
学生生活説明会（８月５日、１９日開催） Ｑ＆Ａ 

 

【学生生活関連】 

質問 回答 

どんな学生が多い印象ですか？ 
堅実で何ごとにも一生懸命に取り組む学生が多い印象で

す。 

北海道からの受験を検討しています。東海３県以

外の学生の割合を教えてください。 
東海３県以外の学生の割合は約２割です。 

野球部にマネージャー枠はありますか？ 
特に枠はありません。部員・マネージャー問わずメンバーを

随時募集中です。 

高蔵寺駅からのバスは無料ですか？ 無料で利用できます。 

学食にはどんなメニューがありますか？ 日替わり定食、麺類、丼、サラダバーなどがあります。 

男女の比率はどのくらいですか？ 約７割が女性です。 

取る授業数で学費は変わってきますか？ 取る授業数で学費は変わりません。 

アルバイトをしている学生はどれくらいいらっしゃ

いますか？ 
約９割の学生がアルバイトをしていると思います。 

一番所属している人数が多いサークルはなんです

か？ 
ダンスサークルの Free Styleです。 

所属できるサークルに上限はありますか？ 上限はありません。 

サークル活動の中で、色々な問題が起こる話を聞

きますが、実際にあるのでしょうか？ 

本学では近年大きな問題は起きていません。月に１回サー

クル長と職員が参加する会議があり、飲酒や熱中症などの

注意喚起や情報提供を行っています。 

県大祭はどんなことをするのですか？ 

お笑い芸人のライブ、各サークルの発表・展示、音楽系サ

ークルやダンスサークルのライブ、各種ゲーム、打ち上げ花

火、イルミネーションやサークルに所属している学生が模擬

店を出展したりします。 

寮はありますか？ 寮はありません。 

服装や髪の毛の色に規定はありますか？ 服装や髪の毛の色についての決まりはありません。 

自分の車での通学は可能ですか？ 
学部３年生以上で、本学で定めた許可基準を満たせば自動

車通学は可能です。 

サークルは、1年生の間は絶対に入らないといけ

ないなど決まりはありますか？ 
決まりはありません。 

学生の方の交通手段で一番多いものはなんです

か？？ 
地下鉄とリニモ利用です。 



サークルはどこのキャンパスでやっているのです

か？ 

長久手キャンパスで４７団体、守山キャンパスで７団体がそ

れぞれのキャンパスで活動しています。 

バイクでの通学は可能ですか？ 大学に届出（登録）をしたうえで通学可能です。 

サークルなどに入っていなくても利用可能なトレー

ニング室等の設備はありますか？？ 
サークルに所属していなくても体育施設の利用はできます。 

全国の中でも強い、または有名なサークルはあり

ますか？ 
弓道部、サッカーサークル FORZAが近年頑張っています。 

イベントは年に何回ありますか？ 
大きなイベントとしては、４月に新入生歓迎会、１１月に大学

祭「県大祭」が行われます。 

去年の大学祭のゲストは誰でしたか？ 
銀シャリ、ジェラードンなどのお笑い芸人の方が大学祭をも

りあげてくれました。 

看護学部でサークルに参加している人はどのくら

いいますか？ 

２０２０年度現在、守山キャンパスのサークルに１８９名、長

久手キャンパスのサークルに５０名が参加しています。 

学食は朝昼晩やっていますか？ 

食堂の通常営業は 11:00～15:00です。 

購買（コンビニをイメージしていただけたらよいです）

の通常営業は 9:30～18:30 です。 

看護学部の生徒でも長久手キャンパスで行われる

サークルに参加できるのですか？ 

参加できます。 

2020 年度現在、看護学部の学生のうち、守山キャンパ

スのサークルに 189名、長久手キャンパスのサークル

に 50 名が参加しています。 

守山キャンパスでの授業後でも長久手キャンパス

のサークルに参加することはできますか？ 

大学内に残れる時間は決まっておりますでしょう

か???また学生の皆さんは何時頃帰宅しています

でしょうか??? 

大学内の施設は概ね 21 時まで利用可能です。サークル

活動等が無ければ、講義終了後に帰宅しています。 

自動車の駐車場はありますか？ 

有料ですか？ 

駐車場はあり、無料ですが、自動車通学できるのは学部

３年生以上で、本学で定めた許可基準を満たした学生の

みとなります。 

看護学部は 2年生から守山キャンパスに行くこと

になるのですか？？ 

１年生の後期から一部の講義が守山キャンパスで始ま

り、２年生からは全ての講義が守山キャンパスで行われ

ます。 

他学部との交流はあるのですか？ 
教養教育科目の履修やサークル活動に参加することで

他学部の学生と交流することができます。 

サークルに入るメリットはありますか？ 

学生へのアンケート結果から「友人ができる」が一番の

メリットと回答を得ております。その他「趣味が広がる」

「ストレス解消」などの回答がありました。 

自宅通学を考えていますが、家から何時間くらい

かかると一人暮らしを考えた方がいいですか？ 

１限目は８:５０開始、５限目は１７:４０終了なので、

この時間を考慮して一人暮らしを考えていただけたら

よいかと思います。 



キャンパスの周りにはどのような施設があります

か？ 

長久手キャンパスの周りには、愛・地球博記念公園（モ

リコロパーク、2005 年に開催された『愛・地球博』の長

久手会場跡地）、IKEA 長久手、愛知県陶磁美術館があり

ます。 

守山キャンパスの周りには、名古屋市東谷山フルーツパ

ークがあります。 

学祭は一般公開していますか？ 
一般公開していますが、2020 年度の開催は中止となりま

した。 

サークルはいくつまで加入可能ですか？ 上限はありません。 

名古屋駅から長久手キャンパスまでの費用と時間

はどれくらいですか？ 

名古屋駅－藤が丘駅（名古屋市営地下鉄東山線）310円 

藤が丘駅－愛・地球博記念公園駅（Linimo(リニモ)愛知

高速交通株式会社）360円 片道合計 670 円です。 

なお、名古屋駅から県大の最寄りの愛・地球博記念公園

駅までの所要時間は、約 50 分です。 

ホームページでは服部財団の給付型奨学金の募

集があったとありますが、今年のパンフレットには

記載がありません。 

今年(昨年)の募集はなかったのでしょうか？ 

年度により募集のある年、ない年があります。2019 年度

は募集がなく、2020 年度は大学院生 1名の募集がありま

した。（学部生はなし）なお、この財団では高校 3年生の

時に申請する予約採用を行っているようですのでイン

ターネット等で調べてみてください。 

 

  



【キャリア関連】 

質問 回答 

この就職率は看護学部も含まれていますか？ 含まれています 

客室乗務員を目指しているのですが、過去に愛

知県立大学から客室乗務員になった方はいらっ

しゃいましたか？ 

国内の航空会社だけでなく、海外の航空会社でも CAと

して活躍しています。 

情報科学科はどういった所に就職していきます

か？ 

大学 HP に学部ごとの主な就職先を掲載しています。ぜ

ひご覧ください。 

日本文化学部から学芸員になった方はいらっし

ゃいますか？ 学芸員として活躍している方もいます。学芸員は専門

性が高い仕事ですので、幅広い知識が求められます。 
過去に学芸員として就職した方はいますか？ 

看護学部だけの就職率を教えてください。あ

と、どんなところに就職されたかもお願いしま

す。 

大学 HP に学部ごとの主な就職先を掲載しています。ぜ

ひご覧ください。 

県外出身の学生の就職率はどのくらいですか？ 
就職率は全体で 99.9％ですので、県外出身者の就職率

も同様にほぼ 100％です。 

オリエンタルランドへの就職を目指しているの

ですが、過去にオリエンタルランドへ就職した

学生さんはいますか？ 

就職実績があります。 

教育福祉学部の方で、地方公務員になられる方

はいらっしゃいますか？ 

昨年は約 2割の学生が公務員として就職しています。

多くは地方公務員です。 

教職課程についてです。 

免許を取得した方の中で、企業就職の道を選ぶ

方もいますか？ 

教員免許を取得する学生は基本的に教員になる方が多

いですが、様々な学びや体験の中で自分の適性などを

知ることで企業への就職を選ぶ方もいます。 

ホテル業界に就職した人いますか？ 
就職実績があります。ホテル業界は旅行業界や航空業

界なども幅広く見ている方が多いです。 

教師となった方で、私立の学校へ就職された方

はいらっしゃいますか？ 

割合的には公立が多いのですが、毎年私立の学校で教

員になる方はいます。 

卒業生で海外の教員として活躍している方はい

らっしゃいますか？ 

卒業後すぐに海外での教員になっている方はいませ

ん。国内で日本語教員として働く方はいます。 

インターンシップの期間はどれくらいですか？ 1日から 1か月以上まで様々なプログラムがあります。 

ホテル業や航空業だと、観光についても勉強し

ないといけないかも知れませんが、それらは自

分で勉強する方法になりますか？ 

学内の講義としてはありませんので自主的な勉強にな

ります。ここ数年、本学では旅行商品開発プロジェク

トとして実際の「旅」を企画販売するインターンシッ

プを行っています。 

公立保育園幼稚園へ就職した方はいらっしゃい

ますか？ 

います。実習などで園の特色を体験して選択してくだ

さい。 



児童福祉施設に就職したいと考えているのです

が、これまでに愛知県立大学からそのようなと

ころへ就職した方はいらっしゃいますか？ 

愛知県などが定める施設や社会福祉法人が設置する児

童福祉施設など様々なところで卒業生が活躍していま

す。 

幼稚園教諭の資格を取得して国公立幼稚園に就

職することは可能ですか？ 
可能です。公立園に就職する方も多くいます。 

サービス業への就職は可能ですか？ 

どの学部からでも就職できます。サービス業と言って

もその業界は広く、様々な業務がありますので多様な

挑戦ができると思います。 

ホテルウーマンになりたいのですが、ホテル業

界に就職した人はいますか？また、ホテルウー

マンに必要な資格とかはありますか？ 

ホテル業界へ就職者も毎年います。就職時に必要な資

格はありませんが、海外の方と接する機会も増えると

思いますので語学力を高めると良いと思います。 

社会福祉学科から企業に就職した方はいます

か？ 

毎年多くの学生が企業に就職しています。社会福祉士

として企業に就職する方もいますし、大学での学びを

通じて全く違うかたちで社会に貢献する方もいます。 

大学入学後に将来の夢を決める学生さんはいら

っしゃいますか？ 

もちろんいます。大学生活の中での多くの経験から自

分の適性ややりたいことを見つけて下さい。 

サテライトキャンパスとは、何をするところで

すか？ 

講義や一般の方が参加できるセミナー、就職支援とし

ての学生相談やガイダンスなど、様々なイベントを開

催しています。 

一年生のときから、インターンシップに参加す

ることは可能ですか？ 
可能です。多くの体験をして下さい。 

公務員のなかではどういった職業に就かれてい

る方がいますか？ 

地方公務員の行政職が多く、専門職では保育士や社会

福祉士、教員もあります。 

求人が来た際に特定の科のみの募集などはあり

ますか？ 

求人のほとんどは学部学科を指定していませんが、特

別な資格や技術を必要とする求人は、応募できる学科

が限られる場合があります。（例：保育士など） 

インターンシップでは、JALの他どのようなと

ころに行けますか？ 

インターンシップの行先は限定していません。今は多

くの企業・官公庁が実施していますので、自分の興味

や関心に合わせて参加することができます。 

教員免許を取得しても教員にならない人もいる

のですか？ 

教員免許を取得する学生は基本的に教員になる方が多

いですが、様々な学びや体験の中で自分の適性などを知

ることで企業への就職を選ぶ方もいます。 

就職者だけでなく、院志望の学生にもサポート

はあるのでしょうか？ 

大学院の出願案内等の資料を準備しています。試験対策

などは指導教員の先生がアドバイスすることが多いで

す。 

観光業だと、どのような職につく方がいるので

しょうか？ 

観光業の多くは営業職を募集しています。商品企画や総

務等事務職もあります。 

国家公務員試験のサポートはありますか？ 公務員を目指す学生のための公務員相談や公務員ガイ



ダンスを実施しています。また、大学生協が実施する講

座もあります。 

教員志望ですが、教育学部と愛知県立大学にあ

る教育学部以外の学部を比較した場合のメリッ

ト、デメリットを教えていただきたいです。ま

た、教員を第一志望とせず、教員免許のみ取得

したいと言う場合は、就職支援はどのようなも

のになるのか教えていただきたいです？ 

教育学部では免許取得に向けたカリキュラムが中心で

す。それ以外の学部では免許取得のカリキュラムとそ

れ以外の専門科目の履修が必要です。学ぶ範囲が異な

る為、メリット、デメリットは学ぶ側の目的に因りま

す。また、本学での就職支援は企業、官公庁に就職を

希望する学生と同様の支援をしています。 

就職について、求人はどのようなところから来

ますか？ 

全国から求人は届きます。総合大学ですので求人元（業

界）は限定されず多様な求人情報を扱っています。 

就職についての質問です。 

首都圏で就職活動をして、内定をもらう学生さ

んは年間でどれくらいいますか？ 

首都圏で就職活動を行う学生は出身地にもよりますが 1

割以下です。しかし、愛知県で就職活動を行って首都圏

に勤務する学生はそれより多くいます。 

就職にはどんな影響がでていますか？ 

航空系につきたいと考えています。 
今年度はコロナウイルスの影響により、航空業界では採

用縮小の影響が出ていますが、職種によっても異なりま

す。広く情報を収集することが大切です。 
コロナの影響で航空関係の企業からの求人はし

ばらく来ませんか？ 

県外へのインターンシップも可能ですか？ 
可能です。県外出身者の方は帰省の期間を利用して参加

しています。 

求人は、地元企業が多いですか？ 

また、バス（運転手）会社に就職する人はいま

すか？ 

地元企業の求人情報は多く扱っています。近年ではバス

会社に運転手として就職した方はいません。 

○○に関わる仕事がしたいと聞けば、教えてく

れるものですか？ 

関連する職種、企業なども紹介しています。しかし、な

ぜ〇〇に関わりたいのかということを最も大切にして

いますので、その「なぜ」の部分から一緒に考えていま

す。 

海外に就職される方はいますか？ 
海外の企業に就職する方はごく稀ですが、国内企業に就

職して海外で仕事をする方はいます。 

日本文化学部の学生で教員と公務員以外の一般

企業に就職する学生の割合はどれくらいいらっ

しゃいますか？ 

約 7割以上の学生が一般企業に就職しています。 

相談は予約制ですか？ 原則、予約制としています。 

公務員試験対策講座は毎年開講されますか？最

小催行人数に満たず、催行中止となった年はあ

りますか？ 

公務員試験対策講座は大学生協が運営しています。近年

では開催中止となった年はありません。 

インターンシップの期間はどれくらいですか？ 1日から 1か月以上まで様々なプログラムがあります。 



【学務・教員免許関連】 

質問 回答 

外国語学部に帰国子女の方は多いですか？ 多くはありませんが、帰国子女の方もいます。 

外国語学部の、英米学科と国際関係学科で迷って

いるのですが、具体的な違いを教えて頂きたいで

す。 

英語圏に興味を持つ、または教職を希望する学生には英

米学科を、国際社会全体に興味のある学生は国際関係学

科をお勧めしています。 

日本文化学部で日本語について学びたいと思って

いるのですが、そういった生徒さんはいらっしゃ

いますか？ 

日本語の仕組みについて学ぶ授業はいくつもあります。

日本文化学部で日本語を学べる分野を「国語学」といい

ます。国語学は日本語のしくみについて研究する分野で

す。1 年生は全員「国語学概説」という授業をとる必要

があり、そこで日本語の音のしくみ（どうやって発音し

ているのか、どのように音を区別しているのかなどの規

則）や文法のしくみ（どのように単語をつくるか、どの

ように文をつくるかなどの規則）といった基礎的なこと

を学びます。さらに、１－２年生で、これは選択ですが

「国語学基礎研究」という科目で日本語を研究する方法

について学んだり、「国語史」の授業で日本語の歴史（い

まの日本語に至るまでにどのように変化してきたのか

という歴史）について学んだりします。３年生になった

ら、これも選択ですが「国語学演習」「国語学研究」のよ

うに、自分で問題点を発見して研究していく授業もあり

ます。また、４年生は必ずそれぞれのゼミで卒業論文を

書く必要がありますが，例年で国語学の分野で卒論を書

く４年生は 15 人から 20人ほどいます。みんなそれぞれ

在学中に自分の興味が日本語のどの部分にあるのかを

見出して、一生懸命研究しています。 

社会福祉士の資格は 4 年間で取れますか？ 

社会福祉士資格は、受験資格取得を取得したのち、国家

試験に合格することで取得できるものです。したがっ

て、在学中に取得できるのは、社会福祉士資格ではなく、

社会福祉士受験資格です（精神保健福祉士も同様です）。

本学科は、社会福祉士受験資格取得を基本的要件として

いますので、４年間の在学中に十分に取得できるカリキ

ュラムとなっています。また、本学では受験資格取得者

のほぼ全員が国家試験を受験しています。 

公立保育園幼稚園へ就職した方はいらっしゃいま

すか？ 
公立保育園にも就職しています。 



社会福祉士と精神保健福祉士の免許両方の取得は

可能ですか？ 

国家試験受験資格は、社会福祉士、精神保健福祉士の両

方が取得可能です。本学では、社会福祉士受験資格取得

を基本として、それに上乗せする形で精神保健福祉士受

験資格と教員（公民）免許が取得できるようなカリキュ

ラム構成になっています。なお、精神保健福祉士受験資

格および教員（公民）免許のみの取得はできません。 

外国語学部の人が保育士の免許はとれますか？こ

ちらも履修すればできますか？ 
教育発達学科以外の学生は取得できません。 

教育発達学科はピアノなど音楽をどれくらい重視

していますか？ 

学科として特定の科目を重視するようなスタンスはあ

りませんが、小学校の先生や保育者として必要になる音

楽技能を獲得するための授業や練習環境が用意されて

います。 

たとえば、音楽実技の授業は受講者のレベルに応じて複

数クラスに分かれており、さらに各クラスで一対一の指

導を行います。 

実技を一斉に指導する大学もありますが、受講者の音楽

経験には幅がありますし、指の運動能力にはどうしても

個人差がありますので、各受講者に合わせた教授ができ

るように個別指導の形がとられています。 

他にも、音楽の仕組みや教材研究など、音楽を理論面か

ら学ぶ授業もあります。 

また、学生のみなさんが利用できる防音の音楽練習室

（ピアノ設置）が 10 部屋以上ありますので、授業の空

き時間などに自由に練習していただくことが可能です。 

社会福祉学科は必ず実習を取る必要はあります

か？ 

本学では、社会福祉士受験資格取得を基本としたカリキ

ュラム構成ですので、原則的にはソーシャルワーク実習

は必須です。ただし、社会福祉士受験資格取得を目的と

しない場合は、この限りではありません。 

教職についての質問なのですが、スクールボラン

ティア等の実習期間はどれくらいですか？ 

単位取得以外でのスクールボランティアの活動期間は、

学生と活動先とで相談の上、決定していただけますが、

半年から１年間活動する方が多いです。一定の条件のも

とで、スクールボランティア活動を免許取得に必要な単

位とすることもできます。その他、免許取得に必須の教

育実習は２～３週間です。加えて、小中学校免許には７

日間の介護等体験も必要になります。 

教員免許を取るのは大変で負担になると聞くので

すが実際はどうですか？？ 

卒業必修単位とは別に科目を履修する必要があります

ので、教職課程を履修しない学生と比べると履修科目数

は多くなりますが、毎年 100 名程度の学生が教員免許を

取得して卒業しています。 



学校図書館司書教諭の任用資格は、さらに何単位

取ればいいのですか？ 

学校図書館司書教諭に関する５科目１０単位に加え、教

職に関する科目を取得する必要があります。 

英米学科に通い、卒業すれば英語の免許は取れる

のですか？ 

英米学科で教員免許を取得するためには、卒業必修単位

とは別に教職に関する科目を履修していただく必要が

あります。 

教育実習先の学校は自分で決めることができます

か？ 

愛知県内の小中学校は、大学から一括で申込をするので

実習校を選択することはできませんが、愛知県内の高等

学校や、愛知県外の学校へ実習を希望する場合は、ご自

身で内諾を得る必要がありますので、選択可能です。 

教職をたくさん履修（他学科）すると、授業料が

増えますか？ 

履修する授業数に関わらず授業料は一律です。しかし、

一年間に履修できる単位数の上限が学部ごとに定めら

れておりますので、注意してください。 

卒業と同時に取得可能というのは、加えて講義を

受け単位を取ることで…ということでよいのでし

ょうか？ 

他の大学等に行く、などの講義以外のことで何か

他に教員免許を取得するためにありますか？ 

教員免許を取得するためには、大学の講義を受講するこ

ととは別に、２～４週間の教育実習と、小中学校免許に

は７日間の介護等体験の実施が必要になります。基本的

に本学で取得可能な免許種であれば、他大学の単位を履

修する必要はありません。 

 

  



【留学関連】 

質問 回答 

留学した年はその分、大学生活１年としてカウン

トさせますか？ 

在学しながら留学すればカウントされます。ただし休学し

て留学する場合はカウントされません。 

留学先はどこがありますか？ 
11の言語圏、約 60大学あります。大学案内 P.60に国別で

協定大学を示していますので、ご参照ください。 

愛知県立大学に留学生はどのくらいいらっしゃい

ますか？ 

通常時は、正規生・交換留学生あわせて 80-100名ほどで

す。 

理系にも留学はありますか？また、ある場合はど

れくらいの人が留学しますか？ 

看護学部では、看護英語等を学ぶショートプログラムが実

施されており、毎年 10名前後が参加しています。 

なお、（上記看護プログラムのような）学部主催のプログ

ラム以外は、どの学部の学生でも留学をすることができま

す。 

外国語の学部を選んだ場合留学をすることが出来

るのですか？それとも、他の学部でも留学は可能

ですか？ 

どの学部でも留学は可能です。 

学生生活では、留学生と交流できる機会はありま

すか？ 

交換留学生や留学に興味のある学生が日常的に集まる場所

として iCoToBa（多言語学習センター）があります。語学学

習だけでなくキャンパスにいながら留学気分を体験できる

場として好評です。また定期的に留学生とのイベントも開

催しています。 

 

 

【入試関連】 

質問 回答 

県内枠の推薦の看護学部の過去問は長久手キャン

パスへ行けばいただけますか？ 

長久手キャンパス入試課へお越しいただければ閲覧可能で

す。 

推薦で入った場合、入学金はすぐに払うのです

か？ 
入学手続時までに納入いただきます。 

入試についてなのですが、外国語学部の共通テス

トを課さない推薦試験の面接試験は英語ですか？

日本語ですか？ 

日本語です。 

全国から学生は来ますか？ 
北海道から沖縄まで様々な地域の入学者がいらっしゃいま

す。 

愛知県立大学は愛知県内の人の方が入りやすいで

すか？ 

試験内容に特に違いはありませんが、選抜の一つとして愛

知県内の方のみの推薦枠があります。 

 


