
教職課程スケジュール 2021／三好キャンパス （経営学科１・２・３・４年）                                          暫定版       2021.4.27 現在   

 １年 ２年 ３年 ４年 

春学

期ガ

イダ

ンス 

 

 
 
 

《3/25木》 ガイダンス２－① 9:30～ 

【313】 ・教職課程履修条件確認 
・教職サポートプログラム案内 

 

 

《3/26金》ガイダンス３－① 9:00～ 

【313】 ・２年秋学期終了時成績 
         ・教職課程履修条件確認 

・模擬試験案内 

・教育実習依頼希望調査 
・教職サポートプログラム案内 

個別指導（学業成績による） 

《3/26金》ガイダンス４－① 13:40～ 

【313】  ・３年秋学期終了時成績 
    ・教職課程履修条件確認 
  ・教員採用試験に向けて 

・教員採用試験受験地区調査 
・模擬試験案内 
・教育実習に向けて(各種書類配布) 

・教育実習の手引き 
個別指導（学業成績による） 

４月 

《4/5月》 ガイダンス１－① 9:00～ 

※事務局ガイダンス内にて実施 

【大講義室】 ・教職履修についてⅠ 
 

 《4/7水》 ガイダンス３－② ５限 

【424】  ・教職課程履修費振込 
     ・麻疹抗体検査について 

      ・教育実習依頼について 

《4/15木》 ガイダンス３－③ ４限 
【311】 ・教採対策【論作文】学外講師 

 （教職演習Ⅲ内で実施） 

★春学期より【論作文】対策講座を５回実施 
 

《下旬》  模擬試験 

【自宅受験】 ・教職教養、一般教養 
・専門教養 
・論作文 

 

 
 
 

《中旬》 教員採用試験願書配付・受付開始 
（都道府県市により異なる） 

 

 
◎《下旬》模擬試験 
【自宅受験】・教職教養、一般教養 

・専門教養 
・論作文 

《下旬》 ・教育実習の巡回担当発表 

５月 
《5/10月》 ガイダンス１－② 10:00～10:30 
【313】 ・教職履修についてⅡ 
 

 
 
 

《5/19水》 ガイダンス① ５限 介護 
【424】 ・介護等体験実習の目的・意義 
      ・実習記録の書き方 

             

６月 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
《6/16水》 ガイダンス② ５限 介護 
【424】 ・実習生カードの書き方、下書き 

      ・各実習施設先の実習目的を考える 
《6/24木》 ガイダンス３－④  
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・教採対策【論作文】学外講師 

《上旬》教育実習（前期） 
 
 

《6/22 火》 ガイダンス４－②  
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・教員採用試験直前対策講演 
                      （時事通信社） 

７月 

《7/5月》  ガイダンス１－③ 10:00～10:30 
【313】  ・夏課題について 

・教職履修カルテ作成について 

 
 

 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

《7/8木》  ガイダンス２－②  
※10:00～10:30 (M120188～M120249) 
  10:40～11:10（M120006～M120114） 

【312】 ・夏課題について 
・教職履修カルテ作成について 

 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

 
《7/14水》 ガイダンス③ ５限 介護 
【424】 【実習施設発表】 

・実習生カードの確認 
・施設・特別支援ごとの打合わせ 
・実習のための注意事項 

 ガイダンス３－⑤  
 ・夏課題について 
・教職履修カルテ作成について 

《下旬》教職履修カルテ作成 

《上旬》 教員採用試験一次（静岡・長野ほか） 
     愛知私学教員適性検査受検受付開始 
 

 
 
 

 
《下旬》 教員採用試験一次 

（愛知・名古屋市・岐阜・三重ほか） 

《下旬》教職履修カルテ作成 

８月 

◎《上旬》 母校訪問（～9月上旬迄） 
 

 
 
 

◎《上旬》 母校訪問（～9月上旬迄） 
 

 
 
  

◎《上旬》母校訪問（～9月上旬迄） 
介護等体験実習（～翌年 1月迄） 

 

《上旬》 教員採用試験二次面接指導 
《中旬》 教員採用試験二次（静岡ほか） 

《下旬》  教員採用試験二次（愛知・名古屋市・ 
岐阜・三重・長野ほか） 

     愛知私学教員適性検査 

９月 

 
 
 

《9/15水》 ガイダンス１－④ 16:20～17:00 
【   】  ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 

 
 

 

《8/31～9/3個別対応》・２年春学期終了時成績 
     個別指導（学業成績による） 
 

《ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ期間》ガイダンス２－③  
【   】 ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 

・教職サポートプログラム案内 
 

《8/31～9/3個別対応》・３年春学期終了時成績 
     個別指導（学業成績による） 

 

《ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ期間》ガイダンス３－⑥  
【  】 ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 

・夏期計画書の成果提出 
・個人面談について 
・教職サポートプログラム案内 

《9/21火》 ガイダンス３－⑦   
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】 ・教採対策【論作文】学外講師 

 
 
 

《ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ期間 》ガイダンス４－④ 
 【   】・講師登録等について 

・教員免許状更新講習案内 

 
 
 

 
《下旬》 教育実習（後期） 

10月   ★教職指導参与との個人面談 １０月～１２月  

11月 

 
 

 
◎各種模試（11月～） 

★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

 
 

 
◎各種模試（11月～） 

★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

《11/9火》 ガイダンス３－⑧ 
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】 ・教採対策【論作文】学外講師 

 
◎各種模試（11月～） 

★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

《11/    》 ガイダンス４－⑤  
【   】  ・免許申請（授与願作成） 

・免許申請代納付案内 
 
★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

12月 

《12月中》ガイダンス(特別講演)１－⑤ 
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・現職教員講演 

  ・基礎力養成講座案内 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

◎教職指導参与のミニ講座（自治体別） 

《12月中》ガイダンス(特別講演)２－④ 
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】 ・現職教員講演 
 

《中旬》模擬試験 
【自宅受験】・教職教養、一般教養 

・教職教養講座案内 

 
 
《中旬》玉川大学【小免】特別プログラム希望者 

    教育実習・採用試験等報告会 
 
 

 
 
 

 
◎教職指導参与のミニ講座（自治体別） 

《12月中》ガイダンス(特別講演)３－⑨ 
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・現職教員講演 
 

《中旬》模擬試験 
【自宅受験】・教職教養、一般教養 

・専門教養 

・直前対策講座案内 
《12/14火》 ガイダンス３－⑩ ５限  
【  】 ・教採対策【論作文】学外講師 

（教職演習Ⅳ内で実施） 
《中旬》  
・愛知県公立小･中学校実習申込（該当者） 

 ・名古屋市立学校実習申込（該当者） 

《12/22水》介護等体験報告会準備④５限介護 

【   】 

◎教職指導参与のミニ講座（自治体別） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

１月 

 

 
 
《下旬》教職履修カルテ作成 

 

《中旬》【小免】特別プログラム説明会（希望者） 
           ※GPA2.80以上条件 
《下旬》教職履修カルテ作成 

《1/12水》 ガイダンス３－⑪ ４限 

【   】・採用試験傾向と対策（東京ｱｶﾃﾞﾐｰ） 
   ・教職履修カルテ作成について 

《下旬》教職履修カルテ作成 

 

 
 
《下旬》教職履修カルテ作成 

２月 

 

 
 
 

◎《中旬～３月》一般教養対策講座(18 ｺﾏ+模試) 
    業者：時事通信社（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ） 

《2/  》介護等体験報告会  介護 

【   】          （２･３年合同）     
 

 

◎《中旬～３月》過去問演習講座(7 ｺﾏ＋模試)  
                業者：時事通信社（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ） 

《2/  》介護等体験報告会⑤  介護 

【  】         （２･３年合同） 

   

 
◎《中旬～３月》 直前対策講座(30 ｺﾏ＋模試) 

業者：東京アカデミー 

 

３月    《3/16水》 教員免許状授与（卒業式） 

  

※時間割・学事等によってはガイダンス日時・実施方法を変更する場合があります。※◎のついている予定は希望者・該当者のみです。 

★教育委員会による教員採用試験説明会は開催されない場合があります。 

介護＝介護等体験参加者のみ （担当教員）＝ 島田 



教職課程スケジュール 2021／三好キャンパス （スポーツ健康科学科１・２・３・４年）                                    暫定版      2021.4.27 現在   

 １年 ２年 ３年 ４年 

春学

期ガ

イダ

ンス 

 

 
 
 

《3/25木》 ガイダンス２－① 15:05～ 

【323】 ・教職課程履修条件確認 
・教職サポートプログラム案内 

 

 

《3/24水》ガイダンス３－① 9:00～ 

【323】 ・２年秋学期終了時成績 
         ・教職課程履修条件確認 

・模擬試験案内 

・教育実習依頼希望調査 
・教職サポートプログラム案内 

個別指導（学業成績による） 

《3/24水》ガイダンス４－① 13:50～ 

【323】  ・３年秋学期終了時成績 
    ・教職課程履修条件確認 
  ・教員採用試験に向けて 

・教員採用試験受験地区調査 
・模擬試験案内 
・教育実習に向けて(各種書類配布) 

・教育実習の手引き 
個別指導（学業成績による） 

４月 

《4/5月》 ガイダンス１－① 13:00～ 

※事務局ガイダンス内にて実施 

【大講義室】 ・教職履修についてⅠ 
 

 《4/7水》 ガイダンス３－② ５限 

【424】  ・教職課程履修費振込 
     ・麻疹抗体検査について 

      ・教育実習依頼について 

《4/15木》 ガイダンス３－③ ４限 
【311】 ・教採対策【論作文】学外講師 

 （教職演習Ⅲ内で実施） 

★春学期より【論作文】対策講座を５回実施 
 

《下旬》  模擬試験 

【自宅受験】 ・教職教養、一般教養 
・専門教養 
・論作文 

 

 
 
 

《中旬》 教員採用試験願書配付・受付開始 
（都道府県市により異なる） 

 

 
◎《下旬》模擬試験 
【自宅受験】・教職教養、一般教養 

・専門教養 
・論作文 

《下旬》 ・教育実習の巡回担当発表 

５月 

《5/10月》 ガイダンス１－② ５限【Bのみ】 
【431】 ・教職履修についてⅡ 

《5/17月》 ガイダンス１－② ５限【Aのみ】 

【431】 ・教職履修についてⅡ 

 
 
 

《5/19水》 ガイダンス① ５限 介護 
【424】 ・介護等体験実習の目的・意義 
      ・実習記録の書き方 

             

６月 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
《6/16水》 ガイダンス② ５限 介護 

【424】 ・実習生カードの書き方、下書き 
      ・各実習施設先の実習目的を考える 
《6/24木》 ガイダンス３－④  

【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・教採対策【論作文】学外講師 

《上旬》教育実習（前期） 
 

 
《6/22 火》 ガイダンス４－②  
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・教員採用試験直前対策講演 

                      （時事通信社） 

７月 

《7/5月》  ガイダンス１－③ ５限【Aのみ】 
【431】  ・夏課題について 

・教職履修カルテ作成について 
《7/6火》  ガイダンス１－③ ５限【Bのみ】 
【431】  ・夏課題について 

・教職履修カルテ作成について 
 

 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

 
《7/12月》  ガイダンス２－②  

※該当者によって時間と教室が異なります。 
 ・夏課題について 
・教職履修カルテ作成について 

※該当者によって時間と教室が異なります。 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

 
《7/14水》 ガイダンス③ ５限 介護 

【424】 【実習施設発表】 
・実習生カードの確認 
・施設・特別支援ごとの打合わせ 

・実習のための注意事項 
 ガイダンス３－⑤  

 ・夏課題について 

・教職履修カルテ作成について 
《下旬》教職履修カルテ作成 

《上旬》 教員採用試験一次（静岡・長野ほか） 
     愛知私学教員適性検査受検受付開始 

 
 
 

 
 
《下旬》 教員採用試験一次 

（愛知・名古屋市・岐阜・三重ほか） 
《下旬》教職履修カルテ作成 

８月 

◎《上旬》 母校訪問（～9月上旬迄） 

 
 
 

 

◎《上旬》 母校訪問（～9月上旬迄） 

 
 
 

  

◎《上旬》母校訪問（～9月上旬迄） 

介護等体験実習（～翌年 1月迄） 
 

《上旬》 教員採用試験二次面接指導 

《中旬》 教員採用試験二次（静岡ほか） 
《下旬》  教員採用試験二次（愛知・名古屋市・ 

岐阜・三重・長野ほか） 

     愛知私学教員適性検査 

９月 

 
 

 
《9/13月》 ガイダンス１－④ １.２限  
【   】  ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 
 

※「基礎演習Ⅱ」が 1限にある方→2限に出席 

「基礎演習Ⅱ」が 2限にある方→1限に出席 

《8/31～9/3個別対応》・２年春学期終了時成績 
     個別指導（学業成績による） 

 
《ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ期間》ガイダンス２－③  
【   】 ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 
・教職サポートプログラム案内 
 

《8/31～9/3個別対応》・３年春学期終了時成績 
     個別指導（学業成績による） 

 
《ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ期間》ガイダンス３－⑥  
【  】 ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 
・夏期計画書の成果提出 
・個人面談について 

・教職サポートプログラム案内 
《9/21火》 ガイダンス３－⑦   
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】 ・教採対策【論作文】学外講師 

 
 

 
《ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ期間 》ガイダンス４－④ 
 【   】・講師登録等について 

・教員免許状更新講習案内 
 
 

 
 
《下旬》 教育実習（後期） 

10月   ★教職指導参与との個人面談 １０月～１２月  

11月 

 

 
 

◎各種模試（11月～） 

★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

 

 
 

◎各種模試（11月～） 

★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

《11/9火》 ガイダンス３－⑧ 

【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】 ・教採対策【論作文】学外講師 
 

◎各種模試（11月～） 

★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

《11/    》 ガイダンス４－⑤  

【   】  ・免許申請（授与願作成） 
・免許申請代納付案内 

 

★教育委員会による採用試験説明会（11月～） 

12月 

《12月中》ガイダンス(特別講演)１－⑤ 
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】 ・現職教員講演 

 ・基礎力養成講座案内 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
◎教職指導参与のミニ講座（自治体別） 

《12月中》ガイダンス(特別講演)２－④ 
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・現職教員講演 

 
《中旬》模擬試験 
【自宅受験】・教職教養、一般教養 

・教職教養講座案内 
 
 

《中旬》玉川大学【小免】特別プログラム希望者 
    教育実習・採用試験等報告会 
 

 
 
 

 
 

◎教職指導参与のミニ講座（自治体別） 

《12月中》ガイダンス(特別講演)３－⑨ 
【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ】・現職教員講演 

 
《中旬》模擬試験 
【自宅受験】・教職教養、一般教養 

・専門教養 
・直前対策講座案内 

《12/14火》 ガイダンス３－⑩ ５限  

【  】 ・教採対策【論作文】学外講師 
（教職演習Ⅳ内で実施） 

《中旬》  

・愛知県公立小･中学校実習申込（該当者） 
 ・名古屋市立学校実習申込（該当者） 

《12/22水》介護等体験報告会準備④５限介護 

【   】 

◎教職指導参与のミニ講座（自治体別） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

１月 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

 
《中旬》【小免】特別プログラム説明会（希望者） 
           ※GPA2.80以上条件 

《下旬》教職履修カルテ作成 

《1/12水》 ガイダンス３－⑪ ４限 
【   】・採用試験傾向と対策（東京ｱｶﾃﾞﾐｰ） 

   ・教職履修カルテ作成について 

《下旬》教職履修カルテ作成 

 
 

 

《下旬》教職履修カルテ作成 

２月 

 
 
 

 
◎《中旬～３月》一般教養対策講座(18 ｺﾏ+模試) 

    業者：時事通信社（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ） 

《2/  》介護等体験報告会  介護 
【   】          （２･３年合同）     

 

 
◎《中旬～３月》過去問演習講座(7 ｺﾏ＋模試)  
                業者：時事通信社（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ） 

《2/  》介護等体験報告会⑤  介護 

【  】         （２･３年合同） 

   
 

◎《中旬～３月》 直前対策講座(30 ｺﾏ＋模試) 

業者：東京アカデミー 

 

３月    《3/16水》 教員免許状授与（卒業式） 

  

※時間割・学事等によってはガイダンス日時・実施方法を変更する場合があります。※◎のついている予定は希望者・該当者のみです。 

★教育委員会による教員採用試験説明会は開催されない場合があります。 

介護＝介護等体験参加者のみ （担当教員）＝ 島田  


