
Career Guide

本学で楽しく、充実した大学生活を送りながら、１年生から４年後を見据え、
将来の夢の実現に向けて、計画的に過ごせるよう、就職活動の道程と重要な
ポイントをまとめたものです。
希望する職業に就けるよう、本書を活用してください。

北 ｜ 海 ｜ 道 ｜ 教 ｜ 育 ｜ 大 ｜ 学

Career Guide
キャリア・ガイド

希望の職種に就くための道程と
重要なポイントがよくわかる !
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キャリアセンター長あいさつ

1　キャリアセンター長あいさつ
2　本学卒業生の進路状況
3　教員を目指そう！
　　採用までのモデルスケジュール

皆さんのキャリア形成を応援します！
　大学での授業や実習、あるいは課外活動や留学によっ

て、皆さんは心身ともに成長し知識や技能も豊かになりま

す。それらの成果を携え自分の次なる進路を決めるとき

には、適切な情報収集に加えて、自分の夢の再確認やそれ

まで出会った人々との縁や運が大事になります。日々の

生活を大切にするとともに、困ったときはもちろん、困っ

ていなくても大学のキャリアセンターや学生指導教員等

を頼ってください。私たちが皆さんを支えます。

北海道教育大学のキャリア形成支援
　本学は皆さんのキャリア形成を応援するために、いろ

いろな角度からデータを取り多面的な活動を展開してい

ます。その概念を表したのが左の５角形と５つの円であ

り、入試の時点から始まり、大学での諸々の活動がキャリ

ア形成につながっていることを示しています。そのつな

がりをいつも意識する必要はありませんが、いざ就職活

動を本格化させようとする際や将来の進路を考えるとき

などに、自分の振り返りの観点として役立ててください。

本学の就職状況
　本学の卒業生の就職率は高く、就職希望者に対する就職

者の割合は全学で約97％（令和３年３月卒業生）となって

います。卒業生は教員、公務員、民間企業と様々な職種で

活躍しています。また、研究をさらに進めるため大学院へ

の進学者も少なくありません。各校の進路状況は右のペー

ジのようになります。教員養成３キャンパスでは例年６

割程度が教員となり、学科が置かれているキャンパスでは

民間企業を中心に教員・公務員へも就職しています。

　それではこれから、卒業生の体験談、希望進路別のモ

デルスケジュールや各キャンパスのキャリアセンター

を確認していきましょう。

北海道教育大学理事キャリアセンター長

後藤  泰宏
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目  次Chance favors the prepared mind !

教員養成課程
（ 札幌校 ）

総数276名

5　教員を目指す
　　先輩の体験談・教員採用試験

7　公務員・民間企業を目指そう！
　　採用までのモデルスケジュール

9　公務員・民間企業を目指す
　　先輩の体験談

10　札幌校キャリアセンター
11　旭川校キャリアセンター

〈教員採用試験合格実績〉
北海道／札幌市／青森県／岩手県／宮城県
秋田県／山形県／福島県／茨城県／栃木県
埼玉県／千葉県・千葉市／東京都／神奈川県
横浜市／新潟県／新潟市／富山県／石川県
浜松市／岡山県・岡山市／山口県／愛媛県  ほか

課外活動、                    
ボランティア活動、        

留学など

教育課程での
学びの組織化・

体系化

在学中の
継続的な

サポート体制

教育課程外の     
就職支援活動

＊APに基づいた   
学生選抜

学生の
「キャリア形成」

支援

本学卒業生の進路状況（令和３年３月卒）

＊AP…アドミッション・ポリシー

教員養成課程
（ 旭川校 ）

総数288名

国際地域学科
（ 函館校 ）

総数275名

芸術・スポーツ文化学科
（ 岩見沢校 ）

総数177名教員養成課程
（ 釧路校 ）

総数183名

12　釧路校キャリアセンター
13　函館校キャリアセンター
14　岩見沢校キャリアセンター
15　札幌駅前サテライト
　　　キャリア支援システムを
　　　活用しよう！

＜主な就職先＞
（株）土屋ホーム／森永乳業北海道（株）
アイリスオーヤマ（株）／北海道電力（株）

（株）北海道アルバイト情報社
（株）北海道新聞社／（株）北海道放送
（株）JR東日本サービスクリエーション
東京地下鉄（株）／北海道旅客鉄道（株）
東日本旅客鉄道（株）／DCMホーマック（株）
イオン北海道（株）／（株）サッポロドラッグストアー

（株）ツルハ／（株）ニトリ／（株）北洋銀行
（株）北海道銀行／（株）七十七銀行
第一生命（株）／東京海上日動火災保険（株）
日本生命保険（相）／明治安田生命保険（相）

（株）物語コーポレーション／国立大学法人
（公財）さっぽろ青少年女性活動協会
練成会グループ／ホクレン（農協連）　ほか

〈公務員試験合格実績〉
国家公務員（一般職）／国税専門官
労働基準監督官／自衛隊／北海道庁
北海道警察／岩手県警察／宮城県警察
警視庁／三重県警察／札幌市／江別市
千歳市／石狩市／岩見沢市／滝川市
砂川市／小樽市／函館市／北斗市
室蘭市／苫小牧市／旭川市／名寄市
富良野市／稚内市／北見市／網走市
帯広市／釧路市／根室市　ほか

＜主な大学院進学先＞
北海道教育大学／北海道大学／小樽商科大学
岩手大学／山形大学／上越教育大学／筑波大学
東京学芸大学／東京藝術大学／大阪府立大学
京都市立藝術大学／早稲田大学／昭和音楽大学
拓殖大学／法政大学／武蔵野音楽大学　ほか

その他
5.4%

進学
7.6%

民間
18.5%

公務員
7.6%

教員
60.9%

その他
5.9%進学

4.2%
民間
15.6%

公務員
16.0%

教員
58.3%

その他
1.6%

進学
4.9%民間

15.3%

公務員
9.9% 教員

68.3%

教員
17.5%

その他
6.5%進学

4.4%

公務員
18.9%民間

52.7%

教員
12.4%

その他
11.9%進学

6.2%

民間
57.6%

公務員
11.9%

※釧路校には旧専攻の学生も含まれます。
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教員を目指そう！ 採用までのモデルスケジュール

1年 2年 3年 4年

オリエンテーション
いよいよ大学生活開始！４年間

のスケジュールや就職活動を

把握し、キャリアセンターが開

催するセミナーやキャリア相談

を積極的に活用しよう！

キャリア支援システム登録
登録すると求人情報の検索や

各種講座の受講申込が可能に。

早めに登録しよう！

学
生

総合的な人間力を
育成しよう！
毎日の授業やゼミ活動は教員と

しての知識・理論や資質等を

養うことに繋がるので、今のう

ちからしっかり学ぼう！ また、

課外活動、ボランティア活動、

留学など何事にも積極的に挑

戦し、色々な経験を通じて充実

した大学生活を過ごそう！

本格的な試験対策をはじめる前に
自治体の求める教員像を知ろう！
自治体によって試験日、試験内容及び学

校現場の取組などが異なるだけでなく、

求める教員像にも特色があります。ホー

ムページの活用だけではなく、様々な教

育委員会担当者の説明が直接聞ける自

治体別教員採用説明会（11 ～１月）を活

用し、教員生活のイメージを具体的に描

こう！ 教員としての資質能力の向上に努

める良い機会となるはずです。

教育実習（主免５週間）
今までに学んだ知識や経験を活か

し、現場で教員としての学びを深め

よう！

願書の準備開始
願書は、教員を志望する理由や教育実習などにおい

て生徒指導を進める上で努力したことなどを記載し、

２次検査の個別面接で使用するものです。下書用が

各校キャリアセンターにあるので、学生指導教員や

キャリア相談員に相談しながら余裕をもって準備をし

よう！

4月 11月 8月 10月

出願

4月

教育実習（副免許）

9月 10月〜 3月

臨時採用教員登録
自治体によって登録方法が

異なるので注意しよう。

勤務校の報告
キャリア支援システムから勤

務校と就職活動を報告しよ

う。皆さんからの活動報告

は、後輩たちが就職活動を

する時の参考になります。

教
育
委
員
会

大
学
・
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
行
事

3年10月〜4年4月／／願書の準備

3年10月〜4年6月／／教員採用試験１次試験対策

3月
採用前ガイダンス
教員としての心構えを持つこと、勤務前の不安を解消することを目的として実施します。

勤務校決定

募集要項・願書の配布
各教育委員会によって願書配布・受

付方法が異なるのでホームページ

などでしっかり確認しよう！

2月〜

教員になるためのキャリア形成（後期授業）
この科目は、現職教員や先輩の講話など様々な考

え方に触れ、教員になるという目標だけでなく、ど

んな教員になりたいのか、そのためには何をすれ

ばよいのかを自ら考える機会となる授業です。

10月〜 10月〜

教育実習事前指導
教育実習の意義と目的を理解し、

実習の心構えやマナーを学びます。

 4月 5月

教員採用試験対策講座
各キャンパスで実施する試験対策講

座などを活用し、キャリア相談員や学

生指導教員に相談しながら、より効

率的に試験勉強を開始しよう！（講座

については、学内掲示や周知メール

をチェック！ ）

10月〜

自治体別教員採用説明会
教員採用試験日程が重複しなければ、複数の自治体
に併願することも可能です。選択枝を広げる情報とし
て説明会を活用し、教員生活のイメージを具体的に
描こう！ 全学年参加できます。

11月 12月 1月

２次試験対策（面接）
各キャンパスで実施する２次試験対策（模擬面接等）
を活用し、本番の雰囲気に慣れておこう！

道外自治体別願書配付
道外自治体の願書については、大学でまとめて請求
し、希望者に配付します。希望者はキャリアセンター

（各校教育支援グループ）に申し出てください。

2月〜

2月 3月

北海道・札幌市願書配付説明会
北海道・札幌市の願書については、学内説明会にて

配付します。願書を配付してから大学に提出するまで

の期間が短いため、学内掲示やメールを見落とさな

いように注意しよう！

4月

大学推薦学内選考
毎年、道外自治体の教員採用試験における大学推
薦希望者を募集します。自治体によってさまざまな
推薦制度があるので、希望者は学内掲示や希望自
治体のホームページを見落とさないように注意しよ
う！また、申請後、すぐに学内選考を行うので、大学
推薦を考えている人は、早めに対策しておこう！

4月 5月

２次試験対策
各キャンパスで実施する２次試験対

策（模擬面接等）を活用し、準備を万

全にして試験に臨もう！

6月 7月

臨時採用教員説明会

10月

3年

4年

1年 2年 3年

3年

3年

3年

3年

4年 4年

4年 4年

教員採用試験（北海道・札幌市）

願書受付 第１次検査 第１次検査合格発表 第２次検査 第２次検査合格発表
4年 10月4月〜 4月 6月 7月 8月 10月

3年2月〜4年7月／／教員採用試験２次試験対策

11月4年 臨時採用教員登録（北海道・札幌市）
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教員を目指す

池田  拓樹さん
教育学部札幌校
理数教育専攻

（令和３年３月卒業）
令和２年度実施札幌市教員採用候
補者選考検査小学校登録
現在は札幌市立小学校教員として勤務

Q1. いつから試験対策を始めましたか？
A1. �学部時代は３年生の後期になってからです。本腰を入れ始めたのは３年生の春休みです。大学院時代

は試験対策というほどのことはしていませんが、大学院の講義を受講することが一つの対策になってい
たのかなと感じています。

Q2. 勉強のコツはありますか？��使った参考書でおすすめはありますか？
A2. �隙間時間にコツコツ勉強することだと思います。また友人と一緒に勉強するのもサボらず勉強できるの

でおすすめです。参考書は時事通信社「教職教養の要点理解」を問題集と共に使ってました。

Q3. 教員採用試験を通して大変だったこと、困ったこと、失敗談はありますか？
A3. �本番では昼食休憩の時間が長く大変でした。また周囲も友達と問題の答え合わせをしており集中しにく

いこともあるので、音楽を聴けるようにすると気が紛れていいと思います。

Q4. 採用試験を受けるにあたってやっておいてよかったことはありますか？
A4. �学部１～２年生へのメッセージは講義をしっかりと受けることです。講義で学んだことが教員採用試験

にでます。３年生以上へのメッセージはコツコツ採用試験の勉強をすることと卒論の準備を計画的に
進めることです。

Q5. 教職大学院へ進学した理由を教えてください。
A5. �教育実習を通してもっと勉強してから現場に出たいと思ったからです。また教員採用試験の勉強を通し

てあまりにも知識が不足していると感じたことも理由の一つです。

Q1. いつから試験対策を始めましたか？
A1. �試験の年の２月末から試験対策を始めました。

Q2. 勉強のコツはありますか？��使った参考書でおすすめはありますか？
A2.  一次試験は、専門専科（小学校全科）の配点が高いため、そこで出題される学習指導要領を覚えることを意識しま

した。学習指導要領は量が多いので、過去問から出題傾向を確認し、効率よく学習することが大切です。使ってい
た参考書は、時事通信社『小学校全科の要点理解』です。学習指導要領の穴埋め対策に最適でした。
二次試験は、配点の高い面接を中心に取り組みました。キャリアセンターでもらえる ｢面接事例集｣ を活用し、そ
の質問の答えを予め作っておくと良いと思います。面接練習は多すぎるくらい行うことが大切です。キャリアセン
ターでも面接練習ができるので、積極的に活用するとよいと思います。

Q3. 教員採用試験を通して大変だったこと、困ったこと、失敗談はありますか？
A3.  教職教養で何が出題されるのかが読めないということと、学習指導要領を覚えることが大変でした。私は試験勉

強を始めた時期が決して早くはなかったので、効率よくポイントを押さえていくという姿勢で取り組んだことが一
次試験突破に繋がったと思います。

Q4. 採用試験を受けるにあたってやっておいてよかったことはありますか？
A4. ｢できることから一つ一つ積み上げていく｣という考え方ができたことです。

大学生は日々の授業やゼミの課題に取り組む傍ら、部活やサークル、アルバイト、友人や恋人との付き合いなどで
忙しい生活を送っている人も多いと思います。私も自由な時間は多くなかったので、教員採用試験対策を効率よく
行うために過去問分析と面接対策を大切にしました。忙しいからこそ、出題傾向の高いものから一つ一つものに
していくことが大切です。
試験勉強で苦労することもあると思いますが、この経験は今後の糧になりますので、ぜひ頑張ってください。応援
しています。

教員採用試験

先輩の体験談

Q1. いつから試験対策を始めましたか？
A1. �教育実習が終了した10月から学習を始めました。まずは教職対策講座に通ったり、先輩から話を聞いたりしなが

ら情報を集めながら学習を進めました。

Q2. 勉強のコツはありますか？��使った参考書でおすすめはありますか？
A2.  まず、使用テキストについてです。主に３種類使用しました。日常的な学習では、要点理解・演習問題（時事通信

社）を使用していました。試験１か月前には「2022年度教員採用試験パーフェクト予想問題 2021年05月号［雑誌］： 
教員養成セミナー 別冊に取り組みました。試験の１週間前からは過去問題を本番と同じ時間に取り組むようにし
ていました。
コツとしましては、分からないことや、気になったことがあれば、まずは自身で考えてからその後に調べることだと思
います。➡️面接試験時に自身の考えを問われることがあるので、良いトレーニングになります。

Q3. 教員採用試験を通して大変だったこと、困ったこと、失敗談はありますか？
A3.  大変だったことは、学習する範囲がとても広かったことです。受験する都道府県の傾向を調べたり、自身の苦手な

分野に焦点を当て重点的に、学習することが大切です。

Q4. 採用試験を受けるにあたってやっておいてよかったことはありますか？
A4. �一次検査では、学習あるのみですが、二次検査の面接につきましては、面接の対策をしっかり行って自信をつけて

おいて本当に良かったです。キャリアセンターや学習支援の方々が面接の練習をしてくださるので積極的に面接の
練習を行ってほしいです。あとは、友人たちと模擬面接をし、互いにアドバイスをし合い堂々と答えられるよう練習
を重ねました。

★応援メッセージ：Where there is a will, there is a way.

札幌市立小学校

木村  朗人さん
教職大学院高度教職実践専攻

（令和４年３月修了）
令和２年度実施北海道教員採用候
補者選考検査中学校（理科）登録

佐藤  舞さん
教育学部旭川校
英語教育専攻

（令和４年３月卒業）
令和３年度実施北海道教員採用候補者
選考検査中学校（英語）登録

北海道立中学校（英語）

佐藤  涼太郎さん
教育学部釧路校
学校カリキュラム開発専攻

（令和４年３月卒業）
令和３年度実施北海道教員採用候補者
選考検査小学校登録

北海道立小学校

Q1. いつから試験対策を始めましたか？
A1. �２年後半から少しずつ始めていましたが、本腰を入れ始めたのは３年生の３月からでした。一次試験

の対策はこの時期からで間に合いましたが、エントリーシート作成はもう少し早めに手をつければよ
かったと思っています。

Q2. 勉強のコツはありますか？��使った参考書でおすすめはありますか？
A2.  語句に関する理解をしっかりと深めるとよいと思います。語句同士でどのようなつながりがあるかを考

えながら勉強をしてください。私は読んで覚えるタイプだったので、『教員採用試験らくらくマスター』
（資格試験研究会）シリーズを使用していました。

Q3. 教員採用試験を通して大変だったこと、困ったこと、失敗談はありますか？
A3.  二次試験の際、初めての面接試験で緊張をしすぎてしまいました。言うつもりだったことと違うことを話

してしまい、少し悔いが残っています。また、大学独自の取り組みの説明に手間取ってしまったので、伝
わりやすい説明をきちんと用意するべきだったと思います。

Q4. 採用試験を受けるにあたってやっておいてよかったことはありますか？
A4. �友人との間で、各々の分野について教え合いを行なったことです。私は音楽の免許を取得予定のため、

音楽科の学習指導要領や二次試験のピアノ対策について教えていました。小学校は科目が多い分、互
いの苦手分野を補完し合うことができるためおすすめです。

北海道立中学校（理科）

１次は筆記試験、２次は面接だけ、と思っていませんか？ 

１次検査（６月〜７月）

科目：教養検査、専門検査

教養検査

⼀般教養
自然科学、社会科学及び
人⽂科学について、教員
として必要な知識と理解
力を問うものです。

教職教養
学校教育関係の法規及
び教育原理、教育心理、
道徳教育等について、教
員として必要な知識と理
解力を問うものです。

受験する学校の種類及
び教科に応じた専門知
識や、学習指導要領に関
する知識や理解力を問う
ものです。

専門検査

自治体によって試験科目や配点が異なるので各教育委員会のホームページを確認してください。
不明な箇所はキャリアセンターにご相談ください。

北海道・
札幌市の例

（面接Ⅰ・Ⅱ以外は共通の試験問題です）

2次検査（８月〜９月）　

試験科目：適性検査　教科等指導法検査　面接Ⅰ・Ⅱ

YG性格検査によって性
格特性を判断します。

適性検査

各教科の学習指導案を
作成する試験です。学習
指導要領等から記述式
で出題されます。

教科等指導法検査

教員としての意欲や倫理
観等が問われます。札幌
市・ 北 海 道ともに面 接
が二回行われます。面接
ごとに試験官が異なり、
基本的に２対１の面接
となります。

面接Ⅰ・Ⅱ

☆受験区分によっては実技試験も実施されます。

面接で
よく聞かれる
質問はここから！

（先輩の体験談）

キャリア支援システム
https://uc-student.jp/hokkyodai/

☆
願
書
（
見
本
）
は
、
北
海
道
出
願
用
の
も
の
で
す
。
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1月

公務員・民間企業を目指そう！
1年 2年 3年 4年

オリエンテーション
いよいよ大学生活開始！ ４年間の
スケジュールや就職活動を把握し、
キャリアセンターが開催するセミ
ナーやキャリア相談を積極的に活用
しよう！

学
生

キャリア支援システム登録
登録すると求人情報の検索や各
種講座の受講申込が可能に。早
めに登録しよう！

総合的な人間力の育成
毎日の授業やゼミ活動はもちろん、課外
活動、ボランティア活動、留学など何事
にも積極的に挑戦し、色々な経験を通じ
て充実した大学生活を過ごそう！

夏インターンシップ
目的を明確に持ったうえで夏休みを利用して参加し
よう！

採用試験対策
各キャンパスで、各官公庁の採
用スケジュールや出題傾向を解
説するガイダンス、公務員試験
対策講座が開催されます。学内
掲示や周知メールをチェックし
て、早めの対策を心がけよう！

教育実習
（主免許５週間）

4月 4月 4月 7月 4月 8月 5月

採用試験申し込み
スケジュールや申込方
法等は、ホームページで
しっかり確認しよう！

２次試験対策
面接では、志望動機や意欲を問
われます。しっかり自己分析をし
て、キャリア相談員と面接練習を
しよう！

官
公
庁

大
学
・
キ
ャ
リ
ア

セ
ン
タ
ー
行
事

3年4月〜／／1次試験対策 4年4月〜／／2次試験対策

1年6月〜3年2月／／インターンシップの申込・参加

全学キャリア支援講座
就職情報会社の方から就職活動に関する様々な知識を
学べる講座です。公務員志望者にも民間志望者にも共
通して役立つ内容です。

官公庁業務説明会
各官公庁の業務内容や研修制度等、試験を受験す
る前に知っておきたい情報を官公庁職員から直接
聞くことができるチャンスです。参加学年は問いま
せんので、興味のある方は積極的に参加しよう！

12月 1月
3年 3年

9月 10月

教育実習（副免許） 就職先等の報告
キャリア支援システムから就職先と就
職活動を報告しよう。皆さんの活動報
告は、後輩たちが就職活動をする時の
参考になります。

【インターンシップ】とは、一定期間官公庁で実際に就業体験をする制度です。キャリアセンターで確認したり、就職情報サイトで希望の内容　や日程を検索して、興味のあるインターンシップに参加しよう！

1年6月〜3年2月／／インターンシップの実施

北海道募集要項の公表

4月〜

新社会人基礎講座
新社会人として知っておきたいマナーを学ぼう！ 
４年生以外の学年も参加できます。

2月4年

1年 2年 3年 4年

オリエンテーション
い よ い よ 大 学 生 活 開
始！ ４ 年 間 の ス ケ
ジュ ー ル や 就 職 活 動
を 把 握し、キャリアセ
ンターが開催するセミ
ナーやキャリア相談を
積極的に活用しよう！

キャリア支援
システム登録
登 録 すると求 人 情
報の検索や各種講
座の受講申込が可
能に。早めに登録し
よう！

総合的な人間力の育成
毎日の授業やゼミ活動はもち
ろん、課外活動、ボランティア
活動、留学など何事にも積極
的に挑戦し、色々な経験を通
じて充実した大学生活を過ご
そう！

夏インターンシップ
目的を明確に持ったうえ
で夏休みを利用して参加
しよう！

採用試験対策
各キャンパスで、就職試験対策セ
ミナーが開催されます。学内掲示
や周知メールをチェックして、早
めに試験対策を進めよう！

教育実習
（主免許）

4月 4月 4月 7月 4月 8月

9月

教育実習（副免許）

内定1年6月〜3年11月／／自己分析・業界研究

1年6月〜3年2月／／インターンシップの申込・参加

10月

内定式

就職先等の報告
キャリア支援システムから就職先
と就職活動を報告しよう。皆さん
の活動報告は、後輩たちが就職
活動をする時の参考になります。

【インターンシップ】とは、一定期間企業で実際に就業体験をする制度です。特に3年生の秋冬は、短期のインターンシップが盛んに開催されています。自己分析や業界研究・企業研究を進　　める上でも、興味のあるインターンシップに積極的に参加しよう！

11月

業界研究会
就職活動本番直前のこの時期に、多くの企業を集
めた業界研究会が学内外で開催されるので、様々
な業界の話を聞いて、各業界の理解を深めよう！

秋冬インターンシップ
就職活動本番直前のインターンシップを有効に活用しよう！

面接・グループディスカッション対策

3月

エントリー
【エントリー】とは、就職情報サイトを通
して、その企業に“興味があります”とい
う意思表示をすることです。エントリー
したからといって、必ず選考を受けな
ければならないわけではないので、最
初の段階ではなるべく広い業界の企業
にエントリーすることを心がけよう！

採用試験開始
３年次３月は、企業説明会やエント
リー、筆記試験が一斉に行われる時期
です。業界研究、エントリーシートの準
備、筆記試験対策は早めに始めよう！

1月

入社前研修

3年9月〜3年3月／／エ　ントリーシートの準備、　 筆記試験対策

3年11月〜3年3月　／／面接・グループディスカッション対策

採用試験の主な流れ

エントリーシート
提出 筆記試験 面接・グループディスカッション 内々定

学
生

民
間
企
業

大
学
・
キ
ャ
リ
ア

セ
ン
タ
ー
行
事

合同企業説明会
【合同企業説明会】とは、複数の企業が会場に集まる企業説明会です。効率

的に多くの話を聞くことが出来るチャンスなので、積極的に参加しよう！
選考が早い企業では、３月の採用活動解禁前にエントリー受付を開始する企
業もあるので、気になる企業のホームページを早めにチェックしよう！

単独企業説明会
各企業が個別に行う説明会です。実際に働いて
いる社員に質問ができるので、その企業のこと
をより深く掘り下げて聞くことができます。

1年6月〜3年2月／／インターンシップ 3年3月〜／／採用試験 4年9月〜／／内定通知

1月

全学キャリア支援講座
就職情報会社の方から就職活動に関する様々な知識を
学ぶ講座です。公務員志望者にも民間志望者にも共通
して役立つ内容です。

合同企業説明会
北海道教育大学で主催する説明会です。

3月
3年 3年4月〜

新社会人基礎講座
新社会人として知っておきたいマナーを学ぼう！
４年生以外の学年も参加できます。

2月4年

公
務
員
の
モ
デ
ル
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

民
間
企
業
の
モ
デ
ル
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

受験申込受付 １次試験（筆記） １次試験合格発表 ２次試験（面接・小論文） 合格発表

北海道（一部区分）は９月に第２回目試験（後期募集）があります。詳細は北海道人事委員会のホームページで確認しよう！

札幌市 受験申込受付
１次試験

（筆記・面接）
１次試験合格発表 ２次試験（面接） 合格発表

2月〜

3月〜

3年3月 5月 6月 6月〜7月 7月〜

4月 6月 6月下旬 6月下旬 8月

3年3月〜4年8月／／内々定

採用までのモデルスケジュール



HOKKAIDO UNIVERSITY OF EDUCATION キャリア・ガイド9 10

〈札幌校の取り組み〉
（1）教員志望者対象金曜講座

　教員採用試験対策として、試験問題の解説、願書の作成方法、面接対策、先輩からの講
話など、より実践的な対策で皆さんをサポートしています。

（2）公務員・民間企業志望者向け就活応援プログラム
　公務員対策としては、公務員の種類や具体的な官庁等の紹介から勉強方法まで、幅広
くカバーします。
　民間企業対策としては、自己分析の方法や履歴書・エントリーシートの書き方等をレ
クチャーし、可能な限り学年に関係なく希望者が受講できるよう企画しています。

（3）その他就職支援
　教員志望者向けには、札幌市教育委員会をはじめ各種自治体教育委員会による説明会
の開催や公務員試験予備校と連携した教員採用試験対策学内講座を行っています。公
務員・民間企業等志望者向けには、企業・官庁の採用担当による学内合同企業説明会を
開催するほか、就職情報会社と連携した講座やセミナーを開設しています。
　そのほか、学校教員経験者が面接官を担当する模擬面接や相談員による願書の添削・
指導を行っています。

札幌校キャリアセンター

場所 事務局１階事務室内

TEL : 011-778-0270
E-mail:g-career@j.hokkyodai.ac.jp

Sapporo

公務員・民間企業を目指す

Q1. いつから試験対策を始めましたか？
A1. �３年次の夏頃です。札幌サテライトで話し方セミナーに参加したので、そこがスタートですね。

Q2. 勉強のコツはありますか？��使った参考書でおすすめはありますか？
A2.  参考書の類は一切買っていません。春頃になると即効性のある就活テクがSNSに流れてくるの

で、それを参考書代わりにしていました。意外とTwitterよりも TikTokの方が強いです。

Q3. 就職活動を通して大変だったこと、困ったこと、失敗したことはありますか？
A3.  大変だったのは、面接で急に東京に呼ばれたことですね。二次選考通過の電話で、当然のよ

うに「次の会場は青山です。」と言われたので、正直焦りました。常に飛行機代をポン！  と出せ
るくらいの蓄えがあると良いと思います。

Q4. 民間企業採用試験を受けるにあたってやっておいてよかったことはありますか？
A4. �４年分の作品の整理ですね。選考にポートフォリオが必要無い企業でも、面接での話の種に

はなるので、作品についてまとめておくのは得です。パンチの効いた制作エピソードがあると
なお良いです。例えば僕の場合、昆虫食を体験した話は盛り上がりました。

Q5. 面接試験の際、北海道教育大学出身なのに、なぜ教員にならないのか聞かれましたか？
　����そのとき、理由はどう話しましたか？
A5. �正直に「国立大学で芸術を学ぶのが目当てで入学したので、教員になるという発想がありま

せんでした。」と答えました。面接において嘘を吐
つ

くのは一番悪手なので、素直に話すのが吉
です。

先輩の体験談

日本放送協会（NHK）

鈴木  彰悟さん
教育学部岩見沢校
芸術・スポーツ⽂化学科美術⽂化専攻

（令和４年３月卒業）

Q1. いつから試験対策をはじめましたか？
A1. �私は大学３年目の12月頃から始めました。

Q2. 勉強のコツはありますか？��使った参考書でおすすめはありますか？
A2.  大学１年目の時からよく、勉強のコツを知りたくてGoogleや本でコツを調べ、実践しまし

たが、結論だけ言いますと、しっかり睡眠をとることが１番の勉強のコツだと思います。
脳が疲労している状態だと、例えどんなに効率が良いと言われている勉強をしても、たい
して実につきませんでした。

公務員試験の筆記試験うち、数的推理等の数学的問題がありますが、「解き方」が分かってい
れば、小中学生レベルの知識で解けます。なので、「解き方」が分かりやすい本として、著者
の畑中敦子さん（例　畑中敦子の数的推理ザベスト）が書いている参考書はおすすめです。

Q3. 就職活動を通じて大変だったこと、困ったこと、失敗談はありますか。
A3.  就活はお金がかかります。公務員試験は札幌などの都心を中心として行われますので旅費等

がかかります。バイトをしていましたが、私は常に金欠でした。

Q4. 公務員試験を受けるにあたってやっておいてよかったことはありますか。
A4. �Q3で常に金欠でしたと答えましたが、それでも私は公務員試験を受けられるだけ受け、その

経験は私のメリットになりました。徐々に試験慣れします。本命の試験は試験慣れした状態で
受けましたので、メンタル的に楽でした。

Q5. 面接試験の際、北海道教育大学出身なのに、なぜ教員にならないのか聞かれましたか？
　　そのときの理由はどうはなしましたか。
A5. �何回か聞かれました。その時の理由としては、地元の大学かつ、自分のやりたい研究に携わっ

ている教授が居たからと答えました。

函館市役所

廣部  博之さん
教育学部函館校
国際地域学科地域協働専攻
令和２年度実施
函館市職員採用試験合格

（令和３年３月卒業）

相談員の紹介

　主な経歴：北海道と札幌市で中学校の国
語科教員、札幌市教育委員会の指導主事、札
幌市立中学校の教頭、校長。
　教育は未来をつくる営みです。教員は子ど
ものよさや可能性を伸ばす、〈責任〉の重い、
夢のある仕事です。皆さん自身が、潜在的な
教員としてのコンピテンシーを見いだしてほ
しいのです。教員採用検査に向けて、願書づ
くりや面接の備えの手助けをしています。教
員の仕事に関する様々な疑問や相談をお寄
せください。「話す」ことで、新たな自分が見
つかるかもしれません。ぜひ、キャリアセン
ターへ。

　北海道教育大学札幌校でキャリア相談員
歴約20年の大ベテラン。資格の学校TAC札幌
校の校長でもあることから、民間・公務員試
験の対策テクニックに精通しているのみなら
ず、資格の相談まで幅広く対応が可能。恋と
お金の相談以外はお任せあれ！

　資格学校で多数の資格取得相談業務、公
務員の面接指導を行ってきた他、企業向け面
接セミナー講師も経験しています。皆さんの
先輩方も、はじめは「こんなに何も決まって
いないのに相談していいのだろうか」と思い
つつキャリアセンター来た方が多いです。漠
然とした相談でも構いません。まずは気軽に
足を運んでください。

教員担当
副センター長

黒澤  敏行先生

民間・公務員担当

山科  明彦先生

民間・公務員担当

松本  寛大先生
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旭川校キャリアセンター

〈旭川校の取り組み〉
（1）教員志望者就職対策講座

　キャリアセンター主催の講座の他、教職シンポジウムや面接対策に加え、願書作成の
アドバイスなど、年間を通じて様々な講座や指導が行われています。

（2）公務員・民間企業志望者就職対策講座
　公務員対策としては、学外講師による公務員試験対策講座を実施しています。また、年
間を通して様々な官公庁による全体説明会を実施しています。
　民間企業対策としては、自己分析の方法や履歴書等の書き方、面接の基礎講座等を実施
しています。

（3）その他支援
　将来の進路について迷いや疑問がある場合には、キャリアセンターの２名の先生方
が、いつでも親身になってきめ細やかな相談に乗ってくれています。
　旭川校キャリアセンターは、本学に希望を持って入学してきた皆さんの将来の夢を
実現するためのお手伝いをさせていただきます。

場所 共通教育棟２階

Asahikawa

TEL：0166-59-1229 
E-mail：asa-gakusei@j.hokkyodai.ac.jp 釧路校キャリアセンター

〈釧路校の取り組み〉
（1）教員志望者向け対策講座

　筆記試験対策や年６回の模擬試験の実施をはじめ、願書の書き方及び論作⽂の添
削、模擬授業・面接対策、小学校音楽・外国語・体育実技対策等の講座を開講し、教
員採用試験に向け、計画的に取り組んでいます。

（2）公務員・民間企業志望者向け対策講座
　釧路校に講師を招き、自己分析の方法や履歴書・エントリーシートの書き方、企業・
業界分析をはじめ、筆記試験や面接対策にも取り組んでいます。

（3）その他就職支援講座
　全学及び他のキャンパスで実施している自治体別教員採用試験説明会や公務員・
民間志望者向け講座を、遠隔配信により釧路校でも受講できます。
　釧路にいながらにして、様々な情報や支援を受けられるよう取り組んでいます。

（4）就職相談対応
　相談室では、副センター長（ 毎日 ）と相談員（ 週１・２回 ）が様々な相談に対応し、
実践的な指導やアドバイスで、学生ひとりひとりに合わせたサポートをしています。
＂ 進路が決められなくて迷っている” ＂ 何をどうしたらよいかわからない”など、困っ
た時にも気軽に来室できるよう、アットホームな環境づくりを心がけています。

場所 図書館棟１階

TEL：0154-44-3263 
E-mail：kus-shinro@j.hokkyodai.ac.jp

Kushiro

相談員の紹介
相談員の紹介

　昭和57年北海道教育大学釧路校卒業。令和２年より釧路校キャリア
センターで勤務しています。新しい情報を収集し、就活に臨む皆さんの
熱い思いに応えていきます。
　個別面接や模擬授業の練習では、個々の持ち味を引き出しながら、
目標に向かい挑戦する皆さんを全力で応援します。
　釧路校は道外出身の学生も多く、各自治体の特色を踏まえた指導を
心掛けています。
　学年を問わず、学生生活、教育実習、教採対策、就活の悩みetc．い
つでも気軽にご相談ください。

　昭和51年北海道教育大学釧路校卒業。小・中学校の教員生活終了
後、平成26年から釧路校キャリアセンターに勤務しています。
　これまで、教員採用試験登録に向けての取組みはもちろん、民間・
公務員への就職活動、さらには個人的な相談も行ってきました。自分
の得意な英語を生かして航空会社に入社した人、出身地に貢献したい
と公務員になった人、時には日常生活の悩みの相談など、学生生活全
般にわたっての様々な相談にあたってきました。
　この８年間の経験をもとに、学生の皆さんの希望を叶えるため、困り
ごとの解消のため共に考えていきたいと思います。

就職全般（教員・公務員・民間）担当
副センター長

塩住  啓介先生

就職全般（教員・公務員・民間）担当

関川  昭男先生　旭川校キャリアセンターは、本学の理念である「人が人を育てる」を
モットーに、経験豊富なキャリア相談員や学習支援員が、願書指導や
面接指導等の教員採用試験への対策、キャリア講座・就職ガイダンス
等、親身に対応しています。
　４月からは、キャリアセンターの内装を全面リニューアルし、Wi-Fi 環
境の整備、コロナ感染対策、プライバシー等に十分配慮した環境を実
現し、今まで以上に、安心・安全かつ気軽に相談できるセンターとなり
ますので、多くの利用をお待ちしています。

　観光業界の実務経験後、専門学校や大学で講師を、公務員予備校で
は面接やマナー講座を担当していました。
　旭川校センターは教員だけでなく公務員試験や企業採用試験情報を
提供しています。また、一人ひとりの異なった悩みや疑問に応えるべく
相談も承ります。
　社会への一歩目は誰もが不安に思うものです。皆さんが自信を持っ
て前に進めるよう、キャリアセンターは応援しています。

教員担当
副センター長

堀  秀樹先生

民間・公務員担当

林  悦子先生
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函館校キャリアセンター

〈函館校の取り組み〉
函館校では民間・官庁・教員のコース別に皆さんの就職活動を強力にサポートします。

（1）授業
　学年進行に沿って授業が開設され、２年次からはコース別に授業を受講できます。

（2）キャリアアップ講座
　個人・集団面接やグループディスカッション、エントリーシートなどの、種別に合
わせた実践的な対策講座を受けることができます。

（3）各種説明会
　函館校主催の「 合同官庁説明会 」や「 業界研究会 」を開催している他、個別の企
業等を招いた単独の説明会も実施しています。

（4）常駐するアドバイザー
　専用の相談室で民間・官庁・教員のコース別に経験豊富なキャリア相談員がマン
ツーマンで対応します。

場所 １号館１階

Hakodate

TEL：0138-44-4224 
E-mail：hak-career@j.hokkyodai.ac.jp 岩見沢校キャリアセンター

　大学での生活は、皆さんのこれからのキャリア形成の基礎となります。色々なこと
に積極的にチャレンジすると共に、卒業後の各自の進路に向けた準備も進めましょう。
　大学での学び方は、目指す進路によって変わってきます。常に自分の目標を意識し
ながら取り組んでください。キャリアセンターでは、下記の事業を行っています。積
極的に参加すると共に、分からないことがあれば何でも相談してください。

場所 音楽棟１階

【 進路に関する相談業務 】
　キャリアセンターではキャリア相談員による進路相談等を行ってい
ます。積極的に活用し、自らのキャリア形成に役立ててください。

【 進 路 選 択 の た め の 講 義 開 設 】
　岩見沢校では、正課の授業として、「 進路開発の基礎 」、「 進路開発
の実際 」の授業を開設しています。卒業後、就職（ 民間、公務員、教員等 ）
を考えている方は必ず受講するようにしてください。

「 進路開発の基礎 」：（１年生対象、選択２単位 ）キャリアプランの策
定に焦点を当て、社会が求めている能力、人材像を理解するとともに、
キャリアプラン形成の基礎を学び、大学生活を有意義に過ごすための
基礎を形成します。

「 進路開発の実際 」：（２・３年生対象、選択２単位 ）最終的な進路を選
択し、就職にたどり着くためには、そこで求められるものを理解し、必

要となる基礎やスキルを身につける必要があります。授業では、その
ための方法や取り組み方について学び、自らを高めるための方法の習
得を目指します。

【 就職支援のための各種事業 】
　就職活動を円滑に進めるためには、どのように社会（仕事）と向き
合っていくかをしっかり考え、その思いを相手に伝える方法を身に付け
ることが必要になります。
　キャリアセンターでは、このための支援として「話し方セミナー 」、

「エントリーシートおよび履歴書の書き方講座」（講義と添削指導）、「模
擬面接指導」等を行っています。
　この他、岩見沢校独自の「業界研究会」（民間企業10社程度参加）や、

「教職学習会」も実施していますので、積極的に参加してください。 

〈岩見沢校の取り組み〉

TEL：0126-32-0228  
E-mail：iwa-career@j.hokkyodai.ac.jp

Iwamizawa相談員の紹介

　教職相談室では、毎年のように
変更される教員採用試験の要領・
日程等にあわせて、学習会を開催
しています。音楽・美術・保健体
育という狭き門に、果敢に挑戦す
る学生を力強く応援します。この
相談員の仕事は６年目になりま
すが、小・中の教員、行政職の経
験を活かして、現場で通用する教
育観、知識・技術が身につくよう
学生と共に学ぶ姿勢を大切にして
います。人生の扉を開く大壁の突
破を目指して共に頑張りましょう！

（1975年岩見沢分校保健体育科卒）

教員担当

早瀬  公平先生

相談員の紹介

　就職活動の相談を水曜日の午後に担当し
ています。本格的な就職活動は３年生の３
月頃からスタートします。その際に学生が社
会から求められるのは、自己分析や課題解決
型の実践などです。私が担当する１年生の必
修科目「キャリアガイダンスⅠ」の内容には
それらの事が含まれています。つまり１年生
からの学びの蓄積が就職活動にとって大切で
す。（元北海道教育大学函館校教授）

民間・公務員担当

根本 直樹先生

　令和元年から勤務しておりま
す。教職相談室では、教職に関す
る相談はもとより、採用試験に向
けての学習会に力を入れていま
す。本キャンパスでは、教員志望
人数は少数ですが、志望者は強
い決意をもって臨んでいるのが特
徴です。そのため、採用試験合格
に 留まらず、教師になった時の姿
を思い浮かべながらお互いの学
びを高め合っています。
　皆さんの大志が叶うよう精一杯
応援させていただきます。 

（1977年岩見沢分校保健体育科卒）

教員担当

近田  勝信先生

　金融機関、各種経済団体を経て
岩見沢校学生の就職活動のお手
伝いを10年以上勤めております。
　また、某社会人野球チームの後
援会や特別支援学校や知的障害
者施設のチームが参加する「「赤
い羽根」ティーボール北の甲子園
大会」などにも関わっています。
　芸術とスポーツに取り組んだ学
生個々の特性を活かせる就職相談
全般（企業選択、履歴書、面接対応
など）をじっくりと行っております。
　就職活動に何から手を付けて
良いか迷っている方は早めに相
談に来てください！

民間・公務員担当
副センター長

稲村  征紀先生

　「自分らしさを活かして働きたい。
でも自分らしさって何だろう」私が
10年位ずっと悩んでいたことです。
　強みや個性を見つけるために
１人で考えていると時間がかかり
ます。就活も同じです。
　会話をとおして、あなたの強み
や頑張ってきたことを企業の方に
も伝わるようにピカピカに磨き上
げていきましょう。
　就活ではわからないことや落ち込
む事もいっぱいあると思いますが、
そんな時こそ相談に来てください。
　一緒に次の一歩を踏み出そう。

民間・公務員担当

髙橋  千里先生

　就活は大学生活における「一大プロジェク
ト」です。
　就活を始めるときには 「将来進みたい道
は？」、「やりたい仕事は？」、「そのための準
備は？」などが大事になります。
　早めに目標を設定して取り組むことが成功
のカギになることば言うまでもありません。
　函館校センターは、学生の皆さんの就活を
サポートするためにきめ細かな対応をしてい
ますので、大いにご活用ください。

（元函館市役所部長）

民間・公務員担当
副センター長

妹尾  正白先生

　令和４年３月迄、学校現場で校長職に就い
ていました。
　皆さんの教職に就くという素敵な夢を全面
的に応援します。
　採用試験のスケジュール、今から準備して
おくべきこと、一つ一つ皆さんと確かめなが
ら進めます。「就職活動って、そもそもいつ、
どんなことをすればいいの？自分はもう出遅
れてる？」全然、心配要りません。皆さんのサ
ポートをするため、きめ細やかな対応をしま
す。遠慮せず何でも相談してください。お待ち
しています。（元公立小学校校長）

教員担当

紺野  克典先生



札幌駅前サテライト
・図書コーナー（ 就職試験の参考書、就職に関する書籍等 ）
・自習コーナー（ パソコン、wi-fiも利用可能 ）
・各種証明書の発行（ 卒業見込証明書、免許取得見込証明書など ）

アクセス
〒060-0005
北海道札幌市中央区北５条西５丁目７
sapporo55　4階
TEL：011-211-4100

利用可能時間
平　　日　9：00 ～21：30
土日祝日　9：00 ～17：00

進 路 報 告 はキャリア支 援システムで！ 　左記のURLかQRコードを読み取り、ログイン画面に移動します。

　IDに学籍番号、PWに大学教育情報システムと同じPWを入力しロ

グインしてください。その後、学生情報、進路希望の順で登録してく

ださい。

　登録によって進路希望に合わせた検索条件にカスタマイズされ、

企業とのマッチング精度がアップします。また、登録したメールアド

レスに各種講座の案内が届きます。

主な機能

求人票・企業を探す：条件を設定し、様々な企業の求人情報を検索
できます。
 
ガイダンス申し込み：各種講座、説明会の参加申込予約ができます。
 
キャリア相談予約：キャリアセンター相談員との面談予約ができます。
※申し込みができない場合は、直接キャリアセンターに問い合わせてください。
 
インターンシップを探す：各企業のインターンシップ情報が載ってい
ます。また、キャリアセンターでインターンシップの案内を掲載するこ
とがあるので、「学校からのお知らせ」もチェッ クしてください。
 
体験談を探す：先輩から寄せられた体験談が載っています。就職活
動の参考にしてください。

設備

キャリア支援システムを活用しよう！

ヨドバシカメラ

大丸札幌店

ステラプレイス

ホテル
ノースゲート札幌

札幌駅前
合同ビル

ホテル
グレイスリー
札幌

アスティ45

地下鉄南北線「さっぽろ駅」下車
JR「札幌駅」西口より徒歩２分

三井
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ホテル札幌

センチュリー
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Ｎ

西口
ＪＲ札幌駅紀伊國屋書店

エレベーター

入口

入口

〈令和４年３月発行〉　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道教育大学 キャリアセンター
〒002-0851　札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号
TEL：011－778－0270　FAX：011－778－0634
https://www.hokkyodai.ac.jp/career_center/


