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ご予約の方はお電話ください。現在少人数のスタッフで対応してお

ります。どうぞご了承ください。 

学生相談室（直通）TEL：03-5382-6389 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、私たちはこれまでに経験したことのない新年度を

迎えています。本学も入構禁止の中でのオンライン授業開始となり、多くの学生の皆さんが不

安や難しさを抱えていることでしょう。 

今回の相談室だよりでは、各カウンセラーから学生の皆さんへメッセージを送りたいと思いま

す。毎日を過ごす上で、何かしらのヒントになれば幸いです。 

しばらく厳しい状況が続きそうですが、大変な時だからこそお互いを支え合う気持ちを持ち、

健康に留意しながら過ごしていきましょう。 

 

 

 

    

  
 

 新型コロナウィルス感染症の流行拡大防止のために、現在学生相談室では来室による面接

ではなく、電話相談を行っています。予約をご希望の方は学生相談室までお電話ください 

（月～金 9:30～17:00）。 

 なお、状況の変化に伴い、対応に変更が生じる可能性があります。随時ホームページの更

新情報をご確認ください。 
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新型コロナウィルス感染症の流行がおさまらないまま、長い春休みが終わり、授業が始ま

りました。1 年生は入学式がないまま大学生になり、上級生はオリエンテーションもないま

ま新学年が始まりました。大学へ行かずに授業を受ける？ 3 か月前には想像もしなかった

ことが日常となりました。自粛、自粛といわれ続ける日々に、心も身体も縮こまってしまっ

たような、鬱屈とした気持ちを持て余している人も多いのではないかなと思います。 

先の見えない毎日に気持ちが落ち込んでしまったり、訳もなくイライラしたり、ちょっと

したことで涙が出そうになったり、心配がつのって、怖くなってしまったりしていません

か？ そして、オンライン授業という初めての授業の形態に、普段以上の負担を感じている

かもしれませんね。 

このような非日常においては、ストレスを感じたり、気持ちが不安定になったり、体調が

悪くなったりすることは一般的なことです。今、あなたの身に起きているいつもと違った状

態は、「普通ではない状況」での「普通の反応」です。ただ、ストレスがたまる一方なのは

辛いですね。どのようにストレスに対処したらいいでしょうか？ 

social distancing と言われ、人と距離をとることを求められています。私は在宅勤務が続

いた時には、人と話さないことがこんなに苦しいものなのかと思いました。カウンセラーな

ので、元々、1 日の中で自分の話をするよりは聴いている時間の方が多かったのですが、人

とコミュニケーションをとることで、心の通気性が確保されていたのだな、身体を血液が巡

っているように、色々な感情が循環することで自分は保たれていたのだな、と感じました。

4 月 1 日付の学生相談室からのお知らせ(HP 掲載)でも触れましたが、信頼できる人と話すこ

とは、ストレスへの対処となります。直接会えなくても（物理的な距離はとらなければなら

ないけれど）、電話やビデオ通話を活用して、心理的距離は以前のまま保ち続けられるとい

いですね。 

また、大学への通学がなくなり、身体を動かす機会が自然に減ってしまいます。PC の前

に何時間も座っていることにより、肩こり・腰痛・頭痛などが出てしまうかもしれません。

授業と授業の合間には、教室移動が無くなった代わりに、ストレッチをしたり、庭やベラン

ダに出て呼吸を整えたりするのもいいかもしれませんね。心と身体は繋がっているといわれ

ています。心がギュッと縮こまってしまっている時は、ストレッチをしたり軽い運動をした

りして、身体をほぐすことで気持ちもほぐれるということもあります。 

そして、長い春休みの間に、生活リズムが乱れてしまった方も多いのではないかなと想像

しています。授業が始まったのでリズムを戻すチャンスです。生活リズムを戻すことに苦労

している方、ストレスフルな毎日に睡眠の量や質が悪化した方は、学生相談室に相談してく

ださい。非日常的な状況に置かれたときこそ、淡々と日常を過ごすことが大切です。 

学生相談室では、現在、電話相談をお受けしています。事情によっては、来室による対面

の相談にも応じています。大学生活がうまく軌道にのらない、ストレスに対処できなくてつ

らい、という時は、遠慮なく電話してください。ひとりで頑張りすぎずに、誰かに相談する

というのも立派なストレスへの対処です。お待ちしています。（JO） 

 

 

 

 

学生相談室カウンセラーからのメッセージ 
～困難な状況を皆で乗り越えていくために～ 
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 今、あなたの心はどうなっているでしょうか。不安

な情報に晒され続け、疲れていませんか。この先の

ことが見えなくて恐ろしい気持ちはありませんか。皆

も大変なのだからと、置き去りにした気持ちはありま

せんか。 

 経験したことのない事態にはストレスを感じるもの

です。目の前に次々現れる問題を乗り切るだけで

精一杯だった時期が過ぎ、オンライン授業の開始

など、「大変な中でどうやって日常を過ごしていく

か」が始まりはじめました。本当はずっと続いていた

けれど、精一杯やっていた中で見過ごしていた緊張

感や閉塞感を、ようやく実感として感じるようになっ

ているかもしれません。 

 その一方でこの大きな不安に対して、私たちはコ

ントロールする術を沢山持っているわけではありませ

ん。外出を控え、手洗いうがいをしっかりする。それ

だけした後は不安に付き合いすぎないのも、この大

変さを乗り切るために大切なことだと思います。それ

と同時に「皆大変だから」と、自分の中の不安や大

変さを軽視しないことも大切です。正反対のことを

言っているように思えるかもしれませんが、どちらも

まずは「自分の不安の重さを適切にキャッチする」

ことが大切です。 

 ストレスがいっぱいで当たり前です。心配事もある

でしょう。ただ「今」どうにかできそうもないこともたくさ

んあります。不安が起こったとき、どうしようもなくそ

の考えにとらわれそうなときは一度その場所から勢

い良く立ち上がってみるだけでもいいので、その思

考を止める方法を考えてみましょう。何か楽しく、集

中できることをやるのも良いですね。 

 不安や大変さから少し目を離して過ごせる時間

が、あなたの生活にありますように。また学校で皆さ

んの顔を見られることを楽しみにしています。（MO） 

 私が読んだ本の中で、学生の頃からとても好きな文章が

あります。この春はよく頭に浮かび、少し支えになる気持ちが

したので、皆さんにもシェアしたいなと思います。 

『第二次世界大戦中、田舎に疎開しているとき だんだん食

べるものがなくなってきました。いつもは活発な七歳の弟が、

なんとなくしょげている顔を見て私は胸が痛い思いでした。 

「ねえ、何が食べたい？いちばん食べたいものは何？」  

弟はちょっと驚いたような顔をしました。 

「おいしいお献立を考えましょうよ。私は豚汁とミートローフが

ほしいわ。それから、デザートはショートケーキ」 

「ぼくは、アイスクリームの方がいいな」 

「じゃあ、アイスクリームとショートケーキと両方にしましょうよ」 

少し元気をとりもどした弟は、早速このゲームに参加して笑い

ながらおいしいものを次々とあげました。 

「そんなに食べたら、おなかこわしちゃうわね」 

「うん」 

「なんだか、おなかがいっぱいになったような気がしない？」 

弟はおどけて、でんぐり返しをしてみせました。 

おなかがいっぱいで、もう大丈夫だというように。 

私は今でも、そのときのことを時々思い出します。』 

【斜線部分は引用：オノ・ヨーコ（著）南風椎（訳）1998「グレー

プフルーツ・ジュース」講談社文庫 p6-7】 

 実際にはヨーコさんも弟さんもまだおなかがすいているけれ

ど、心が勇気づけられたのだなとわかります。 

ネガティブな気持ちはとても力が強く、「もう終わりだ」としか思

えないような気になることがありますね。しかし、「絶対どうにも

ならない」と確信していても、何か少しのことをきっかけに、そ

れまで見えなかったものが見えたり、風穴があいたような気

持ちになれることはあると思います。状況を 100%変えることは

難しくても、海を次のブイ（浮き）まで泳ぎながら渡るように、

「元気が出る瞬間」をつなぎながら進むことはできるかもしれ

ません。 

でも、先ほどの文章のような勇気づけの方法があっても、

一人きりだったらたぶんもう少し大変だったのではないかなと

私は想像したりします。今、身体ごと近くにはいられなくても、

私たちも何とか皆で乗り切りたいですね。（SI） 
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 新年度が始まって 1 ヶ月以上が経ちました。学

生相談室は 4 月から電話相談によるカウンセリン

グを行っていますが、学生さんとのお話で、「履修が

不安」「帰省したいができない」「わけもなくイライラ

する」「緊張感がある」など、普段より一層ストレス

を感じている様子が伝わってきています。日常の安

全が揺らぎ、私たちの心や体に変化が起こっている

と言えます。 

 緊急事態宣言により日本でも“Stay Home”と

“Social Distance”という言葉をよく聞くようになり

ました。感染拡大防止のために外出を控え、人と

の接触を控えて過ごすことにより、少しずつその成

果も出始めているように見受けられます。一方で、

私たちの「人との距離や関わり方」についても変化

が生じています。人との関わりが少なくなったり、疎

遠になり、孤独を感じている人もいるのではないで

しょうか？ 

 最近では欧米を中心に“Social Distance

（社会的距離）”ではなく“Physical Distance

（物理的距離）”という言葉を使おうという流れが

出てきています。WHO の専門家は、「これは愛す

る人や家族との関係を社会的に断たなければなら

ないという意味ではない。我々があえて物理的距

離と言い換えているのは、人と人とのつながりは引

き続き保ってほしいと思うからだ。」と説明していま

す。このような困難な状況だからこそ、私たちは人と

人とのつながりを保ち、心の落ち着きを取り戻す必

要があります。孤独や疎外感を感じた時、物理的

には近づけなくても、電話やメール、インターネット

などで信頼できる人との交流を保っていきましょう。  

逆に家族の中での距離が近すぎて辛いという人

もいるかもしれません。自分自身でいられる時間も

大切です。息苦しさを感じたら自分の部屋で過ご

す、一人で外出するなどの工夫をしてみてくださ

い。一人一人の状況は異なりますが、私たちが安

心して過ごせる人との関わり方や距離について今

後も一緒に考えていきたいと思います。（HK） 

 

 

学生相談室カウンセラーからのメッセージ 
～困難な状況を皆で乗り越えていくために～ 

今年の 1月末、後期の定期試験が終わった頃、学生相

談室での面接の最後に、 

「また 4月に学校が始まって時間割が決まったら予約に来ま

すね。」 

「分かりました。そのときにまたお会いしましょう。よい春休み

を。」 

といったやりとりを、何人かの学生さんとかわしました。 

そして、ちょうどこの春休みから新学期が始まる２、３ヶ月の

間に、新型コロナウィルスの感染が拡大し、大変な事態となり

ました。急激な変化でしたね。 

ウィルスに感染しない、させないために、これまで私たちが

普通に行ってきた社会的な活動を制限したり、物理的に人と

の関わりに距離をとる対応が必要となりました。 

「ステイホーム」・・・あなたにとって、ずっとお家にいることは、

どうですか？ 

活動的に過ごすのが好きな人にとっては、とても苦痛に感

じたかもしれませんね？ 

家にいるのが好きだから大丈夫、という人もいるかもしれま

せん。 

家族と過ごす時間が長くなったでしょう。 ぶつかることもあり

そうですね？ 

「不要不急の外出は控える」・・・自分にとって、何が大事

で、何は後回しに出来るのか？ 問われて、考えたでしょう。 

 「自粛」・・・したことは、たくさんあるでしょうね。今、どんなガマ

ンをしていますか。 

私は、年長の部類ですが、こんなに短期間に世界や生活

が一変した事態に人生で遭遇したことはありませんでした。 

家で待機する時間が多くなり、片付けしたり録画を観たり、

料理や書類のファイルなど、大丈夫、いくらでも家での時間

歓迎！と豪語していましたが・・・。私、妙に頑張ってるな？と

思い、しばらく経って、ああ、不安や恐怖に対抗しようと力が入

っていた姿か！と気がついたら、少し楽になりました。 

みんな、この事態になんとか自分を適応させてきたし、今も

相当頑張っていると思います。 

大学は、オンラインで授業が始まりました。さらに新しい事態

に対応していくのは、一苦労ですね。 

まだ過去形で語れない渦中にいる私たちですが、春休み

からの生活の変化、その中でどんな風に過ごしてきたか、あな

たが感じたことや、考えたことを、言葉にして話してみません

か。 

カウンセラーが聞き手になります。身体のなかにあるモヤモ

ヤを言葉にできると、形がつかめて、自分がはっきりしてきま

す。次に進めるような気持ちに繋がると思います。 

もちろん、コロナ以外の話題でもいいですよ。今は、電話で

相談室のカウンセラーと話をすることが出来ます。 予約をお

待ちしていますね。（SH） 
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 緊急事態宣言が発令されてから、多くの高等教育機関で新年度の手続きや授業開始が延期となり、入構禁

止措置が取られています。今までに経験したことのない状況に不安や困惑を感じている方も多いことでしょう。 

 学生と教職員がそれぞれ自宅等に隔離された状態が長く続くにつれ、不安やストレスへのさまざまな心身の反

応が表れることが想定されます。また、慣れないオンライン授業や友人との接触機会の減少などから、修学への

意欲を保つことが困難になるかもしれません。 

 以下の情報は、新型コロナウィルス感染症流行時の心や体の反応と対処に関するものです。今後長期にわた

って対応が求められる可能性があり、適切な情報やセルフケア、サポートを得ることなどが重要になってくると思い

ます。参考にしてみてください。 

 

１） 感染症の流行時に普通に見られる反応 

〇病気になることや死ぬことへの恐怖 

〇ケアを受けている間も、感染を恐れて医療施設に行くことを避けてしまう 

〇病気ではないかと疑われて、社会的に除外されたり、検疫・隔離されたりすることへの恐れ 

〇隔離によって生じる無力感、倦怠感、孤立感、抑うつ感 

２） ストレスに対処するためのメッセージ 

〇危機を感じる状況において、悲しんだり、心配したり、困惑したり、恐ろしさや怒りを感じることは自然な

ことです 

〇あなたが信頼している人と会話をしましょう。また、友人や家族と連絡をとりましょう 

〇自宅に待機しなければならない場合、（自宅での適切な食事、睡眠、運動、大切な人との交流など

の）健康な生活習慣を維持しましょう。家族や友人と電子メールや電話、あるいはソーシャルメディアを

通じて、連絡をとり続けましょう 

〇自分の気持ちに対処するために、タバコやアルコール、あるいは違法な薬物を使うことはやめましょう 

〇身体的、精神的、心理社会的なニーズに対して何か困ったときに、どこに支援を求めれば良いのか、

その時に備えて計画をたてておきましょう 

〇自分自身のかかえるリスクに関する事実を知り、予防策を講じてください。その際、信頼できる情報

源、たとえばWHOのサイトや、地方または国の公衆衛生機関などの情報を使ってください 

〇あなたやあなたの家族を動揺させてしまうようなメディア報道を、見たり聞いたりする時間を減らしまし

ょう 

〇過去の苦しかった時期に感情をコントロールするために用いたやり方を、今回の感染流行時にも用い

ましょう 

 

以上、感染流行時の心理的援助に関する情報（新型コロナウィルス感染症流行時の心のケア Version1.5）より抜粋 

 

学生相談室では、現在電話相談をお受けしています。大学生活に関する不安や心配事、心身の不

調などがある場合は、どうぞお電話ください。 
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