
                                                                

教職課程スケジュール 2020／名古屋キャンパス （人文学科・管理栄養学科）                                                    2020.3.23 現在 

※昼休みガイダンスは 12:30-12:55 で行います。     

 １年（人文・管栄） ２年（人文・管栄） ３年（人文・管栄） ４年（人文・管栄） 

春学期

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

 

 
 
 

《3/ 》 ガイダンス２－①  

〔  〕 ・教職課程履修条件確認 
・ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて 

 

 

《3/ 》 ガイダンス３－①  

〔  〕   ・教職課程履修条件確認 
・2年次秋学期終了時成績確認 
・模擬試験案内ほか 

・本籍地確認 
個別指導該当者発表 

 

 

《3/ 》 ガイダンス４－①   

〔  〕 ・教職課程履修条件確認 
・3年次秋学期終了時成績確認 
・教員採用試験に向けて 

・教員採用試験受験地区調査 
・模擬試験案内ほか 
・本籍地確認 

個別指導該当者発表 
・名古屋市立学校実習者（誓約書・配当校） 

《3/26木》 ガイダンス４-②  12:00-13:00 

〔311〕 ・教育実習に向けて(各種書類配布) 

４月 

《4/ 》ガイダンス１－① 〔  〕 
・教職履修について  

 
 
 

 
 
 

 
 
＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

《4/8水》教職サポートプログラム 
オリエンテーション ５限〔311〕 

 
 
 

 
 
 

 
 
＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

◎《4/8水》教職サポートプログラム ※希望者 
オリエンテーション ５限〔311〕 

《4/8水》論作文対策講座 ５限〔  〕 
業者：公務員試験セミナー  

《4/15水》 ガイダンス３－② ５限 

〔  〕 ・教育実習依頼について 
     ・教職課程履修費振込について 
     ・抗体確認について 

《4/18土》  模擬試験 1～3限 
〔  〕  （教養試験・専門教養・論作文） 
＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

 
《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） 
 
《4/18土》  模擬試験 1～3限 

〔  〕    （教養試験・専門教養・論作文） 
・直前集中講座案内 
 

 
 

＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

５月 

 
 

 
 

《5/20水》 ガイダンスⅠ ５限 介護 
〔  〕  ・介護等体験参加にあたって 

・介護等体験の目的 

・実習生カードの書き方 

 
《下旬～6月》教育実習（前期） 
 

６月 

 
 

 
 
 

        

 
 

◎《6/23火》５限 3・4年合同〔 〕※希望者 
講演「採用試験について」（外部講師：時事通信社） 

《6/24水》ガイダンスⅡ ５限 介護 
〔 〕   ・実習施設（社会福祉施設）発表 

・施設毎に打合せ等 

・実習のための注意事項 

《中旬～7月中旬》教員採用試験一次対策 
《6/23火》ガイダンス４-③ ５限 3・4年合同 

〔  〕  講演「採用試験について」 
（外部講師：時事通信社） 

         ・教職履修カルテ作成について 

７月 

《7/10金》  ガイダンス１－② 昼休み 
〔  〕  ・教員採用試験について 

・夏課題案内 
     ・教職履修カルテ作成について 
 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

《7/9木》  ガイダンス２－② 昼休み 
〔  〕   ・夏課題案内 

      ・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水》 ガイダンスⅢ ５限 介護 
〔 〕  ・実習先（特別支援学校）発表 

     ・学校毎に打合せ等 
・実習のための注意事項 

《7/15水》 ガイダンス３－③ ５限 

〔  〕    ・夏課題案内 
      ・教職履修カルテ作成について 
   論作文対策講座 業者：公務員試験セミナー 

《下旬》教職履修カルテ作成 

◎《上旬》教職教養直前集中講座（7 ｺﾏ） 
業者：東京アカデミー 

《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》 介護等体験実習先への事前訪問（随時） 
介護等体験実習（～翌年 1月迄） 

 

 

《上旬～下旬》 教員採用試験二次対策 
《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 

《ガイダンス期間》ガイダンス１－③  

〔  〕 ・教職課程履修条件確認 
・夏課題振り返り 
 

《ガイダンス期間》ガイダンス２－③ 

〔  〕   ・教職課程履修条件確認 
・夏課題振り返り 
・2年次春学期終了時成績確認 

・模擬試験案内 
個別指導該当者発表 

《9/16水・予定》教職サポートプログラム 

オリエンテーション４限〔311〕 

《ガイダンス期間》ガイダンス３－④ 

〔  〕  ・教職課程履修条件確認 
・夏課題振り返り 
・3年次春学期終了時成績確認 

・模擬試験案内 
個別指導該当者発表 

《9/16水・予定》教職サポートプログラム 

オリエンテーション４限〔  〕 
《9/16水》論作文対策講座 ５限〔  〕 

業者：公務員試験セミナー 

《ガイダンス期間》 

   ・免許申請に関わる科目確認 
※個別指導該当者のみ 

 

 

10月 

《10/下旬》 
ガイダンス(特別講演)１－④ 管栄 

◎ミニ講座（自治体別）10～11月 

 ・同じ自治体を受験する仲間作り 
◎スタート模試 

《10/下旬》 
ガイダンス(特別講演)２－④ 管栄 

◎ミニ講座（自治体別）10～11月 

 ・同じ自治体を受験する仲間作り 
◎スタート模試 

《10/下旬》 
ガイダンス(特別講演)３－⑤ 管栄 

◎ミニ講座（自治体別）10～11月 

 ・同じ自治体を受験する仲間作り 
◎スタート模試 
★教職指導参与との個人面談 １０月～１２月 

《上旬～》 教育実習（後期） 

11月 

 
 
 

 
＊浜松市公立学校教員採用試験説明会 

 
 
 

 
＊浜松市公立学校教員採用試験説明会 

《中旬》 ガイダンス（該当者） 
愛知県公立小･中学校実習申込 

《11/11水》論作文対策講座 ５限〔  〕 

業者：公務員試験セミナー 
＊浜松市公立学校教員採用試験説明会 

《中旬》 ガイダンス４－④  
〔  〕 ・免許申請（授与願作成） 

・講師登録について 

12月 

《12/12土》ガイダンス(特別講演)１－④1･2限 

・採用試験合格者、現職教員講演 
          ・基礎力養成講座案内 人文 
 

 
 
 

 
＊愛知県・岐阜県公立学校教員採用試験説明会 

《12/12土》ガイダンス(特別講演)２－④1･2限 

・採用試験合格者、現職教員講演 
・教職教養講座案内 人文 

 

《12/12土》模擬試験(教養試験・専門教養）3･4 限 

 
 

 
＊愛知県・岐阜県公立学校教員採用試験説明会 

《12/12土》ガイダンス(特別講演)３－⑤1･2限 

・採用試験合格者、現職教員講演 
・直前対策講座案内 人文 

《12/12土》模擬試験(教養試験・専門教養）3･4 限 

《12/16水》論作文対策講座 ５限〔  〕 

業者：公務員試験セミナー 

《中旬》 ガイダンス（該当者） 

名古屋市立学校実習申込 
＊愛知県・岐阜県公立学校教員採用試験説明会 

 

 

１月 

 

 
 
 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

 

 
 
 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

《1/8水》 ガイダンスⅣ ５限 介護 

・介護等体験報告会準備 

《1/中旬》ガイダンス３－⑥  
       講演「採用試験傾向と対策」 

（外部講師：東京アカデミー） 

・教職履修カルテ作成について 
    ・直前対策講座案内 
《下旬》教職履修カルテ作成 

 
 

 

 

《下旬》教職履修カルテ作成 

２月 

◎《上旬～》基礎力養成講座(17 ｺﾏ＋模試) 
業者：時事通信社 

◎《上旬～3月》教職教養講座(28 ｺﾏ)  
業者：東京アカデミー 

《2/5金》 ガイダンス 10:00～ 介護 

・介護等体験報告会（2･3年合同）   

◎《上旬～3月》直前対策講座(31 ｺﾏ＋模試)  
業者：東京アカデミー 

《2/5金》 ガイダンス 10:00～ 介護 

・介護等体験報告会（2･3年合同） 

 
 
 

３月 ◎自治体別模試 ◎自治体別模試 ◎自治体別模試 《中旬》 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を変更する場合があります。 ※◎のついている予定は希望者のみの参加です。 

※介護の介護等体験ガイダンスは人文のみの参加です。 

* 本学での教育委員会による各自治体の採用試験説明会は開催されない場合があります。 

教職ガイダンス（人文・管栄） 



                                                                    

教職課程スケジュール 2020／名古屋キャンパス （学校教育・養護教諭）                                                        2020.3.23 現在 

 １年（教育【学校教育・養護教諭】） ２年（教育【学校教育・養護教諭】） ３年（教育【学校教育・養護教諭】） ４年（教育【学校教育・養護教諭】） 

春学期

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

 
 
 

 

《3/ 》 ガイダンス２－①   
〔  〕 ・教職課程履修条件確認 

・ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて 

 
 

《3/ 》 ガイダンス３－①  
〔  〕 ・教職課程履修条件確認 

・2年次秋学期終了時成績確認 

・模擬試験案内ほか 
・本籍地確認 
・名古屋市立学校実習者（誓約書・配当校） 

個別指導該当者発表 
 
《3/26木》 ガイダンス３-②  12:00-13:00 

〔311〕 ・養護実習に向けて(各種書類配布) 
     ※今年度実習に行く養護３年生のみ参加 

《3/ 》 ガイダンス４－①   
〔  〕 ・教職課程履修条件確認 

・3年次秋学期終了時成績確認 

・教員採用試験に向けて 
・教員採用試験受験地区調査 
・模擬試験案内ほか 

・本籍地確認 
・名古屋市立学校実習者（誓約書・配当校） 

個別指導該当者発表 

《3/26木》 ガイダンス４-②  12:00-13:00 
〔311〕 ・教育実習に向けて(各種書類配布) 

４月 

《4/ 》ガイダンス１－① 〔 〕 

 ・教職履修について 
 
 

 
 
 

 
 
＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

《4/8水》教職サポートプログラム 

オリエンテーション ５限〔311〕 
 
《4/15水》 ガイダンス２－② ５限 

〔 〕 ・養護実習依頼について ※養護のみ 
 
 

 
 
＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

◎《4/8水》教職サポートプログラム ※希望者 

オリエンテーション ５限〔311〕 
《4/8水》論作文対策講座 ５限〔  〕 

業者：公務員試験セミナー  

《4/15水》 ガイダンス３－③ ５限 
〔  〕 ・教育実習依頼について 

（４年次に養護実習へ行く人も対象） 

《4/18土》  模擬試験 1～3限  
〔  〕 （教養試験・専門教養・論作文） 
＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

 

《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） 

 

《4/18土》  模擬試験 1～3限 
〔  〕    （教養試験・専門教養・論作文） 

・直前集中講座案内 

 
 
＊名古屋市立学校教員採用試験説明会 

５月 

 
 
 

 
 
 

《5/20水》 ガイダンスⅠ ５限 介護 
〔  〕  ・介護等体験参加にあたって 

・介護等体験の目的 

・実習生カードの書き方 

 
《下旬～6月》教育実習（前期） 
 

６月 

 
 

 

 
 

 

◎《6/23火》５限 3・4年合同※希望者のみ 

〔  〕   講演「採用試験について」 

（外部講師：時事通信社） 
《6/24水》ガイダンスⅡ ５限 介護 
〔 〕  ・実習施設（社会福祉施設）発表 

・施設毎に打合せ等 
・実習のための注意事項 

《中旬～7月上旬》教員採用試験一次対策 
 

《6/23火》ガイダンス４-③ ５限 3・4年合同  
〔  〕  講演「採用試験について」 

（外部講師：時事通信社） 

         ・教職履修カルテ作成について 

７月 

《7/10金》  ガイダンス１－② ５限 

〔  〕  ・教員採用試験について 
・夏課題案内 

     ・教職履修カルテ作成について 

 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

《7/9木》  ガイダンス２－③ ５限 

〔  〕     ・夏課題案内 
      ・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水》 ガイダンスⅢ ５限 介護 

〔 〕  ・実習先（特別支援学校）発表 
     ・学校毎に打合せ等 

・実習のための注意事項 

《7/15水》 ガイダンス３－④ ５限  
〔  〕  ・夏課題案内 
      ・教職履修カルテ作成について 

論作文対策講座 業者：公務員試験セミナー 

《下旬》教職履修カルテ作成 

◎《上旬》教職教養直前集中講座（7 ｺﾏ） 

業者：東京アカデミー 

《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》 介護等体験実習先への事前訪問（随時） 
介護等体験実習（～翌年 1月迄） 

 
 

《上旬》 教員採用試験二次対策 
《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 

《ガイダンス期間》ガイダンス１－③  
〔  〕  ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 

 

《ガイダンス期間》ガイダンス２－④ 
〔  〕   ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 

・2年次春学期終了時成績確認 
・模擬試験案内 

個別指導該当者発表 

《9/16水･予定》教職サポートプログラム 
オリエンテーション４限〔  〕 

《ガイダンス期間》ガイダンス３－⑤  
〔  〕   ・教職課程履修条件確認 

・夏課題振り返り 

・3年次春学期終了時成績確認 
・模擬試験案内 

個別指導該当者発表 

《9/16水･予定》教職サポートプログラム 
オリエンテーション４限〔  〕 

《9/16水》論作文対策講座 ５限〔  〕 

業者：公務員試験セミナー 

《ガイダンス期間》 
・免許申請に関わる科目確認 

※個別指導該当者のみ 

10月 

◎ミニ講座（自治体別）10～11月 
 ・同じ自治体を受験する仲間作り 

◎スタート模試 

◎ミニ講座（自治体別）10～11月 
 ・同じ自治体を受験する仲間作り 

◎スタート模試 

《上旬～》 養護実習（後期） 
◎ミニ講座（自治体別）10～11月 

 ・同じ自治体を受験する仲間作り 
◎スタート模試 

★教職指導参与との個人面談 ９月～１２月 

《上旬～》 教育実習（後期） 

11月 

 
 
 

 
＊浜松市公立学校教員採用試験説明会 

《中旬》 ガイダンス（該当者） 
愛知県公立小･中学校実習申込 

 

 
＊浜松市公立学校教員採用試験説明会 

《中旬》 ガイダンス（該当者） 
愛知県公立小･中学校実習申込 

《11/11水》論作文対策講座 ５限〔  〕 

業者：公務員試験セミナー 

＊浜松市公立学校教員採用試験説明会 

《中旬》 ガイダンス４－④  
〔  〕 ・免許申請（授与願作成） 

・講師登録について 

 

12月 

《12/12土》ガイダンス(特別講演)１－④1･2限 

・採用試験合格者、現職教員講演 
          ・基礎力養成講座案内 
 

 
 
 

 
＊愛知県・岐阜県公立学校教員採用試験説明会 

《12/12土》ガイダンス(特別講演)２－⑤1･2限 

・採用試験合格者、現職教員講演 
         模擬試験(教養試験･専門教養）3,4限 

・教職教養講座案内 

《中旬》 ガイダンス（該当者） 
名古屋市立学校実習申込 
 

 
＊愛知県・岐阜県公立学校教員採用試験説明会 

《12/12土》ガイダンス(特別講演)３－⑥1･2限 

・採用試験合格者、現職教員講演 
模擬試験（教養試験・専門教養）3,4限 

・直前対策講座案内 

《12/16水》論作文対策講座 ５限〔  〕 

業者：公務員試験セミナー 

《中旬》 ガイダンス（該当者） 

名古屋市立学校実習申込 
＊愛知県・岐阜県公立学校教員採用試験説明会 

 

 

１月 

 

 
 
 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

 

 
 
 

 
 
 

《下旬》教職履修カルテ作成 

《1/13水》 ガイダンスⅣ ５限 介護〔  〕 

・介護等体験報告会準備 

《1/中旬》ガイダンス３－⑦  〔  〕 
講演「採用試験傾向と対策」 

（外部講師：東京アカデミー） 

・教職履修カルテ作成について 
    ・直前対策講座案内 
《下旬》教職履修カルテ作成 

 

 

 

 

《下旬》教職履修カルテ作成 

２月 

《上旬》抗体検査 
 
◎《上旬～》基礎力養成講座(17 ｺﾏ＋模試) 

業者：時事通信社 

◎《上旬～3月》教職教養講座(28 ｺﾏ)  
業者：東京アカデミー 

 

《2/5金》 ガイダンス 10:00～ 介護 
・介護等体験報告会（2･3年合同）    

◎《上旬～3月》直前対策講座(31 ｺﾏ＋模試)  
業者：東京アカデミー 

 

《2/5金》 ガイダンス 10:00～ 介護 
・介護等体験報告会（2･3年合同）   

 
 
 

３月 ◎自治体別模試 ◎自治体別模試 ◎自治体別模試 《中旬》 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を変更する場合があります。                

※◎のついている予定は希望者のみの参加です。 ※介護の介護等体験は小、中高（英語・保健）取得者のみの参加です。 

* 本学での教育委員会による各自治体の採用試験説明会は開催されない場合があります。 

教職ガイダンス（学校教育・養護教諭） 



                                                                

教職課程スケジュール 2020／名古屋キャンパス （保育専攻）                                                             R2.3.31 現在 

※昼休みガイダンスは 12：10～12：40     

 １年（教育〔保育〕） ２年（教育〔保育〕） ３年（教育〔保育〕） ４年（教育〔保育〕） 

春
ガ
イ
ダ
ン
ス 

 
 

 
 
 

 

《3/26 木》 ガイダンス２－① 13:00-14:00  
〔428〕 ・教職課程履修条件確認 

     ・年間スケジュールについて 
     ・ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて 

 

 

《3/27 金》 ガイダンス３－① 10:00-11:00
〔428〕 ・2年次秋学期終了時成績確認 

個別指導該当者発表 
・教職履修条件確認 
・年間スケジュールについて 

・本籍地確認 
・模擬試験案内ほか 

《3/27金》 ガイダンス４－① 11:10-12:10  
〔428〕 ・3年次秋学期終了時成績確認 

個別指導該当者発表 
・教職履修条件確認 
・年間スケジュールについて 

・本籍地確認 
・模擬試験案内ほか 

 

４月 

《4/３金》ガイダンス１－①  10:30-12:00 
〔331〕 ・教職履修について 

・年間スケジュールについて 

 
 
 

  
《4/28火》論作文対策講座 ２限 全員〔  〕 

業者：公務員試験セミナー 

 
《4/18土》  ガイダンス３－② 1～4限〔125〕 
模擬試験（教養試験・専門教養・論作文） 

 
《中旬～》保育実習Ⅲ（施設） 10日間 
 

《4/6月～5/8金》 
保育士試験対策集中期間 

（期間以降も採用試験まで随時） 

《4/18土》  ガイダンス４－② 1～4限〔125〕 
模擬試験（教養試験・専門教養・論作文） 
・直前集中講座案内 

 

５月 

 《5/11～5/28》相談等集中期間 
（希望者のみ） 

 

《5/11～5/28》相談等集中期間 
（希望者のみ） 

 
《5/11-5/29》教育実習（幼稚園） 3週間 

 
《5月下旬～6月》公務員（保育士・幼稚園教諭） 

試験直前集中講座（20 ｺﾏ程度） 

 

６月 

 
 

 
 
 

《6/12金》  ガイダンス２－② ４限〔  〕 
「公務員採用試験傾向と対策」 

（業者：公務員試験セミナー） 
 

《6/12金》  ガイダンス３－③ ５限〔  〕 
「公務員採用試験傾向と対策」 

（業者：公務員試験セミナー） 

 
《6/30火》論作文対策講座 ２限 全員〔  〕 

・模擬試験結果返却 
 

 
《6/9火》ガイダンス１限(希望者のみ)〔  〕 
私立幼稚園・保育園の就職活動について 

７月 

《7/2木》  ガイダンス１－②３限〔  〕 
・幼稚園・保育所採用試験について 
・夏課題案内 

     ・教職履修カルテ作成について 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

《7/3金》  ガイダンス２－③３限〔  〕 
・夏課題案内 

   ・教職履修カルテ作成について 

 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

《7/3金》 ガイダンス３－④４限〔  〕 
・模擬試験結果返却 
・夏課題案内 

 ・教職履修カルテ作成について 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

・教職履修カルテ作成について（メール案内） 
 
 

 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

８月 
 

 

 

 

  

 

９月 

《ガイダンス期間》ガイダンス１－③ 
                 〔  〕   

     ・1年次春学期終了時成績確認 
     ・夏課題振返り 
      

 
 

《ガイダンス期間》ガイダンス２－④ 
                 〔  〕  

・2年次春学期終了時成績確認 
個別指導該当者発表 

・夏課題振返り 

・模擬試験案内 
 
 

 

《ガイダンス期間》ガイダンス３－⑤ 
                 〔  〕   

・3年次春学期終了時成績確認 
個別指導該当者発表 

・夏課題振り返り 

・模擬試験案内 
・進路調査 
・特別講座について 

・個別面接について 
 

《9/18金》論作文対策講座４限 全員〔  〕 

 
《8 月下旬～9 下旬》保育実習Ⅰ(施設)10日間 
 

《ガイダンス期間》ガイダンス４－③ 
〔  〕 

・4年次春学期終了時成績確認 
・就職活動状況確認 
・免許申請に関わる科目の履修確認 

・本籍地確認 
・就職先決定の際の手続きについて 

 

《9/1～》＊私立幼稚園・保育園採用試験開始 

 

10月 

 
 

《10/31 土》ガイダンス２－⑤1～4 限
〔  〕 

模擬試験(教養試験・専門教養・論作文） 

 

《10/31 土》ガイダンス３－⑥1～4 限
〔  〕 

模擬試験(教養試験・専門教養・論作文） 

 

《10/5月》 ガイダンス４－④ 昼休み 
・保育士資格登録申請書類作成   〔  〕 

11月 

《11/28土》ガイダンス(特別講演)１－④1･2限 
〔311〕 

・保育士試験合格者、現職保育士講演 
 

《11/28土》ガイダンス(特別講演)２－⑥1･2限 
〔311〕 

・保育士試験合格者、現職保育士講演 
        ・模擬試験結果返却 

・公務員試験対策講座案内 

《11/13金》論作文対策講座４限 全員〔  〕 
《11/28土》ガイダンス(特別講演)３－⑦1･2限 

〔311〕 
・保育士試験合格者、現職保育士講演 

        ・模擬試験結果返却 

・公務員試験対策講座案内 
 
＜特別講座・集団討論（未定）＞ 

＜個別面接期間＞ 

《11/16月》 ガイダンス４－⑤ 昼休み 
・幼稚園教諭免許申請書類作成   〔  〕 

12月 

        
 

 

 《未定》公務員試験合格者座談会 
 （公務員受験希望者のみ） 

・面接対策ワークシート配布 
 

《12/16金》論作文対策講座４限 全員〔  〕 

 
＜個別面接期間＞ 

 
 

１月 

・教職履修カルテ作成（メール案内） 

 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

・教職履修カルテ作成（メール案内） 

 
 
 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 

・教職履修カルテ作成（メール案内） 

 
《未定》公務員試験受験者の集い 

（公務員受験希望者のみ） 

 
《下旬》教職履修カルテ作成 《下旬》教職履修カルテ作成 

２月 

《2月上旬》抗体検査 《2/15～2/27》保育実習Ⅰ（保育所）2週間 
 

《下旬～3月》公務員（保育士・幼稚園教諭） 
試験対策講座(20 ｺﾏ程度)   

業者：公務員試験セミナー 

 

《2/15～2/27》保育実習Ⅱ（保育所） 2週間 
 

《上旬～3月》公務員（保育士・幼稚園教諭） 
試験対策講座（20 ｺﾏ程度） 

業者：公務員試験セミナー 

＜特別講座・集団面接（未定）＞ 

 
 

 

３月 

 
 

 

  

 

《中旬》 幼稚園免許状授与（卒業式） 
 

《４月》「保育士登録済通知書」保育（自宅郵送） 
《６月》「保育士証」保育（自宅郵送） 

※時間割・学事等によってはガイダンス日時を変更する場合があります。       

教職ガイダンス（保育専攻） 


