




虎の巻ダイジェスト
2022

いざ行かん,愛知教育大学！
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28-44 先輩の応援で合格まで,駆け抜けよう！
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【愛教大のおすすめスポット】
広大な敷地に贅沢につくられた駐車場

（２年 抹茶）
２



【先生の名言・迷言】
「えー、えー、えー、なに言おうとしたんだったかな」

（1年 さむがり）
３



【一人暮らしあるある】
虫が出たらピンチ。雷がやたら響いて怖い。

（1年 オムライス）

バスの並び列は
混雑しやすい！
時間に余裕を
もって家を出よう！

愛教大の一日

午前中の1,2限
は授業！

テストもあるし
頑張ろう！

学食をしっかり食べて
ひとまず休憩～

（昼ご飯はeMかHANDSかUPで
買えるよ！）→p16,17,18,19参照

お昼

～Aさんの場合～
※学年,学科によって時間割は異なります

12:20～

9:10～

(担当 柏)

４



【遅刻した時の定番言い訳】
北風とワルツを踊っていました。

（2年 マックス）

3限は授業のない空きコマだ！
図書館で勉強しても良し、

友達と近くに遊びに行っても良し、
ぐっすり寝るも良し！
※学年,学科によって異なります

13:20～

今日は4限で終わり！
最後まで頑張ろう！
※学年,学科によっては
5限もあります

授業後はサークルや部活,
委員会がある人も！
それぞれ自分が

やりたいことを楽しもう！
→ｐ29参照

15:00～

16:40～

帰宅

５



【一人暮らし事件簿】
水を床にぶちまけた。

（1年 ペンネーム）

６

（担当 黄熊）

①教育・人文棟
主に文系教科の人たちが使う棟です。
１階には落ち着いて勉強することが
できるスペース（コモンスペース）
もあります！

③第一共通棟
先輩もみんな「いっきょう」と呼ん
でいます！主に１年生の授業や全学
必修の授業で使います。

②附属図書館
小中学校の教科書・絵本・専門書が
たくさんあります。勉強場所として
も最適です！

・①

②

③

⑤

教育支援棟Ⅱ



【SNS事件簿】
いつのまにかSNSのフォロワーが2500人超えてた

（1年 丸）

７

④第二共通棟
大学といえば！の階段式の大教室。
主に大人数の学科の授業やガイダン
スなどで使います。

⑥自然科学棟
通称「しかとう」。
理系と生活科の研究室があり、
屋上には天文台が設置
されています。

⑦AUEセミナーハウス
大学内で合宿ができる場所です。
合宿のほかにミーティングなどでも
利用できます。（使用するには予約が
必要です）

⑤AUEスクエア
日向ぼっこならココ！
ここでお昼を食べたりできます！

④

⑥
⑦



【大学生心の叫び】
お金が！欲しい！あわよくば使う相手も！

（1年 Soy Joy）

８



【愛教大の豆知識】
自動車学校は家の近くのところに通ったほうがいいよ

（1年 スポーツ大佐）

９



【小学生から続けていること】
いかに親に怒られずにテストの点数を見せるか

（1年 O.A.）
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【オープンキャンパスの思い出】
とにかく暑い。あとGI（案内をしてくれた）先輩が面白かった。

（1年 .stl2）

11

Q2.PCを買うときには？？

A.PCは各大学で推奨している仕様が異なります。
PCを購入する時には，大学が指定する仕様を確認しておき、
満たしているものを購入するようにしましょう！

愛知教育大学(令和４年度入学性の場合)では・・・
①OS:Windows11であること
これ，とっても重要です！！
もし，Macを利用する場合は、Bootcampなどを介してWindowsを扱える技能
などを習得する必要があります。
PCをあまり使い慣れていないという方は，Windows11がインストールされて
いる機種を選ぶことをオススメします！

②２in１タイプ（パソコンにもタブレットにもなる）であること

などなど，様々な条件があります！合格が決まってもPC購入を急がず，条件
をしっかりと確認しましょう！

ちょっと小話

愛知教育大学生協と大学では毎年，オススメのPCとしてMicrosoft社の
Surface Proシリーズなどを取り扱っています。これは，PCとタブレットの
機能を１つで兼ね備えている便利な１台です！
大学の先生と一緒に機種を選んでいることもあり，大学の推奨使用を満たし
ているので安心です。毎年約９割の新入生に選ばれています！

Q3.ちゃんと使いこなせるのかな・・・

A.愛教大に限らず，新入生のほとんどの人がPCを使いこなせるか心配に思っ
ています。なので，困ったときは同学科の友達や先輩に聞いてみると良いで
しょう！
また，生協講座の１つとして「Surface活用講座」があります。使い方を学
べるので，受講してみると良いでしょう！



【大学生旅行体験談】
車でディズニーまで行く

（1年 あっきー）
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【受験当日の事件】
午前中の解答ミスを悟り昼飯の味がしなくなる

（1年 りーな）
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【寮の良いところ】
絶対誰かが近くにいる。大学が近い。

（1年 ペンネーム）

14

愛教大の実習を先取りしちゃおう！
愛教大の４年間で実施される実習について紹介します！各実習の詳しい概要は
大学HPに記載されているので、ぜひ、見てみてください！
（記載内容は2021年度におけるものとなります。） （担当 黄熊）

＊学校体験活動入門
＊介護等体験（学校教員養成課程

のみ）

＊学校体験活動Ⅰ
＊介護等体験

＊学校教育実習（校種別，養護）

（学校教員養成課程）
＊各種実習・インターン
（教育支援専門職養成課程）

＊４体験活動

＊小学校教育実習・中学校教育実習・
高等学校教育実習・
特別支援学校教育実習
（学校教員養成課程）

学校体験活動とは？？
実際に小学校・中学校などに行き、活動
する実習です。入門・Ⅰは全学生必修と
なり、Ⅱは選択必修となります。
実習内容は活動先の学校によって異なり
ますが、授業見学や机間指導など、様々
です。
※教育支援専門職養成課程の学生も
必修です。

介護等体験とは？？
１年生では、岡崎にある愛知教育大学附
属特別支援学校で２日間、
２年生では、各地域の社会福祉施設で
５日間活動します。
※学校教員養成課程のみが対象です。

４体験活動とは？？
・学校体験活動Ⅱ
☆自然体験活動
☆企業体験活動
☆多文化体験活動
の４つからどれか１つを選んで活動します。
※教育支援専門職養成課程も対象です。

2022年度入学生からは☆の３つが地域協
働教育体験活動に変更となります。



【大学での素敵な出会い】

大学で初めてできた友達と名前が一緒
（1年 いんろっと）
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【受験期のあるある】
急に不安になりがち

（1年 Soy Joy）

eM(えむ)って知ってる？

☆eMとは…
愛知教育大学の第一福利施設という建物の中にある購買施設
のこと。イメージとしてはコンビニが大きくなったもの！
・お弁当やおにぎり、サンドイッチ、おやつなど多くの商品が売っ
ているよ。
・生協に加入していると文房具が定価の20％引き、書籍が定価
の10％引きで買える！皆さんが購入する教科書(一部対象外)、
漫画、雑誌なども10％引きの対象！
・生協で購入したパソコンのサポートや各種学内講座などを取り
扱う総合カウンターや、自動車学校や旅行について相談や申し
込みができる旅行サービスカウンターもある！

(担当 .stl2)

おにぎり、お弁当、
サンドイッチ、パンな
ど！沢山あって迷っ
ちゃう…

飲み物の種類も豊富！
暑い時期にはアイスも
売っているよ！

お菓子売場！
COOPブランドのお菓
子もある！

☆実際の様子を見てみよう！

16



【夜寝る前の日課】

目覚ましをセットして明日起きられるように念じる
（2年 学籍番号奇数）

☆愛教大ならでは商品も！

教員採用試験の勉強のた
めの参考書がたくさん！

教員になるにあたって必要
となる、学習指導要領など
も揃っているよ！

学校教員養成課程の人は３年
生で教育実習に行くよ。だから
eMでは、チョークやマグネット
などはもちろん、実習でお世
話になった学校への御礼状の
セットも販売している！

愛教大のマスコットキャラク
ターである、愛教ちゃん、エディ、
愛教大のエンブレムが載った
グッズ、オリジナルスウェットや
タオルなども販売中！

文房具！本当に何でもある！ 小説や漫画、雑誌もたくさん！

17



【大学生活あるある】
クラスメイトという概念が無くなるので人の顔を覚えられない

（1年 ぬこ好き）

HANDS (ハンズ） （担当 霜月）

HANDSは愛教大の第一福利施設にある食堂です。定食や丼もの,

うどん,小鉢,汁物があります。
昼休みは、列が外まで並ぶほどの大盛況です！

釜玉うどん
＋

揚げ餃子

・暑い夏にぴったりな
冷たいうどん

鮭丼
＋

ポテト＆
コーンサラダ

・担当者のガチ推し‼

おろしカツ＆
ねぎ塩焼肉セット

・おかず、超多いです‼

18



【愛教大の豆知識】

北海道から鹿児島出身までいた
（1年 ふんころがし）

UP （ユーピー） （担当 霜月）

UPは愛教大の第二福利施設にある食堂です。麺や丼を専門とした
食堂です。ラーメンや丼ものが好きな方にオススメです。UPでは
HANDSにはない揚げ物やデザートも提供しているので種類が豊富
ですよ。

みそカツ丼＋ポテト＆コーンサラダ

濃厚にぼしラーメン＋クリームコロッケ

九州とんこつラーメン＋キャラメルナッツショートヒレカツ玉子丼

他にも多くの
メニューがあるよ！

目指せ、全コンプリート！！

19



【地味な自慢】
バスや電車で寝てても目的の駅で絶対に起きられる

（1年 さむがり）

20

今夏で閉店
します…



【今でも分からないこと】

あの日消えた片方だけの靴下の行方
（1年 ぱんたろん）

21



【現実逃避の仕方】
妄想力を鍛えることで世界が自分の思い通りになる

（1年 マユタピリス）

お部屋探し＆部屋紹介

みなさん、初めての一人暮らしのイメージはついていますか？
わくわくと不安で胸がいっぱいだと思います。
でも大丈夫！このページでは、お部屋探しをするときの
ポイントや一人暮らしをしている大学生のお部屋をご紹介。
素敵な新生活をスタートさせましょう！

洋室〇畳

ベランダ

キ
ッ
チ
ン

玄関

トイレ

洗面所
浴室

Q.お部屋の大きさは？
７～９畳が一番多いよ！
平均は８.７畳かな。

物をたくさん置く人は広さを

重要視しよう！

Q.お風呂とトイレは？
圧倒的セパレート率！！

「お風呂とトイレは別がいい」
という先輩の声は多いよ。
一方でユニットバスだと
セパレートより掃除が楽！収

納

Q.キッチンや洗濯は？
火はガスよりもIHの方が安全！

洗濯で欠かせない
日当たりはとても大事。

電気代の節約にもつながるよ！

Q.立地や防犯対策は？
立地は大学に近い場所を
選んでいる人が多いよ！
防犯対策では２階以上や
オートロック付きの
場所を選んだみたい。

愛知教育大学生活協同組合
公式キャラクター

きくみちゃん

(担当 B³)

22



【今欲しいものは？】

心の余裕
（2年 ぽんぽんぽん）

お部屋を借りるときには入試が終わったらすぐに確保できるように準備をしておこう！
人気のお部屋や広くて質のいいお部屋はすぐに埋まってしまいます！

kitchen

room

bathroom

空間を上手く利用して
収納しているね◎
自分お気に入りの
キッチンで料理を楽し
もう！

棚やベット下収納を活
用して部屋を広く使っ
ているね！
リラックスできる部屋
を作ろう！

セパレートが人気だ
けど、ユニットバスも
工夫次第で使いやす
いかも！？

23



【大学生になってできなくなったこと】
入試終わってからなにもやらなさすぎて、ほぼ忘れた。

（1年 あっきー）

大学生になったら、一人暮らしを始めたいと思っている方へ！
学生寮についてご紹介します！学生寮ってどんな感じなのだろう…と疑問を
持っている方もいると思います！
ぜひ、このページを参考にしてください！

〇学生寮のメリット！
・大学の敷地内にあるから、すぐ教室に行ける！
・寮の友達と仲良くできる！一緒に遊びに行くことも！
・家賃が安い！
・イベントで他学科や他学年の人と仲良くなれる！

〇概要
・家賃２３,０００円／月 ・食事は自炊
・各階に洗濯機と乾燥機２台設置、共同で使用

〇間取り
ユニットバス
トイレ

棚

入
口
ド
ア

キッチン

クローゼット

ベ
ラ
ン
ダ

←洋室１４㎡
（約８.５畳）

※設備部分含む

（担当 ⚙３世）

エアコン

寮 介紹

24



【愛教の独特なことば】
aueを「えーゆーいー」じゃなくて「あうえ」と読む

（1年 さかな）

〇寮の中身紹介！
〈外観〉

自転車や原付があると買い物に
行くときに便利です！

〈入口〉

←建物入館証をかざ
します。
男子棟・女子棟のどち
らにもあります。

〈部屋〉

←私は敷布団を
使っています。
カーテンはすぐ
に買うことをおす
すめします！ キッチン→

コンロと冷蔵庫（F
棟以外）は

備え付きです。

←備え付きの
棚は便利です。
棚を上手に使
おう！

ユニットバス＆トイレ→
シャワーヘッドは取り替え
てみてもいいかも！

※他にも管理棟があります。
管理棟では学生寮の行事が
行われます。

25



【バイト体験談】
フラペチーノをお客さんの前でぶちまけた。

（2年 学籍番号奇数）
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【大学デビューの失敗談】
初メイクを失敗して目が腫れている人になった

（1年 りーな）
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【受験当日の事件・珍事件】

模試で日本史80点以下とったことありませんでしたか、当日は40点台でした
（2年 抹茶）

28

ＨＡＮＤＳ，ＵＰと連携



【一人暮らし事件簿】
宗教の勧誘の方が来た。

（1年 ボノ）

29

クラブ・サークル紹介

クラブ・サーク
ルの一覧はこち
らのQRコードか
ら見ることがで

きます！

自分に合ったクラブ・サークル
を見つけて充実した大学生活を

送ろう！

※質問等につきましては、各団体にご連絡ください。

(担当 柏)



【受験当日の事件・珍事件】

共通テストの数学で隣の人がキレておれた鉛筆が飛んでくる
（1年 ブルブル）

愛教大生の勉強方法 (担当 柏)

勉強方法 Q勉強方法をできるだけ詳しく
教えてください。
（各教科について）A

・古文単語と句形を覚える！
すぐ点数上がります！
・沢山問題集を解きました
・漢字は夏までに終わらせる
・過去問解く

国語
・チャートで問題を見て、す
ぐに解き方がわかるまで繰り
返す
・ひたすら公式を覚える
・分からんやつは一旦諦めて
次にいく

数学

・模試を沢山解いてどんな問
題が出るか研究
・ノートなどにまとめて勉強
しました。
・とにかくアウトプット

社会

・基礎をしっかり固める
・教科書と参考書を何度も読
んだ
・暇な時は絵や表を自作する

理科

・かたまりで読めるように
演習する
・英単語は毎日読む
・とにかく問題に触れる

英語
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【大学での素敵な出会い】
わりと感覚が同じ人がおおいから過ごしやすい

（2年 慮っちゃん）

小論文対策 (担当 柏)

Q
小論文の対策についてできる
だけ詳しく教えてください。

A
英文、経済、政治、ジェンダーと幅広
く対応できるように勉強する。

学校の先生に添削してもらって、改善点
を直しながら何度も書きました。

教育関係の新書や参考書、新聞の記事
を読み漁りました。

様々な話題に常日頃関心を持つ

原稿用紙のルールの確認をしっかりす
る、過去問で系統をみておく
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【地味な自慢】

駅から大学へのバスをチャリで抜かした
（1年 Bamboo）

(担当 柏)

Q
使っていた参考書をできる
だけ詳しく教えてください。

A
ターゲット1900 ,やっておきたい英語
長文500, Scramble ,速読英熟語

河合塾文系数学の赤色,駿台のリスニン
グ,国公立対策・難関私立大対策の
現代文,学校のワーク

つながるまとまる古文単語500、黄色チャー
ト、スタンダード、LEAP、漢文必携、世界
史概説タペストリー、ちくま評論選など

国、理、社は学校で買わされた単語帳や
教科書、資料集を徹底する方がいいと思
います。

やっておきたい英語長文500と700 小
論文の完全ネタ本(人文、教育系) 教
育動向2022

使っていた参考書
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【大学デビューの失敗談】

学科の女子全員の名前をすぐ覚えたら、女遊びしてそうと言われた。
（仲良くなりたかっただけなのに…） （1年 やまそら）

面接の体験談について
(担当 柏)

Q後期試験の面接についてでき
るだけ詳しく教えてください。A

提示された課題を自分で考えてそれを
グループで共有し、ひとつの意見を出す。
協調性を持って取り組むことが大切。

先生方があまり緊張しないように明るく話しかけてくれ
たので全然緊張しなかった。
面接を終えてさらにこの大学に入りたいと思った。
自信を持って答えることが大事！

質問内容は毎年変わるので質問に関すること
は言えません。苦手な子でも学校の先生と3回
面接練習すれば、
変化球以外は絶対対応できます。

面接が苦手な子でも学校の先生と3回面接練習すれ
ば変化球以外は対応できます。大人信じとけ！

「分からない」って答えても受かる。
素直は正義。
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【息抜きの方法】

寝る。Twitter。
（2年 茜）

応援メッセージ (担当 柏)

Q他に受験生に伝えたいこと
があれば教えてください。

A

なんとかなると思って勉強することが大切だ
と思います。 本当に辛い時は1日休んだ方が
ダラダラ勉強するよりずっといいです。

自分の好きなものを受験生だからって無理に辞めてしまう
必要はありません。無理に辞めてしまうと心が病んで勉強
が上手く進まなくなってしまうこともあるので、細く長く
続けるといいと思います。好きなものだからこそ勉強との
両立頑張って！

とにかくつらくて、焦る気持ちもよくわかり
ます。自分も試験当日を想像してしまい、全
く寝れないなんてことも度々ありました。た
だ、過ぎてしまえばあっという間です。やれ
ば終わります。大丈夫ですよ。

勉強はモチベがとても重要だと思います。終盤になると睡眠時
間を削りがちになってしまいますが、睡眠はモチベ維持に必要
不可欠です！家に帰って勉強する時間が少ないのは重々承知で
すが、本当に睡眠もとい健康管理には気をつけてください。

諦めずに勉強すれば、鬼楽しい大学生活
が待ってますよ？？頑張ってください。
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【愛教大の豆知識】
階段と坂が多くて、3分で汗かく。

（2年 オムライス）

先

輩

か

の

応

援 声

の
ら

義務英語 はな

教育科学 にこ

義務国語 りーな

義務数学 おぐりん

義務社会 らっこ

（担当 露）

つづくよっ！
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【大学生心の叫び】
レポート多くね？必修多くね？あれ、大学生忙しくね？

（1年 いんろっと）

福祉 めだまやき

義務数学 しぶちー

特別支援 しゅーまり

高等英語 とまと

特別支援 H2O
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【大学生になってできるようになったこと】
全休

（1年 ひー）

図画工作 鯖

義務社会 レモン汁

地歴公民 えのき

受験期間は凄く辛いこともある
と思いますが、愛教に入ってか
らの生活はThe大学生感満載なの
ですっごく楽しい生活が待って
る事を信じて頑張ってください

失敗を恐れたり、どうしよ
うどうしようって考えてて
もしょうがない！
しくっても割となんとかな
るから、全力出し切ること
だけ考えよう！

高等英語 まるこめ

結局、なんやかんや耐
える。
受験は、冒険や！諦め
たらあかん。

義務数学 ザキ

37



【今いらないものは？】
課題課題課題課題課題課題課題課題課題課題課題...

（1年 ザキ）

義務社会 STONE

義務数学 おすっしー

義務英語 ゆ

がむしゃらに頑張ること
は大事だけど、適度な休
憩も忘れずに!

立ち止まってもそこで
終わりじゃないよ！応
援してます！

福祉 やっこ

図画工作 ミルクティー
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【受験期のないない】
「あ！この模試の問題、学校の問題集で見たことある！！」

（3年 ゆゆゆ）

心理 黒菜

ガバナンス Bamboo!!

養護教諭 ゆゆゆ
義務ICT いぬ

睡眠大事！！体調が悪
かったり、憂鬱で胸がモ
ヤモヤしたら寝よう!

Now Loading…
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【大学生になってやったこと】
ミスド食べ放題

（3年 りぼん）

（担当 露）

海賊王
サファ美長

白花
青菜

ノモア

これからが勝負なので、
毎日やり切ったと思え
るように過ごしていき
ましょう！

⚙3世
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【朝の日課】
二度寝、三度寝、四度寝、、、

（2年 らっこ）

B³

青熊

鵜葉

SS王

Mord

紫舞長
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【大学で出会った特徴的な人】
Twitterやっている人が多いね()

（3年 ゆゆゆ）

ドリー

神無月

アントニオ駿

SABA大根

ピノちゃん
葵

柏

受験がんばれっ！！
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【大学生活あるある】
意外と彼女ができない

（1年 お嬢）
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【愛教大の豆知識】
バスの時間暗記すると神様と思われる

（1年 ペネロペ！）
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