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教員を目指す皆さんへ
昔も今も、さまざまな人がいて、それぞれに生き方があることに変わりはありません。いつの時代も、
社会のありようは刻々と変容し、それとともに人々の暮らしも変わっていきます。おそらく学校教育の

最も重要な使命は、そのようにさまざまな人々の一人ひとりが自分に最適な生き方を見つけ、目まぐる
しく変化する環境に対応しながら自分らしく生きていく力を身に付けられるようにすることでしょう。そ
の使命を果たす現場の最前線に立つのが教員です。
東洋大学は、1887 年に創設された、長きにわたる伝統を誇る大学ですが、その歴史のなかで教員養
成は常に重要な位置を占めてきました。井上円了先生は東洋大学の前身である哲学館を創立する目的
の一つに教員（
「教育家」
）養成を掲げています。その志の軸は、
「余資なく、優暇なき者」のために学
びの機会を提供することにあり、遠隔地の人々のために『哲学館講義録』を発行し全国を巡って講演す
るなど、
「社会教育」と「開かれた大学」を目指して生涯にわたり活動を続けました。東洋大学で教職を
希望する皆さんは、ぜひ先生の志を引き継いで、さまざまな人が学びを通してそれぞれにより良い生き
方を実現する、そのために力を尽くす教員を目指してください。

本冊子は、教職課程の履修のために必要な事務手続きや、教員採用試験受験のための基礎知識をま
とめたものです。まずは一通り読んで流れをつかみ、何か困ったことがあったらその都度、該当部分を
熟読してください。お手持ちのスマートフォンやタブレット型コンピュータにダウンロードするなどして、
いつでも確認できるようにしましょう。必要に応じて、印刷して手元に置くなどしてもよいでしょう。
皆さんが教員採用試験に合格するまでのナビゲーターとして、本冊子を活用していただければ幸

いです。

東洋大学

教職センター長

高橋

豊美
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1 教員になるまでの流れ

教職支援担当窓口はキャンパスごとに異なります。
以下を参考に手続きをしてください。
白山キャンパス…教職支援課
川越キャンパス…教学課
朝霞キャンパス…朝霞事務課

1年生
1年生

可能性があります。

1月初旬〜中旬
1月初旬〜中旬 3月下旬
3月下旬 4月上旬
4月上旬 7月上旬
7月上旬

8月
8月

9月
9月

10月
10月

11月
11月

4年生
4年生
12月
12月

1月
1月

2月
2月

3月
3月

4月
4月

5月
5月

8月
8月

7月上旬
7月上旬

9月
9月

10月
10月

11月
11月 12月上旬
12月上旬

・教育実習直前説明会
・教育実習参加条件
充足者発表

教育実習
事務手続
説明会

第3章へ
第3章へ
14ページ
14ページ

詳しくは
詳しくは

第4章へ
第4章へ
18ページ
18ページ

詳しくは
詳しくは

第5章へ
第5章へ
３
３
０ページ
０ページ

特別支援学校教育実習
特別支援学校教育実習
（該当者のみ）
（該当者のみ）

都道府県
教採試験
合格発表

・私学適性検査
・都道府県等
採用試験期間
︵一次〜二次︶

詳しくは
詳しくは

第7章へ
第7章へ
42ページ
42ページ

初任教員
ガイダンス

面接対策講座
︵本学OBOG教員︶

教員採用試験
説明会

教採模擬試験②

教採試験対策学内講座
︵発展編︶

教採模擬試験①

合格者報告会

教採試験対策
学内講座
︵基礎編︶

支援行事等
︵白山キャンパス
︶

ボランティアを体験
ボランティアを体験

教育実習
教育実習
（随時）
（随時）

私学適性検査
出願期間

都道府県等
採用試験
出願期間

私学適性検査

私学適性検査
出願期間

採用試験
40ページ
40ページ

詳しくは
詳しくは

教育職員免許状授与交付

介護等体験
介護等体験
（随時）
（随時）

教採試験対策学内講座
教採試験対策学内講座
（中級編）
（中級編）

第6章へ
第6章へ

3月中旬
3月中旬 卒業式当日
卒業式当日
教員免許状
取得決定者発表

介護等体験
要項配布

第2回
介護等体験
説明会

教育実習に
関わる手続き
詳しくは
詳しくは

2月
2月

教員免許状
一括申請手続き

教員免許状
一括申請説明会

12月
12月

第1回
介護等体験
説明会

介護等体験に
関わる手続き
※
※

（注）スケジュールは 2019 年 2 月現在のものです。今後変更される

3年生
3年生

教職パスポート
中間点検

教職課程説明会

1月〜
1月〜

教職パスポート
中間点検説明会

12月
12月

2年生
2年生

教職課程
登録料納入

4月
4月

教職ガイダンス
︵各学部︶

教職課程・免許状に
関わる手続き

月
月

に漏れがないようにしましょう。

板倉キャンパス…板倉事務課

4年間の流れ
学年
学年

免許状を取得するには参加必須の説明会や必ず行うべ
き諸手続きがあります。以下の一覧表を確認し、手続き

教職支援担当窓口について

詳しくは
詳しくは

第8章へ
第8章へ
52ページ
52ページ

ボランティアを体験
ボランティアを体験

（※）この一覧は白山キャンパスの例です。説明会や諸手続きについては必ずその都度、各キャンパスにおける掲示等を確認してください。
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2 教職支援室の利用について
1

教職支援室とは
教職支援室とは、
教職 ＋ 支援 ＋ 部屋
（場所）

⇒教職に就くことを支援する場所
教職支援室は、将来、学校等で児童・生徒を教える仕
事に就くことを希望する学生をサポートしています。教職

に就くためには、教育職員免許状を取得する必要があり
ますが、他にも、教員としての資質・能力の向上、職業研
究・現場理解、教員採用候補者選考試験（教員採用試験）
への対策が必要です。
公立・私立の学校教員になるまでのさまざまな相談や、
試験対策を行うだけでなく、採用に関する情報を提供す
る等、教育職員を目指す本学学生や卒業生の皆さんの教
職への道程をトータルにサポートします。

教職支援室の利用対象者

◆ 東 洋大学教職課程の履修を希望する通学課程の学生
および大学院生
◆ 東洋大学の卒業生および大学院修了生
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◆ 職業としての教員について
◆ 教員採用試験の準備（願書・面接票の書き方、論文指
導、模擬授業、面接対策等の各種試験対策）
◆ 教員採用試験に関する情報
◆ 教員採用情報および各種ボランティア情報

◆ 教員採用後の業務相談（学級経営・校務分掌等）
◆ その他、教員採用に係るさまざまな相談等

教職支援アドバイザー

相談にあたるスタッフは、学校教育や教育行政に長年
従事してきた、見識豊かな教育のプロです。採用までの
疑問、準備内容、論文指導、模擬授業対策、面接票の記入
方法、面接対策等、各種試験対策だけでなく、現場に入っ
てからの相談にもフレキシブルに対応します。豊富な経
験と実績をもった相談スタッフが、皆さんからの幅広い疑
問・質問にお応えします。どんなことでもお気軽にご相
談ください。

教職支援室の年間運営スケジュール
教職支援室は、教職課程を有するキャンパス（白山・

朝霞・川越・板倉）に設置され、教育職員を目指す本学
学生や卒業生の皆さんの教員採用試験対策 ･ 就職活動
を支援します。
どのキャンパスでも相談支援内容等は基本的に同じで

6

主な相談内容

すが、教職支援室の運営は、各キャンパスで取得できる

免許状等の関連もあり年間スケジュールは少しずつ異な
ります。主なサポートメニューは「1. 教員になるまでの流
れ」を参考にしてください。なお、本学学生や卒業生の皆
さんは、どのキャンパスの教職支援室も利用可能です。

教職ガイドブック 2019
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教職支援室紹介

（1）白山キャンパス
場
所 ：３号館１階 ナレッジスクエア内
開室時間 ：10：00 ～ 18：00（13：00 ～ 14：00 昼休み）

● 個人相談の他、集団面接や集団討論等、複数人で練習
することもできます。

開室曜日 ：月～金

● 受 付で相談内容や学校種を確認し、教職支援アドバイ
ザーの相談ブースへ入ります。

● 毎日の個別相談以外にも、さまざまなセミナーを開催
しています。自分に必要だと思うものには積極的に参
加して活用してください。
◎ 教員採用試験教職教養対策講座
◎ 教員採用試験受験用模擬授業講座
◎ 論作文・面接講座 等

●教
 職支援アドバイザーには、１対１で相談することができま
す。また、友人たちと一緒に複数人で相談することも可能
です。

教職ガイドブック 2019

● 教職資料室では教科書、学習指導案、教育に関する参
考図書を閲覧できます。また、教員採用試験の過去問
題集や参考書、雑誌等の閲覧ができます。また、過年度
の過去問題集については貸し出しも行っていますので、
過去問分析に活用してください。

7

● 学内の教員採用試験対策イベントの案内や、学校支援
ボランティア情報、公立私立の採用案内等、さまざま
な情報を発信しています。

（2）朝霞キャンパス
場
所 ：図書館棟１階 学生サポートスクエア内
開室時間 ：9：30 ～ 16：45（13：00 ～ 14：00 昼休み）
開室曜日 ：月～金

【常時活動】

●面
 接対策・論文添削・教職教養・志願書指導等、個別対
応やグループ対応等、教職に関することであれば何でも
相談してください。希望に合わせ丁寧に対応します。

教師を目指している皆さんは、一度、教職支援室に足
を運んでみてください 。

教職支援室

教員採用試験の参考書、過去問題集、学習指導要領、教育
雑誌等の閲覧

8
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【主な活動】

11・２年
◎教
 職課程ガイダンスにて、教職支援室の取り組みや
学校支援ボランティア活動の奨励（９月）
2３年
◎ 教 育実習（保健体育・養護）事前ガイダンス、教職
支援室の取り組み（１年間の活動内容の紹介）
、学校

支援ボランティア活動の奨励（４月）
◎ 介 護等体験事前指導にて、心が通う介護体験・特別
支援教育概要指導、教職支援室の話（教員採用試験

までのスケジュール）
（６月）
◎ 教員採用試験合格者の体験発表（１月）
・ 志 望動機、教員採用試験に関わる情報収集、計画

的・継続的な試験勉強、教職支援室の利用、積極
的な教員採用試験特別対策講座への参加
◎ 教育実習事前ガイダンスにて、
教員採用試験の現状、
「教採受験生が知って得する９の心得」
「 受験生が持
つべき就活的意識」
（１月）

教育実習事前ガイダンス
〔３年〕

3４年
● 教育実習直前説明会にて、教育実践力を高める教育

実習事前指導、教職支援室の取り組み（１年間の活
動内容の紹介、採用試験の心構え）
（４月）
● 個人・集団面接、集団討論の特訓（６月～ 7 月）

4 全学年
● 都道府県教育委員会による「教員採用試験に関わる

説明会」
（４月）
● 教職支援アドバイザーによる教員採用試験特別対策
講座を年 12 回開催
◎ 講 座内容：受験に関わる教職ガイダンス、教職教
養（教育法規、教育原理等）
、面接対策、論文指導・
添削、場面指導、模擬授業、志願書・面接票の書
き方等
◎ 外部講師〔現役中学校長・教諭（本学卒業生）
〕に
よる一次・二次対策として教員志望養成セミナー
の実施

● 朝霞・新座・志木・和光市教育委員会および学校と
の連携による学校支援ボランティア活動を展開し、
学校現場における保健体育学習 ･ 養護支援を通し
て体験活動の充実
◎ 学 校支援ボランティア活動に伴う事前指導、定期

的アドバイスの実施
● ふじみ野市教育委員会、市内の中学校・高校の放課
後学習支援ボランティアの協力、生徒に寄り添う学
習支援活動

合格者体験発表

教職ガイドブック 2019
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【活動風景】

● 個別指導
一人一人に寄り添った親身な個別相談

（3）川越キャンパス
場
所 ：１号館１階 1107 教室
開室時間 ：10：00 ～ 18：00（13：00 ～ 14：00 昼休み）
開室曜日 ：月・火・木・金

【特色】

川越キャンパスは理工学部・総合情報学部があり、教
員免許は、理科（中学、高校）
、数学（中学、高校）
、工業（高

校）
、情報（高校）が取得できます。
川越キャンパス教職支援室の相談・支援内容は、教職
全般、公立・私立学校の教員採用までの疑問、準備内容、
試験対策勉強、試験対策講座、試験対策模試、教育論文
指導、面接対策・指導、面接票の記入から面接実践等、教
員採用に関する全てです。学生一人ひとりについて、き

め細かく、1 年生から 4 年生まで継続的に相談・支援して
います。さらに、教育実践力を高めるために、教育実習の
前に学校現場でのボランティアを推奨・紹介しています。
教職に関する資料の閲覧ができます。

● 教員採用試験特別対策講座・グループ学習
『
 大学の部活動に追われながらも計画的、積極的
に取り組み、「本気 ･ 根気・和気」を合言葉に、大
いに磨き高め合う学習』

個別相談

【1年間の支援計画】
１年

教職ガイダンス
学習ボランティアの推進、紹介
２年
学習ボランティアの推進、紹介
採用試験合格者体験談
３年
学習ボランティアの推進、紹介

教員採用試験対策講座（採用試験ガイダンス、教育法
規、論文、面接、集団討論、対策講座、願書作成等）
４年
教
 員採用試験対策講座（採用試験ガイダンス、教育法規、
論文、面接、集団討論、一次対策講座、願書作成等）
教員採用試験二次試験対策（個人面接、集団面接、論
文、集団討論等）
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合格者パネルディスカッション／合格体験報告
埼玉白山教育会（東洋大学出身の小学校、中学校、高
校の教員）との交流会
初任教員による 2 次試験受験生激励会
私立学校教諭採用試験募集案内
臨時的任用教諭登録説明会

【学習ボランティアについて】

教職支援室では、学生が小学校、中学校、高等学校、特
別支援学校等で学習ボランティアを行うことを勧めてい

ます。学習ボランティアでは、学校現場で、先生としての
学習指導、放課後指導等を通して先生の仕事を体験しま
す。学生は、川越市スクールインターンシップ、埼玉県立

高等学校学習サポーター、アスポート学習支援等に参加
しています。教職支援室では、大学や自宅に近い学校で
学生が実施できるように一人ひとりの状況に合うマッチン
グを行っています。
学生は、生徒から「先生」と呼ばれ、教師になる意欲が
高まったとの声や、採用試験の面接では学習ボランティア
体験について質問されたとの報告があります。

教職支援室

学習ボランティア体験報告会

【支援室からのメッセージ】

学習ボランティア説明会

川越キャンパスの学生は、理工学部・総合情報学部の
学生が通い、他キャンパスに比べて実験実習に多くの時
間がかかる中、教職科目を履修しています。時間に余裕
がない中でも真摯に教員を目指しています。
川越キャンパスでは、東洋大学出身の埼玉県教員組織
「埼玉白山教育会」とも連携して後輩の教員育成・研修

等も行っています。
教職は、未来に活躍する子どもを育て、自分も一緒に
成長し続ける魅力ある仕事です。教職課程を履修し、支
援室を活用して、夢のある教員になりましょう！

集団討論演習

合格者パネルディスカッション

教職ガイドブック 2019
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（4）板倉キャンパス
場
所 ：２号館２階 2201 教室
	  
（ラーニングサポートセンター・教職支援室）

開室時間 ：10：00 ～ 18：00（13：00 ～ 14：00 昼休み）
開室曜日 ：月・火・木

【特色】

板倉キャンパスには、生命科学部（生命科学科・応用
生物科学科）
、食環境科学部（食環境科学科・健康栄養

学科）があります。生命科学部および食環境科学科では
中学校教諭一種免許状（理科）
、高等学校教諭一種免許状
（理科）が、健康栄養学科では栄養教諭一種免許状が取

得できます。また、生命科学研究科（大学院）では、理科
の専修免許状が取得できます。
板倉キャンパスの教職支援室では、教職担当の教員およ

び事務課が連携し、教職を目指す学生が採用試験で 1 人
でも多く合格するように、さまざまな支援を行っています。

【相談内容】

教員の仕事、教育実習、教員採用試験、合格後の対応
等、教職全般に関わる相談から、論文の添削や面接練習・
模擬授業等、実際の教員採用試験に対応した学習支援を
行っています。
また、学校支援ボランティアの紹介や相談にも乗ってい
ます。

【支援年間計画（主な特別講座等）】
１０月

教職対策スタート講座（今後の採用試験に向けて
のガイダンス）

１０月

教員採用試験合格者との交流会

１１月

現職教員との交流会

１１月～２月

 員採用試験対策講座（教養講座全２５コマ）
教
〔業
者委託〕

１２月

小論文対策講座（以降随時「小論文添削」を実施）

１月～２月

教員採用試験６カ月前講座

２月

教員採用試験対策講座（専門理科全６コマ）
〔業者委託〕

２月～８月

骨太教師養成セミナー①～⑩（面接・論文・法規等）

３月

願書の書き方講座

４月

 職課程ガイダンス（対象１年生）
教
（ 事務課、教職
担当教授）

４月

個人面接練習開始

６月

集団面接・集団討論練習開始

６月

教員採用試験直前ガイダンス

６月～７月
７月
８月～９月
８月～

教員採用試験一次試験
教員採用試験一次試験後

自己採点会

教員採用試験二次試験
教員採用試験不合格者の進路相談

教職支援室内の相談スペース
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【学年ごとの支援計画】

１･２年 ・教職についての理解を深める。
受験自治体の教員採用試験の実態を把握する。
（採用状況、一次・二次試験の内容）
２･３年 ・学校支援ボランティアを推奨する。
学 校でのボランティア経験が採用試験の面接
や論文等に大きく影響する。
・受験自治体の一次試験対策を始める。

過去問題を解き、教育情報を収集する。
３・４年 ・本格的に受験勉強を始める。
面接練習、集団討論練習、小論文添削
模擬授業練習等、実際の試験同様に練習する。

【資料】

◆ 教員採用試験の各種問題集・参考書
◆ 教職に関する月刊誌や新聞

【教職支援アドバイザーからのメッセージ】

私たち教職支援アドバイザーは、高校の教員・管理職の
経験があり、採用試験にも携わってきました。この経験を

生かし、皆さんの希望をかなえるために努めてまいります。
教員採用試験に出題される問題の傾向や内容は、例年
ほぼ決まっています。ゴールは決まっていますので、早く

スタートし、休まずコツコツと走り続けた人が早くゴール
に到着します。
現役で合格した先輩方は、何度となく教職支援室に足

を運び、受験生仲間同士で切磋琢磨し、万全の準備と努
力をして合格を勝ち取りました。また、板倉キャンパスだ
けでなく、白山や川越キャンパス等で開催された特別講

座にも、多くの学生が参加してきました。個人的な学習だ
けでは、採用試験突破は困難です。
遠慮なく教職支援室、教職支援アドバイザーを利用し
てください。皆さんの来室をお待ちしています。

◆ 中学校・高等学校の理科の教科書や問題集
◆ 過去の受験者の体験記や報告書

個別相談

資料コーナー

集団面談

教職ガイドブック 2019
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3 教職課程とは
1

教員になるためには

教員になるためには、教育職員免許状が必要です。こ
の免許状は、都道府県教育委員会から授与されますが、

免許状の授与を受けるための教員養成は、大学等で行わ
れており、免許状を取得するためには、大学等において学
士の学位等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が

認定した課程において所定の教科および教職に関する科
目の単位を修得する必要があります。

また、教壇に立つには、教員採用試験を受験し、合格する
ことが必要です。免許状の取得と教員採用試験の合格、こ
の 2 つが揃って初めて教員になる夢がかなうと言うことが
できます。
学生の皆さんには、大学 4 年間の学びを大切にしてい
ただきたいと思います。もちろん、大学の学びといって
も、それは、大学の授業だけで……ということではありま
せん。課外活動として、広く社会で行われているサービス
ラーニング、ボランティア活動等に積極的、自主的に参加
するのも良いでしょう。今、教員に求められるのは、豊か
な人間性・社会性、高いコミュニケーション能力です。実
社会のフィールドで教員ひいては社会人に求められる資
質や能力に磨きをかけることも大切です。積極的に他者
と関わり、社会の課題に向き合いましょう。

そしてまた、自らの教員としての適性を考える機会とし
て、学校現場や教職を体験する機会を得ておくことも大

切です。将来の職場となる学校等において、実務を観察
し、やりがいを感じておくことが、きっと自らの進路選択
の支えになるでしょう。

教員になるためには、最低要件として、免許状の取得、
採用試験の合格が必要となりますが、より良い教員とは、

見識に富み、感性豊かで、子どもたちから信頼の寄せられ
る人間味あふれる教員であるといえます。皆さんも自ら
理想とする教員に近づいていけるよう日々の研鑽にまい
進してください。教職課程を歩む一歩一歩、自己の資質
能力が高められるよういろいろなことにチャレンジしてみ
てください。
POINT!
教職に就くためには教育職員免許状を取得する必
要があります。
ただ、それだけでは不十分。学生のうちから、教員
としての資質・能力を高め、職業研究、現場理解を深
めることが大切です。

図1：見識に富み、感性豊かで子どもたち
から信頼の寄せられる教員に

サービスラーニング
ボランティア活動への参加

より良い
教員へ！

豊かな人間性
高いコミュニケーション力

社会や他者との関わり

職業研究
現場理解
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2

教職課程とは

教職課程とは、免許状の授与を受けるのに必要な単位
が修得できるよう所定の科目等を設置した課程を指して

ことが大切です。4 年間という限られた時間の中で卒業に
必要な単位と免許状の取得に必要な単位の両方を修得す

取得を目指して教職課程の科目を体系的に履修すること
が求められます。

履修の際には、必修科目等の優先順位の高いものから学
習を進め、計画的に単位を修得しましょう。

います。従って、教職課程を履修する学生は、所属する学
部学科等のカリキュラムを履修すると同時に、免許状の

教職課程は、学部学科ごとに取得可能な免許状の種類

が異なります。学生の皆さんは、所属する学部学科等の
『履修要覧』を参照し、どの種の免許状の取得を目指す

かについてあらかじめ検討した上で、教職課程を歩むこと
が大切です。
また、履修した科目の単位を落とさないように心掛ける

3

ることが求められているため、単位を落としてしまうと卒
業あるいは免許状取得に支障がでる可能性があります。

POINT!

● そもそも、
「教職」って何？

学校等で児童・生徒・学生を教える仕事。また、
その人。先生、教師、教員。

（例）教職に就く。

（典拠：小学館『例解学習国語辞典』金田一京助 編）

教育職員免許状とは

免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の 3
種類がありますが、皆さんが大学の教職課程で取得を目
指すのは普通免許状となります。普通免許状には、専修免
許状（基礎資格：修士）
、一種免許状（基礎資格：学士＝学
部卒）
、二種免許状（基礎資格：短期大学士＝ 短大卒）が
あり、履修する学部学科あるいは研究科専攻等により、取
得可能な免許状の種類（職・学校種・教科）が異なります。
幼稚園または小学校の普通免許状は、中学校または高

等学校と異なり教科担任制ではないので、原則、全ての
教育または全ての教科を担任することができます。
免許状には有効期間があります
（図 2）
。普通免許状の
有効期間は、所要資格を得てから 10 年後の年度末まで
となります。また、免許状の有効期間を更新するには、
３０
時間の免許状更新講習を受講・修了することが必要です。
詳しくは、文部科学省の教員免許更新制にかかる Web
サイトを参照してください。

図 2：教育職員免許状の例

免許状には所要資格を得
た年度に基づき、有効期
間 の 満 了 の 日が 記 載さ
れます。

教職ガイドブック 2019
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4

教員免許状の申請

免許状の申請は、基本的には卒業、修了する年度に行
います。大学では申請を希望する学生分を一括して都道

府県教育委員会に申し込みます（免許状の一括申請）
。授
与される免許状は、都道府県教育委員会から大学に渡さ
れ、卒業式・学位授与式等の折に学生に授与されます。

5

なお、免許状を取得した者が教員になるためには、教
員採用試験に合格する必要があります。試験は、国公私

立により試験の時期や実施形態、出題の傾向等が異なる
ため、あらかじめ受験する予定の試験について調べ、対策
しておくことが求められます。試験については、教員採用
試験のページ（42 ページへ）を参照ください。

教職課程登録料について

本学では、通学課程の学部学生および大学院生が教職課
程の履修を希望する場合、教職課程登録料が必要となります。

（1）教職課程登録料について
〈教職課程登録料の種類（区分）と対象〉

在籍生登録料
２年次以降も教職課程の履修を希望する方
①学部生のうち、
②大学院生のうち、教育職員免許状の取得を希望する方

②上記①にかかわらず、所属学科の学科教育課程に設置さ
れている科目は、
下記③の教育実習を除き教職課程登録

料納入の有無にかかわらず履修することができます。
③上 記②にかかわらず、文学部第１部教育学科初等教育
専攻およびライフデザイン学部生活支援学科子ども支
援学専攻を除く各学科専攻所属学生は、教職課程登録
料を納入しない場合、介護等体験および教育実習に参
加することができません。

※文 学部第１部教育学科初等教育専攻の学生およびライフデザイ
ン学部生活支援学科子ども支援学専攻の学生は、在籍生登録料
の納入は必要ありません。
※再入学した学生のうち、在籍時に教職課程登録料を納入している
場合は、再度の納入は必要ありません。

大学院生の履修等について
教職課程登録料納入の有無にかかわらず、所属専攻の教
育課程に設置されている科目を履修できます。

卒業生等登録料
卒業または修了等により学籍を喪失した後、教職支援室
を利用する際に随時。

（2）教職課程登録料の納入手続きについて

〈教職課程登録料納入と科目履修との関係等〉
学部生の履修等について

①教 職課程登録料を納入しない場合、２年次以降配当の
「教職に関する科目」
（1～ 4 年次配当、1～3 年次配当、
1・2 年次配当科目を除く）を履修できません。

16

納入手続き

教職課程を履修する学生は、大学から指定された期
間・方法等により教職課程登録料の納入が必要となりま
す（表 1）
。納入期間は、おおむね 1 年次の 1 月～２月にな

る予定ですが、詳細については、秋ごろに教職課程掲示
板にてお知らせします。
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表 1：東洋大学教職課程登録料（納入額等の表）

区分

徴収対象

在籍生
登録料

東洋大学教職課程の履修を希望
する通学課程の学部生および大
学院生

卒業生等
登録料

東洋大学の卒業生および大学院
修了生（ただし、退学者および除
籍者を含む。）で、教職支援室の
利用（教職に関するセミナー等へ
の参加を含む。）を希望する者

教職課程
登録料

徴収額

有効期間

30,000 円

・学部生は、納入時から卒業年度の 3 月 31 日
（秋学期卒業生を含む。
ただし、春学期卒業生は 9 月 30 日）まで。
・大学院生は、納入時から修了年度の 3 月 31 日
（秋学期修了生を含む。
ただし、春学期修了生は 9 月 30 日）まで。

5,000 円

（

ただし、
秋学期からの
場合は当該年度のみ
2,500 円とする。

）

納入年度の 3 月 31 日まで。

※文学部第１部教育学科初等教育専攻の学生は、在籍生登録料の納入は必要ありません。
※ライフデザイン学部生活支援学科子ども支援学専攻の学生は、在籍生登録料の納入は必要ありません。
※再入学した学生のうち、在籍時に教職課程登録料を納入している場合は、再度の納入は必要ありません。

6

教職パスポートについて

教職パスポートとは、本学教職課程における履修カル
テです。4 年間の学習記録、省察記録をまとめる冊子で
あり、学生が自ら作成します。大学ではその記録を活用し
て教職指導の充実に努めています。教職パスポートを活
用する主な機会としては、2 年次の教職パスポート中間点
検、4 年次の「教育実習」および「教職実践演習」の授業
が挙げられます。

教職パスポート中間点検：2 年次

皆さんが 2 年生終了時点までに作成した教職パスポー
トを教職担当教員が確認・点検します。内容が合格基準
に達していなければ、指導会へ参加することが求められ
ます。指導会とは、教職担当教員とともにこれまでの教職
課程の歩みを振り返る会のことで、指導会参加対象者で
指導会に参加し合格基準に達しない場合は、教育実習の

教職実践演習：4 年次

教職実践演習は、4 年次の秋学期に必修科目として開
設されている教職科目です。この科目は、教職課程で学
び得たことや教職課程外でのさまざまな活動を通じて、
学生が身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な
資質能力として有機的に統合され、形成されたかについ
て、大学が自らの養成する教員像や到達目標等に照らし
て最終的に確認するものであり、教職課程における「学
びの軌跡の集大成」として位置付けられるものです。学
生はこの科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自
己にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不
足している知識や技能等を補い、その定着を図ることに

より、教職生活をより円滑にスタートできるようになるこ
とが期待されています。

手続きに着手することができません。
POINT!

● 教 員パスポートの提出（全員）と指導会への参加

（該当者のみ）は、教育実習参加の要件となって
いますので注意しましょう。
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4 介護等体験について
1

介護等体験とは何か

介護等体験とは、特別支援学校と社会福祉施設での介
護・介助・日常のお手伝いや授業見学、利用者の方・生

徒と対話、レクリエーション等を行う体験活動のことです。
法律（※）により、小学校および中学校の教員免許状取得希
望者に義務付けられています。東洋大学では、特別支援
学校で２日間／社会福祉施設で５日間の、合計７日間の介
護等体験を実施しています。
高等学校の教員免許のみを取得する場合は、必要要件

ではありませんが、介護等体験は大学に在学していない
と申し込みができません。将来、小学校および中学校の
免許状を取得する見込みがある方は参加するよう心掛け
てください。

んの教え子になる子どもたちは、一人ひとり個性も違え
ば、家庭環境も生活環境も異なります。その多様性を理
解し、共生を目指すことが、教師には求められます。自分

とは違う考え方や環境について理解し、想像し、共感する
力を養う一端として、この介護等体験に参加してほしいと
思います。

特別支援学校

社会福祉施設

◯◯の里

※「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免
許法の特例等に関する法律」……略して「介護等体験特例法」
と呼ばれています。

のように接し、交流する中で、何を学び取ろうとするか、と
いう自身の姿勢、そして生き方に関わる問題です。皆さ

（１）介護等体験の内容
「介護等の体験」と聞くと、介護や介助といった直接援助
する活動を思い浮かべると思いますが、教職課程履修者
の介護等体験では、主に児童・生徒や利用者との会話や
授業・活動の見学、散歩や学校行事を通してのふれあい

の体験、清掃や食事の準備、自立活動や趣味の時間のお
手伝い等、さまざまな種類の体験を行います。いずれも、
大学ではなく特別支援学校や社会福祉施設の現場に赴い
て行いますので、皆さんは、特別支援学校や社会福祉施
設の生活に「参加させていただく」意識を持ち、どのよう
な活動であっても、積極的に取り組む必要があります。

介護等体験は、教職を目指す皆さんの教員としての基
本姿勢が問われる活動です。小・中学校の教員免許状取
得の必須条件になってはいるものの、教育実習とは違い、
授業をしたり生徒指導をしたりするわけではないので、直

図1：生活の場にお邪魔する慎ましい気持ちで

（２）知っておいてほしいこと
皆さんが介護等体験を行う特別支援学校や社会福祉

施設は、ご厚意で体験を受け入れてくださっています。学
校や施設の業務でお忙しい中、介護等体験を受け入れて

くださることは、体験当日だけでなく事前の準備も含め
て、非常に大きな負担です。それでも、介護等体験を行
わせていただけるのは「将来教員になって子どもたちを
育てる仕事を目指す大学生を成長させてあげたいから」
という多大な配慮があることを忘れないでください。

接的に教職と結び付けにくいかもしれません。しかし「法
律で決められているから仕方なく」という姿勢では、見え

るものも見えなくなってしまいます。教師は常に、人間と
は何か、について考え続ける職業です。ここで皆さんに
学んでほしいことは、皆さんが多様な環境の人たちにど

18
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（３）介護という行為
皆さんは、介護のプロではありません。介護の資格や
経験があるわけでも、介護について勉強しているわけで

もない、教職課程を履修し教員を目指している大学生で
す。そのため、
「介護等体験」といっても介護のプロフェッ
ショナルな仕事を求められるわけではありません。求めら
れたとしても、皆さんにとっては難しいはずです。

介護等体験に参加する皆さんは、
「介護の仕事をでき

るようになること」が目的ではありません。「介護とは何
か」を学び、考えること、それが介護等体験の目的です。

介護等体験を終えた多くの学生から「介護のイメージ

が変わった」
「なんでも“全部やってあげる”ことが介護で
はないと分かった」
「 自分も支えられていることがあると
思った」
「 介護は、相手を尊重することだと思った」という

声を聞きます。皆さんは介護のプロではありませんが、
大学生として学びのプロではあります。介護等体験を通
して、介護とは何か、人を支えたり、支えられたりするとは
どういうことか、学んでください。学ぶために、自分にで
きる精いっぱいのことをしてきてください。あいさつをす
ること、話しかけること、熱心に見聞きし、分からないこと
は質問すること。「学ぼうとする姿勢」は、介護等体験先
で必ず歓迎していただけます。

２ 人権への配慮
認知症のある利用者の方や、知的障害のある児童・生
徒の中には、特に平易な言葉遣いで会話をしたり、説明を
したりする必要のある方がいます。しかし、簡単な表現を
選んで会話をすることと、なれなれしく接すること、自分
の方が立場が上であるかのような物言いをすることは、
違います。

＜誤った距離感＞

特 別支援学校の小学部の児童に「おい」
「 おまえ
さぁ」
「なんだよそれー」と声をかける。
⇒相 手が自分より年少の場合も「○○さん」と呼び
かけ、横柄な態度は慎むべきです。
高 齢者支援施設の利用者を「おじいちゃん」
「おば

あちゃん」と呼ぶ。
⇒年 長者の方をひとくくりにした呼びかけは失礼で
す。「○○さん」とお名前で呼びかけ、尊敬語を基
本とした丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。

× おばあさん
◯田中さん

 的障害者支援施設の利用者の食事介護をお手
知
伝いするにあたって、「おまんま食べましょうね」
「何が好きでちゅか？」と幼児に対するような言葉
遣いをする。
⇒利用者の年齢相応の丁寧な言葉遣いを心掛け、当
然「ご飯を食べましょう」
「 ○○さんは何がお好き
ですか？」と言うべきです。障害がある方に対して
相手を幼く捉えてしまった言動をする人がいます
が、これは誤りです。年齢相応の言葉遣いをする
こと。
受け入れ先の児童・生徒・利用者に対して「かわ

いい」と言う。
⇒できないことや、動作がたどたどしく見えることを、
「かわいい」と表現する人がまれにいますが、非常
に失礼なことです。日常で、その日初めて会った
方がただ生活している様子を見て「かわいい」と言
う人がいるでしょうか？ 介護等体験先では、自分

がどう思ってそのような表現をしたかではなく、そ
れを相手の方がどのように受け止めるのかを考え
て、自らの言動を顧みる必要があります。

図 2：尊厳ある個人として接することを忘れない
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人権への配慮とプライバシー保護（守秘義務）
介護等体験でお伺いする学校や施設は、児童・生徒、
利用者の皆さんにとっては「毎日生活する場所」です。受

け入れ先によっては、居住先の場合もあります。「家の中
にお邪魔する」イメージを持ってください。

あなたは、人の家を訪問したときに、冷蔵庫を勝手に開
けたり、断りもなしにトイレを使用したり、コンセントを勝
手に使って携帯電話を充電したり、うたた寝したり、その家

の住人の話を聞かなかったりするでしょうか？ これらは全
て介護等体験中に起こり、大学にお叱りの連絡が入った事
例です。当然、介護等体験証明書は発行されず、該当の学
生は小・中学校の教員免許状が取得できなくなりましたが、

これらの話は、教員免許状を取得する以前の社会人として
当然の常識です。「マナー」と呼ぶのも恥ずかしいくらい

ません。先ほども、受け入れ先である学校や施設は「毎
日生活する場所」であるため「家の中にお邪魔する」イ
メージを持ってほしいと述べましたが、受け入れ先の中

は、個人情報だらけです。学校や施設に関わる人の名前、
毎日どのような活動をしているか……、全てが個人情報

です。体験中に見聞きしたこと、知り得た全ての情報に関
して、あなたには『守秘義務』があります。私たちがささ
いなことだろうと思っている情報が、関係者にとっては重
大な意味を持っていることがあります。介護等体験に参
加した施設や学校の名前をＳＮＳに書き込んだり、行き帰
りの交通機関内で友人と体験内容について話したり、実

習内容を記録した「介護等体験日誌」の管理をおろそか
にしてどこかに置き忘れたりすることは、全て重大な守秘
義務違反です。十分に注意しなければなりません。

の、当たり前の話なのです。

また、介護等体験で関わる全ての方に対して、基本的な
人権への配慮が最大限求められます。特別支援学校の児
童・生徒や、社会福祉施設の利用者に対して、心ない言葉や、
道徳的に問題のある言動を行う人は、介護等体験を行う資
格だけでなく、教員の適性がありません。そのような行為が
発覚した場合、介護等体験証明書が発行されないだけでな
く、大学での教職課程を辞退することになります。
プライバシーの保護についても、注意しなければなり

3

介護等体験における関係のあり方

介護等体験先では、施設の職員、利用者、学校の教職
員、児童・生徒等、普段関わる機会の少ない、さまざまな

立場の方と交流することとなりますが、あくまで「自分は
実習生であること」を念頭に置き、関係を築く必要があり
ます。次に挙げる過去の事例を参考に、適切な距離感の
関係性を保つことを心掛けてください。

＜過去の事例＞

①特別支援学校の生徒から「大学がどんなところか、もっ
と話を聞きたい」と言われ、自分のＳＮＳアカウントを伝え
た。生徒の保護者から「子どもと大学生がＳＮＳ上でメッ
セージのやりとりを行っているようだ」と特別支援学校
の先生に連絡があり、大学へ確認の依頼がなされた。
⇒受け入れ先の児童・生徒・利用者の方と、個人の連

絡先交換は絶対に行わないこと。
 礼の気持ちを伝えたい場合は、特別支援学校・社
お
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図 3：知り得た個人情報を他人に話してはなりません

会福祉施設宛てにお礼の手紙を書きましょう。
②受 け入れ先から「今後もボランティアで参加してほし
い」と言われた。
⇒大 学の勉強を優先しつつも、可能な範囲で積極的に
参加することが望ましいです。短期間では見えてこ

なかったさらなる学びに気付くことができると思いま
す。ただし、自身の状況はそれぞれだと思いますので、

ボランティアとしての参加が難しい場合は、その理由
をお伝えし丁重にお断りするようにしてください。

③受け入れ先の教員や職員から、個人的な連絡先の交換

を求められた。
⇒受け入れ先の学校・施設は、事前に大学から送付する
書類で皆さんの連絡先を把握しています。体験終了
後は原則として個人情報は廃棄され、学校 ･ 施設から
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皆さんへ連絡の必要があれば大学を通して行います。
一個人同士のやりとりは、トラブルに発展する可能性

⇒受け入れ先の皆さんは、大学の介護等体験として皆さ
んを受け入れてくださっています。そのご指導内容や

④受 け入れ先の教員・職員が素晴らしい方だったため、
今後も指導を仰ぎたいと思い、学生から個人的な連絡

教員採用試験に合格した等の近況報告を行いたい場
合は、個人宛てではなく、特別支援学校・社会福祉施
設宛てに、お礼の手紙や年賀状等をお送りしましょう。

もありますので、介護等体験中に個人的な連絡先の交
換を求められた場合は、大学に知らせてください。

先を教えてほしいとお願いをした。

4

お人柄が素晴らしく、その後も関わりを続けたいと考え
たとしても、絶対に個人的な連絡先の交換をお願いす
ることがないようにしてください。お世話になった方へ

介護等体験を行うための「申請」と「手続き」

（1）スケジュール
東洋大学では、主に３年次に介護等体験に参加します。
そのために、参加前年度の２年次から説明会の参加や事
前学習、書類の提出を行う必要があります。留学や病気、
家庭の事情等の都合により、４年生や科目等履修生で介
護等体験に参加する学生もいます。４年生以降の参加を
希望される方は、事前に教職支援担当窓口で相談してく
ださい。
これ以降は、主な対象である３年生での参加を想定し
て、スケジュールをお伝えします。
介護等体験を行うためには、介護等体験説明会（各キャ
ンパスごとに指定回数が異なります）に参加する他、介護
等体験料の納入、健康診断、麻疹（はしか）の予防接種ま
たは抗体検査の書類提出、課題図書の熟読、必要書類の
提出等が必須となっています。必要な説明会に遅刻・欠席
したり、手続きを怠ったりした場合は、当該年度の介護等
体験には参加できません。

また、介護等体験参加にあたっては、染髪している場
合、生まれたときの自然な髪色に戻す必要があります。
髪色を含めた身だしなみを整えられる学生のみ、介護等
体験に参加することができます。

（2）
「受け入れ先」と「実習期間」
介護等体験の「受け入れ先」と「実習期間」は一切変更
することができません。
介護等体験は、特別支援学校で２日間／社会福祉施設で
５日間の、合計７日間行います。受け入れ先や実習期間に
ついては、キャンパスごとに以下の表 1 のとおりで決定さ
れます。
体験日程は、夏季・冬季休暇や土日祝日に重なる場合
もあり、学生個人の希望（サークル、部活動、アルバイト、
ゼミ合宿、大学祭、海外留学、就職活動、仕事、家庭の事
情等）を反映させることはできません。参加希望者は介
護等体験日程を最優先とし、自分の都合を調整した上で
体験に臨んでください。

表1
特別支援学校
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社会福祉施設

白山キャンパス

東京都教育委員会

東京都社会福祉協議会

川越キャンパス

埼玉県教育委員会

埼玉県社会福祉協議会

朝霞キャンパス

埼玉県教育委員会

埼玉県社会福祉協議会

板倉キャンパス

群馬県教育委員会

群馬県および埼玉県社会福祉協議会
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表 2：介護等体験スケジュール
（白山キャンパス）
時期

ガイダンス名／内容

12 月

第 1 回介護等体験説明会

麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査

参加前年度
（主に 2 年生）
12 月
以降

麻疹（はしか）の流行を受けて、文部科学省より教育実習に参加する学生全員に対して抗体検査
を行い、免疫があることを確認するようにとの方針が示されました。本学では、介護等体験につ
いても同様の方針をとり、予防接種または抗体検査を全員に義務付けています。
※詳細は第１回説明会でお知らせします。

第 2 回介護等体験説明会

・介護等体験参加意思の最終確認
・特 別支援学校、社会福祉施設で勤務されている方の
ご講演（予定）
・介護等体験料の納入書配布
・個人調書の配布
・麻疹（はしか）書類の回収

介護等体験料の納入

指定の期日までに納入すること。

参加前年度 3 月中旬
～
参加年度 4 月初旬ごろ
（主に 3 年生）

4月

5 月～
随時

7月

社会福祉施設の体験終了後

特別支援学校、社会福祉施設、
両方の体験終了後
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「個人調書」の提出

健康診断の受診

参加年度
（主に 3 年生）

介護等体験終了後

・介護等体験の目的、制度の説明
・麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査の説明
・課題図書について

指定の期日までに提出すること。

大学で実施する健康診断を受診すること。
受診しなかった場合、介護等体験の参加は認めない。

特別支援学校
早期体験開始

対象学生へ教職支援課から個別で連絡。
（＊全員が対象になるわけではありません）

介護等体験要項の配付

・要項（社会福祉施設、特別支援学校それぞれの体験先
や日程、持ち物等の詳細が書かれた書類）を配付
・体験にあたっての注意事項の説明

「社会福祉施設における介護等体験自己評価票」を提出

「介護等体験日誌」の提出

《介護等体験証明書の厳重保管》
＊証明書は「特別支援学校用」と「社会福祉施設用」の２枚があります。
＊「介護等体験証明書」は、小・中学校の教員免許状申請に必要です。紛失した場合、小 ･ 中学
校の教員免許状は取得できません。
＊証明書は再発行できません。紛失した場合は、介護等体験やり直しとなります。（第１回説明
会から全て手続きし直し）
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表 3：介護等体験スケジュール
（川越キャンパス）
時期

ガイダンス名／内容

11 月

12 月
参加前年度
（主に 2 年生）

第 1 回介護等体験説明会

・介護等体験の目的、制度の説明
・麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査の説明
・課題図書について

第 2 回介護等体験説明会

・特別支援学校で勤務されている方のご講演（予定）

介護等体験料の納入

指定の期日までに納入すること。

「登録票」の提出

指定の期日までに提出すること。

麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査
12 月
以降

参加年度 4 月
（主に 3 年生）

4月

麻疹（はしか）の流行を受けて、文部科学省より教育実習に参加する学生全員に対して抗体検査
を行い、免疫があることを確認するようにとの方針が示されました。本学では、介護等体験につ
いても同様の方針をとり、予防接種または抗体検査を全員に義務付けています。
※詳細は第１回説明会でお知らせします。

第 3 回介護等体験説明会

・介護等体験参加意思の最終確認
・麻疹（はしか）書類の回収
・要項（社会福祉施設、特別支援学校それぞれの体験先
や日程、持ち物等の詳細が書かれた書類）を配付
・体験にあたっての注意事項の説明

健康診断の受診

大学で実施する健康診断を受診すること。
受診しなかった場合、介護等体験の参加は認めない。

参加年度
5 月～
随時

特別支援学校、社会福祉施設、
両方の体験終了後

介護等体験終了後
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特別支援学校
早期体験開始

対象学生へ教学課から個別で連絡。
（＊全員が対象になる訳ではありません）

「介護等体験日誌」の提出

《介護等体験証明書の厳重保管》
＊「特別支援学校」と「社会福祉施設」の２種が記載された証明書です。
＊「介護等体験証明書」は、小・中学校の教員免許状申請に必要です。紛失した場合、中学校の
教員免許状は取得できません。
＊証明書は再発行できません。紛失した場合は、介護等体験やり直しとなります。（第１回説明
会から全て手続きし直し）
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表 4：介護等体験スケジュール
（朝霞キャンパス）
時期

ガイダンス名／内容

12 月

参加前年度
（主に 2 年生）

第 1 回介護等体験説明会

麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査、ToyoNet-ACE への参加登録
12 月
以降

麻疹（はしか）の流行を受けて、文部科学省より教育実習に参加する学生全員に対して抗体検査
を行い、免疫があることを確認するようにとの方針が示されました。本学では、介護等体験につ
いても同様の方針をとり、予防接種または抗体検査を全員に義務付けています。
※詳細は第１回説明会でお知らせします。

第 2 回介護等体験説明会

・介護等体験参加意思の最終確認
・特 別支援学校、社会福祉施設で勤務されている方の
ご講演（予定）
・介護等体験料の納入書配布
・個人調書の配布
・麻疹（はしか）書類の回収

介護等体験料の納入

指定の期日までに納入すること。

参加前年度 3 月中旬
～
参加年度 4 月初旬ごろ
（主に 3 年生）

4月

「個人調書」の提出

健康診断の受診

参加年度
（主に 3 年生）
5 月～
随時

6月

翌年 4 月（主に 4 年生）
（教育実習ガイダンス内）
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・介護等体験の目的、制度の説明
・麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査の説明

指定の期日までに提出すること。

大学で実施する健康診断を受診すること。
受診しなかった場合、介護等体験の参加は認めない。

特別支援学校
早期体験開始

対象学生へ朝霞事務課から個別で連絡。
（＊全員が対象になるわけではありません）

介護等体験要項の配付

・要項（社会福祉施設、特別支援学校それぞれの体験先
や日程、持ち物等の詳細が書かれた書類）を配付
・体験にあたっての注意事項の説明

《介護等体験日誌・介護等体験証明書の回収》
＊「特別支援学校」と「社会福祉施設」の２種が記載された証明書です。
＊「介護等体験証明書」は、小・中学校の教員免許状申請に必要です。紛失した場合、小 ･ 中学
校の教員免許状は取得できません。
＊証明書は再発行できません。紛失した場合は、介護等体験やり直しとなります。（第１回説明
会から全て手続きし直し）
＊回収した日誌、証明書は、卒業時に返却します。
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表 5：介護等体験スケジュール
（板倉キャンパス）
時期

ガイダンス名／内容

第 1 回介護等体験説明会
2月

「個人調書」の提出

参加前年度
（主に 2 年生）

・介護等体験の目的、制度の説明
・麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査の説明
・課題図書について
・介護等体験参加意思の最終確認
・個人調書の配布

指定の期日までに提出すること。

麻疹（はしか）の予防接種／抗体検査
2月
以降

麻疹（はしか）の流行を受けて、文部科学省より教育実習に参加する学生全員に対して抗体検査
を行い、免疫があることを確認するようにとの方針が示されました。本学では、介護等体験につ
いても同様の方針をとり、予防接種または抗体検査を全員に義務付けています。
※詳細は第１回説明会でお知らせします。

新 3 年生対象教職ガイダンス

・介護等体験料の納入書配布
・麻疹（はしか）書類の回収

介護等体験料の納入

指定の期日までに納入すること。

健康診断の受診

大学で実施する健康診断を受診すること。
受診しなかった場合、介護等体験の参加は認めない。

第 2 回介護等体験説明会

・特別支援学校で勤務されている方のご講演（予定）

介護等体験要項の配付

・要項（社会福祉施設、特別支援学校それぞれの体験先
や日程、持ち物等の詳細が書かれた書類）を配付
・体験にあたっての注意事項の説明

8月

第 3 回介護等体験説明会

・社会福祉施設で勤務されている方のご講演（予定）

特別支援学校、社会福祉施設、
両方の体験終了後

「介護等体験日誌」の提出

参加年度 4 月初旬ごろ
（主に 3 年生）

4月

参加年度
（主に 3 年生）
6月

介護等体験終了後
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《介護等体験証明書の厳重保管》
＊証明書は「特別支援学校用」と「社会福祉施設用」の２枚があります。
＊「介護等体験証明書」は、小・中学校の教員免許状申請に必要です。紛失した場合、小 ･ 中学
校の教員免許状は取得できません。
＊証明書は再発行できません。紛失した場合は、介護等体験やり直しとなります。（第１回説明
会から全て手続きし直し）
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5

介護等体験の終了後について（白山・川越・板倉キャンパス）

（1）体験終了後の提出物について
①「介護等体験日誌」

特別支援学校・社会福祉施設の全ての体験終了後、２
週間以内に教職支援担当窓口へ提出すること。
提出のない場合、体験を終了したとは認められません
ので、注意してください。

＊
②「社会福祉施設における介護等体験自己評価票」

社会福祉施設での体験終了後、２週間以内に教職支援
課窓口へ提出すること。

こちらは、お世話になった社会福祉施設へ、お礼状の代
わりとして送付します。丁寧に書きましょう。
以上の提出をもって、介護等体験終了となります。
＊白山キャンパスのみ

6

小学校または中学校の教員免許状を取得するために
は、介護等体験を行い、受け入れ先から発行される「介護

等体験証明書」を、免許状申請時に提出する必要があり
ます。介護等体験証明書は、特別支援学校と社会福祉施
設それぞれで発行され、合計２枚あります。免許状申請に
は２枚の証明書（合計７日間以上の体験の証明）が必要で
す。また、証明書は再発行できませんので、証明書を紛
失してしまった場合も、教員免許状は取得できません。絶

対に紛失することがないよう、各自で厳重に保管してく
ださい。

介護等体験に参加したとしても、遅刻や居眠り等態度
が不真面目であったり、真剣に取り組んでいないと判断
されたりした場合には、証明書が発行されず、教員免許状
も取得できません。また、一度証明書が発行されたとし
ても、体験終了後に守秘義務違反（インターネット上に体
験の様子を書き込んだ等）が発覚した場合、証明書が取
り消しとなる可能性があります。そのようなことが決して
ないよう、十分注意してください。

介護等体験の終了後について（朝霞キャンパス）

体験終了後の提出物について
①「介護等体験日誌」
②「介護等体験証明書」

介護等体験終了後翌年の 4 月、教育実習ガイダンス内に

て「介護等体験日誌」
「介護等体験証明書」を回収します。
中学校の教員免許状を取得するためには、介護等体験
を行い、受け入れ先から発行される「介護等体験証明書」
を、免許状申請時に提出する必要があります。介護等体
験証明書は、1 枚の用紙に特別支援学校と社会福祉施設
それぞれが記録されます。免許状申請には合計７日間以
上の体験の証明が必要です。また、証明書は再発行でき

ませんので、証明書を紛失してしまった場合も、教員免許
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（2）介護等体験証明書の厳重保管

状は取得できません。回収まで絶対に紛失することがな
いよう、各自で厳重に保管してください。
なお、「介護等体験日誌」
「介護等体験証明書」は、卒業
時に返却となります。
介護等体験に参加したとしても、遅刻や居眠り等態度
が不真面目であったり、真剣に取り組んでいないと判断
されたりした場合には、証明書が発行されず、教員免許状
も取得できません。また、一度証明書が発行されたとし
ても、体験終了後に守秘義務違反（インターネット上に体
験の様子を書き込んだ等）が発覚した場合、証明書が取

り消しとなる可能性があります。そのようなことが決して
ないよう、十分注意してください。
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7

辞退について

介護等体験料納入後の辞退は、原則として受け付けら
れません。

な態度で臨む覚悟を持つこと」を念頭に置き、特別な事
情がない限りみだりに辞退することがないようにしてくだ

介護等体験申し込み後の辞退は、受け入れ先である特
別支援学校・社会福祉施設へ多大なご迷惑をおかけしま
す。万一、無断辞退や直前辞退が発生した場合は、辞退者

さい。
ただし、病気・けが・入院・休学等やむを得ない事情
による辞退も発生し得ると思います。その場合は、速やか

以上を踏まえた上で、介護等体験の申し込みをする際
は、「原則として体験の辞退はできないこと」
「 介護等体
験の日程を最優先にすること」
「 教員を志す者として真摯

手続きを完了しなかったりした場合は、学生本人の意思と
は関係なく体験辞退となりますので、注意してください。

個人の問題だけではなく、東洋大学の問題として捉えら
れ、同じく介護等体験でお世話になる他の学生や、次年度
以降に参加する後輩たちへも、悪い影響が発生し得ます。

8

に教職支援担当窓口へ申し出るようにしてください。

その他、説明会に遅刻・欠席したり、期日までに所定の

介護等体験が免除される者

介護等体験免除者

◆ 身 体障害者手帳を有していて１級から６級までである
と記載されている者
◆ 保健師・助産師・看護師・准看護師・特別支援学校教
諭免許状取得者・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・
介護福祉士・義肢装具士の免許状を取得している者
◆ 小学校または中学校の教員免許状を取得している者
以上の条件に当てはまる方は、介護等体験が免除されます。
免除条件は、介護等体験への参加を妨げるものではあ
りません。介護等体験の免除対象者であっても、自身の
勉強のために介護等体験への参加を希望される場合は、
他の学生と同様の手続きを行ってください。
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介護等体験が原則として不要になるが、慎重な判断
が要される者

①高等学校教諭免許状
（福祉）
・社会福祉士資格取得予定者
相談援助実習が介護等体験の内容に相当するとみなさ
れます。
②特別支援学校教諭免許状資格取得予定者
特別支援学校教育実習が介護等体験の内容に相当す
るとみなされます。
ただし①②のいずれの場合も、実習の単位を取得でき
なかった場合は、介護等体験に参加しなければ小・中学
校の免許状は取得できませんので注意が必要です。ま
た、教職課程を歩む上で、介護等体験から学ぶべきこと
が数多くあるという観点からも、介護等体験への参加を
強く推奨します。
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9

よくある質問

Q 受け入れ先より、スーツではなく「動きやすい服装」で
参加するよう指示があった。どのような服装が適切か？

Q 体験内容に水泳指導補助があり、持ち物に「水着」が
ある。どのようなものが適切か？

A「○○を着用」等指示がある
場合は、必ずそれに従ってく

A フィットネス用のスイムウェアが適切です。（下のイラ
ストを参考にしてください）

ださい。
具体的な指示がない場合は
「襟付きのポロシャツとチノ

露出の多いビキニやブーメランパンツタイプ、派手な
デザインのものは着用しないでください。

パン」の着用をおすすめしま
す。ポロシャツは、白・黒・
紺・グレー等落ち着いた色
合いの無地またはワンポイン

ト程度のデザインのもの。チ
ノパンも同じく落ち着いた色

合いの無地で、足首までの長
さのものが望ましいです。短
パンや、ジーパン、華美なデ
ザインのものは、介護等体験
にふさわしくありませんので、
着用しないでください。

Q 持ち物に「運動靴」がある。どのようなものが適切か？
A 学校現場にふさわしいシンプルなデザインのものを
用意してください。色は白やグレーが望ましいです。
（下のイラストを参考にしてください）
持ち物として「運動靴」と「室内履き用の運動靴」の両
方を求められている場合は、外履き用と室内履き用の
２足が必要です。もし、中学校・高等学校で使用して
いた運動靴や体育館シューズを持っている場合は、そ
れを使用してもかまいません。
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Q 持ち物に「名札」がある。どのようなものが適切か？
A 指定されている形の名札を準備していきましょう。多
くは次の２種類です。
①首からさげるタイプのネームフォルダー
100 円ショップや文房具店で販売されています。
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②布を縫い付ける名札

 プロンやポロシャツ等、体験中に着用する服に、
エ
針と糸で白色の布を縫い付けて作製しましょう。安
全ピンは危険なので使用しないでください。
縫 い付ける場所は胸元あたりで、遠くからでも文字
が見えるよう、大きく作製しましょう。

Q「名札」には何を記入すればよいか？
A 受け入れ先から指定されている場合は、それに従って
ください。
具体的な指示がない場合は、次の見本を参考にしてく
ださい。
「大学名、所属学部、学年、漢字氏名とカタカナ氏名
の両方」を記載すると良いでしょう。

特にカタカナ氏名を一番大きく、見やすく作るのがポ
イントです。

東洋大学 ◯◯学部 3 年

名前

トウヨウ マナブ
東洋

学

10 参考資料
介護等体験に関する参考書は数多くありますが、ここ
では体験を控えた皆さんに特に目を通してほしい資料を
紹介します。次に挙げた以外にも、東洋大学の図書館や
教職資料室（川越キャンパスは教職支援室）に関係書籍
がありますので、ぜひ事前学習に役立ててください。
◎『特別支援学校における介護等体験ガイドブック
フィリア』
（全国特別支援学校長会 編著）
◎『教師をめざす人の介護等体験ハンドブック』
（現代教師養成研究会 編）

◎『よくわかる社会福祉施設』
（全国社会福祉協議会）
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5 教育実習について
1

教育実習とは何か

（１）教育実習とは
教育実習は、教員を第一志望に考える学生が、大学で
学んできた知識や経験を発揮し教職の適性を顧みる、現

場実習です。実際の学校現場で、現職の先生方の授業や
校務から学んだり、児童・生徒たちと関わることができる
貴重な機会です。教員免許状取得の必須条件（教育職員
免許法施行規則第６条に規定）でもありますので、教職課
程を履修している学生は必ず参加することになります。
東洋大学では、４年次に教育実習を行います。そのた
めに、前年度の３年次から内諾手続きや打ち合わせを行
います。

教育実習は、学校現場の先生方にとって大きな負担で
す。授業や学校行事の他、生徒指導等お忙しい中、教員
を目指す学生の皆さんをご厚意で受け入れてくださって
います。皆さんはそのことを念頭に置き、十分な準備を
進めた上で、実習校の特色や教育方針を理解し、感謝の
気持ちを持って実習に臨んでください。

（２）教育実習の参加条件
先に述べたように、実習校は、皆さんを「教員を目指し

ている学生だからこそ」
、受け入れてくださっています。
したがって、当然、次のことが教育実習に参加する最低条
件となります。
①将来、教員を目指しており、教員が第一志望である
こと。（教員採用試験を受験予定であること）
②教 育実習期間中は実習に専念し、就職活動やアル
バイト、部活、サークル等、教育実習に関係ない活
動は一切行わないこと。

上記の条件を前提とした上で、次のとおり、大学内で詳
細な条件があります。
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教育実習に参加するためには、実習前々年度（主に２年
生）に「教職パスポート中間点検」を受けて合格している

こと（17 ページ「6. 教職パスポートについて」参照）と、
実習前年度末（主に３年生末）までに、教育実習参加条件
を満たしている必要があります。
教育実習の参加条件には、特定の科目を履修修得済み
であること、卒業が見込まれること等が挙げられますが、
具体的な内容は学部・学科によって異なります。必ず各
自で『履修要覧』を確認しておいてください。教育実習
の参加条件を満たさなかった場合、たとえ実習校から内
諾を得ていたとしても、辞退となります。

（３）教育実習の時期・期間
学校種・教科

取得予定の免許状の学校種・教科で実習を行います。
例えば、中・高の免許状取得予定者が小学校で実習を
行ったり、高校のみの免許状取得予定者が中学校で実習
を行ったりすることはできません。

時期

教育実習は、実習校に指定された日程で行います。

５月～６月ごろに実施されることが多いですが、９月～
１１月に実施されることもあります。実習校は、東洋大学
だけでなくさまざまな大学から実習生を受け入れており、
学校行事との兼ね合いも考えながら、実習日程を組んで
くださっています。受け入れていただく学生は「何月ごろ
がいい」と希望を述べる立場にありません。
万一「民間企業の就職活動を４年生の春に行いたいた

め、教育実習は秋に行いたい」等、教育実習の前提条件
である「教員が第一志望である」ことを覆すようなお願い
をした場合、当該学生の教育実習が受け入れられないだ
けでなく、「今後、東洋大学の教育実習は一切受け入れ
ない」という大きなトラブルに発展する可能性があります
ので、注意してください。
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※中・高両方の免許状取得希望者は、中学校か高校いずれか一方

期間

◆「中学校教諭」免許状取得希望者… …… ３週間実習
◆「高等学校教諭」免許状取得希望者… … ２週間実習

◆「小学校教諭」免許状取得希望者… …… ４週間実習
◆「特別支援学校教諭」免許状取得希望者…… ２週間実習

2

で「３週間」の実習を行ってください。中学校と高校のどちらで実

習を行ってもかまいませんが、必ず「３週間」以上の実習を行って

ください。

※高等学校免許状のみの取得を希望する場合でも、実習校の都合

で２週間以上の実習期間が設けられた場合は、実習校の意向に
従ってください。（学生の希望による期間短縮はできません）
※「特別支援学校教諭」免許状取得希望者は、小・中・高の実習で
の実習とは別に、特別支援学校で２週間の教育実習を行います。

教育実習を行うための「申請」と「手続き」

こちらでは小学校・中学校・高等学校での教育実習に
ついて説明します。
特別支援学校の教育実習の手続きについては、別途説
明会内でお伝えします。

なお、以下の文中に記載されている各種教育実習関係
の書類は全て「教育実習事務手続説明会内で配布しま
す。教職支援担当窓口では配布していません。そこでは
必要書類を配布する他、内諾手続きについて詳細な説明
を行います。教育実習参加希望者は必ず出席してくださ
い。遅刻・欠席者は「教育実習に参加する意思がない者」
とみなします。
はじめに、32 〜 35 ページの「表 1 〜 4：教育実習ス
ケジュール」を確認しましょう。

（１）内諾手続き
ここでいう「内諾」とは、「来年度、教育実習に参加さ
せていただく」という実習校との約束のことです。
実習校は学生各自で開拓します。大学からのあっせん
はありません。実習校から内諾を得る際は、次のとおり手
続きを行ってください。学校によって手続きのパターン
が異なりますので、注意が必要です。

内諾手続きは「教育実習事務手続説明会（川越キャン
パスは『教育実習事務手続ガイダンス』）
」以降に行ってく

ださい。

パターン①
パターン②

東京都公立学校
埼玉県公立の高等学校（中学校は除く）

パターン⑤

①～④以外の全国の公立学校・私立学校

パターン③
パターン④

横浜市公立の小・中学校
（高等学校は除く）
東洋大学附属牛久高等学校

パターン 1 東京都公立学校

実習希望校に「大学と教育委員会を通して申請するこ
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とを前提に、教育実習の受け入れをお願いしたい」旨を
電話で確認する。
≪
 「受け入れ可能」と言われた場合≫
１．受け入れのお願いに伺いたい旨を伝える。
２．実習希望校の指定日に訪問し、受け入れをお願い
する。
３．
「 希望調書」の記載項目（実習期間等）を学校に確
認する。
４．
「 希望調書」に学生が必要事項を記入し、提出期限
までに教職支援担当窓口に提出する。

≪
 断られた場合≫
「受け入れできるか分からない」
「 教育委員会を通して
申請してほしい」等の理由で、実習希望校への訪問を
断られた場合は、次のように対応してください。
◎ 小・中学校

「希望調書」

に学生が必要事項を記入し、提出期限ま
でに教職支援担当窓口に提出する。
◎ 高等学校
別の学校に実習受け入れをお願いする。（自己開拓）
提出された「希望調書」を元に、大学から東京都教育委

員会へ教育実習の申請を行いますが、
「希望調書」
を提出し
ても実習校を確保できない場合があります。
申請の結果
（実

習前年度の１２月中旬に判明）
実習校が決まらなかった場合
は、結果が分かった後で別の実習校を自分で開拓すること
になるため、実習校を確保できる確率が著しく低くなりま
す。以上を踏まえた上で、
実習希望校を検討してください。

また、口頭で内諾を得ていたとしても「希望調書」が提
出されなかった場合、教育委員会への申請が行われず、

教育実習を行うことができませんので注意してください。
文学部 1 部教育学科初等教育専攻の学生で、往還型実習
を行っている小学校に引き続き４週間の本実習をお願い
する場合も、必ず「希望調書」の提出が必要です。
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表1：教育実習スケジュール
（白山キャンパス）
学

年

時

期

手続き等

12 月

「教職パスポート中間点検説明会」出席

1月

「教職パスポート中間点検」実施
※教職パスポートを記入・提出し、教員による点検を受ける。

実習前々年度
（主に 2 年生）

3月

「指導会」実施
※指導の必要があると判断された学生を対象に、指導を行う。

「教育実習事務手続説明会」出席

4月

4 月～ 7 月

実習前年度
（主に 3 年生 )

「教育実習登録票」等の書類提出

教育実習内諾手続き

9月

「東京都公立学校教育実習 希望調書」提出期限
※希望者のみ提出

12 月

東京都公立学校 教育実習校決定通知
（9 月までに提出した「希望調書」の結果発表）

教育実習参加条件充足者発表
※教育実習に参加する条件を満たしている学生の発表を行います。

3月

麻疹（はしか）の抗体確認
（介護等体験に参加しておらず、麻疹書類を提出していない学生のみ）

「教育実習直前説明会」出席

「誓約書」の提出

4月

（東京都公立学校のみ）
「
（東京都様式の）誓約書」
「派遣承認申請書」の提出

実習年度
（主に 4 年生）
実習終了後１週間以内

実習終了後１カ月以内
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「教育実習費」の納入

実習校へ「御礼状」の送付

「教育実習日誌」の提出
（実習校に確認の上、各自でコピーを控えておくこと）
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表 2：教育実習スケジュール
（川越キャンパス）
学

年

時

期

手続き等

12 月

「教職パスポート中間点検ガイダンス」出席

1月

「教職パスポート中間点検」実施
※教職パスポートを記入・提出し、教員による点検を受ける。

実習前々年度
（主に 2 年生）

3月

「指導会」実施
※指導の必要があると判断された学生を対象に、指導を行う。

「教育実習事務手続ガイダンス」出席

4月

4 月～ 7 月

実習前年度
（主に 3 年生 )

「教育実習登録票」等の書類提出

教育実習内諾手続き

9月

「東京都公立学校教育実習 希望調書」提出期限
※希望者のみ提出

12 月

東京都公立学校 教育実習校決定通知
（9 月までに提出した「希望調書」の結果発表）

教育実習参加条件充足者発表
※教育実習に参加する条件を満たしている学生の発表を行います。
3月
麻疹（はしか）の抗体確認
（介護等体験に参加しておらず、麻疹書類を提出していない学生のみ）

「教育実習直前ガイダンス」出席

4月

実習年度
（主に 4 年生）

「教育実習費」の納入

実習終了後１週間以内

実習終了後１カ月以内

教職ガイドブック 2019

「誓約書」の提出

実習校へ「御礼状」の送付

「教育実習日誌」の提出
（実習校に確認の上、各自でコピーを控えておくこと）
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表 3：教育実習スケジュール
（朝霞キャンパス）
学

年

実習前々年度
（主に 2 年生）

時

期

12 月

「教職パスポート中間点検説明会」出席

1月

「教職パスポート中間点検」実施
※教職パスポートを記入・提出し、教員による点検を受ける。

3月

「指導会」実施
※指導の必要があると判断された学生を対象に、指導を行う。

4月

「教育実習事務手続説明会」出席、「教育実習登録票」等の書類提出

4 月～ 7 月

実習前年度
（主に 3 年生 )

手続き等

教育実習内諾手続き

9月

「東京都公立学校教育実習 希望調書」提出期限
※希望者のみ提出

12 月

東京都公立学校 教育実習校決定通知
（9 月までに提出した「希望調書」の結果発表）

3月

教育実習参加条件充足者発表
※教育実習に参加する条件を満たしている学生の発表を行います。

麻疹（はしか）の抗体確認

「教育実習直前説明会」出席、「誓約書」の提出

4月

（東京都公立学校のみ）
「
（東京都様式の）誓約書」
「派遣承認申請書」の提出

実習年度
（主に 4 年生）
実習終了後１週間以内

実習終了後１カ月以内
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「教育実習費」の納入

実習校へ「御礼状」の送付

「教育実習日誌」の提出
（実習校に確認の上、各自でコピーを控えておくこと）
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表 4：教育実習スケジュール
（板倉キャンパス）
学

年

実習前々年度
（主に 2 年生）

時

期

12 月

「教職パスポート中間点検説明会」出席

1月

「教職パスポート中間点検」実施
※教職パスポートを記入・提出し、教員による点検を受ける。

3月

「指導会」実施
※指導の必要があると判断された学生を対象に、指導を行う。

4月

「教育実習事務手続説明会」出席
「教育実習登録票」等の書類提出

4 月～ 7 月

実習前年度
（主に 3 年生 )

手続き等

教育実習内諾手続き

9月

「東京都公立学校教育実習 希望調書」提出期限
※希望者のみ提出

12 月

東京都公立学校 教育実習校決定通知
（9 月までに提出した「希望調書」の結果発表）

教育実習参加条件充足者発表
※教育実習に参加する条件を満たしている学生の発表を行います。
3月
麻疹（はしか）の抗体確認
（介護等体験に参加しておらず、麻疹書類を提出していない学生のみ）

「教育実習直前説明会」出席

4月

（東京都公立学校のみ）
「
（東京都様式の）誓約書」
「派遣承認申請書」の提出

実習年度
（主に 4 年生）
実習終了後１週間以内

実習終了後１カ月以内
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「教育実習費」の納入

実習校へ「御礼状」の送付

「教育実習日誌」の提出
（実習校に確認の上、各自でコピーを控えておくこと）

35

パターン 2 埼玉県公立の高等学校（中学校は除く）

≪
 内諾手続きの際の注意≫

埼玉県公立の高等学校で実習を希望する場合は、埼玉
県教育委員会書式の書類を使用する必要があります。

＊実習校を訪問する際は、スーツを着用し頭髪を自然な髪色に整え

※埼玉県公立の中学校や、埼玉県内の私立学校での実習を希望す
る場合は、
「パターン⑤」に従ってください。

はなく、教育実習をお願いに伺う立場である」意識を持つこと。

パターン 3 横浜市公立の小・中学校
（高等学校は除く）

横浜市公立の小・中学校で実習を希望する場合は、横
浜市教育委員会書式の書類を使用する必要があります。
横浜市教育委員会の書類は、教職支援担当窓口で個別に
作成しますので、希望者は申し出てください。その際、手
続きの流れや詳細についてもお伝えします。
※横浜市公立の高等学校や、横浜市内の私立学校での実習を希望
する場合は、
「パターン⑤」に従ってください。

パターン 4 東洋大学附属牛久高等学校

牛久高校の「教育実習志願書」を大学に提出してくだ
さい。大学からまとめて牛久高校へ送ります。「教育実習
志願書」の内容を元に、牛久高校で選考が行われ、受け入
れ学生が決定されます。「教育実習志願書」を提出した
からといって、必ずしも内諾が得られるものではありませ
ん。また。牛久高校出身者が優先されるということもあり
ませんので注意してください。
パターン 5 ①～④以外の全国の公立学校・私立学校

１．実 習希望校に受け入れのお願いに伺いたい旨を電話
で伝える。
２．実習希望校に指定された日に、教育実習事務手続説明
会で配布する内諾関係書類を持参のうえ訪問し、実習
の受け入れをお願いする。

3

る他、社会人として常識のある態度を心掛けること。たとえ実習

希望校が母校であったとしても、
「卒業生として遊びに行くので

＊東 京都公立学校以外でも「大学を通して教育委員会への申請が
必要」と言われた場合は、すぐに教職支援担当窓口へ申し出て、
手続きを行うこと。
＊教 育実習校独自書式の書類作成について実習校から指示があっ
た場合は、該当書類を持参の上、教職支援担当窓口に申し出るこ
と。書類作成には時間がかかる場合があるため、提出期限が設け
られている場合は、できる限り早めに来課すること。
＊内諾手続きにあたって、実習校で筆記試験や面談が課される場合
があるため、対策方法について相談したい場合は「教職支援室」
を活用すること。
＊実習校の先生と、メールや手紙でのやりとりを行う場合は、ビジネ
ス文体を使用するよう心掛けること。（55 ページ「4. 手紙・メー
ルの書き方」を参考にすること）

（２）教育実習直前の手続き
教育実習参加年度（主に４年生）には、さまざまな手続
きが発生します。「教育実習直前説明会」への参加が必
須である他、教育実習料の納入、健康診断、誓約書等の
必要書類の提出を期日までに行わなければ、教育実習を
行うことはできません。
また、実習校との「事前打ち合わせ」では、担当学年・
クラスや、授業を担当する単元等について確認し、実習に
向けてさらなる準備を重ねます。

教育実習中の注意

基本的なこと

実習生活について

②携帯電話は、校門を入る前に電源から切って鞄の中に
しまい、緊急時以外は使用しないこと。
③実習中は通勤中の路上も含め、禁煙とする。
④教育現場にふさわしくない服装・髪型・染髪・過度な

②教職という仕事の重要性を認識し、実習に専念するこ
と。（就職活動やアルバイト、部活動やサークル活動等
は全て禁止）
③実習先が出身校であっても気を抜かない。卒業生で

①無断遅刻・欠席は厳禁。言い訳は一切きかない。出校
時間を厳守し、時間に余裕を持って行動すること。

化粧は禁止。
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①実習先の校長、副校長、教頭、指導教官をはじめとした、
教職員の指示に従うこと。

はなく「教育実習生」としてその場にいる自覚を持つこ
と。
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④教職員に対するあいさつは必ず行い、児童・生徒にも
積極的にあいさつすること。言葉遣い等礼儀正しい態
度で接すること。
⑤教育実習生控室においては私語を慎み、かつ整理整頓
を心掛けること。

⑥下校・帰宅については必ず指導教員の指示を受け、か
つあいさつをしてから学校を出ること。

児童・生徒について

①児童・生徒の人格、尊厳を尊重すること。
②児童・生徒の手本となるような言動を心掛けること。

③児童・生徒と積極的にコミュニケーションをとること。
ただし、個人的な関わりを持たないこと。
④体罰はどのような状況であっても厳禁。「体罰は指導
ではなく暴力である」という意識を持つこと。

4

守秘義務について

①実習先で知り得た情報（児童・生徒の氏名、成績、家
庭状況、その他全てのこと）について、行き帰りの路上

や交通機関内、インターネット上の SNS(Instagram、
Facebook、Twitter 等）に書かない、話さないこと。
②実習で使用する USB メモリ等の取り扱いには十分気
を付けること。（USB メモリ等の持ち込み・使用を禁
止している学校もあるので、事前によく確認すること）

以上のことに違反した場合は、直ちに実習を中止としま
す。また、実習終了後であっても以上のような事実が発覚
した場合には、その実習は無効とする場合があります。
先にも述べたとおり、教育実習の受け入れは実習校に
とって大きな負担です。最低限、マナー違反や手続き不
備等、教育実習の本質と異なる部分でご迷惑をおかけす
ることがないようにしてください。

教育実習終了後

「教育実習日誌」の提出

実習最終日から１カ月以内に教職支援担当窓口へ提出す
ること。
「教育実習日誌」の提出をもって、実習終了となります。
（提出がなされない場合は、教育実習を行っていない
ものとみなします）

『お礼状』の送付

教育実習でお世話になった先生方に、お礼状を出しま
しょう。

≪いつ送る？≫

教育実習終了後、即日～ 1 週間以内が望ましいです。
１週間を過ぎてしまったとしても、「送らない」ことが
一番よくありませんので、遅くなったとしても必ず送る
ようにしましょう。
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≪誰に送る？≫
◆ 校長先生 ※必須
◆ 指導教員 ※必須

（教科指導とＨＲ指導の先生が分かれている場合は両方へ）
◆ 担当したクラスの皆さんへ
お礼状は、別々の封筒に入れてお送りすること。「担
当したクラスの皆さんへ」のお手紙のみ、ＨＲ指導の
先生（担任の先生）宛てのお手紙に同封して構いま
せん。

≪書く内容は？≫
①「拝啓～敬具」の定型のごあいさつ文
②時候のあいさつ

※①②が分からない人は図書館やインターネットで調べましょう。

③お世話になった先生方への感謝の気持ち、実習で学
んだことや反省、今後にどう生かしていきたいか等
④実習校の発展や先生方の健康へのお祈り
⑤日 付、自分の名前と大学・学部名、宛名（○○学校
○○先生）
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拝啓

清 々 し い 初 夏 を迎え、木 々 の 緑も 日 増 し に 深 く な っ て ま い り ま し た。
○○先 生 に お

かれましては、なお一層お健やかにお過ごしのことと存じます。
○年○組の皆さんは、

変わらず元気に過ごしているでしょうか。私も大学に戻り、教員採用試験に向けて勉

教育実習中は、親身のご指導ありがとうございました。三週間の実習の中で、なか

強を続ける日々を送っております。

が、
○○先 生 の、一 人 ひ と り の名 前 や 部 活 動 を 覚え て、声 を か け て み る と い い よ、と

なか生徒たちとコミュニケーションが取れず立ち止まってしまうこともありました

いうアドバイスがきっかけになり、生徒たちと仲良くなることができました。生徒た

ちのおかげで、授業も楽しく、そして学び・気付きの多いものとなりました。授業を

想定していたペースで進めることができず、時間が余ってしまったり、生徒たちに発

問の意図が伝わらず、話し合い時間が間延びしたものになってしまったりと、失敗ば

か り で し た が、そ の 度 に○○先 生 を は じ め、
○○中 学 校 の先 生 方 に た く さ ん の ご 助 言

と指導 をいただき ました。教育 実習中にいただいたお言葉は、どれも忘れられない、

かけがえのないものとなり、これから教員を目指す私の支えとなっていきます。本当

にありがとうございました。これからも先生方のような教員となれるよう、精進して

な お、
○年○組 の ク ラス の 皆 さ ん へ の 手 紙 も 同封 さ せ て い た だ き ま し た。支 障 な い

まいります。

ようでしたら、皆さんにご紹介いただければ幸いです。

敬具

5

東洋 花子

教育実習終了直後のお礼状の
他、年賀状や教員採用試験合
格報告のお手紙を出すのも良
いでしょう。

（東洋大学○学部○○学科教育実習生）

複数の先生方にお礼状をお送
りする場合、手紙の内容が同
じでは、受け取られた方に誠
意が伝わりません。それぞれ
異 な る 内 容 で 書 き ま し ょ う。
また、掲示の見本文やインター
ネットで見つけた見本をその
まま書き写すのはやめましょ
う。自分の言葉で、お礼の気
持ちを伝えてください。

○○年○月○日

お礼状はお手紙ですので、当
然「直 筆」で す。万 年 筆 ま た
は黒のボールペンで書きま
しょう。消せるタイプのペン
や鉛筆等は、お礼状にふさわ
しくありません。

末筆ながら、
○○先生のご健康と、
○○中学校・クラスの発展をお祈り申し上げます。

○○中学校

便箋と封筒は白かクリーム色
が望ましいです。無地か、季
節の風景が添えられたような
シンプルで奇麗なデザインを
選びましょう。

お礼状の例。自分の言葉でお礼の気持ちを伝えましょう。
○○ ○○ 先生

≪注意する点≫

教育実習の辞退

内諾手続きを行った後の教育実習辞退は、実習校に多
大なご迷惑をおかけします。
教育実習の辞退は、受け入れの準備を進めてくださっ

行ってください。その上で、万一、教育実習を辞退する場
合は、１日でも早く速やかに教職支援担当窓口へ申し出
てください。

ている実習校の先生方はもちろん、「教育実習生が来る
よ」と伝えられ楽しみにしていた児童・生徒、手続きを行っ

まれに、進路変更等の理由で教育実習の辞退を考える
も、辞退を注意されることがおっくうで、実習開始直前ま

輩たちの実習が受け入れられなくなる可能性もあります。
まずは、内諾手続きを行う前に「本当に教員を目指し

絡・ゼミ教室や授業教室での捜索・保証人や勤務先への
連絡等を続けますので、教育実習を辞退する場合は、必

た教育委員会や、一緒に実習を行う予定だった他大学の
学生にまで、影響が及びます。
教育実習の内諾手続きは学生個人のものではなく、大
学にも責任が発生します。辞退状況によっては、今後の後

ているのか」
「 なにがあっても教育実習を最優先に取り組
むことができるか」と自分に問い、覚悟を持って手続きを

38

で言い出すことができず、場合によっては無断で実習を
欠席し、音信不通となる学生がいますが、大学を通した辞
退の手続きと実習校へのあいさつを学生本人が行わな
い限り、学生本人と連絡が取れるまで、学科教員への連

ず学生本人が教職支援担当窓口まで申し出てください。
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6 トラブル事例

絶対にしてはいけないこと

＜ケース①＞

 習校の先生に、「実は民間企業を第一志望で考
実
えている。就職活動を４年生の春に行いたいので、
教育実習を４年生の秋ごろに行うことはできない
か」と相談した。

 育実習中に校長先生から「教員採用試験に向け
教
て、面接練習や論文指導をみてあげよう」とおっ
しゃっていただいたが「教員採用試験は受験しな
い。民間企業の内定をもらっている」と伝えてお断
りした。
教育実習中に、民間企業の就職活動の最終面接が

入ったため、そのことを実習校の先生に伝え、実習
を１日休みたい」と伝えた。

 育実習中、実習が休みの土日に民間企業の就職活
教
動を行っていたが、実習校から「部活動の大会があ
るので、日曜日に見学に来ないか」と言われた。「日
曜日は予定があるので」とお断りしたところ、
「教育
実習期間中の休みに、指導案作成等の実習準備以外
の予定があるのか」とトラブルに発展した。
⇒いずれのケースも、実習校から大学へ連絡が入り、
教育実習辞退・途中中止となります。
実習校は、皆さんを「教員第一志望だから、教育
実習に来ている」という前提のもと、お忙しい中受
け入れの準備やご指導に時間を割いてくださって

7

います。教員免許状をなんとなく取得しておきた

いから、という気持ちの学生の実習を受け入れる
暇はありません。大学としても、左記のような状況

を把握した場合は、皆さんを実習に送り出すこと
はできません。

＜ケース②＞

 育実習先の児童・生徒から「メールアドレスや
教
電話番号を教えて」と言われたので教えた。
 育実習先の児童・生徒から「クラスのＬ
教
ＩＮＥグ
ループがあるから、先生も入って」と言われ、入っ

た。
Ｓ
 ＮＳ（Instagram や Twitter、Facebook 等）に、
教育実習先の児童・生徒からメッセージが届いた
ので返信した。

 習終了後に予定されている部活動の大会結果
実
を聞きたいと思い、部長を務める生徒に連絡先を
聞いた。
⇒実 習先の児童・生徒と教育実習生の個人的な連
絡は、いかなる理由があろうと厳禁です。ＳＮＳ上
のやりとりを含む、児童・生徒との個人的なやりと
りが発覚した場合、「教育実習は実施しなかった
もの」とみなし、以降、本学で教育実習に参加する
ことは認められません。

よくある質問

Q 一度民間企業に就職して働いた後、教員を目指したい
と考えています。その場合、教育実習中に就職活動を

Q 大学を休学して、海外留学を行う予定です。帰国後、
４年生で教育実習に参加し、卒業と同時に教員免許状

A 許可されません。「将来必ず教員になる」という意思
があるのであれば、教育実習は何よりも優先して行う

A 留学時期と期間、何年次に留学するか等によって異な
ります。海外留学を検討している学生は、できる限り

行うことは許可されるでしょうか？

べきものです。民間企業の経験を持ちたい場合は、
教育実習期間以外で就職活動を行うよう、自身でスケ

を取得することはできますか？

早めに、教職支援担当窓口で相談してください。

ジュールを調整してください。
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6 ボランティア活動等について
1

なぜ、ボランティア？

教職課程を歩む学生の皆さんは、課外の活動として、
ぜひボランティア活動等に参加しましょう。
ボランティア活動に参加すると世の中の仕組みを垣間
見ることができます。活動先がなぜボランティアを必要と

しているのか、ボランティアとしてそこで何をすべきなの
か、何のための活動なのか、活動を通して生まれるいろい
ろな疑問・課題に気付き、そして向き合うことは、実社会

2

文部科学省は、学校で体験的な活動を行うことを次の
ように述べています。

につながり、課題の発見、学習、理解を繰り返し、自らの
成長につなげていくことができるという点でボランティア
経験は大変有意義な活動ということができます。

「
（学校体験活動は）教員を目指す学生に、理論と実践
の往還により、教員として必要な実践力の基礎を身に付
けさせるとともに、学生が、学校におけるさまざまな体験
を通じて自らの教員としての適格性を把握するための機
会となる」と。
教職課程を歩む学生の皆さんはぜひとも、学校現場を
より深く知るために、また自らの教員としての適格性を把
握するために、学校支援ボランティアに参加してみてくだ
さい。

心構え・留意点

ボランティア活動は、自主性・主体性に基づく活動であ
るといえ、他人から強制されたり、義務として押し付けら
れたりするものではありません。個人の意志に基づいて
行う活動です。ただ、個人の意志とはいっても、自己中心
的な行動は周囲への迷惑となりますので、周囲から信頼
を得られるように心掛けて活動しましょう。特に学校支援

ボランティア・インターンシップでは、受け入れていただ
ける学校や教育委員会の教職員の指示に従い、守秘義務
を順守し、言動やマナーに気を付けましょう。
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疑問・思考は自らの興味・関心を深化させるきっかけと
もなり、とりわけ、大学において履修する基盤教育分野や
専門教育領域と関連付けることにより、深い学びの実践

学校支援ボランティアとは

学校支援ボランティアとは、学校において行われるボラ
ンティア活動、またはそれを担う人材を指しています。名
称としては、他にも、学校インターンシップ、スクールボ
ランティア、教育ボランティア、スクールサポーター等が
あります。内容としては、放課後の学習補助、部活動の指
導補助、校内の環境整備、登下校の安全指導、学校行事
の開催補助等が挙げられます。

3

や地域の課題、法律の問題、文化の問題、環境の問題等
について深く考えることにつながります。これら内発的な

また、活動は金銭による報酬を期待して行うものでは
ありません。学校支援ボランティアの多くは無償である

ものが多いため、参加に迷うようなときがあれば、活動は
「サービス・ラーニング（他人への支援を通じて学びを
得る）
」と考えると一歩を踏み出しやすいかもしれません。
学校・教育の現場を知ることは仕事研究につながります。
自分が目指す教職について、在学中から積極的に学んで
いきましょう。
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4

学校支援ボランティア Q&A

Q どうやってボランティア活動を探したらいいの？
A 本学では、各キャンパスの教職支援室において、学校
や教育委員会から寄せられたボランティア活動の公募
情報を提供しています。
学校支援インターンシップの他、幅広くボランティア
情報を収集したい方は、本学ボランティア支援室を訪

ねてみてください。各自治体やボランティアを求めて
いる団体から依頼があった募集情報のうち活動内容
が適切と判断されたものを支援室内の掲示板や閲覧
用ファイルで閲覧できます。

Q ボランティアに参加したいけど保険はどうしたらいいの？
A ボランティア活動中に、「けがをしてしまった」
、「けが
をさせてしまった」
、
「物を壊してしまった」等の万が一
に備えて、保険に加入することをお勧めします。
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代表的な保険には、全国社会福祉協議会が窓口となっ

ている「ボランティア活動保険」があります。

● 福祉の保険（「ふくしの保険」のホームページ）

https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/
top.php

ボランティア行事を主催する団体および個人がボラン
ティア参加者の傷害、賠償事故を補償するために「ボ

ランティア行事用保険」に加入しているケースがあり
ます。事前に確認しておきましょう。
POINT!

●ボ
 ランティア活動を実りあるものとするために社
会人としての常識・マナーを守りましょう。

● 他人を尊重し、周囲への気配りも忘れずに、積極的
に参加しましょう。
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教員採用試験に向けて

7 教員就職支援（教員採用試験対策）について

人間性重視

国立を除く公立学校の場合、教員採用試験は、正式には「公立学校教員採用候
補者選考試験」
といわれ、各都道府県および政令指定都市等で実施されています。
教員採用試験に向けて、まず各自で最新かつ正しい情報を入手することが大切
です。また最近は面接等に選考の重きを置く「人物評価重視の傾向」が強まって

教員就職について

います。筆記試験の勉強もさることながら、日々自分を磨く努力も重要です。

●教員就職の流れ
表
1：
〈教員就職の流れ（（要項入手～採用試験
要項入手〜採用試験・赴任）〉・赴任）
4

月

5

6

7
一次試験

（4月上旬～6月下旬）

（7月上旬～下旬）

募集要項入手
6月～

8月～9月

採用候補者名簿登載
二次試験合格者は採用候補者と
して名簿に登載される。2段階・3
段階のランク別登載を行ってい
る自治体もある。
2段階は「内定」
「 採用候補」、3段
階は「内定」
「 採用候補」
「 補欠」
と
いう分け方が一般的。

二次試験
不合格

私立学校ごとに選考

教職教養、専門教養、小論文等の試験の成績順に名簿登載を
行う方式が一般的。
東京都・静岡県・愛知県・兵庫県・広島県・福岡県・長崎県が統一
で検査を実施。群馬県は独自に検査を実施。

②大学の求人に応募

教職支援室に送られてきた求人票に
従って応募。
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採用決定

●名簿の上位者から採用が決まり、教育
委員会や校長の最終面談を経て赴任
校が決定する。

臨時教員志望の場合
臨時的任用候補者名簿登載
①登録の申し込み
（窓口：教育委員会）
②書類提出（登録申込書、履歴書、教員
免許状の写し等）
③臨時的任用候補者名簿に登載
④校長による書類審査、面接
⑤採用

採用決定
2月～3月

●専任教員
（正式採用）
より非常勤講師
（時間講師）
の方が多い。

私学教員になる

私 立 学 校

試験・面接等を経て採用される。

受検者名簿に登載
各私立学校に配布

3

1月下旬～3月上旬

11月～12月

私学教員適性検査

願書提出

①学校関係者からの推薦・紹介
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適性検査受検

6月～7月

その他

合格

10

2

教員需給関係を調整

一次試験
不合格

①筆記試験
（教職教養、
一般教養、
専門教養、
論作文等）
②面接
③実技④適性検査
（内田クレペリン検査、
YG性格検査、
MMPI等）

私学適性検査を
実施している県の場合

①筆記試験
（専門教養、論作文等）
②面接
（個人・集団面接、集団討論、場面
指導、模擬授業等）
③実技④適性検査

1

臨時採用教員になる

主な試験内容

主な試験内容

12

不採用

●試験日が重複しなければ複数受験も可能。
試験日程は地域ブロック単位。試験日が重なる自治体の掛
け持ち受験はできない。

●人物を見極める面接が中心。個人・
集団面接、集団討論、模擬授業と
さまざまな形で数回実施される。
実技試験も二次に行われることが
多い。

11

二次試験合格発表

①願書
（志願書）
②教員免許状取得
（見込）
証明書
③卒業
（見込）
証明書④成績証明書⑤健康診断書
⑥写真⑦返信用封筒⑧自己PR文等

二次試験

（8月上旬～9月下旬）

10

（9月上旬〜 月下旬）

提出書類
（例）

一次試験合格発表

（7月下旬〜9月中旬）

公 立 学 校

教 員 就 職 の 流 れ（ 募 集 要 項 入 手 〜 採 用・赴 任 ま で ）

●願書と同時に自己PR文を提出させるところも。
3月上旬～6月初めに募集要項が配布され、4月上旬から
願書の受け付けが始まる。インターネットでの出願がで
きる自治体も増えている。各都道府県（市）のホームペー
ジ等で早めに日程を確認すること。

9

年次

公立学校の教員として赴任

願書の提出

8

4

③直接的なアプローチ

新聞や雑誌、ホームページの求人広告を
チェック。電話や手紙で採用の有無を問
い合わせる。
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1

公立学校の教員になる

公立学校の教員になるためには、希望する自治体が実
施する教員採用試験に合格しなければなりません。選考

を受けるためには、受験する校種・教科の教員免許状を
有しているか、採用予定日までに教員免許状が取得見込
みである必要があります。
選考は自治体によって期日・内容・方法が異なります。
ただ、一次選考の期日は、ブロック制として隣接県が同じ
試験日程に設定されることが多くなっており、同一地域内
の併願がしにくくなっていますので、受験する自治体を早
めに決定する必要があります。
選考方法は自治体によってさまざまですが、一次選考
では教職教養・一般教養・専門教養の筆記による学力試

験が中心です。また、一次選考の段階で論作文や面接を
課す自治体も増えています。自治体によっては数日また
は数週間かけて試験を行う場合もあります。
一次選考で一定基準の点数を超えないと二次選考には
進めません。二次選考では面接や実技が中心となり、面
接は個人面接・集団討論・模擬授業等が行われることが

2

まずは受験を希望する自治体の要項等を手に入れ、情
報を収集し、採用選考について正しく理解することから始

めましょう。

検索してみよう！
● 募集要項の入手方法

自治体のホームページを確認。教職支援室に情報
が届く場合もあります。
●●県(市)教育委員会 教員採用候補者選考試験 で 検 索

● 自治体ごとの選考方法の比較
文部科学省ホームページ

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/senkou/
1243159.htm

等を参照。

教員採用の内容を知ろう

（１）教員採用試験の内容
教員採用試験の内容を大きく分けると、①筆記試験、
②論作文、③実技試験、④面接試験に分けることができ
ます。

①筆記試験
筆記試験は、教職教養、一般教養、専門教養に区分され

ます。ほとんどの自治体でこの全ての内容が行われます
が、東京都、千葉県・千葉市のように一般教養の試験を課
さない自治体もあります。試験方法は、マークシートや記
述式、選択式等自治体により方式はさまざまです。

教職教養

教職教養では、主に教育原理・教育法規・教育心理・
教育史の４分野から、教師に必要とされる教職の専門的
知識が問われます。その他、教育についての新しい話題

（例えば、「学習指導要領の改訂について」
）や各都道府
県（市）の教育（人権教育や最近のトピックス等。ご当地
問題と呼ばれる）についても出題されます。
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あります。また適性検査や体力テストを課す自治体もあ
ります。

一般教養

一般教養の出題科目は、人文科学（国語、倫理、英語、
音楽、美術等）
、社会科学（世界史、日本史、地理、政治、
経済等）
、自然科学（数学、物理、化学、生物、地学等）に
大別できます。小学校～高等学校で学んできた教科から
一般常識、時事問題まで社会人として身に付けておくべ
き教養・知識が問われます。

専門教養

専門教養は、受験する学校種（幼稚園・小学校・中学
校・高等学校・特別支援学校等）や教科に関する専門知

識が問われます。中学校や高等学校では専門の教科が中
心ですが、小学校は全教科にわたった知識・理解が必要
となります。出題範囲は、小学校から高等学校までに学
習した内容です。基本事項を中心に出題されます。その

他、学習指導要領と教科指導法について、必ず出題され
ます。そのため学習指導要領と教科指導法についての深
い理解も必要です。
新学習指導要領には、「前文」追加や新たな教科科目
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が加わったり、大幅な変更が見られます。内容は膨大です
が、基本となる考え方を押さえておけば確実に得点でき

る分野です。

②論作文
論作文は、教師としての熱意・実践的指導力、課題把
握の力、論理的表現力を見ることを目的として、面接と同

様に重視されます。テーマは、
「理想の教師像とは」といっ
た教師論、「児童・生徒の道徳性の育成について」といっ
た教育論、「障がいのある児童・生徒への指導」といった

生徒指導・学習指導、「調査結果に対する考え」といった
抽象的題目に分類できます。これまでは教育論や教師論、
教育課題等が問われることが多かったですが、最近では
学習指導や生徒指導の具体的な事例をもとにその対応を
書かせる出題が増えてきています。
試験形式は 1 時間前後で 1,000 文字程度が一般的で

すが、自治体によってさまざまですので、希望する自治体
に応じた対策が必要です。

③実技試験
実技試験では、教科指導の際の基本的な技術や技能が
試されます。小学校の場合は、自治体によってはピアノ演
奏、器械運動、集団行動等といった実技試験が課され、中
学校や高等学校では実技が中心となる教科の受験者に教
科に応じた実技試験が行われます。
英語（英会話）の実技試験が実施されることもあり、一
般英会話やリスニング、インタビューテスト等が行われ、一
次試験と二次試験の両方で実施する自治体もあります。

④面接試験
面接試験は、各自治体とも、教員としてふさわしい資質

や使命感、意欲、適格性を評価するため、面接の回数、時
間、方法、面接担当者の構成、面接内容等について、さま

集団討論

与えられたテーマについて、複数名の受験者同士で討
論します。テーマは幅広く、「いじめ」
「 不登校」等生徒指

導に関するもの、「心の教育」
「 学校の安全管理」
「 学力低
下」等教育時事に関するもの、
「児童虐待」
「ニート・フリー
ター」等の一般時事に関するもの等、さまざまです。

模擬授業

自治体によって異なりますが、7 ～ 15 分程度で、与え
られたテーマについて、授業を行います。テーマは、「朝
のホームルームでの学級指導」
「マナーについての道徳指
導」等教壇に立っていることを想定したパターンと、「元
気のない児童がいたら」
「 喫煙している生徒がいたら」等
状況を想定した生徒指導のパターンがあります。

（２）これからの時代に求められる教師
文部科学省では、教員に求められる資質能力として、
「教育者としての使命感」
「 子どもの発達に対する理解と
教育的愛情」
「専門的知識・教養」
「実践的指導力」を挙げ
ています。さらに今後求める資質能力として、「地球的視
野に立って行動するための資質能力」
「 変化の時代を生き
る社会人に求められる資質能力」
「 教員の職務から必然的
に求められる資質能力」の３つを示しています。また自治
体でも「求める教師像」を募集案内やホームページ等で
公表していますので確認してみましょう（表1）
。

（3）各教育委員会の試験概要
教員採用試験の概要やスケジュールは自治体によって
異なります。必ず自身の志望自治体教育委員会のホーム
ページ等で確認してください。

ざまに工夫を凝らしています。

面接内容は、自己 PR、模擬授業、場面指導、教員として
の適格性を判断する質問、集団討論（テーマを指定した

もの）が、多くの自治体で行われています。

面接試験

受験者 1 名で行われる個人面接と、受験者、面接官と
もに複数名の集団面接があります。面接官は、教育委員
会の職員や学校管理職が担当しますが、最近は民間企業

の人事担当者や保護者等、外部から登用する場合もあり
ます。また、個人面接の時間内に、授業や場面指導（ロー
ルプレイ等）を行う場合もあります。
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表1：自治体が求める教師の資質の例

自治体

求められる教師像
・教育に対する熱意と使命感をもつ教師
・豊かな人間性と思いやりのある教師

東京都

・子供のよさや可能性を引き出し伸ばすことができる教師
・組織人としての責任感、協調性を有し、互いに高め合う教師
・人格的資質と情熱を持っている人

神奈川県

・子どもや社会の変化による課題を把握し解決できる人
・子どもが自ら取り組むわかりやすい授業を実践できる人
・横浜を愛し、豊かな人間性・社会性を持つ教師

横浜市

・教育に情熱を持ち、常に自己研鑽に努める教師
・子どもとの関わりを大切にし、授業で勝負する教師
・子どもの話にきちんと耳を傾けることができる
・子どもと一緒に考え行動することができる

川崎市

・子どもに適切なアドバイスを与えることができる
・教材研究がきちんとできる
・信頼される教師

相模原市

・人間性豊かな教師
・指導力向上に努める教師
・人間性豊かで、教育愛と使命感に満ちた教員
・幼児児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受けとめ、支援できる教員

千葉県・
千葉市

・幅広い教養と学習指導の専門性を身に付けた教員
・高い倫理観を持ち、心身共に健康で、明朗、快活な教員
・組織の一員としての責任感と協調性を持ち、互いに高め合う教員
・健康で、明るく、人間性豊かな教師

埼玉県

・教育に対する情熱と使命感をもつ教師
・幅広い教養と専門的な知識・技能を備えた教師
・
「豊かな人間性と社会性」
「強い使命感と教育への情熱」
「幅広い教養と実践的な専門性」を

さいたま市

備えた常に学び続ける教師

検索してみよう！
● 文部科学省
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魅力ある教員を求めて

● 文部科学省

教員に求められる資質能力

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/miryoku/

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/

03072301.htm

old_shokuin_index/toushin/attach/1315387.htm
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最近の教員採用の動向

3

多様化する採用試験

◆ 特定の資格や経歴等を持つことによる試験免除等

最近では、採用試験の多様化がみられます。近年の動
向をつかみましょう。

①選考方法の多様化

③受験年齢制限の緩和等

◆ 受験年齢制限の緩和
◆ 特別免許状を活用した選考

④障がいのある者への配慮

◆ 面接担当者への民間人の起用

②選考尺度の多元化

◆ボランティア活動、
教育実習等さまざまな社会体験の評価

◆ 障がいのある者を対象とした選考
◆ 教員採用選考試験時の配慮の周知方法・具体例
◆ 障がいのある教員への人事上の配慮

学習の計画を立てよう

4

教員採用試験に向けての準備は余裕を持って始めま

しょう。まずは受験を希望する自治体を決め、その自治体
の採用試験の情報を入手することから始めてみましょう。
その上で、採用試験の内容を元に「いつまでに何をやる

か」という明確な目標を早くから立て、具体的な学習計画

を立てて計画的に取り組むことが大切です。また 1・2 年
生のうちから学校支援ボランティア等学校現場での経験
を積むことも非常に重要です（表2）
。

表 2：東洋大学スケジュール例

時 期
年生

1

年生

2

目

標

●将来、教員を目指すか改めて
考える
●ボランティア等で学校現場に
触れる

●進路に対する意思を固める
●ボランティア等で学校現場を
理解する
●教員採用試験の情報を得る

春学期

（４月～７月）

夏季休暇

●試験の基礎学力を付ける
●試験対策を本格的に始める

（８月～９月） ●過去問題へ取り組む

年生

3

対

策

・教職課程を履修する。
・学校支援ボランティア、インターンシップを経験してみる。
・中学校や高等学校の教科書、参考書を読み返す。
（高校までの学習内容を確実なものにするため）
・教育課題のみならず社会全体に注目しながら新聞を読む。
・学校支援ボランティア、インターンシップに定期的に参加し、学校現場を理解する。
・情報収集を始める。
⇒志望自治体の試験日程、試験内容、教育施策を調べてみる。
・採用試験情報誌の購読。
⇒
（
『教育新聞』
『教員養成セミナー』
『 教職課程』
）
等
（教職支援室で閲覧可能）
。
・教職教養分野の問題集を解いてみる。
・教職支援室を利用してみる。
⇒受験に向けて、イメージを膨らませていく。
⇒教師とは、どういう仕事か知る。
・教職支援室を本格的に利用してみる。
・教員採用に関する学内講座等に参加する。
・学校支援ボランティア、インターンシップを継続して行う。
・学内で実施する一次試験（筆記試験）対策の講座（夏）に参加する。
・志望する自治体の過去問題を解き、傾向を知る。

・学内で実施する一次試験（筆記試験）対策の講座（秋）に参加する。
・各科目の問題集に取り組む。
●テーマ別試験対策に取り組む
・各科目の頻出テーマを知る。
（１０月～１月）
・面接、小論文、模擬授業等二次試験の対策を始める。

秋学期

春季休暇

（２月～３月）

年生

4
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●試験情報を入手する

・学内で実施する一次試験（筆記試験）対策の講座（春）に参加する。
・模擬試験を受ける。
・最新の受験要項、パンフレットを入手する。
・志願書を下書きし、教職支援室で添削してもらう。
・面接、小論文、模擬授業等二次試験の対策を継続して行う。

・教育実習を行う（実習期間中は試験勉強の時間がとれないので注意する）
。
●本番に向けた実践的取り組み
・問題集で間違えた箇所を復習する。
をする
・面接、小論文、模擬授業等二次試験の対策を継続して行う。
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試験の手続きを確認しよう（公立学校）

5

表 3：手続き確認

時 期

４月

内

容

【募集要項の入手】

各自で自治体の採用担当部署を確認し、募集要項を入手し

ましょう。

【出願】
４月〜 5 月

出願は個人が行います。受験地によっては出願に際して証

明書類が必要なこともありますので、早めに準備するよう

メ モ
入手日

受験地１：
（

受験地 2：
（

  

  

控えを取ったか → □
書類提出日：

）    月

月

）    月

日

日

日

にしましょう。

6 月ごろ

受験票交付

7 月ごろ

一次選考

8 月ごろ

一次選考結果発表と報告

8 月ごろ

二次選考

10 月ごろ

二次選考結果発表と報告

教職支援室への報告日：

月

日

教職支援室への報告日：

就職・キャリア支援課への報告日：

月

月

日

日

【合格者説明会（自治体で実施）
や採用候補者書類提出】
採用候補者書類の提出に際して証明書類が必要な自治体

もありますので、早めに準備するよう注意してください。

10月〜12月

（注）卒 業証明書の発行は、学位記授与式以後になります。
それまでは、
「卒業見込証明書」で代用することになり

ます。

控えを取ったか → □
書類提出日：

月

日

教員免許状（原本）は、免許状取得判定合格者に対して、
学位記授与式の日に交付されます。それまでは、「教員免
許状取得見込証明書」で代用することになります。

1 月〜3 月
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教育委員会、赴任校との面接
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6

教育委員会、赴任予定校との面接に向けて

教員採用試験に合格すると、合格者は「採用候補者名
簿」に登録されます。その後採用候補者名簿から採用候

●２月上旬ごろから面接が始まるので居場所、電話で確
実に連絡が取れる態勢をとっておきましょう（特に、携

へ向けては、次のような点に注意してください。

● 電話での応答は、礼儀正しく行いましょう。
● 連 絡を受けたら、教育委員会の所在地、交通経路、所
要時間を確認しておきましょう。

補者が選ばれ、教育委員会や赴任予定校との採用審査等
があり、最終的に採用と赴任校が決定します。この採用
審査を通らなければ、教員として採用されません。採用

（１）心掛けておきたいこと
● 気持ちを引き締めて生活し、新聞を読む等自己研鑽を
怠らないようにしましょう。

● SNSへの投稿については不特定多数の目に触れること
を意識し、十分注意しましょう。仲間内だけで閲覧でき
るような設定でもどこから情報が漏れるか分かりませ

ん。教職に就くということを自覚し、軽率な行動や投稿
は避けましょう。
● いつ連絡が来てもいいように、「いつでもスタンバイ」
状態を心掛けてください。携帯電話の設定等改めて確
認しましょう。
● 勤務校の選り好みはしないで「教員」の職を得ることを
一番に考えます。「どこへでも行きます」という心意気
を大切にしましょう。

（２）区市町村教育委員会面接に向けて
（東京都の場合）

４月から東京都の各小中学校に赴任するためには、ま
ず区市町村教育委員会の採用審査を受けます。採用審査
は、人物および書類によって行います。
教育委員会は、書類その他の資料を参考にしながら面
接試問を実施し、その内容から採用予定者を決定します。

採用予定者が決まると各学校の状況に応じて各学校に割
り当てます。各学校の校長は、校長面接を実施し、当該校

の職員として職務を遂行することができるかを判断して
採用を決定します。

面接当日まで
①教育委員会からの呼び出し

帯電話での呼び出しが多くなっています。携帯電話
は「番号非通知」でも受けられるようにしておきましょ
う）
。また、家族との連絡を密にしておくとよいでしょう。

②心の準備

● 教 師としての基本的な資質については、しっかり身に
付けておきましょう。

● 当該区市町村の教育課題、特色のある施策は調べてお
きましょう。
● 身だしなみ（服装、髪型、靴、鞄等）や必要と思われる
もの（印鑑、交通費等）を面接前日には整えておきま
しょう。

面接の当日
①教育委員会に入ったときから人物評価をされて
いると思って行動しましょう

● 指 定された時間に遅れないこと（15 分前を目安に到
着するように行動しましょう）
。
● 面接会場では、不要な発言は慎みましょう。
● 面 接が終わって面接会場の外へ出て面接会場が見え
なくなるまでは気を抜かないようにしましょう。

②面接では

「身上書」をその場で書く場合があるので、丁寧に正確に
書きましょう。書いたことはしっかりと答えられるようにし
ておきましょう。
● 分からないときは、はっきり「分かりません。これから
勉強します」と言い、曖昧な答えをしないように心掛け
ましょう。
● 要点をまとめて話しましょう。

③その他

● 採 用時には、大学の卒業証明書等が必要になります。
提出期限に間に合うように早めに入手しましょう。

● 教育委員会からの連絡は、電話で行われます（面接日
の前日が多い）
。
● 合格時の書類に記入した番号の電話は、いつでも使用
できる状態にしておきましょう。
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7

私立学校の教員になる

私立学校には、それぞれの学校独自の建学の精神（教
育方針）や校風があり、教師としての資質や指導力だけで

なく、それらに合った考え方や人柄を持つ教員を採用す
るために、各校独自の選考方法や、選考基準が設けられ
ています。
私立学校への就職を希望する場合は、それぞれの私立
学校に対してその年の募集計画や採用見込みを確認する

等、各自で直接アプローチすることになります。求人票、
インターネット等を通じ広く募集をする学校もあります
が、独自に採用試験を行ったり、私学協会を通じ教員募集
を行ったりする学校もあります。

採用・受験について

私立学校は、各学校が独自の採用計画に基づいて募集
をしています。年間の採用人数は若干名（もしくは募集な
し）の学校も多いので、注意が必要です。採用の基準や
選考の方法は、学校により異なります。受験対策としては
公立学校を併願し、さまざまな受験科目に対応できる実
力を養成しておくことが有効です。
母校の私立学校で教育実習を行う場合は、教育実習が
採用の試金石ともなり得ます。教育実習期間中はもちろ
ん、実習交渉や訪問での態度も評価されることがありま
すので心して臨みましょう。

教員求人について

教員求人の情報発信方法は、学校によって異なります。
アンテナを広く張り、情報を収集しましょう。
◆ 大学求人票を確認する。
（教職支援室を活用しましょう）
◆ ホームページを確認する。
◆ 私学教員適性検査を受検する。※地域別に実施
◆ 履歴書依託制度を利用する。※地域別に実施
◆ 学校関係者・知人から紹介を受ける。

（1）私学教員適性検査

（私立中学校・高等学校対象）

この検査は、教員として必要な基礎学力があるかを見る
ものです。群馬、東京、静岡、愛知、兵庫、広島、福岡、長崎
の８都県の私学協会が実施しています。群馬県を除き、毎

年同一試験日に同一問題で実施しており、例年６月上旬よ
り募集要項を配布、６月下旬～７月中旬に申し込みを受け
付け、
８月最終日曜日に検査を実施しています。なお、実施
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している都県の要項はほとんど変わりませんが、受検資格
や受検料、内容等が異なることもありますので必ず各都県
の私学協会のホームページを確認してください。

検査の内容 （2019年度東京都私学教員適性検査の例）

① 専門教科・科目（80 分）

国語、日本史、世界史、地理、政治経済、数学、物理、化
学、生物、英語、家庭（上記 11 科目から免許状に合致す

る１科目を選択）

②教職教養（50分）

教育原理、教育心理学、教科教育法、教育史、教育法規、
生徒指導、一般教養、時事問題等から出題

この検査は、合格、不合格の判定を行う試験ではなく、
A、B、C、D の４段階の評定を行い「受検者名簿」に登載
され、各私立学校へ教員を採用するための資料として提
供されます。名簿登載者は、各私立学校からの連絡を待
つということになります。

（２）履歴書依託制度（登録制度）

（私立小学校・中学校・高等学校対象）

適性検査を受けなかった人や適性検査を実施しない道
府県の私学協会では、
私立学校への就職志望者を名簿に登
録したり、志望者の履歴書（所定用紙）を預かり、教員採用
を希望する私立学校へ提供したりする制度があります（履
。2018年12月現在、23 都道府県が実施し
歴書依託制度）
ています。私学協会に登録する際には、課題小論文や、教育
関係者の推薦状等の提出を求められることがあります。都
道府県によって、対応や方法が異なりますので、希望地の私
学協会のホームページや電話で確認をしてください。

検索してみよう！
● 東京私立中学高等学校協会

http://www.tokyoshigaku.com/

● 埼玉私学ドットコム

http://saitamashigaku.com/

● 神奈川県私立中学高等学校案内
http://www.phsk.or.jp/

● 教員採用.jp

私立学校の教員採用に関するサイトです。
https://kyoin-saiyo.jp/
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臨時的任用

公立学校の場合、教育委員会が登録制度を設けている
地域、随時受け付けをする地域もあります。教員採用試験
要項や教育委員会のホームページを確認してください。

私立学校の場合、数年後に専任教諭として採用するこ

とを前提として、非常勤講師を募集する学校もあります。
公立学校の教員採用試験に合格するまで勤務したいと考
えている場合は、学校側に迷惑をかけることもありますの

採用までの流れ

①登録の申し込み（窓口：各教育委員会）
②書類提出（登録申込書、履歴書、教員免許状の写し等）
③「臨時的任用教員候補者名簿」に登載
④教育委員会または学校長による書類審査、面接
⑤採用

で、慎重に検討してください。

教職ガイドブック 2019
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8 教員就職活動のマナー
1

心構え

基本的な心構え

あなたに対してわざわざ時間を割いてくださっている
相手に対する感謝の気持ちを持つことが基本です。気持

ちがあればおのずと態度や行動に出るでしょう。
◆ あいさつをする

に意識して行うことが重要です。また、これらを忘れずに
行うことで、不測の事態を未然に防ぐことにつながります。

身だしなみ・持ち物

教員就職活動における身だしなみとは、おしゃれではな
く、相手に不快な気持ちを与えないことです。マナーを
守った身だしなみによって、あなたがこの機会をどの程度
【スーツ】

ダークカラーのスーツが一般的です。
パンツは折り目を付けましょう。

【ネクタイ】

派手な柄物は避けましょう。

【シャツ】

特に襟や袖はしわや汚れのないものを
着用しましょう。シャツの下に着る肌着
の色物、柄物は避けましょう。

【カバン】

カバンは靴と同色でＡ４サイズが入る自
立型のブリーフケースが良いでしょう。
肩掛けやリュックはＮＧです。

【靴と靴下】

靴は黒の革靴が一般的です。外出時には必ず
磨きましょう。靴下はダークカラーのものを選
びましょう。白い靴下やスニーカー用の靴下は
ＮＧです。また、スニーカーは避けましょう。
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教員就職活動で皆さんが主に関わるのが、学校、教育
委員会、大学です。関わる際には、報告・連絡・相談を常

報告 現在の状況を共有することです。
連絡 こ
 れからの予定を共有することです。対象、内容、
緊急度、重要度によって手段が変わります。
相談 業 務を行う上での困りごとや悩みごとを相談する
ことです。

◆ 時間を守る
◆ 身だしなみを整える
◆ 言葉遣いに気を付ける
◆ 相手を気遣う

2

報告・連絡・相談

大切に考えているかをアピールできます。このことが、面
接官への好印象やあなたへの信頼感につながります。

【髪の毛】

すっきり清潔感のある長さにしましょう。
額は出しましょう。地毛の色にしましょう。

【メガネ】

メガネはシンプルなデザインのものを
選びましょう。

【ひげ】

ひげはきちんと剃りましょう。

【時計】

時計はシンプルなデザインのものを選
びましょう。

【爪】

爪の手入れ（長さ、汚れ）もしましょう。

【小物】

ハンカチやティッシュは常に持ち歩きま
しょう。
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【スーツ】

【髪の毛】

【ブラウス】

【メイク】

ダークカラーのスーツが一般的です。
スカート丈に気を付けましょう。

無地を選びましょう。襟や袖はしっかり
プレスしましょう。

【時計】

時計はシンプルなデザインのものを選
びましょう。

【アクセサリー】
外しましょう。

お辞儀をしたときに顔に髪がかからな
いようにしましょう。ロングヘアーは束
ねましょう。地毛の色にしましょう。
健康的で自然なメイクを意識しましょう。
つけまつげはＮＧ。

【メガネ】

メガネはシンプルなデザインのものを
選びましょう。

【爪】

派手なマニキュアや長すぎる爪は避け
ましょう。

【カバン】
【靴、ストッキング】

シンプルなデザインのパンプスにしましょう。
ヒールの高さは 3cm ～ 5cm が良いでしょう。
ストッキングはナチュラルカラーを選びましょ
う。伝線に備え、替えのストッキングも用意して
おきましょう。

3

カバンは靴と同色でＡ４サイズが入る自
立型のブリーフケースが良いでしょう。
肩掛けやリュックはＮＧです。

【小物】

ハンカチやティッシュは常に持ち歩きま
しょう。

電話のかけ方

電話は顔が見えない分、伝え方や話し方で相手に伝わる
印象を大きく左右します。適切な敬語を使い、聞き取りやす
い速さと適度な大きさで話すことが好印象のポイントです。

ポイント
● 携 帯電話から連絡をする場合は静かな環境を選んで
電話しましょう。
● 昼食の時間を避ける等、相手の都合を考えて電話しま

しょう。
●相
 手が電話に出たら大学名、学部、氏名を名乗りましょう。
● 用件を簡潔に述べ、担当の先生につないでいただきま

しょう。
● 担当の先生につながったら、まずは相手の都合を伺い、

● 都合が合わない場合は改めて電話しましょう。
● 電 話中は聞き逃しがないように必ずメモをとりましょ
う。一つひとつ復唱しながら確認していくのが良いで
しょう。
● 不明な点はその場で確認しましょう。
● まずは相手の話をよく聞きましょう。
● 言葉遣いは常に丁寧に、ハッキリ話しましょう。
● 電 話が途中で切れてしまった場合は、かけた方からか
け直しましょう。
● 相 手の都合で電話が切れた場合であっても、｢失礼い
たしました｣ 等、相手への心配りを大切にしましょう。

時間の都合を伺ってから用件を伝えましょう。
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電話のかけ方（教育実習受け入れのお願いの場合）

学校

｢はい、○○学校です。｣
｢お忙しいところ恐れ入ります。わたくし、東洋大学○○学部○○学科○年の○○と申します。｣

学生

｢○○年度の教育実習のことでお伺いしたいことがあるのですが、ご担当の先生は
いらっしゃいますでしょうか。｣
（担当の先生が分かっている場合は ｢ご担当の○○先生はいらっしゃいますでしょうか。
｣）

学校

｢お待ちください。｣・・・｢ただいま担当は打ち合わせで席を外しております。｣

学生

｢では、後ほどかけさせていただきます。ご担当の先生のご都合はいかがでしょうか。｣

学校

｢○時○分ごろかけてみてください。｣
｢かしこまりました。では○時○分にかけさせていただきます。｣

学生

｢失礼ではございますが、差し支えがなければ教育実習ご担当の先生のお名前を

学校

｢実習担当は○○です。｣

学生

伺ってもよろしいでしょうか。｣

①先 方が電話に出たら、ま
ずは名乗り、用件を簡潔
に、はっきりと伝え、取り
次ぎをお願いする。

②不 在の場合、何時ごろか
け直 せば 担 当の 先 生 が
いらっしゃるのかを伺う。
差し支えがなければ担当
の先生の名前を伺う。

｢○○先生ですね。また改めてご連絡させていただきます。｣
｢お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。失礼いたします。｣
（相手が受話器を置いたことを確認してから電話を切る）

  ○時○分になったら

学生
学校
学生
学校
学生

｢わたくし、東洋大学○○学部○○学科○年の○○と申します。教育実習の件で
お電話させていただきました。
｣
｢恐れ入りますが、教育実習ご担当の○○先生をお願いできますでしょうか。｣
｢少々お待ちください。｣

③取り次いでもらったら、ま
ずは名乗り、相手の都合
を伺う。用 件を簡 潔に、
はっきりと伝える。

｢教育実習担当の○○です。｣

｢わたくしは教職課程を履修しており、○○年度に教育実習を迎えることになります。｣
｢つきましては、御校（注）で教育実習をさせていただけないかと思い、ご相談させていただきました。｣

｢分かりました。それでは○月○日に学校へお越しください。｣
｢ありがとうございます。それでは○月○日に手続き書類をお届けに伺いたいと思います。｣
｢本日はお忙しい中どうもありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。｣
｢それでは失礼いたします。｣

※上記はあくまで一例です。相手や状況により臨機応変に対応できるようにしましょう。
※必ず手元にメモを残しましょう。
（注）御校は話し言葉、貴校は書き言葉になります（電話例では話すことを想定し、話し言葉で記載しています）
。
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4

手紙・メールの書き方

教育実習や介護体験、学校支援ボランティア等が終
わった後は、感謝の気持ちを込めてお礼状を送りましょ

件を簡潔に書きましょう。用件を簡潔に書くことについて
は資料請求の場合も同様です。

う。手紙でもメールでも構いませんが、マナーを守り、用

手紙の場合

お礼状の例
拝啓
【ここに時候 の あ い さ つ を 入 れ る 】

過日は教育実習におきまして、大変お世話になり、誠にあり

がとうございました。 …………………

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

※送信ボタンを押す前にもう一度件名や内容、添付ファイル、
アドレスを確認しましょう。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

用件の流れで書く。それぞれ簡潔に。
④本文は適当な長さで改行する。長文になる場合は
空白行を入れる等読みやすさを工夫する。
⑤末尾に自身の連絡先を書く。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

②本文冒頭に相手の所属・部署・名前・役職等を書く。
③あいさつ、自己紹介（大学名・学部学科・氏名）
、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

①件 名は内容が分かるように書きましょう（
「資料送
付のお願い」
、
「説明会に関する問い合わせ」等）
。
件名の指定があった場合はそれに従いましょう。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

敬具

名等の表示へ変更しておきましょう。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

日

友達に送るメールやＬ
ＩＮＥと同じように本文を書い
てはいけません。件名や宛名は必ず入れましょう。ま
た、自身の表示設定がニックネーム等になっている
と、受信相手にそのまま表示されてしまいます。氏

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

月

学

メールの場合

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

年
東洋大学 ○○学部 ○○学科
東洋

○○ ○○ 先生

か（あいさつ状、お礼状）を考え
ながら書きましょう。

○○市立 ○○中学校長

どんな目的で書くのか、誰に
対して出すのか、どのような内容

メールの例
宛先： ○○○○@○○.lg.jp
CC ：
件名： 資料送付のお願い
添付：
○○教育委員会
教職員人事課

採用ご担当者様

突然のメールで失礼いたします。
私は東洋大学○○学部○○学科○年の東洋学と申します。
現在、教員を目指し、採用試験に向けて学んでおります。
お忙しい中、お手数ではございますが、
募集要項等の資料等がございましたら、
下記住所までお送りいただきたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。
=========================
東洋大学○○学部○○学科○年
東洋

学（とうよう

まなぶ）

住所：〒116-8606
東京都文京区 XXXX
電話：03-1234-XXXX

携帯：080-1234-XXXX

E-mail：○○@toyo.jp
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5

書類の郵送の仕方
書類を送る場合、必要書類だけでなく、送り状（カバーレター）を用意しましょう。
また、提出書類は折ったり曲げたりしてはいけません。

送り状（カバーレター）の例
2 019年 ○月 ○日

○○学校
教育実習ご担当

○○ ○○ 先生

東洋大学○○学部○○学科○年
東洋 学

拝啓
【ここに時候のあいさつを入れる】

このたびは教育実習を受け入れていただき、ありがとうございました。
さて、先日、
ご指示いただきました○○についての書類を同封いたしますので、
ご査収くださいますようお願いいたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具

記
1. ○○○○○○
2. ○○○○○○
以上
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裏 面
表 面

）

）

差出人の住所氏名は宛名より小さく書きましょう。

東京都 文京区 ○○
○丁目 ○番 ○○号
東京都 文京区 ○○
○丁目 ○番 ○○号
○○
○○○○

東洋 学
東洋大学
（
東洋
学学学科部 四年

東洋大学 ○○学部
（
○○○○学科 四年

大学名、所属学部学科を添えましょう。

番
××
号
×

号
×

先
｢ 生 ま
｣ たは 様
｢ と
｣
書きましょう。

番
××

○○○○ 在中

御中
御中

組織に出す場合は
「御中」と書きましょう。

○ ○ 先生
○ ○ 先生

○丁目 ○番 ○号

内容が分かるように
朱書きしましょう。

人都事
東京
教部
育選
庁 考課選考係
人事部選考課選考係

東京都教育庁

東京都新宿区西新宿
丁宿
目 ○番 ○号
東京都新宿区西○
新

職名は宛名よりやや
小さく書きましょう。

校長 ○ ○
校長 ○ ○

○○私立 ○○中学校

立○市
○○
学校丁目
東○
京○
都私○
○中
○町
×

東京都 ○○市 ○○町 丁
×目

住所は名前よりやや小さく書きましょう。 行になってしまう場合は、
地名や番地が分かれないようにして、 行目よりやや下げて書きましょう。

封緘は一般に
「〆」「緘」を使用。

切手
切手

切手

⑥喫煙や飲食は控えましょう。
⑦質疑応答があれば簡潔にまとめましょう。

④交通経路、時間、場所を確認しましょう。
⑤身だしなみを確認しましょう。
⑥忘れ物がないか確認しましょう。
②訪問の目的や用件を確認しましょう。
③提出物を確認しましょう。

2

○○○○ 在中

①早目の到着を心掛けましょう。早すぎるのもいけません。
②身だしなみをチェックしましょう。
③コートを着ている場合は、建物に入る前に脱ぎましょう。
④受付で大学名、氏名を名乗り、用件を伝えます。
⑤受付の方にもお辞儀をしましょう。
①事前に電話をしてアポイントメントをとりましょう。

訪問時

訪問前

1
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個人に出す場合
機関、部署に出す場合

2 0 21 0○ ○1 ○○ ○○ ○ ○

1 6 13 68 30 08 10 0 1
切手

訪問のマナー
7

封筒の書き方
6

⑧声 は、相手との距離感を考えた適切な大きさで話しま
しょう。
⑨控室で待機中もチェックされていることがあります。
不要な行動はとらないようにしましょう。

9 教員になるための知識・情報
1

教科書を購入するには

（１）購入時期について
教科書は学校の児童・生徒への給与・販売が完了した
後に、その残部が販売されることになります。小学校・中

学校の教科書は４月中旬から（小学校下巻は９月中旬か
ら）
、高等学校の教科書は４月上旬から販売されます。

（２）購入方法・場所について
次の供給会社・取扱店で購入することができます。在
庫がない場合は取り寄せになります。
【 供給会社 】

● 東京教科書供給株式会社

http://www.tokyo-kyoukasyo.co.jp/

● 東京都第一教科書供給株式会社
http://daiichikyokasho.co.jp/

（３）教科書の金額について
各教科書供給会社や取扱店で確認するか「文部科学省
ホームページ」に掲載されていますのでそちらを参照し
てください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/
mokuroku.htm

（４）教科書の採択状況は？
各教科書供給会社のホームページ等を参照してください。
● 東京都

東京教科書供給株式会社

http://www.tokyo-kyoukasyo.co.jp/

● 神奈川県

神奈川県教科書販売株式会社

http://www.kanagawakyohan.jp/

● 埼玉県

株式会社埼玉県教科書供給所

● 千葉県

千葉県教科書販売株式会社

http://www.saikyou.co.jp/

【 おもな取扱店 】
● 第一教科書

http://www.chibakyouhan.co.jp/

http://daiichikyokasho.co.jp/

2

学校教育の充実に関するおすすめホームページ

（１）学習指導要領・教育振興基本計画
● 新しい学習指導要領 TOP

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/

学習指導要領は、全国どこの学校で教育を受けても一
定の教育水準を確保するために、各教科書等の目標や内
容等を定めているもので、小学校から高等学校までの教
科書や各学校での指導内容のもとになるものです。
このサイトは、学習指導要領やその解説はもちろん
Q & Aや先生向けチェックリスト等学習指導要領関係の情

※文部科学省「学校教育の充実に資するHP 情報集」
（2009年８月）等をもとに作成

● 教育振興基本計画

http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/

教育振興基本計画は、教育基本法に示された理念の実
現と、わが国の教育振興に関する施策の総合的・計画的
な推進を図るため、政府として策定する計画です。
2018 年６月 15 日付けで、第 3 期の教育振興基本計画
が閣議決定されました。

報について幅広く扱っているサイトです。
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（２）教科指導等
● 小学校外国語活動サイト

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gaikokugo/

● 子どもの携帯電話をめぐる問題

http://www.mext.go.jp/a_menu/seisyounen/keitai/

携帯電話は便利な一方、犯罪やいじめ等のトラブルに
遭うこともあります。このサイトでは、子どもの携帯電話

このサイトでは、各地域の取り組み等の情報を提供し
ています。

をめぐる問題について携帯電話を使うときのマナー等さ
まざまな情報を提供しています。

● 道徳教育の充実に向けた取り組み

●イ
 ンターネット等の適正な利用に関する指導事例集・
活用の手引

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/

2015 年 3 月小・中学校学習指導要領の一部改訂等（小
学校は 2018 年度、中学校は 2019 年度より全面実施）に

より道徳の時間が「特別の教科 道徳」として位置付けら
れました。このサイトで新学習指導要領における道徳の
時間の目標・内容や道徳教育の充実を図る取り組みに関
する情報を提供しています。

● 環境教育・環境学習・環境保全活動のページ（環境省）
https://edu.env.go.jp/reg/

環境教育・環境学習のデータベースや法律の情報等
環境教育に役立つ情報が掲載されています。

（３）教育の情報化
●
「教育の情報化に関する手引」掲載リンク集

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/
1296898.htm

教育の情報化（ICT 活用）に関する手引きやホームペー
ジ等、ICT を活用した授業・学習に役立つリンクが掲載
されています。

（４）生徒指導・進路指導等
● 生徒指導等について

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/

ijime.metro.tokyo.jp/school/13_27jireishu-tebiki.pdf

（ pdfを載せた元のページ：
http://ijime.metro.tokyo.jp/school/）

東京都教育委員会が作成した、各学校における情報モ
ラル教育の充実と児童・生徒を有害情報から守る取り組

みの推進を目的に、これまで実際に起きた事例をもとに、
子どもたちへの指導方法や対応方法を示した実践的な指
導・啓発資料です。
●
「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進について

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/asagohan/

子どもの基本的な生活習慣の確立について、「早寝早
起き朝ごはん」国民運動等、これまでの取り組みや今後展
開される予定の事業等の情報を提供しています。
●キ
 ャリア教育

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/

進路指導・キャリア教育について現状や現在の施策等
の情報を提供しているサイトです。
●小
 学校・中学校・高等学校 キャリア教育推進の手引き
─児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てるために─
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/
04111901.htm

「キャリア教育」への理解を深めるとともに、各学校等

で取り組みを進めていくために活用する資料です。

各学校の生徒指導体制の強化、教育相談体制の充実、
体験活動の充実および学校と家庭・地域等関係機関の推
進等生徒指導について幅広い情報を提供しています。
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（５）特別支援教育
●パ
 ンフレット「特別支援教育」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
main/004.htm

特別支援教育等について、保護者等より多くの方に
知ってもらうためのパンフレットで、特別支援教育につい

（６）教育関連情報
●日
 本教育新聞社

http://www.kyoiku-press.com/

教育に関連するニュースや各自治体・学校の取り組み
の紹介、教育に関するコラム等が掲載されています。

ての概要が簡潔にまとめられています。

● SENSEI PORTAL

● 特別支援教育の詳細

教育に関連するセミナーや研究会等の情報がまとめら
れているサイトです。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
main.htm

特別支援教育をめぐる制度改正、障害に配慮した指導
方法、施設・設備の整備、就学指導の在り方等の特別支

援教育についてのさまざまな情報を幅広く扱っているサ
イトです。

https://senseiportal.com/

● ベネッセ 教育情報サイト
https://benesse.jp/

教育に関連するさまざまな情報が発信されているサイ
トです。

● 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
http://nc.nise.go.jp/

特別支援教育に関する報告書や資料のリンクがまとめ
られています。

3

教員免許更新制について

2007 年に「教育職員免許法及び教育公務員特例法の
一部を改正する法律」が公布され、2009 年度から教員免
許更新制がスタートしました。教員免許更新制は、教員と
して必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の
知識技能の習得を図り、教員が自信と誇りを持って教壇
に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的として導入
された制度です。

（１）教員免許更新制について
教員免許更新制は、これまで終身有効であった教育職員

免許状（教員免許状）について、10 年ごとに30 時間の講
習を課し、修了認定をした上で更新するというものです。

従って、すでに教員免許状を持っている人や現職教員
にもこの制度は適用され、修了しない（更新を行わない）
場合、免許状の効力がなくなることになります。

（２）教員免許状の有効期限について
2009 年４月１日以降に取得した教員免許状には、免許
状そのものに「有効期限」が記載されます。有効期限が
記載された免許状をここでは「新免許状」と呼びます。
有効期限は、所要資格（免許状の授与に必要な学位と単
位を満たす）を得てから 10 年を経過する日の属する年
度の末日までと定められています。有効期限までに免許
状更新講習を受講し、修了・更新しないと免許状は失効

します。2009 年度以降に教員免許状を取得する学生に
は、有効期限が明記された新免許状が交付されます。
なお、2009 年３月 31 日までに授与された教員免許状
（
「旧免許状」といいます）には、免許状そのものに「有
効期限」の定めがありません。旧免許状は、10年ごとの日

（
「修了確認期限」といいます）までに免許状更新講習を
受講し、「更新講習の修了確認」が必要になります。修了
確認期限は、文部科学省ホームページで確認することが
できます。
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（３）免許状更新講習の受講について

①旧免許状の場合

免許状更新講習を受講できる人は「現職教員」と「教員
採用内定者」です。
免許状更新講習の受講対象者をおおまかに区分すると
「現職教員」と「教員採用内定者」になります。詳しくは
教育職員免許法（第９条の3）等で確認してください。

なお、「教員の免許状を有しながら、教職に就いていな

い者」
（いわゆるペーパーティーチャー）は、免許状更新講
習の対象にはならず、免許更新講習を受けることはでき
ません。

（４）免許状更新講習の内容
次の内容について、①・②・③合わせて 30 時間以上
の講習を受けることになります。
①必修領域………６時間以上
②選択必修領域…６時間以上
③選択領域………18 時間以上

（５）ペーパーティーチャーの教員採用試験
の受験について
教員採用試験では、免許状の取得（または取得見込み）
が受験資格になっていますが、免許状が失効しているこ
とで受験資格を満たさないという扱いは行われませんの
で、教員採用試験を受験することができます（表 1）
。

免許状は失効していませんが、教員採用試験に合格し
教員免許状が必要になるときは、免許状更新講習を受け

る必要があります。

②新免許状の場合

有効期限内であれば免許状は失効していません。有効
期限が過ぎている場合は免許状の効力が失われていま

すので、教員採用試験等に合格し、教員免許状が必要に
なるときは免許状更新講習を受講・修了することによっ
て、新たに有効な新免許状が再授与されます。

（６）免許状更新講習開講機関について
◆ 免 許状更新講習は、大学をはじめとしたさまざまな機
関で受講できます。
◆ 講習開設情報は、文部科学省ホームページで確認して
ください。

（７）旧免許状所持者の修了確認期限について
◆ 旧免許状所持者で修了確認期限を知るためには、文部
科学省ホームページを参照してください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/
001/1315295.htm

表1：免許状の失効・再授与の考え方

区

分

旧免許状（現職教員等以外）

旧免許状（現職教員等）

新免許状

失

効

更新講習を受講できないため、修了確
認期限を過ぎても失効せず

修了確認期限までに更新講習を
受講・修了しなかった場合、失効

有効期限までに更新講習を受講・
修了しなかった場合、失効

免許状を返納する必要なし

失 効した 場 合 は 免 許 管 理 者 に
免許状を返納

免許状を返納する必要なし

教員採用内定を得る等、更新講習を受
講 可 能となった後、更 新 講 習を受 講・
修了すれば教壇に立つことができる。

更新講習を受講・修了することに
よって新たに有効な新免許状を
再授与される。

更新講習を受講・修了することに
よって 新 たに 有 効 な 新 免 許 状 を
再授与される。

免許状の返納

再授与方法

（
「＜解説＞教員免許更新制のしくみ」文部科学省初等中等教育局教職員課より）
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