
豊田キャンパスについて 

現代社会学、工学、スポーツの 3 つの学部があります。 

名古屋にある八事キャンパスと比べると、かなり田舎で

人数も少ないですが、その分広々としていて自然豊かな

ので過ごしやすいです！ 

私の在籍する現代社会学部は、さらに４つの専攻に分か

れており、社会福祉学専攻では、福祉の専門知識を学ぶ

ことができますが、ほかの3専攻の講義や、工・スポーツ

の講義も受けることができます。 

「福祉に関心があるけど、どの大学で学ぼうかな」と悩ん

でいる人は、福祉を専門とする大学だけでなく、こうい

う選択もあることを知ってほしいです(^^) 

 

 

中京大学豊田キャンパスでの生活ってどんな感じ？ 

部活動について 

豊田キャンパスには、全国レベルの運動部もあります

が、友人とわいわいしながら楽しむ部活動やサークルも

たくさんあります。 

部活動・サークルに入って、友人、共通の趣味を楽しむ仲

間を探し、新しいことへの挑戦など、様々な人がいると

思いますが、新学期に勧誘などもあるので、いろんなお

話を聞いてみてください！ 

ちなみに、私は子どもと触れ合いたい！ボランティアを

したい！と考えていたので、児童福祉活動部に入ってい

ました。地域の子ども会でレクリエーションをするボラン

ティアを行う部活動です。 

 

アルバイトについて 

大学生は自分で時間割を作ります。 

（最初は説明してもらい、サポートもあるので安心してく

ださい！） 

そのため、一日全休を作ってがっつりバイトをしている

人や、午前中の講義をとらずに夜遅くまでバイトする人

など、様々です。 

私はそのような人たちとは異なりますが、パン屋でのア

ルバイトに憧れていたので、2 限からの講義を入れて、

朝のバイトをしていることが多かったです。 

アルバイトで稼いだお金を、趣味に費やしたり、旅行に行

ったりできる世の中に早くなってほしいです・・・ 

下宿生活について 

中京大学には、全国から学生が集まっているので、下宿

生も多いです。体感としては、周りの 1/3 くらいが愛知

県外出身者だと思います。 

豊田キャンパスには、最寄り駅が二つあり、最も近いの

が「貝津駅」です。私はこちらに住んでいて、大学までは

徒歩 15 分弱です。 

もう一つが「浄水駅」です。大学からは 2 キロほどありま

すが、駅からスクールバスがたくさん出ています。 

貝津の周りにはスーパーがなく、私は浄水の方が便利だ

と思いますが、まぁ住めば都です（汗） 

 

C418020 竹内純奈 



C418018 正條竣也 
 

「豊田キャンパス学生生活紹介」 
 

 豊田キャンパスは、現代社会学部、スポーツ学部、工学部が同じキャンパスです。そのた
めスポーツ施設が大変充実しており、陸上競技場、テニスコート、サッカー場、野球場、ラ
クロス、ラグビー場、プール、弓道場、剣道場、スケートリンク、体育館、ジム、などたく
さんのスポーツ施設が整っています。ジムは年会費 100 円を払えば誰でも利用可能なので
スポーツ学部の学生はもちろんダイエットのために使う学生も多く見受けられます。  
  
また、中京大学豊田キャンパスの生徒の約半数はスポーツ学部の生徒です。そのうちの多く
が部活に加入しており、通学服はジャージがほとんどです。なので、スポーツ学部以外の生
徒も身だしなみに力を入れすぎることなく手を抜き放題です。朝、時間がない時は化粧をさ
ぼって、スッピンで登校しても浮くことはありません。夏の暑い日は T シャツにラインパ
ンツ、スポーツサンダルで通学しても周りも同じような格好をした人ばかりです。このよう
に身だしなみにお金をかけたくない人にはおすすめです。 

 
部活は、練習する施設も整っており、４年間スポーツに打ち込みたい方にとって最高の舞

台を用意しています。学部学科問わず誰でも入部できます。 
 
アルバイトは、色んなバイトを経験した方が楽しいと思います。バイトでたくさんの友達

や知り合いも増やすことが出来るので、ぜひやってみてください。おすすめのバイトは、カ
フェです!理由は、雰囲気が良くて、おしゃれだからです。 
  
一人暮らしをしてよかったことは、自由なところです。門限もないから、夜中に帰ってきて
も誰にも怒られないし、恋人も友達も自由に自宅に呼べるし、好きな時間に好きなことがで
きることです。とにかく気楽なのがいいです。個人的にも自由な時間が増えたのが最大のメ
リットと感じています。 
 
 また、好きな時に友だちを呼べることです。「実家が厳しくて友だちを家に呼びにくい」
「実家だと、恋人を家に呼びづらい」という人は多いですが、 一人暮らしなら気兼ねなく
友だちや恋人を呼んだり泊めたりできます。 
 
 そして、同居人に気を遣わなくていいことです。家族と一緒に生活していると、どうして
も気遣いをしなくてはいけない。例えば、お風呂の順番や食べ物の好き嫌いなど、同居人と
協調する必要があります。しかし、他人に気兼ねなく生活できる一人暮らしは快適です。 
  
最後に、一人暮らしは、親や家族の大切さに気づけます。実家では当たり前のようにやっ

てくれていた家族にありがたみを感じるようになります。一人で何でもやる辛さを味わう
ことで、家族への感謝の気持ちや深い絆を感じることができます。 



C418024 永岡 舞衣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンキャンパスに参加しているみなさん、こんにちは！ 

中京大学 現代社会学部 現代社会学科 社会福祉学専攻 

４年の永岡舞衣です。 

中京大学現代社会学部の学生が、どんな一日を過ごすのか 

について紹介しますね♪ 

バイトのある日はこんな↓スケジュールで１日を過ごしています。 
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お昼ごはんは 

どうしているの？ 

お弁当を持参するか、 

学食で買うか、 

コンビニで買っています！ 

豊田キャンパスには学食が２つあ

ります。メニューが豊富で、どれ

もおいしいです。 

特に学食の麺類は人気でいつも行

列ができています！ 

コンビニは大学内にセブンイレブ

ンが、最寄りの浄水駅にファミリ

ーマートがあります。 

できます！ 

ちなみに私はアルバイトを 

週 16 時間しています！ 

大学では、時間割を柔軟に組める

ようになっているため、アルバイ

トを入れる曜日は、授業を午前中

だけにするなど、アルバイトと勉

強の両立を無理なく行えるスケジ

ュールにすることができます。 

私は１時間３０分かけて 

通学しています！ 

豊田キャンパスは浄水駅からスクー

ルバスで１０分の所にあります。 

私の周りの人は、１時間から２時間

かけて通学している人が多いです。 

アルバイトと勉強の 

両立はできる？ 

通学にはどれくらいかかる？ 



豊田キャンパス学生生活紹介 

C418021 4 年 田村尚大 
 
コロナウイルスの影響で、学生生活もいくつか変化が出ている。大学側も対応に苦労して

いるのが学生側でも伝わってくる。今回はコロナの影響で変わった所やちょっとした細か
いところを紹介していきたい。 
まずキャンパス内には、アルコール消毒液が多く設置してある。大学の大抵の施設には入り
口付近に置いてある場合が多い。コロナが流行する前までは、ここまでの数は見かけなかっ
た。また食堂には、仕切りが多く設置してある。できるだけ感染を抑えようとしているのが
伝わってくる。他にも、換気を意識した取り組みやサーキュレーターをいくつか設置してあ
る所も多い。 
 机にコンセントが設置してある教室もある。これはオンラ
イン化に伴い設置されたものであると思う。学内にノート pc
を持ち込んで作業する人も多いため、これにより利便性が向
上する。ちなみにこれも、以前までは設置されていなかったと
思うので、より pc などで作業しやすくなったと感じる。 
また学内にはWeb 上でデータを送り、そのデータから印刷を
開始する web プリンターがある。以前までは、普通のプリン
ターで web からデータをアップロードして使うものではなか
った。 
・中京大学近道 
これは中京大学近道と書かれた道である。場所は貝津駅の近くにあり、道なりに大学を目指
していくと途中に横道としてある。文字通り、中京大学の近道でここを通れば通常より早く
大学に到着することができる。道は細く、言われなかったら自分から積極的に入ることは少
なそうな道である。この近道が、いつからあるかは分からない。少なくとも、自分が入学し
た頃には、すでにこの道はあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 



C418015 酒井大介 

 

 

 中京大学のオープンキャンパスにご参加の皆さん、こんにちは。社会福祉学専攻 4 年の酒

井です。社会情勢を鑑みて今回のオープンキャンパスは Web 開催となってしまいましたが、

このレポートを通して少しでも中京大学豊田キャンパスや大学生活の魅力を伝えられたら

うれしいです。 

 

１．豊田キャンパスについて 
 豊田キャンパス内は広く、自然も多いので四季の移り変わりが感じられます。特にバスタ

ーミナルから 3号館（大体育館・スポーツミュージアム）方面の階段を下って 19 号館に向

かう小路は、脇に並ぶ木々だけでなく、夏の青々と茂る芝生や冬の日陰に残る雪などからも

季節の変化を感じられます。 

 

２．豊田キャンパスに通う学生 
 豊田キャンパスには現代社会学部、スポーツ科学部、一部の工学部の学生が通っています。

県外の高校を卒業して大学周辺や最寄り駅の 1 つである浄水駅の近辺に下宿している学生

も多くいます。 

 

３．新型コロナウイルスと学生生活 
 新型コロナウイルス感染症は大学生活にも大きな影響を与え続けています。2021 年 6 月

現在は通常の講義はもちろん、サークルや部活動などにも実施するにあたっての制限が設

けられています。 

  

４．社会福祉学専攻について 
 現代社会学部には 4 つの専攻が開講されています。私はその中の社会福祉学専攻に属し

ており、さまざまな科目を通して国家資格である「社会福祉士」の受験資格を得るための勉

強に励んでいます。 

 

５．学生生活の魅力 
 大学生活の魅力は、講義の時間割やサークルに所属するかどうかなども含めて自分で時

間の使い方を決められることです。コロナ禍においては行動も制限されるかもしれません

が、感染対策をしっかりと行った上で友人との交流や自己研鑽などに充てましょう。 



ｃ418040 江崎真衣 

＼大学１年・４年は実家暮らし、大学２年・３年は一人暮らしをした／ 

私の一日のスケジュール 

 

 
1限から４限まで授業 

サークルありの場合 

 
２限から３限まで授業 

サークルなしの場合 

◎おすすめポイント 

サークルを目一杯楽しめる！

朝はたくさん寝むれる！ 

◎おすすめポイント 

お金が一人暮らしより

かからない！ 

寂しくならない！ 

豊田キャンパスは遠くて悩む…人必見！ 

充実したキャンパスライフが待っているよ！！！！！ 



 
 

C418036 道中優依

まず、自己紹介を踏まえ、大学生像を想像してもらいたいと思います。 
 

プロフィール                   
部活動：フィールドホッケー（週６）       
アルバイト：ケアスタッフ・焼き肉屋・コンビニ 
      （就活のため焼肉屋・コンビニはお休み中） 
趣味：映画・漫画・スケートボード 
dd 地元が山口県のため下宿中 
 

こんな私は 3年と少し一人暮らしをしています。その生活で役に立ったものを紹介し
たいと思います。 

 
1人暮らしをするにあたって役に立ったものランキング 

1 位 ウォーターサーバー 
    山口県という自然に囲まれた地域から来た私は、豊田の水道水にとても驚きまし

た。お茶にしても美味しくない、一度火を通しても美味しくない。同じ部活動の地
方から来た人達も、皆「お水がおいしくない」と口をそろえて言っています。 

    ペットボトルを毎日買うのもお金がかかり、費用削減のために飲まないとなると
体に良くないです。出し惜しみをせずに買った方がいいと思います。 

 
2 位 動画配信アプリ 
    独自の作品があるネットフリックス、安くて通販の時送料が無料になるアマゾン

プライム、人気の海外ドラマやアニメの数が圧倒的なユーネクストなど、それぞれ
に合ったアプリを入れることをお勧めします。 

    コロナ禍で一人になった時や、○○パーティーや宅飲みのお供、長距離の帰省の
時には大活躍です。周りの一人暮らしの友人も大半は入れています。 

 
3 位 生フルーツ 
    私自身、一時期食生活が荒れてしまい、不眠や体重減少、肌荒れで悩まされてい

る時期がありました。とりあえず食生活を見直そうとし、家に絶対生のフルーツを
買い置くようにしました。家にあると食べるので、絶対に置いておくというマイル
ールを確立させました。 

    生のフルーツは値段が高いように思えますが、健康のためを思えば安いもので
す。1 人暮らしは気を付けていても、夏バテや少しの体調不良で崩れるので 



豊田キャンパス学生生活紹介 
C418003 井口晃輔 

 
 「大学生の生活」と聞いて、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか。大学
の課題やアルバイトに追われる毎日を想像する方もいれば、サークルや新たな友人との楽
しい生活に、期待を膨らませている方も多いかなと思います。簡単にはなりますが、今回
はこれまで「豊田キャンパス」の近くで過ごした私から、二か所紹介したいと思います。 
 
一か所目は、併設されている「スポーツジム」です。 

近年、健康増進やスポーツを身近に楽しむ方も増え、SNS でも中心の話題にあるかと思い
ます。中京大学はまさに、スポーツに特化した大学であり、豊田キャンパスのジムの中身は
非常に整備されています。ぜひ活用してみてください。 
 
二か所目は「図書館」です。 

市や町の大きな図書館と比べれば、少々規模は小さくなってはしまいますが、講義前の時間
を十分に活用できたり、必要に応じて逐一調べものをしたりするのに最適です。現在は、新
型コロナウイルスの影響で、短縮の開館とはなりますが「自習スペース」も十分な座席数と
スペース、落ち着いた環境が整っており、効率よく取り組むことができると思います。おす
すめです。 
 
ぜひ、皆さんのキャンパスライフが明るく・楽しいものになりますよう祈っております。 
忙しない毎日だとは思いますが、一緒に頑張りましょうね。ここまでご覧いただきありがと
うございました。 



中京大学『豊田キャンパス』 

 
最後に… 

  
  
  
   
   
こんにちは！中京大学・豊田キャンパスに通う、現代社会学部 4 年生の K です  突然ですが、
皆様はどんな大学生活を思い描いているのでしょうか？自力で調べようにも、そういう情報って
中々出てきませんよね。 
そこで、大学にどんな施設・設備があって、どんな風に利用できて、どんなタイムスケジュールで
生活しているのか……など、そういったリアルな学生生活をご紹介したいと思います 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

豊田キャンパスのここが凄い！ 

 医療施設・設備が充実していること。スポーツ科学部があるため、怪我や病気になった時のケアがすぐ
にできるよう、学内に保健センターが設置されているんです。私はスポーツ科学部ではありませんが、
何度か怪我や体の不調でお世話になりました。 

 広くて綺麗で、ネット環境が整っている施設。私が一番感動したのはここだったりします！施設内は広
いのにほとんどゴミが落ちておらず、多くの部屋に Wi-Fi が提供され、トイレはまるで高級ホテルのよ
う…。本格的なラジオブースもあったりして、初めて見た時はお世辞抜きで驚いた記憶があります。 

 美味しくてメニュー豊富な学内食堂！！安くて美味しいを地でいく学食です！日替わりでメニューが
変わる上、企画物の特別メニューや季節メニュー、学生の人気投票で 1 位を獲得した過去の限定メニュ
ーなどが提供されているんです。ソフトクリームやポテトなどのデザート・軽食も別途で販売されてい
るので、昼休みは物凄く混雑します 

  
 
いかがだったでしょうか？これ以上書き切れないため泣く泣く割愛した内容が沢山あるので不安です
が、少しでも中京大学・豊田キャンパスの魅力はお伝えできていれば幸いです 

起床、朝食

(5:30～6:30)
通学…

講義

(9:30～12:40)

昼休み

(12:40～13:30)

講義

(13:30～15:00)

帰宅、バイト

(15:00～21:00)
就寝

(23:30～5:30)

～1日のタイムスケジュール～

勉強、

自由時間
(21:30～23:30)

夕食
(21:00～21:30)

※このスケジュールは、私が 1 年生で、オンラインではなく

対面で講義を受けていた頃のものです。 

私は自宅生で、学校から少し遠い所から通っている
ため、他の人よりは朝が早めです。(大学生皆が早起
きするわけではありません!笑) 
１限目の講義は 9:30からスタートし、2限目、昼休
み、３限目、４限目、部活等を行って終了。 
私は自宅との距離のこともあり、部活に所属せずア
ルバイトをしていました。その代わりサークルに所
属していたので、「部活は気になるけど大変かな…」
と言う方はサークルに入るのもお勧めです 
その後は各講義で出された課題に取り組み、入浴を
済ませ、友達と通話したりドラマを見たりして早め
の就寝。朝が早いため、あまり夜遅くまで起きてい
ると翌日の講義が何も頭に入ってこない…なんてこ
とが起こるからです笑。 



ｃ418028 日當瀬 智也 
 

「豊田キャンパス学生生活紹介」 
 
 みなさん、こんにちは。日當瀬です。今回は豊田キャンパス学生生活紹介をしていきた
いと思います。豊田キャンパスは愛知県豊田市にあります。キャンパスの周りは自然が豊
かで、四季の移り変わりが感じ取れる場所でもあります。今、豊田キャンパスが自然の中
にあるときいて、もしかしたら落胆する人がいるかもしれません。しかしながら、豊田キ
ャンパスは豊田市駅から近く、電車ですこし移動すれば遊べる場所がいっぱいあります。 
コロナ禍前では同じ学部の友達やサークルの仲間たちと飲みに行ったりしました。今はコ
ロナ禍なので落ち着いたらぜひ、飲みに行ってみてくださいね！ 
 豊田キャンパスでは工学部、現代社会学部、スポーツ科学部の 3つの学部によって構成
されています。名古屋キャンパスよりかは少ない構成ですが、アスリートなど普段の大学
生とは違う人たちも所属しているため、とても魅力的なキャンパスといえます。 
 今から、私が所属している学部の紹介をしていきたいと思います。私が所属している学
部は現代社会学部というところです。現代社会学部には社会学専攻、コミュニティ専攻、
社会福祉学専攻、国際文化学の四つの専攻に分かれています。私が所属している専攻は社
会福祉学です。それぞれの専攻では扱う部門が異なってきますので是非、調べてみてくだ
さいね！ 
 私の普段の生活を紹介します。私は主に学校の授業、公務員講座、アルバイトの三つを
中心とした生活を過ごしています。他にもサークル活動などに参加されている方もいらっ
しゃいます。私自身もサークル活動に参加していましたが、サークル活動はとても楽しい
ですよ！サークルはキャンパスや学部関係なしに誰もが参加できますし、それによって友
達がたくさんできたりと充実したキャンパスライフを送る手助けになるかもしれません。
私はスキーサークルに所属しておりました。週に 2 回放課後に体育館に集まり、サークル
のメンバーで楽しくスポーツなどをしてました。夏休みや春休みではサークルのメンバー
で旅行に行き、普段はしれないメンバーの一面など、さらに仲を深めることができたので
すごく思い出に残っています。 
 アルバイトも大学生なら絶対にするべきです。なぜなら、アルバイトは社会の勉強だじ
ぇではなく、学校を超えたつながりを持つことができるからです。私はスポーツブランド
の店員をやっています。日ごろから多くのお客様がご来店されるので、忙しい時もありま
すが、達成感を感じ、とても充実した生活を送っています。 
 以上にキャンパスライフはやり方次第でかなり充実させることができます。大学生は自
分が主体となって行動することが一番重要だと思います。みなさんも大学生になったら、
多くの挑戦をしてみてください。きっと素晴らしい生活を過ごすことができると思いま
す！ 



現代社会学部 社会福祉学専攻 
4 年 C418039 相川翔大 

 

「豊田キャンパス学生生活紹介」 

 

◆キャンパス紹介 
八事キャンパスをはじめ、名古屋市内の他の私立大学を見ると、縦長のビルのような構造の
キャンパスが多いとおもませんか？豊田キャンパスは広大な自然の中で、広いキャンパスで
のびのびと生活ができます。これこそみんなの理想の “The キャンパスライフ”  
 

(2021年4月15日撮影) 

 

◆自宅生の生活 
私は岐阜県の大垣市から通学しています。現在は週1しか通学しないため高速道路を使って
通っているため1時間ですが、電車を使うと家から駅、浄水からのバス等の時間を合わせる
と通学に合計2時間20分位かかります。通学時間が長いと困ることは、早起きする必要があ
る等様々ありますが、学生にとって一番の問題はバイトの時間が減ることだと思います。4限
が終わって地元に帰ると19時くらいであるため、中々厳しいです。そこで無理してバイトを
頑張っても次の日に影響が出るため、自分のペースで無理せずやることが大切だと思いま
す。 
遠いことは悪いことばかりではなく、長い電車の時間も課題や読書の時間など、自分の時間
にあてて有効活用することもできます。自分に合ったライフスタイルで大学生活を謳歌しま
しょう。 



c418023 中谷仁 
 
 
 

「豊田キャンパス学生生活紹介」 
 
 

① どんなキャンパスなのか 
→とにかく敷地が広く、自然が豊な場所にあるキャンパスです！！ 
スポーツが盛んでたくさんのスポーツ施設たくさんあります。 

 
 
② 部活 
→私は部活をしていないのですが、スポーツが盛んな学校なので、施設もしっかりしてい
て、仲間とお互いを高めあっていけると思います。 

 
 
③ アルバイト 
→自分は通いなのでなんとも言えないのですが、通いじゃなければなんでもあるので全然
できると思います。私の友人は豊田市駅などに電車で行き、バイトをしていました。 

 
 
④ 自宅生生活 
→私は電車で片道２時間のところに住んでいます。場所にもよりますが、私の家からと、
学校が終わって友達と何かするにも時間があまり取れません。さらに、バイトも学校が
終わってからだといい時間になってしまうので、私は深夜帯のバイトをしていました。
なので、可能ならば、下宿したほうがいいと私は思います！！ 

 



豊田キャンパス学生生活紹介 

C418034 松山咲穂 
 

 
＜キャンパスの特徴＞ 
豊田キャンパスは、自然に囲まれており、
季節によって桜や紅葉が満開になり、と
ても綺麗です。 
豊田キャンパスは広く、のびのびとした
学生生活を送ることが出来ます！ 
 
 
 
 
＜部活紹介＞ 
私は児童福祉活動部に所属していたので、児
童福祉活動部について紹介したいと思いま
す！ 
児童福祉活動部とは、大学周辺の子ども会へ
行き、子どもたちとレクリエーションを行う
部活です。 
文化祭では、毎年出店と人形劇を行っていま
す。 
子どもが好きな人、関わってみたい人はぜひ
児童福祉活動部に入部してみてください！ 

 
 
 



「豊田キャンパス学生生活紹介」 
C418010 岡田瑞紀 

 

学生生活について 

 授業と授業の間の空きコマは友達とおしゃべりしたり図書室で DVD を見たり、なんだか
んだ楽しく過ごしていました。学年が上がるにつれて、現代社会学部の中でもそれぞれの専
攻の専門的な講義が残ってくるので、違う専攻の友達と同じ授業を取ることも、大学内で会
うことも少なくなってくるので少し寂しいです。 
 

講義について 

大学 1 年生の春学期～2 年生の秋学期くらいまでは必修を含めて取らなければいけない
授業が多いので、全休もなかなか作れませんでした。大変だとは思うけれど、できるだけ単
位を落とさないように頑張っておくと 3 年生になってから就活が本格的になるまでの間く
らいはだいぶ楽になると思います。 
 

アルバイトについて 

私は自動車の免許を取り終わってからバイト先を探し始めたので、少し遅めの 1 年生の
秋頃からバイトを始めました。バイト先はドラッグストアです。バイトは多くの人が経験す
るとは思いますが、社会の一員としての自覚や、お金を稼ぐことの大変さ、人間関係、など、
学校に通っているだけでは学べないことをたくさん学ぶことができるのでやるべきだと思
います。 
 

サークルについて 

 私はバドミントンサークルに所属していました。週 1 回でしたが、楽しく体を動かせる
のでストレス解消になっていました。私は高校生の時にバドミントン部でしたが、一度もバ
ドミントンをしたことのない未経験者の方でも楽しく参加できるサークルです。部活では
なくサークルは、私の所属していたところも含めて、未経験者大歓迎と謳っているサークル
も多いので、あまり心配する必要はないと思います。 
 



-豊田キャンパス学生生活紹介- 
C418005 伊藤莉菜 

 
 
 
 

豊田キャンパスについて 

豊田キャンパスは貝津駅から徒歩 10 分ほど
のところに位置しています。浄水駅からもバ
スは運行しています。山の上にあり体育館や
競技場など多くの施設がある為とても広いで
す。図書館などの勉強スペースもあり、学生
生活を充実させることが出来ます！ 
豊田キャンパスの近くにはご飯屋さんなどの
お店も少しあり良い場所です。 
 
 
 

アルバイトについて 
私はヘルパーのアルバイトとコンビニのアル
バイトを行っていました。ヘルパーのアルバ
イトは友人の紹介で入りましたが、貴重な経
験が出来て良かったです。資格がなくても出
来るアルバイトなのでぜひ機会があればやっ

てみて下さい！ 
コンビニのアルバイトは早朝と深夜の時間帯
に入っていました。勉強と部活があったので調
整しやすいところが良いと考えコンビニで働
きました。基礎的なことが学べるのでコンビニ
バイトもお勧めです！ 

部活について 

私は卓球部に所属していました。卓球部は男女
合わせて 30 人程度の部活です。私は小学校 4
年生の頃から卓球を始め、大学でも続けていき
たいと考え入部しました。練習時間は平日約 3
時間、休日約 6 時間で 1年生の頃は授業の課題
などもあり勉強と部活の両立をさせることは
難しかったのですが、試合で勝てたときの達成
感があり続けていて良かったと感じました。中
京大学には多くの部活やサークルがあるので
興味がある方はぜひ見てみてください！ 

下宿生活について 
私は豊田キャンパスの周辺で 1 人暮らし
をしています。1人暮らしを始めた頃は
料理も洗濯も自分で行わないといけない
ので少し不安な気持ちでした。しかし数
日が経つと自分で好きなように家事が出
来とても楽しく過ごすことが出来まし
た。同じアパートに住んでいる学生とも
仲良くなり、定期的に遊んだり、部屋で
パーティーを行ったりと交友関係も広く
なりました。大学周辺は学生が多いので

安心して生活出来ます！ 



豊田キャンパス学校生活紹介 
 

現代社会学部 社会福祉学専攻 4 年 
C418001 青木志織 

 
 私は中京大学の豊田キャンパスに通っています。        
豊田キャンパスは、緑豊かでとても広く過ごし                       
やすいキャンパスです。豊田キャンパスには、                      
新食と旧食の二つの食堂があります。新食より                    
旧食の方が量が多いので、旧食を利用するのは 
スポーツ科学部が多いような気がします。ど                       
ちらも美味しいので是非利用してみて下さい！ 
 
 そして私は大学三年間、大学祭実行委員会で活動していました。大学祭が近づくとやるこ
とが多くて大変でしたが、大学祭実行委員会のメンバーで楽しくわいわい作業する時間が
とても好きでした。大学祭実行委員会に 
入ったことによって、友達がたくさんでき 
たので、何かしらの部活やサークルには 
入った方が良いと思います！私は大学祭 
実行委員会に入って良かったと思ってい 
ます。時には辛いことや大変なこともあり 
ましたが、大学祭が終わった後の達成感は 
本当に大きかったです！今思えば、全部と 
ても良い思い出です。みんなと一緒に遊び
に行ったりすることも多く、充実した大学
生活になりました！  
 
 私は飲食店でアルバイトをしています。私は人見知りなため、昔から人前で話したりする
ことが苦手でしたが、飲食店で二年以上アルバイトをしたことによって、苦手意識があまり
なくなりました！アルバイトはとても良い経験になると思うので、やってみたいアルバイ
トをやってみるのが良いと思います！また、飲食店のアルバイトは同年代も多いと思うの
で働きやすいと思います。実際私もアルバイト先の人たちとはとても仲が良く、よく一緒に
ご飯に行ったり遊びに行ったりもしています！大学生のうちにしかできないことがたくさ
んあるので、是非色々経験してみて下さい！ 
              



豊田キャンパス学生生活紹介 

C418025 長田望希 

 

＜豊田キャンパスとはどんなところ？＞ 

・都会に比べ、木が多く、自然を感じられる場所です。 

・設置学部：現代社会、工、スポーツ科 

・設置大学院：社会学、工学、体育学 

・スポーツ学部の子が多いので、スポーツのキャンパスというイメ

ージを私は持っています。また、スケートリンクもあり、徐々に新

しい建物も作られています。 

 

＜下宿生活＞ 

・学校までは徒歩か自転車で通っています。坂がきついです。 

・貝津駅付近のため、電車を使うときは便利です。 

・田んぼが多くランニングはしやすいですが、虫がすごい多く目に

入るのが難点です。 

 

＜部活＞ 

・女子バスケットボール部に所属しています。 

・月水木金土日と主に 3 号館で、月は 12 号館で練習をしています。 

・プレイヤー22 名、トレーナー3 名、コーチ 1 名 

・一部昇格のために日々練習に励んでいます。 

・Instagram をやっているのでみてみてください！ 

     

    



豊田キャンパス学生生活紹介 

C418026 野原啓暉 
 

私は大阪出身で、中京大学への進学を機に愛知県に引っ越し、貝津駅周辺で下宿生活を送
っています。ここでは、そんな私の下宿生活や豊田キャンパスについて紹介できたらと思い
ます。 

 
[貝津駅周辺での一人暮らし] 
 当たり前ですが炊事洗濯など身の回りのことはすべて自分でしなければなりません。例
えば、食事を取ると言う日常の一コマも、買い物に行く → 調理 → 食べる → 片付け、と
いう行動を当たり前ですが、全て 1 人でしなければなりません。特に貝津駅周辺にはスー
パーがないので、買い物に行くにも歩いてスーパーまで行こうとすると 20 分ぐらいかかり
ます。20 分なら余裕と思ってしまいがちですが、どんどん嫌になります。特に雨の日には
行く気がものすごく削がれるので、車があれば最高です。車でなくとも自転車や原付を持っ
ておくと、QOL がものすごく上がります。ちなみに貝津駅の隣の四郷駅の近くに、24 時間
営業のスーパーがあるので覚えておくと良いかもしれません。 
 
[帰省時の交通手段] 
 私が帰省するときに用いている交通手段を紹介します。私は大阪出身なので参考になる
かわかりませんが、関西方面へ旅行する際などに参考になればと思います。私が使用してい
る交通手段は新幹線・近鉄特急・高速バスの 3 つです。それぞれの特徴絵を紹介します。一
つ目の新幹線は 3つの中で最も速くて楽です。名古屋から新大阪まで 50 分で移動すること
ができ、本数もかなり多いのでとても便利です。ただ片道大体 6000円ほどかかります。二
つ目の近鉄特急は名古屋から大阪まで約２時間で移動することができ、金額も 4500 円ほど
で、新幹線よりはリーズナブルですが、これといったメリットはありません。最後に高速バ
スを紹介します。高速バスはなんといっても安いです。名古屋大阪間を 2000 円未満で移動
できます。移動時間は３時間弱かかりますが、この値段ということを踏まえると我慢 
できます。私のおすすめは高速バスです。 
  
[豊田キャンパス] 
豊田キャンパスについて軽く紹介します。豊田キャンパスは名古屋駅から約１時間の自

然豊かな場所に位置しています。豊田キャンパスにはさまざまなスポーツ施設があります
が、スケートリンクは稀有な存在だと思います。また、300 円でトレーニングルームなどが
使い放題なので、筋肉ムキムキになりたい方や日々のストレスを解消したい方などは利用
してみてください。正直周りには何もないので、遊んだり、おしゃれなカフェでおしゃべり
などはできませんが、豊田キャンパスなりの楽しみをご自身の足で見つけてみてください。 
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