
◎各行事の詳細は，掲示等でお知らせします。
　※…内容の順番・日程は行事等の都合により変更することがあります。

種　別 内　　容 場所 対象学年

4月4日(水) 学部４年

◎要申込 院２・３年

就職ガイダンス 4月7日(土) 13:50～14:20 大学院新入生オリエンテーション「就職指導」 講３０１ 院１年

ハローワーク上越 4月11日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔４月〕　※毎月開催

教採試験対策講座 4月11日(水) 13:30～15:30 面接試験に挑む！ 学部４年

（直前講座－１） （個人面接，集団面接，集団討論，場面指導・模擬授業） 院２･３年

4月20日(金) 新入生合宿研修「就職指導」

（研修のプログラムとして実施）

教採試験対策講座 4月25日(水) 13:00～14:30 教員採用試験対策ガイダンス 学部３年

（基礎編－１） 　「最新動向と学習対策」 院１・２年

就職等説明会 ４月～５月 教員採用試験説明会（各県等の教員採用担当者） 全学年

4月16日(月) 12:00～12:50 　川崎市 教員採用試験説明会 音２０１

4月23日(月) 11:00～12:30 　長野県 教員採用試験説明会 講２０１

4月24日(火) 13:00～14:30 　石川県 教員採用試験説明会 人２０４

4月27日(金) 14:40～15:40 　富山県 教員採用試験説明会 人１１３

5月2日(水) 13:30～14:30 　新潟市 教員採用試験説明会 大会議室

5月2日(水) 15:00～16:00 　新潟県 教員採用試験説明会 大会議室

5月17日(木) 13:00～14:00 　福井県 教員採用試験説明会 音２０４

5月6日(日) 学部４年

◎要申込 院２･３年

ハローワーク上越 5月9日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔５月〕　※毎月開催

教採試験対策講座 5月9日(水) 13:00～14:30 教育時事ラストチェック① 学部４年

※（直前講座－２） 14:40～16:10 教育時事ラストチェック② 院２･３年

5月16日(水) 学部４年

◎要申込 院２･３年

教採試験対策講座 ５月～８月 学部４年

　（直前模擬面接指導） 上旬 ◎要申込 院２･３年

6月2日(土) 学部４年

◎要申込 院２･３年

ハローワーク上越 6月6日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔６月〕　※毎月開催

就職ガイダンス 6月6日(水) 教員採用試験合格者体験発表会 学部４年

（教職大学院との共催） （教職大学院学生・修了生による体験発表） 院２･３年

教採試験対策講座 6月13日(水) 13:00～14:30 教育法規ラストチェック① 学部４年

※（直前講座－３） 14:40～16:10 教育法規ラストチェック② 院２･３年

教採試験対策講座 6月20日(水) 13:00～14:30 学部４年

※（直前講座－４） 院２･３年

6月20日(水) 学部４年

院２･３年

教採試験対策講座 6月27日(水) 学部３年

※（基礎編－２） 院１・２年

教採試験対策講座 ６月 学部４年

　（直前実験講座） ◎要申込 院２･３年

教採試験対策講座 ６月～８月 音楽分野 学部４年

　（直前実技指導） 随時受付 （ピアノ，弾き歌い，リコーダー・指揮） 院２･３年

６月～８月 学部４年

◎要申込 院２･３年

ハローワーク上越 7月18日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔７月〕　※毎月開催

6月26日(火) 学部４年

◎要申込 院２･３年

就職ガイダンス 7月11日(水) 就職活動ガイダンス（第１回） 学部３年

（就職活動のスケジュールと基礎知識） 院１・２年

就職ガイダンス 7月18日(水) 公務員試験ガイダンス 学部３年

（公務員試験(保育士を含む)の概要と対策） 院１・２年

教採試験対策講座 7月25日(水) 学部３年

※（基礎編－３） 院１・２年

ハローワーク上越 8月8日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔８月〕　※毎月開催

ハローワーク上越 9月12日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔９月〕　※毎月開催

13:00～14:30 小学校全科の学習対策 講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

全学年

学内模擬試験 13:00～18:00 保育士就職試験模試（第２回） 人２０４

13:00～14:30 講２０１

13:00～14:30 講２０１

小学校理科で用いる実験器具の基本的操作 理科教育実験
室（実２０４）

担当教員への
事前申込必要

柔道，器械運動，陸上運動，表現運動・ダンス，バスケット
ボール，水泳

体育施設

13:30～ プレイスメント
プラザ

教採対策直前ガイダンス「今年はここが狙われる！」 講３０１

就職試験 受験者激励会 14:40～15:30 出陣式（激励の言葉，決意表明，応援パフォーマンスな
ど）

講３０１

13:00～14:30 教育時事の学習対策 講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

16:20～17:50 講２０１

「集団面接、集団討論、場面指導等」演習

講２０１

全学年

講２０１

学内模擬試験 13:00～18:00 保育士就職試験＆幼稚園教諭専門試験模試（第１回） 人１１４

学内模擬試験 8:30～12:50 教員採用試験 学内模試（第４回） 講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

就職ガイダンス 13:40～14:10 妙高青少年自
然の家

学部１年

講２０１

学内模擬試験 8:45～13:00 教員採用試験 学内模試（第３回） 講２０１

教員採用試験 学内模試（第２回） 講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

講２０１

平成３０年度　就職支援行事予定表
平成３１年１月２５日現在

学内模擬試験 12:45～17:00
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種　別 内　　容 場所 対象学年

10月1日(月) 就職支援，教採対策スケジュール等の説明

10月3日(水) Pプラ利用ガイダンス

（教員採用試験合格者体験談と,論作文入門講座）

大学院学生教員養成強化研 10月3日(水) 14:00～15:30 一般教養　数学基礎講座① 学部３年

修（１）〔（基礎編－４）を兼ねる〕 15:40～17:10 一般教養　数学基礎講座② 院１・２年

ハローワーク上越 10月3日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔１０月〕　※毎月開催

大学院学生教員養成強化研 10月10日(水) 13:00～14:30 一般教養　社会・時事基礎講座① 学部３年

修（２）〔（基礎編－５）を兼ねる〕 14:40～16:10 一般教養　社会・時事基礎講座② 院１・２年

10月12日(金) 学部３年次学生合宿研修（研修のプログラムとして実施）

　「採用試験・就活マナー講座」　「就職指導」

10月17日(水) 13:00～14:30 教員採用試験の最新動向と学習対策 講２０１ 学部３年

14:40～16:10 過去問分析 院１・２年

大学院学生教員養成強化研 10月24日(水) 13:00～14:30 一般教養　理科基礎講座① 学部３年

修（４）〔（基礎編－６）を兼ねる〕 14:40～16:10 一般教養　理科基礎講座② 院１・２年

就職・進路に関する個別面談

（学部２年次全員対象）

11月7日(水) 臨採ガイダンス 学部４年

（臨時教員等の就職希望者への説明会） 院２･３年

教採試験対策講座 11月7日(水) 13:00～14:30 教育法規① 学部３年

※（実力養成編－２） 14:40～16:10 教育法規② 院１・２年

ハローワーク上越 11月14日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔１１月〕　※毎月開催

就職ガイダンス 11月14日(水) 就職活動ガイダンス（第２回） 全学年

（ＳＰＩを活用した自己理解セミナー）

教採試験対策講座 11月21日(水) 13:00～14:30 教育時事① 学部３年

※（実力養成編－３） 14:40～16:10 教育時事② 院１・２年

11月28日(水) 学部３年

◎要申込 院１・２年

就職等説明会 １０月～１月 教員採用試験説明会（各県等の教員採用担当者） 全学年

10月15日(月) 12:00～13:00 　東京都 教員採用試験説明会 人１０４

11月29日(木) 12:00～13:00 　川崎市 教員採用試験説明会 人１０５

11月30日(金) 12:00～13:00 　埼玉県 教員採用試験説明会 音２０１

12月4日(火) 16:20～17:20 　神奈川県 教員採用試験説明会 人１０６

12月19日(水) 13:00～14:30 　石川県 教員採用試験説明会 講２０１

教採試験対策講座 12月5日(木)

（入門編－１）

ハローワーク上越 12月5日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔１２月〕　※毎月開催

「進路希望調書」提出期限 12月7日(金) 学部３年

院１・２年

教採試験対策講座 12月12日(水) 13:00～14:30 教育心理① 学部３年

※（実力養成編－４） 14:40～16:10 教育心理② 院１・２年

就職ガイダンス 12月19日(水) 14:40～16:10 保育士採用試験合格者体験発表・懇談会 人１１３ 全学年

ハローワーク上越 1月9日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔１月〕　※毎月開催

教採試験対策講座 1月9日(水) 13:00～14:30 教育原理① 学部３年

※（実力養成編－５） 14:40～16:10 教育原理② 院１・２年

就職ガイダンス 1月11日(金) 教員採用試験合格者体験発表会

（教職大学院との共催） （教職大学院，学部教職デザインコース学生による体験

1月23日(水) 就職活動ガイダンス（第３回） 学部３年

（就職活動のスケジュール，業界研究等） 院１・２年

教採試験対策講座 1月23日(水)

（入門編－２）

1月30日(水) 教員採用試験模擬授業対策講座 学部３年

院１・２年

教採試験対策講座 1月30日(水) 14:00～15:30 学習指導要領① 学部３年

※（実力養成編－６） 15:40～17:10 学習指導要領② 院１・２年

ハローワーク上越 2月6日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔２月〕　※毎月開催

2月12日(火) 教職に就く学生へのガイダンス 学部４年

（教職に就く学生への就職後の心得等の講話，懇談会） 院２･３年

教採試験対策講座 2月20日(水) 13:00～14:30 教員採用試験の最新動向と学習対策 講２０１ 学部３年

（実力養成編Ⅱ－1） 14:40～16:10 過去問分析 院１・２年

教採試験対策講座 2月26日(火) 13:00～14:30 教育法規① 学部３年

（実力養成編Ⅱ－２） 14:40～16:10 教育法規② 院１・２年

教採試験対策講座 2月27日(水) 13:00～14:30 教育時事① 学部３年

（実力養成編Ⅱ－３） 14:40～16:10 教育時事② 院１・２年

ハローワーク上越 3月6日(水) ハローワーク上越（ジョブサポーター）出張相談会

就職相談会 〔３月〕　※毎月開催

3月18日(月) 学部３年

◎要申込 院１・２年

学内模擬試験 13:00～17:20 教員採用試験 学内模試
（新潟県・新潟市自治体別模試）

音２０１

人１１３

人１１３

13:30～ プレイスメント
プラザ

就職ガイダンス 13:00～13:50 講２０１

全学年

講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

就職ガイダンス 13:30～15:00 人１１３

14:40～16:10 ２講２０２ 全学年

就職ガイダンス 13:00～14:30 講２０１

14:40～16:10 教採試験の心構え，教採ジョブアドバイザー（現職院生）
からのアドバイス

２講２０２ 学部２年

講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

講２０１

学部２年

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

次年度卒業・修了予定者は，調書をプレイスメントプラザ
に提出する。（現職派遣の院生を除く。）

講２０１

学内模擬試験 12:45～17:00 教員採用試験 学内模試（第１回） 講２０１

14:40～16:10 教採試験の方法と概況「教採合格者による体験発表、個
人面接演習」

２講２０２

就職ガイダンス 13:00～14:00 ２講２０２

講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

13:00～14:30 講２０１

就職ガイダンス 妙高青少年自
然の家

学部３年

教採試験対策講座（実力養成編
－１）〔大学院学生教員養成強化
研修（３）を兼ねる〕

講２０１

「教職キャリア相談」 １０月～11月 プレイスメント
プラザ

学部２年

講２０１

13:30～ プレイスメント
プラザ

全学年

講２０１

就職ガイダンス（大学院学生） 13:30～14:30 講３０２ 院１・２年

就職ガイダンス 13:00～13:50 講２０１ 学部３年
院１・２年
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