
村 上 高 校 の ３ 年 間 は、 自 宅 か ら
13km 以上も離れた学校に自転車で
50 分かけて通学していたから、大学
では、家賃は少し高くても大学に近い
マンションにさせてもらったんだ。
石川 住み心地はどうですか？
村上 大学の他に、スーパーにも近く

MURAKAMI KENTA

村上 健太

さん
工学部第１類４年／愛媛県・松山西中等教育学
校出身／下見のマンション
（大家管理）
／家賃＋
共益費：／5.4万円／仕送り：10.4万円、アルバ
イト：３万円／将来：みんなを笑顔にできる仕事

て便利だよ。
槇山 じゃあ、
自炊もやりやすいですね！
村上 いや、全くしない（笑）。４年間、
３食とも学食で③ミールカードを使っ
て食べているよ（笑）
石川 大学に近いと学食も使いやすい
ですね（笑）
中岡 私は、前期試験時の合格前住ま
い予約会で部屋の予約をしました。２
月 25 日の試験当日はお母さんが④広
大周辺バスツアーに参加をして、翌日
に私と一緒に部屋の予約をしたんです。
奥田 予約は試験当日でもできるんで
しょ？
中岡 そうなんだけど、やっぱり自分
も見たり、先輩の話を聞いてみてから

決めたかったのよ。
村上 生協の場合、在学中の先輩学生
が実体験をもとに部屋を紹介してくれ
るから、何でも聞きやすいし正直に答
えてくれるから、参考になるよね。
西森 私の場合、部屋はすぐに決まっ
たんですけど、アルバイトやサークル
のことも一緒に教えてもらいました
（笑）。入学前に色々と知ることが出来
たので、とても安心しました。
村上 部屋を見学に行く時の車内が、部
屋以外のことを聞くチャンスだよね（笑）
。

前期試験時のバスツアー！
乙藤 ところで、前期試験時のバスツ
アーってどうなの？バスガイドは広大

NAKAOKA YUME

中岡 由芽

さん
教育学部第１類３年／山口県・徳山高校出身
／中央のマンション（生協管理）／家賃＋共益
費：／4.4万円／仕送り：４万円、奨学金：５万
円、アルバイト：４万円／将来：小学校教師

生なんでしょ？
中岡 参加したお母さんが東広島キャ
ンパス周辺の環境や家賃相場にすごく
詳しくなっていて、入試が終わった夜、
私に熱弁するのよ（笑）。お陰で翌日
すごく部屋が選びやすかったわ。
上野 僕のお母さんもバスツアーに参
加したんですけど、実際に部屋を決め
たのは合格発表後の週末です。
石川 えっ、どうして？
上野 正直、合格するかどうか分から
なかったし、試験翌日は家に帰らない
といけなかったから。それに、合格後
でも部屋はたくさんあると聞いていた
から、大丈夫かなと思って。
乙藤 なるほど。それで、上野くんは
合格後に改めて東広島に来て、気に入
る部屋は見つかった？
上野 はい。僕は、少し学校から離れ
ても広島市内に行きやすい「西条中央
地区」が良いと思っていたんですけど、
家賃や設備も含めて、ピッタリの部屋
がすぐに見つかりました。実際に部屋
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OKUDA SHIORI

奥田 しおり

さん
教育学部第１類３年／島根県・松江北高校出
身／中央のマンション（他社）／家賃＋共益費：
／3.5万円／仕送り：6.5万円、奨学金：5.1万
円、アルバイト：５万円／将来：小学校の先生

を見ることも出来ましたし、何より家
族３人で落ち着いて探せたのが一番良
かったですね。
奥田 バスツアーや合格前住まい予約
会の参加は無料だし、予約会に参加し
たからと言って、必ず部屋の予約をし
ないといけないという訳じゃないから
ね。それに、合格発表の翌日には不合
格者が予約していた部屋がもう一度紹
介されるようになるから、選択肢はま
た広がるのよね。
石川 おおっ、
内部事情に詳しいね（笑）
奥田 実は、私のお母さんもバスツ
アーには参加したの（笑）。合格発表
後に部屋はたくさんあるから心配いら
ない、という話だったみたいよ。
上野 合格発表後にもう一度来られる
なら、無理に合格前に予約をしない、
というのも選択肢のひとつですよね。

槇山 徳島県だよね？朝は何時に出発
したの？
西森 実は、合格発表翌日の金曜日の
夜に広島に来て１泊して、翌朝に会場
に行ったんです。
石川 おおっ！初めて聞いた部屋探し
の方法だ。
乙藤 確かに、遠方なら前泊するのも
良い方法だね！僕は長崎県だから、東
広島に来るのも大変なんだよね。
中岡 部屋探しはどうしたんですか？
乙藤 僕は⑤池の上学生宿舎に入寮す
ることができたから、部屋探しはして
いないんだ。東広島に来たのは入寮当
日の４月１日（笑）。
中岡 でも、入寮希望の人は多いから、
入寮出来ないこともあるんですよね。
その時に部屋はどうする予定だったん
ですか？
乙藤 もし落選していたらその時に生協
に行ったら良いと思っていたよ。生協な
ら広大生用の部屋がたくさんあるって聞
いていたし、大学生の町だからどの部屋
も大差ないと思っていたしね（笑）
。
槇山 なるほど、凄いわ〜（笑）。
上野 生活用品とかパソコン、ミール
カードなどの準備はどうしたんですか？
乙藤 前期試験の時にもらったパンフ
レットを見て、ネットで申し込んだよ。
上野 なるほど。これは遠方の人には
特に参考になりますね（笑）。
乙藤 今は、⑥在宅型住まい予約会と
いう、一度も東広島に来ずに部屋の契
約ができる方法もあるらしいよ。

上野 慎太郎

られましたか？

決め
DATA.1 入学後のお部屋はいつ

２月
37.0％

12月 1.2％

一般入試の方
不明
13％

１月
4.5％

３月下旬
8.6％

広大受験生（合格前の方）を対象
にしたお部屋の予約会。「前期」は
１月30日から、「後期」は３月12
日から開催。

⑤池の上学生宿舎

広島大学の学生寮。宿舎料が低額
で人気。但し、入寮申込みと部屋
予約の併願はできません。入寮の
申込みやお問合せは広島大学へ。

⑥在宅型住まい予約会

お部屋の予約は電話で、契約はネッ
ト回線で行うので、一度も東広島
にお越しになることなく部屋探し
を完結できます。
家具家電やパソコン、ミールカー
ド、各種講座など、広大生に必須
の新生活準備の提案をしています。

⑧初期費用
３月上旬
24.9％

「2019保護者に聞く新入生調査」
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②合格前住まい予約会

⑦ライフサポート会場
２月
32.8％

３月中旬
13.0％
１月
29.6％

広大生協による広大生の新生活準
備会場。お部屋探しをする「お部
屋探しの特設会場」と、生活用品
の提案をする「ライフサポート会
場」があります。

２ 月24日 〜26日 に 開 催。 貸 切 バ
スでキャンパス周辺をご案内しま
す。そのまま合格前住まい予約会
にご参加いただくこともできます。

さん
教育学部第３類２年／山口県・徳山高校出身
／中央のアパート（生協管理）／家賃＋共益
費：／3.6万円／仕送り：６万円、奨学金：４万
円、アルバイト：８万円／将来：高校教師

12月
22.2％

①新入生サポートセンター

④広大周辺バスツアー

UENO SHINTAROU

不明
7.4％

ord

キャンパス内の学食で使える「生
協食堂の年間利用定期券」。食事の
履歴をご実家に毎月送付するサー
ビスも好評です。

乙藤 西森さんはどんな部屋探しをし
たの？
西森 私は前期の合格発表直後の週末
に、
新入生サポートセンターに行きました。

11月 3.7％

k ey w
し
探
部屋

③ミールカード

遠方、
入寮希望者の工夫いろいろ！

AO入試の方

石川 僕の後輩は、それで決めていま
した（笑）
奥田 私も学生寮が第一希望だったん
だけど、入寮者発表日の早朝に島根県
の家を出発して、発表前には新入生サ
ポートセンターに着いていたの。入寮
出来なかったらすぐに部屋探しをしよ
うと思っていたんだけど、入寮出来た
から⑦ライフサポート会場で新生活の
準備をして帰ったわ。
石川 確かに、部屋にかかわらず新生
活準備は必要だから、どちらにしても
一度は会場に来た方が良いよね。
西森 実際に先輩の経験やアドバイス
が直接聞けたので、すごく参考になり
ました。
村上 部屋探しや家具家電の他にもパ
ソコンやミールカードなど、大学生の一

入居月の家賃などの他に必要にな
る仲介手数料や保証料、管理料な
どの合計額。取扱い業者により異
なりますのでご注意ください。

OTOFUJI HIKARI

乙藤 暉

さん
教育学部第２類４年／長崎県・長崎北高校出
身／寺家のマンション（大家管理）／家賃＋共
益費：／3.5万円／仕送り：５万円、奨学金：5.1
万円、アルバイト：５万円／将来：高校教員

人暮らしに必要なものをひとつの会場で
まとめて揃えられるから便利だよね。

民間不動産会社との違い！
槇山 私は部屋を民間の不動産会社で
契約をしたんですけど、皆さんは考え
なかったんですか？
村上 まずは大学生協でと思ってい
て、すぐに良い部屋が見つかったので、
結局行かなかった。大学生協がこんな
に大規模に部屋探しをしているとは、
両親も驚いていたよ（笑）。
中岡 私も。民間の不動産会社からは、
部屋が「すぐになくなる」って聞いて
いたので焦っていたんですけど、生協
にはたくさんあるんですよね（笑）。
上野 事前に比較してみたんですけ
ど、民間は⑧初期費用が凄く高かった

ので、行きませんでした。
西森 私も初めから全く考えなかった
です。
乙藤 槙山さんはどうして他社で契約
したの？
槇山 実は、両親も私も、広大生協の
ことを全く知らなかったんです。だか
ら、部屋探しは当然、不動産屋さんで
するものだと思っていて（笑）。
石川 実は、僕も生協の存在を知らな
かった（笑）。
村上 生協に、資料請求やイベントの
参加申込みなどをしなかったの？
石川 僕の高校からは 30 人位が広大を
受験したので、前期試験は貸切バスで
来たんです。だから、合格前住まい予約
会とかバスツアーとか保護者説明会と
か、生協のイベントを知る機会がなくて。
乙藤 なるほど。そういうケースもあ
るんだね。ところで生協と不動産会
社って、何が違うの？
槇山 初期費用の他にも、契約の更新
手数料とか管理料とか、入居中の費用
もかなり違いますね。私は契約時に
30 万円位を払ったと思います。
村上 そうだよね。生協の倍以上にな
るよね。
槇山 あと、どうしても社会人と混住
になるので、トラブルになりやすいの
が不安ですね。
中岡 私の姉のことだけど、隣の社会
人と揉めた時に玄関に張り紙を張られ
て、かなり困っていたわ。
乙藤 僕の隣のマンションでは夫婦喧
嘩が激しくて、警察が来たこともあっ
たよ。

MAKIYAMA AYAMI

槇山 絢美

さん
法学部法学科２年／大阪府・大阪教育大学附
属高校平野校舎出身／下見のマンション（他
社）／家賃＋共益費：／5.25万円／仕送り：10
万円、アルバイト：2.5万円／将来：お嫁さん

奥田 社会人とトラブルになるのが一
番怖いですよね。広大生協だけで紹介
しているアパートなら、その入居者は
広大生だけだから、安心して生活でき
ると思います。広大生協は広大生用の
部屋だけを取り扱っている訳だし、た
くさんの部屋があるから後期の人でも
安心よね。むしろ、家賃を安くなった
り、お得な部屋もあるらしいよね。
上野 結局、あんまり焦るんじゃなく
て、よく調べて、自分に合った方法と
タイミングで部屋探しをすることが大
切なんですよね。
石川 東広島は坂道が多いので、原付
か電動自転車での通学を想定してから
部屋探しをするのがお勧めです。部屋
探しの範囲はもちろん、行動範囲も広
がって、
学生生活が充実すると思います。
全員 東広島で待っています！

一人暮らしのアドバイス！
乙藤 ほとんどの受験生は初めての一
人暮らしで、不安がいっぱいだと思う
んだけど、何かアドバイスはない？
村上 特に１、２年生時は食堂をよく
利用するので、ミールカードは必需品
ですよ。
乙藤 少なくともお昼は絶対に学食で
食べるから、持っていた方が得だよね。
現金がなくても、ひとまずご飯は食べ
られる（笑）。
中岡 授業の空き時間やバイトに行く
前に、友達といっしょに学内でご飯が
食べられるというのは、やっぱり便利
ですよね。
槇山 大学生になったら自炊がしたい
と思っていたんですけど、全然出来な
いですね（笑）。

NISHIMORI YURIKA

西森 佑理香

さん
教育学部第１類２年／徳島県・城東高校出身
／下見のマンション（生協管理）／家賃＋共
益費：／5.7万円／仕送り：10.7万円、アルバ
イト：2.5万円／将来：教師

ISHIKAWA DAISUKE

石川 大輔

さん
理学部化学科３年／大分県・大分上野丘高校
出身／下見のアパート（他社）／家賃＋共益
費：／3.2万円／仕送り：８万円、奨学金：５万
円、アルバイト：５万円／将来：高校教師

ましたか？

られ
DATA.2 入学前に広島大学に来
１４年度
19年度
１４年度

44.7％

19年度

40.3％

63.1％

54.8％

19年度
１４年度

19年度
１４年度

68.3％
47.4％

62.6％

１４年度

18.8％
オープンキャンパス

受験の下見

受験時に父母同行

79.8％

19年度

14.5％

合格発表

入学式に父母同行
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