早稲田のランチ

早稲田のランチ緊急アンケート調査
早稲田の学生たちは、ランチをいつどこでどのように食べているのか。また、その現状をどう考えているのだろうか。
これらの答えを得るべく、私たちは 2018 年 11 月、300 人の学生にアンケート調査を実施した。対象はグローバ
ルエデュケーションセンターの「フリーペーパー講座 1」を履修する全学部、全学年。300 人のうち 107 人から回
答を得た。回答率は 35.6%。右頁にアンケート設問と選択肢。

ランチは
どの時間帯に食べますか

設問８

ランチの時間帯
2.8%

0.9%
15.0%

昼休み
（12：10～13：00）
昼休みの後
（13：00～）
昼休みの前
（～12：00）
食べない

81.3%

81.3％ が 昼 休 み（12：10
〜 13：00）の時間帯でラ
ンチを食べる。次いで昼休
み の 後（13 時 以 降）
15.0%、昼 休 み の 前（12
時 前）2.8 ％、食 べ な い
0.9％である。50 分のラン
チタイムにランチを食べる
人が圧倒的に多かった。

ランチを取るために
学食を週に何回利用しますか

設問３

学食を利用しない学生が圧
学食の利用回数
倒的で、全体の 78.5％を占
0.9%
めた。次いで、週 1 〜 2 回
も 20.6％に達した。週 3 回
20.6%
以上、学食を利用する人は
全 体 の 0.9％ に す ぎ な い。
利用しない
学食を利用しない理由につ
週１～２回
いては、「遠い」や「時間が
78.5%
週３回以上
ない」、「メニューが魅力的
ではない」という答えが多
かった。
確かに、学食から教室まで距離があり、特に教育学部の学生とっては
時間がかかり、次の授業に間に合わない恐れがある。しかも、生協の
学食は全国組織に属し、メニューは基準化されるので、味に個性がない。
こうした事情も学食利用を遠ざけているのかもしれない。

設問１

ランチを取るために学内の
コンビニを週に何回利用しますか

コンビニの利用回数

20.6%

50.5%

週１～２回

29.0%

週３回以上
利用しない

コンビニの利用頻度は、「週 1
〜 2 回」が一番多く 50.5％。
次いで「週 3 回」29.0％、
「利
用しない」20.6％。コンビニ
を利用する具体的な理由を聞
くと、「便利」や「速い」、「種
類が豊富」などの答えが多い。
ほとんどのコンビニは校舎の
1 階にあり、食べ物を買った
後、教室で食べることができ
る。2 時限と 3 時限に授業が

ある学生にとっては外にでなくても、コンビニは一番早い選択で、授
業の出席に影響を及ばない。しかも、コンビニが便利だ。冷たいもの、
温かいもの、揚げ物、文房具など商品は豊富で、多様な需要に対応し
ている。

設問 1

設問 2

コンビニを週３回以上利用している方にうかがいます。どうして利用するのですか。自由にお書きください。

設問 3

ランチを取るために学食を週に何回利用しますか。下から選んでください。
週３回以上 / 週１～２回 / 利用しない

設問 4

学食を利用しないと回答された方にうかがいます。どうして利用しないのですか。自由にお書きください。

設問 5

学外の飲食店を週に何回利用しますか。下から選んでください。
週３回以上 / 週１～２回 / 利用しない

設問 6

学外の飲食店を週に３回以上利用される方にうかがいます。どうして頻繁に利用するのですか。自由にお書きください。

設問 7

学外の飲食店を利用しない方にうかがいます。どうして利用しないのですか。自由にお書きください。

設問 8

ランチはどの時間帯に食べますか。下から選んでください。
昼休みの前（～12：00） / 昼休み（12：10～13：00） / 昼休みの後（13：00～） / 食べない

設問 9

飲食店の利用回数

15.9%

週１～２回

27.1%

57.0%
利用しない

週３回以上

設問 10

利用頻度のまとめ

設問９

利用頻度
0.9%
20.6%

学食

学外の
飲食店

テイクアウトのときに食べる場所
78.5%

57.0%

15.9%

週１～２回

27.1%

7.5%
8.4%

週３回以上

教室

教室で食べる学生はもっと
も多く 57.0%。次いで、
「校
舎のラウンジ」が 27.1%。
「学内のベンチ」7.5％にと
どまった。

来年 10 月に予定されている消費税増税では、外食が１０％にアップ、テイクアウトは８％のままとなるようです。これを知っ
ていましたか。
知っていた / 知らなかった / その他
消費税アップにどう対応するかを下から選んでください。
飲食店などでの外食はできるだけ控え、コンビニのテイクアウトにする
飲食店などでの外食はできるだけ控え、ファーストフードのテイクアウトにする
アップ前と変わらない
弁当を持参するなどして節約する
その他

設問 12

支払いをクレジットカードにすると増税２％を還元する施策が検討されています。これに関連してうかがいます。ふだんランチ
の代金を支払う方法を教えてください。いくつでもけっこうですので下から選んでください。
現金 / クレジットカード / 電子マネー / その他

設問 13

クレジットカードは持っていますか。下から選んでください。
持っている / 持っていない

設問 14

ランチをテイクアウトする場合
どこで食べますか

ランチをテイクアウトする場合、どこで食べますか。下から選んでください。
校舎内のラウンジ / 学内のベンチ / 教室 / その他

学外の飲食店を
週に何回利用しますか
週１〜２回で利用する学生
が 最 も 多 く、全 体 の 57％
を 占 め る。「利 用 し な い」
は 27.1％で、「週３回以上」
利用する人は 15.9％に達し
た。理由を尋ねると、全然
利用しない学生は基本的に
「値 段 が 高 い」、「時 間 が な
い」と答え、３回以上利用
する学生の多くが「美味し
い」、
「量が多い」と答えた。

ランチを取るために学内のコンビニを週に何回利用しますか。下から選んでください。
週３回以上 / 週１～２回 /利用しない

設問 11

設問５

アンケート

クレジットカードを持っていると答えた方にうかがいます。消費税の増税分が還元されるならクレジットカードを使いますか。
使う / 使わない

設問 15

設問１４で使わないと答えた方にうかがいます。なぜ使わないのですか。自由にお書きください。

設問 16

クレジットカードを持っていないと答えた方にうかがいます。消費税の増税分が還元されるなら、クレジットカードを新たに持
ちますか。
持つ / 持たない

設問 17

設問１６で持たないと答えた方にうかがいます。なぜ持たないのですか。自由にお書きください。

設問 18

最後に早稲田のランチの現状について、ご意見やご希望をお聞かせください。自由にお書きください。

利用しない

50.5%

コンビニ

0%

20%

29.0%
40%

60%

20.6%
80%

100%

学食を週 1 回以上利用する学生はわずか 21.5%。これに対し、コンビ
ニは 79.5%、学外の飲食店は 72.9% と圧倒的だ。時間を節約する学
生はコンビニへ、味を選ぶ学生は学外の飲食店へ流れている傾向が見
て取れる。

27.1%

57.0%

校舎内のラウンジ
その他
学内のベンチ

ランチに対する意見と希望
「お昼の時間が短すぎる」や「どこも込みすぎ」という答えはもっとも多い。「昼休みの時間を伸ばし、せめて 1 時間あれば」との声が目立つ。
学食に対しては、「立地も悪いので行く機会が滅多にない」や「学食の規模が学生数に対して小さすぎる」などの意見があり、「移動距離の少ない
場所に学食を配置してほしい」との要望もあった。コンビニに対しては、「数を増せないか」との提案があった。
また学食やコンビニ、飲食店が競い合っている状況を評価する向きもある。「学食も気になるのでいつか行ってみたいです。学内にコンビニや生
協で色々と食べ物が買えて便利だと思います」など、満足度が高い場合もある。「脂っこい丼などのワセメシに憧れはありますが、店で食べてい
るのが圧倒的に男子ばかりで挑戦する勇気がないです。女子も行きやすいお店、お弁当を増やしてほしいです」、
「一人に優しい環境がほしいです」
のような希望もあり、ランチへの学生の思いは千差万別だ。
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消費 ¥
＄増税

消費増税に対する早大生の声
消費税が 10％？軽減税率ってなに？消費増税が早大生の胃袋に与える影響を、
制度面から店の対応までをにらみながら読み解く。

消費税 10％時代のランチの行方は

消費税が外食は税率 10％になり、テイクアウトは 8％のままという目の前に起きる事実を、早大生の半数近くが認識し
ていない。消費増税に対するリアルな反応を、アンケート結果を使いながら紹介すると―。

設問

軽減税率ってなに？

消費増税に
どう対応するか？

2019 年 10 月に予定されている消費税率の引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、消費税の軽減税率制度が導
入される。軽減税率は「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞」を対
象に消費税率が現行の 8％のまま据え置かれる制度である。

消費増税に対する景気対策は実は軽減税率制度だけではなく、中小規
模のお店での支払いでクレジットカードを使うことで、ポイント還元
を受けることができる制度の導入も予定されている（クレジットカー
ド決済対応店舗のみ）。先進国の中でもひと際、電子決済の導入率が低
い日本において、多くの外国人観光客が訪れる 2020 年のオリンピッ
クをきっかけにクレジットカード決済の普及を図る狙いも込められて
いる。

あなたはテイクアウト派？外食派？

「外食」は軽減税率の対象にはならない。「外食」とは、飲食店営業等、食事の提供を行う事業者がテーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある
場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供、とここでは定義されている。つまり出店や屋台がベンチを設置している場合や、飲食店内のイー
トインスペースは原則として外食扱いとなり、軽減税率の対象から外れてしまう。しかし、コンビニのイートインコーナーは店側が飲食禁止とすれば、
コンビニの飲食料品はテイクアウトすれば税率は 8％のまま！コンビニのイートインスペースでの飲食はできなくなるのでご注意を。

設問

Case2

酒税法

Case3

軽減税率の対象は、酒類・外食を除く飲食料品。20 歳を過ぎた
早大生が夜な夜な高田馬場駅のロータリーでこぞって飲むお酒
は残念ながら対象外となる。しかし、昨今の流行りのアルコー
ル度数が 1 度未満のノンアルコールビールや甘酒、みりん風調
味料などは酒税法における酒には該当しないので、税率は 8％
のまま！その一方、一人暮らしの学生が料理で使う、料理酒や
本みりんは酒に分類されるため、軽減税率の対象外となってし
まうので、ご注意ください。

医療と健康

ふだんのランチ代金の
支払い方法を教えてください

最近でこそ、LINE pay など電子決済は浸透しているが、依然として
57.9％が現金のみで決済を行っている。使い過ぎを防ぐ目的であえて
現金で支払う学生の声も多かった。一方、「ETC やガソリン代などを
クレジットカードで支払っていて請求額が膨らむ」など、その他の生
活費とカード上限額との兼ね合いから現金決済を選択している学生も
いた。また、「ランチでは使えるところが限られる」といったシステム
環境の未整備から現金決済を選ばざるを得ない事情もあるようだ。
クレジットカードよりも電子マネーの支払い方法を選択している学生
の方が多かった。LINE pay や PayPay、QUICPay などの電子決済サー
ビスが徐々に学生の間にも浸透してきていることを裏付けているよう
だ。

このように早大生の身近な食事ひとつとっても、来年 10 月からは消費税 8％と消費税 10％が混在する。詳しい制度設
計は未定の部分もあるので、今後のニュースをウォッチしていきましょう。

早稲田生協ガーデンハウスでは、2019 年 10 月の消費税増税に対して、まだ具体的な対応策を決めて
いないという。しかし、消費税が５％から８％に増加したとき、学食はしばらく値上げをしないよう
にしたが、経営が維持できず、一年後に値上げをした経緯があるという。戸山カフェテリアは税率に

学外の飲食店、「価格維持へ頑張る」
消費増税を控える周辺飲食店からもさまざまな声が上がるが、「お客様
第一」を念頭に価格を変更しないという意見が目立った。

洋食店「キッチンミキ」も看板メニューの価格を「やれるところまで」、
維持したいと考えている。ポイント還元についても店側にとったらデ
メリットが大きく、導入は控えるつもりだ。一方で、若者に浸透しつ

つある電子決済サービスについては、現時点では加盟店に手数料を課
していないこともあり試行を検討している。

応じて全メニューを 2 パーセント値上げする予定だ。

洋食店「高田牧舎」では外税のため、２％の増税分は変わってしまうが、

セブンイレブン早稲田大学 WaSeCo 店は「お店の側としては値上げしたくない。でも、税金アップは

てクレジットカードの利用を夜限定にしており、「利用客が増えるかど

器分については消費者への負担を検討しているが、店内での食事にお

を崩さない。

じく導入へは消極的である。

仕方がない」と話す。「米の値段が上がれば、おにぎりのコストも上がる。もし可能なら、食品の値上
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早大生の場合、大学が「わせだカード」の案内を積極的に行っている
こともあってか、クレジットカード所有率は 84.1％と高めだが、「保
護者からの許可を得ていない」ためクレジットカードを持てない学生
や、低所得世帯など必ずしもクレジットカードを所有していない人も
まだまだいる。クレジットカード所有者に、ポイント還元施策につい
て説明したところ、実に 73.8％の学生はクレジットカードの使用の意
向を示している。また、施策の実施を前提として新たにクレジットカー
ドを所有するか聞いたところ、66.4％の学生が所有意向を示した。施
策への期待感がここにうかがえる。

支払いは57％が現金決済

軽減税率の対象となる飲食料品は、食品表示法に規定する食
品を指し、医薬品や医薬部外品などは除かれる。体調不良の
時の栄養補給として飲む栄養ドリンクなどは医薬部外品が多
く、それらは軽減税率の対象外となる。一方、深夜に及ぶレポー
ト課題のお供であるエナジードリンクなどは、よく見ると清
涼飲料水と書かれており、これは医薬品でも何でもないので
軽減税率の対象となり税率は 8％となる。ちなみにサプリメン
トも栄養補給のための食品という位置づけなので 8％のまま。

消費増税への店側の対応

実に半数の学生が「増税前と変わらない」と回答。一方、外食を控え
コンビニやファーストフードでのテイクアウト、また弁当を持参する
といった節約志向の学生も半数に上り、増税による購買行動への影響
はかなり大きいと予想できる。10 月以降は、学内のコンビニや学外の
飲食チェーンのテイクアウトなどに殺到し、現在よりも混雑するかも
しれない。

クレジットカード所有は84％

これだけ聞くと、私たちの私生活にとってなんだかお得で分かりやすい制度だな！という印象だが、実はとても複雑な制
度であり、さまざまな思惑と波紋を広げている。ここでは、早大生もよく利用する生協やコンビニ、外食での実例を踏ま
えながら、軽減税率の対象品目や制度のポイントをご紹介！

Case1

半数が「増税前と変わらない」

げを避けて、雑貨だけ値上げしてほしいと思うが店単独では決められない。業界の全体的な対応だから」
とのことだった。

基本価格は守ることを決めた。同店では手数料負担が大きいこともあっ

牛丼店「三品食堂」でも、今まで店側が負担していた持ち帰り用の容

うか未知なままカード利用を推奨しようとは思わない」と慎重な姿勢

ける価格変更は見送る構えだ。クレジットカードについても他店と同
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ワセ
メシ
周辺の飲食店、栄枯盛衰
変わらぬ伝統の味に進化の兆しも
早稲田大学周辺には長年愛されてきた
飲食店が多い。前身である1882年の東
京専門学校設立以来、多くの店が大学と
ともにその歴史を歩んできた。一方でさ
まざまな問題から閉店を余儀なくされ
る名店もみられる。カツ丼考案の起源と
され、惜しまれながらも2018年7月を
もって閉店した蕎麦屋「三朝庵」は記憶
に新しく、入れ替わりが激しい商店街に
は寂しげな表情を浮かべるOB・OGの姿
もある。しかしそのような中でも、今も
残る伝統の店は堂々と新たな歴史を紡
いでいる。

ボリュームとワンコインを貫く
手ごねハンバーグをはじめとしてメニューの多くをワンコインで提供するのは、半世紀を
超える長い歴史を持つ洋食店
「キッチンミキ」だ。26歳から25年間店主を務める2代目の
山内康行さん（51）は、学生のニーズに鋭く視線を向ける。
大判のメンチカツ、ジューシーなチキンカツなどが所狭しと並ぶボリューム満点の看板メ
ニュー「ミキランチ」も、
「あれも食べたい」、
「これものせてほしい」という学生の要望から現
在の形となった。ピリ辛のソースが食欲をかき立てる「韓国風ハンバーグ」は留学生の提案
により実現した。5年前からは50円引きとなるオプション「ご飯少なめ」を導入するなど、学
生目線での改善を怠らない。
大学内外に昼食を求めて人が溢れる昼休みでも回転率が高く、すぐに食べられる点も魅力
だ。ラッシュ時の店前には早大生が列をなして並ぶが、山内さんも「あまり待たさず、早く提
供できるメニューで勝負する」と自信をのぞかせる。レンガ造りの店舗は落ち着きやすく、
女性の一人客も多い。弁当をテイクアウトできるなど多様な使い方ができるのも特徴だ。こ
だわりはなんといっても「安くお腹いっぱい食べてほしい」こと。ひっきりなしに訪れる客
のためあわただしく厨房内を回る姿からは、早大生に愛される「キッチンミキ」の真心がう
かがえる。

青春の味を求めて

留学生を含めた現役生はもちろん、懐かしい青春の味を求める卒業生が集うのは、今年で
54年を数える牛丼店
「三品食堂」である。店長の北上昌夫さん（72）は店を引き継いで約30
年、
「学生を見守りながら仕事ができるのはありがたい」とこれまでの日々を振り返る。

①

創業は昭和40年にさかのぼる。戸山キャンパス前で角帽の販売店を経営していた父が、私
服通学が主流となっていく時代の変化から廃業を決め、空いた場所に母が食堂を開いた。一
番人気はホロホロの牛肉に煮込んだタマネギ、味のしみ込んだ豆腐が熱々のご飯にのった
「牛めし」。これに「カレー」、
「トンカツ」を加えた3品のメニューを核に、さまざまな組み合わ
せが楽しめる。
店内の壁に目を移すと、有名人のサインが並ぶ中ひときわ目を引くのは早大を卒業して
いったOB・OGの寄せ書きだ。今のように通信手段が普及していない頃「三品食堂」は、当時
の早大グランドホッケー部が店に黒板を置き、各部員への連絡事項を記入する連絡所とし
て利用していた。お世話になった部員が感謝を示そうと寄せ書きを始め、その名残から今も
毎年常連の学生が愛顧の意を綴る。週末になれば思い出を自分の子供に味わわせようと店
を訪れる同窓生が後を絶たない。長年培われた絆は今もこの場所から次代に受け継がれて
いく。

②

洋食店からピッツェリアへ
早大南門前に居を構えるピッツェリア
「高田牧舎」は老舗の代表格の一つ。学生には敷居の
高い店だ。1905（明治38年）から現在まで、113年の歴史を受け継ぐ4代目店主の藤田智紀
さん
（42）は「ちょっと贅沢したい時など、ぜひ特別な機会に来てほしい」と話す。
看板犬のレオ君が出迎えてくれる店内には、学生が行き交う外の喧騒からは考えられない
ほどゆったりとした時間が流れる。1000円からのランチは、薪窯で焼いたチーズのとろけ
るピザや素材にこだわったパスタなどが充実し、熱々をほおばる客でにぎわっている。ディ
ナーはドリンク片手に語らい、自慢の料理に舌鼓を打つ客であふれている。
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③

ワセメシの
ニューウェーブ

グローバル化を推進する早稲田大学では、留学生が年々増加してい
る。これに伴い、いわゆる「ワセメシ」が伝統的な蕎麦屋やトンカ
ツ屋から、新しいエスニック料理に進化を遂げている。今回は中華
ラーメン屋の「隴垣金城 蘭州清湯牛肉面」、韓国料理屋の「豚豚豚」
と「Oh! キッチン N」、三つの新ワセメシを紹介する。

2年前、設備の更新をきっかけにリニューアルして以来、客層の幅も厚みを増した。昔なじみ
の洋食屋からイタリアンに特化し、長年愛してくれているシニア世代以外にも、若い女性客
の利用が多くなったという。それでも藤田さんは現状に甘えず来客一人一人の満足度を追
求し、
「おいしい料理とお酒を味わいながら、幸せな時間を楽しめる場所を提供したい」と今
日も理想の店舗を目指して腕を振るう。

一清、二白、三紅、四緑、五黄
大隈商店街にある
「隴垣金城 蘭州清湯牛肉面」の看板メニューは、牛
肉ラーメン。蘭州人が経営している蘭州ラーメン店なので、ご当地の作法
に忠実に従い、
「一清、二白、三紅、四緑、五黄」
（清は透き通ったスープ、白
はみずみずしい大根、紅は香ばしい辣油、緑はフレッシュなパクチー、黄
はかんすい使用した黄麺）の基本を貫徹している。麺の種類は細麺、中細
麺、平打ち韮麺と太麺が選べる。本格的な味を堪能できるため、開店３ヶ
月未満なのに時々行列もできている。

学生韓国料理の極み
「隴垣金城 蘭州清湯牛肉面」の隣、メニュー豊富な
「豚豚豚」が早稲田学生
たちの舌と胃袋を癒し続けている。17年間も変わらぬ味は、お通し的な３
種盛り（冷奴、自家製キムチとナムル）とサムギョプサル。ここは半分以上
が韓国人のお客さんで賑わっていて、日替わりで割引メニュー（サムゲタ
ン、ユッケジャン、ビビンバなど14種類の定食を提供）があり、夜でもサム
ギョプサルを１人1000円ほどで食べることができた。実に学生たちの財
布に優しいお店だ。

④

しかし、
「隴垣金城 蘭州清湯牛肉面」の大将と「豚豚豚」の店長は同じ悩み
を持っている。それは人手不足。学生たちのランチラッシュを目の当たり
にして、ランチ弁当を思いついたものの、朝8 時に入店して調理しなけれ
ばいけないため、残念ながらまだ検討課題のままだ。

大満足「350 円弁当」
ランチ弁当全品目350円で早稲田を制覇した
「Oh!キッチンN」。その秘
密は新大久保にある本店の力にあった。3年前から早稲田で弁当だけ販売
していたが、1年前、イートインも開設した。また、
「隴垣金城 蘭州清湯牛
肉面」と「豚豚豚」はスタッフが２人しかいないのに対し、
「 Oh!キッチン
N」のスタッフは６人いる。本店の強いバックアップがあるからこそ、毎
日、新大久保から作った弁当を配送して、10時から販売ができるというわ
けだ。チーズタッカルビ弁当や唐揚げ弁当など7種類の定食を１日平均
100個売りあげる人気店だけのことはある。

1 キッチンミキ（ミキランチ）

写真番号

⑤

店名（メニュー名）

2 三品食堂（ミックス）
3 高田牧舎
（マルゲリータと 4 種のチーズのハーフ＆ハーフ）
4 隴垣金城 蘭州清湯牛肉面（蘭州牛肉ラーメン）
5 豚豚豚（豚カルビ定食）
6 Oh!キッチンN
（若鶏の唐揚げ弁当, オムライス弁当など10種）

1
2
3

4
5
6

⑥
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