
採用試験対策(3年生必須)春休み学修日程【教室 午前内容/午後内容】

日付 曜 生活・住居 健康栄養 子ども 学校 書道・国語 ｱｰｶｲﾌﾞ・英語 観光 主な行事・教育支援センター

2月4日 日
11502(11:00～）国語専門科目/
国語専門科目

5 月
6 火
7 水
8 木
9 金
10 土
11 日

12 月

13 火 卒論発表 卒論発表
卒論発表
11502(11:00～）国語専門科目/
国語専門科目

卒論発表

14 水 卒論発表 卒論発表 卒論発表 卒論発表

15 木
16 金 11503 教職一般①/ 11503 教職一般①/ 11503 教職一般①/ 11503 教職一般①/ 11503 教職一般①/ 11503 教職一般①/

17 土
18 日

19 月
05208 家庭科教育法/家庭科教
育法

11201 情報専門講座/情報専門
講座

20 火 05208 環境・消費/環境・消費
11201 情報専門講座/情報専門
講座

21 水
10101 衣生活（実技）/衣生活
（実技）

自修/面接①
11503 小全科（国語）①/面接対
応

01201 国語専門科目/国語専門
科目

追再試②、学科・専攻対策

22 木
10101 衣生活（実技）/衣生活
（実技）

自修/自修
11503 小全科（社会）①/小学全
科（家体生）

01201 国語専門科目/国語専門
科目

追再試③、学科・専攻対策

23 金
24 土 「書法展」開催中

25 日 「書法展」開催中

26 月
10101 衣生活（実技）/衣生活
（実技）

11503　教養（理科）①/自修 11503 小全科（理科）①/自修 「書法展」開催中
01212 教採対策英語①（教養又
は専門）

追再試④、学科・専攻対策

27 火 05208 住居・家ク/ 住居・家ク 6号館　音楽（講義）①/自修 11503 小全科（音図）①/自修 08102「書道」対策講座 追再試⑤、学科・専攻対策

28 水
05208 家庭科教育法、住居の試
験/住居の試験解説

11502　専門①/自修
11503 小全科（国語）②/小全科
（社会）

01201 国語専門科目/国語専門
科目

学科・専攻対策（教科専門）

3月1日 木 05208 衣生活/衣生活 04425 専門科目対策①
11502　専門②/
11503　教養（数学）①or自修

11503 小全科（社会）②/小全科
（算数）①

01201 国語専門科目/国語専門
科目

01212 教採対策英語②(教養又
は専門)/

学科・専攻対策（教科専門）

2 金 05208 衣生活/11503 小論文①  　　  　　　/11503 小論文①
11503　教養（理科）②/
11503　小論文①

11503 小全科（理科）②/
11503小論文①

08102 「書道」対策講座 /
11503 小論文①

　　　　 　  /11503 小論文①
学科・専攻対策（教科専門）/
11503小論文①

3 土
4 日

5 月
11503 教職一般②/05208 衣生
活の試験

11503 教職一般②/
6号館　音楽（ピアノ）/
11503教養（数学）②or自修

11503 教職一般②/11503 小全
科（算数）②

11503 教職一般②/ 11503 教職一般②/ 11503 教職一般②/

6 火
11503 教職一般③/05208 衣生
活の解説

11503 教職一般③/
11502　専門③/
11503　面接②

11503 教職一般③/11503 面接
対応②

11503 教職一般③/ 11503 教職一般③/ 11503 教職一般③/

7 水 05208 食生活/食生活 11502　専門④/自修
11503 小全科（国語）③/小全科
（家体生）

11201 情報専門講座/情報専門
講座

学科・専攻対策（教科専門）

8 木 05208 食生活/食生活 04425 専門科目対策② 11502　専門⑤/自修 11503 小全科（音図）②/ 自修
01212 教採対策英語③(教養又
は専門)/

教授会

9 金
05208 食生活の試験/11503 小
論文②

       　　　/11503 小論文②
11503　教養（理科）③/
11503　小論文②

11503 小全科（理科）③/小論文
②

08102 「書道」対策講座 /11503
小論文②

              /11503 小論文②
学科・専攻対策（教科専門）
/11503 小論文②

10 土
11 日

12 月
05208 家庭科教員の心構え/食
生活の試験解説

11502　専門⑥/自修 11503 小全科（音図）③/ 自修
01212 教採対策英語④(教養又
は専門)/

学科・専攻対策（教科専門）

13 火
11503 教職一般④/05208 面接
試験対策①

11503 教職一般④/
6号館　音楽（ピアノ）/
11503　面接③

11503 教職一般④/面接対応③ 11503 教職一般④/ 11503 教職一般④/ 11503 教職一般④/

14 水

15 木
05208 家族・保育/11503 小論
文③

     　　　　/11503 小論文③
11502　一般①/11503　小論文
③

11503 小全科（国語）④/小論文
③

              /11503 小論文③               /11503 小論文③               /11503 小論文③

16 金
05208 家族・保育/05208 面接
試験対策②

04425 専門科目対策③ 11502　一般②/11503　面接④
11503 小全科（社会）④/面接対
応④

08102「書道」対策講座
11201 情報専門講座/情報専門講座
01212 教採対策英語⑤(教養又は専門)/ 学科・専攻対策（教科専門）

17 土
18 日

19 月
05208 家族・保育の試験/05208
家族保育の試験解説

11503　教養（理科）④/ 自修 11503 小全科（理科）④/ 自修
01212 教採対策英語⑥(教養又
は専門)/

学科・専攻対策（教科専門）

20 火
10101 衣生活（実技）の試験/解
説

6号館　音楽（ピアノ）④/
11503教養（数学）③or自修

11503 小全科（家体生）③/小全
科（算数）③

08102「書道」対策講座 学科・専攻対策（教科専門）

21 水

22 木
05208 面接試験対策③/11503
教職一般⑤

学科・専攻対策（教科専門）
/11503 教職一般⑤

11502　一般③/自修
11503 小全科（音図）④/教職一
般⑤

学科・専攻対策（教科専門）
/11503 教職一般⑤

学科・専攻対策（教科専門）
/11503 教職一般⑤

学科・専攻対策（教科専門）
/11503 教職一般⑤

23 金 11503 教職・一般⑥/ 11503 教職・一般⑥/ 11502　一般④/自修 11503 教職・一般⑥
11503 教職・一般⑥/08102 「書
道」対策講座⑥

11503 教職・一般⑥/ 11503 教職・一般⑥/

24 土
25 日

26 月
11201 情報専門講座/情報専門
講座

27 火
28 水
29 木
30 金
31 土

生活・住居 健康栄養 子ども 学校 書道・国語 ｱｰｶｲﾌﾞ・英語・観光

家庭　05206 栄養　04425 幼保　11502 小学校　11503 書08102　国01201 情11201　英01306

　

平日、講座のない時間は、各自の教室で自修してください。決まった教室以外、図書館などで勉強する場合は、先生に一言伝えて下さい。

土・日曜祝日に学内で勉強する場合は図書館または自習室を利用してください。
図書館開館日　2/3（土）、2/10（土）、2/17（土）、2/24（土）、3/3（土）、3/10（土）、3/17（土）　＜9：00～17：00＞
図書館が閉館の時は、本館2階の中・小会議室が利用できます。　本館を使用する際は、本館1階で受付をしてから使用してください。＜9：30～16：30＞

ｽｹｼﾞｭｰﾙの変更等は担当教員に確認して下さい。サイボウズの掲示板も更新します。
作成日時　12月28日10：00現在

自修の教室

学科専攻以外の免許の対策講座を受けたい場合は、担当の先生に１月１２日までに申し出ください。
家庭科・・藤木先生　栄養・・木村先生　　幼保・・松本先生　　小学校・・横山先生　　書道・・中根先生　　国語・・鈴木先生
　情報・・久世先生  英語・・安藤またはマーガレット先生　　　全学部 小論文・・森洋子先生（申し出は教育支援センターまで）

11503 教職教養集中講座　1日目，　　　　　11502(11:00～）国語専門科目/国語専門科目

11503 教職教養集中講座　4日目

11503 教職教養集中講座　5日目

11503 教職教養集中講座　2日目

11503 教職教養集中講座　3日目

11503 保育士集中講座　９：２０～１４：４０　社会福祉　　児童家庭福祉（社会的養護を含む）　保育の心理学 

11503保育士集中講座　９：２０～１４：４０  保育原理          保育内容　 　子どもの保健（精神保健を含む） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/11502公務員採用試験対策（保育士含む）、一般教養（政治・経済）　13：10～16：20
11502(11:00～）国語専門科目/国語専門科目

　　　　　　　　　 学位記授与式


