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2020年度
新入生オリエンテーション

保健体育分野



ご入学

おめでとうございます！

大学４年間をどのように過ごすのかについては，不安があるかもし
れません。ここでは，学年ごとの大きな取り組みについて説明して
いきます。



主な取り組み

•１年次 基礎実習 部活動（種目の継続・新規可）

•２年次 基礎実習 部活動（サブキャップテンなど）

•３年次 教育実習１ 部活動（キャプテン・主将など）

•４年次 教育実習２ 卒業論文 部活動 教員採用試験



学年のイメージ
•１年次：一人暮らしとなったり，慣れないことがある
早目に望ましい生活習慣を身につける 実習が始まる

•２年次：１年生が入学し，先輩となるため，部活動では
中心的存在となる

•３年次：部活動の中心となるが，メインの主免教科の教
育実習Ⅰ（６週間）がある

•４年次：副免の教育実習Ⅱ（２週間）のほか，卒業論文
（４単位）がある 教員採用試験



４年間の留意点
•本学は教員養成大学であることから，保健体育教員としてふさ
わしい資質・能力を身につけることが求められます。朝から晩ま
で，一日中実技や部活動をしているわけではありませんので，
留意してください。

•このため，勉学と部活動，そして自分の生活を規則正しく管理
することが必要となります。予習・復習の時間を必ず確保し，ア
ルバイトは最小限にするなど，大学生としての立場を忘れずに
４年間しっかりと取り組んでください。

•なお，教育実習が一般大学よりも多く設定されています。教員と
しての教科指導は勿論のことですが，一人の人間として生徒に
接する態度などにも留意してください。



その他
〇講義に必要な教科書などについては，教員の指

示の通りに買い揃えてください。予習・復習を含め

て，図書館の蔵書やインターネットなども有効に活

用してください。

〇後期科目のうち，１年次に「アルペンスキーⅠ」，

２年次に「アルペンスキーⅡ」と「歩くスキー」があ

ります。その時までに，用具を揃える準備をしてお

いてください。



おわりに

•保健体育分野の専攻生11名は，毎日ほぼ同じ科目を同じ
教室で受講します。このため，誰が来ていない・休んでい
るなどはすぐに気がつきます。日頃からお互いに仲間とし
て自覚・協力し合い，４年間で全員が無事揃って卒業でき
るよう，務めることが大切です。大学での同級生という存
在は，学校生活において最後の仲間となるでしょう。

•また，教育実習が多く，人と接する機会が多いため，日頃
から人間性などを磨くことを心がけてください。
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カリキュラムについて 
作成：板⾕厚 

はじめに 

学⽣便覧は4 年間使⽤するものです．決して失くさずいつでも確認できるよう⼤切に保管してください． 

カリキュラムは変更されることがあり，上級⽣の課程とは異なることもあります．先輩の経験にもとづ

く助⾔はありがたいものですが，すべての鵜呑みにしないこと．他⼈をあてにせず，必ず⾃分のことは⾃

分でよく考えて決断するようにしてください． 

 

第1 課程・専攻等（学⽣便覧p. 1〜） 

① 教員養成課程の専攻等⼀覧（p. 3 表） 

(ア) みなさんの専攻・分野は，芸術・保健体育教育専攻（H）保健体育分野（3）です．授業時間割

で使⽤される略号はH3 となります． 

 

第2 教育課程（学⽣便覧p. 5〜） 

① ⼤学⽣は⼀⼈の⼤⼈としての⾃由が認められています．同時に，⽇本国⺠の税⾦によって⼤学教育を

受け，卒業と同時に教員免許を受ける⾝でもあります．⾃由⾃律――この⾔葉をよく噛みしめ⽣活し

てください． 

② 科⽬区分（必修科⽬，選択必修科⽬，選択科⽬）をよく理解してください（p. 7）． 

③ 卒業には4 年以上在学，所定の科⽬を履修し，134 単位以上を習得することが必要です．卒業に必要

な単位数（p. 11）をよく⾒てください．4 年間で確実に卒業するには計画的に履修していく必要があ

ります． 

 

第3 履修要領等（学⽣便覧p. 13〜） 

① 授業について（p. 15） 

(ア) 新型コロナウイルス感染症の流⾏によって，授業にかかわる部分は⼤きな変更を余儀なくされ

ています．⼤学からのメール等の連絡を必ず確認するとともに，⼤学ホームページに新しい情

報が出ていないか常にチェックし，臨機応変に対応できる体制を整えておいてください． 

② 授業科⽬の履修・単位認定等について（p. 16, 17） 

(ア) ⼤学から提⽰されているモデルにならって必ず授業開始前に仮の履修登録をしてください． 



参考：https://www.hokkyodai.ac.jp/images/info_important/00002100/00002169//20200428212620.pdf 

(イ) 個々の授業に関する連絡は，⼤学教育情報システムを通じて各教員から発せられる場合があり

ます．この連絡は，履修登録されている学⽣のみ対象となります．このため仮の履修登録をし

ていないと授業に関する連絡を受け取れない可能性があります． 

③ 試験（p. 17） 

(ア) 現在，どのような形式で試験が⾏われるか不透明ですが，どのような形式であれ，試験中の不

正⾏為に対しては厳格な処分がくだされます．具体的には，当該試験の単位が不合格となるだ

けでなく，不正⾏為を⾏なった学期の単位はすべて没収となり，さらに1〜2ヶ⽉の停学となり

ます．こうなると 4 年間での卒業はきわめて困難になります．くれぐれも不正⾏為，および不

正⾏為と疑われるような⾏為をしないでください． 

④ 成績評価（p. 18） 

(ア) A，B，C，D，Fの5段階評価で，A〜Dが合格，Fは不合格です． 

(イ) FにアスタリスクがついたF＊（エフ・アスタと呼ばれます）は，不合格だが再試験の対象とな

っている場合です．この場合再試験を受けて合格と認められればDとなります．C以上の成績

はつきませんので注意してください． 

⑤ 感染症により⽋席した場合（p. 20） 

(ア) 熟読しておいてください．学校保健安全法に基づく出席停⽌措置の該当者となった場合，基本

的に授業を休んでも⽋席扱いとなりません（補講やレポートが課されます）．試験を⽋席した場

合は追試の対象となります． 

⑥ GPA制度・CAP制について（p. 22） 

(ア) 個々の成績が数値化されそれらの平均値（GPA）がみなさんの学修評価になります．奨学⾦を

受けている場合，前年度のGPAによっては給付が打ち切りになる場合もあるようです．注意し

てください． 

(イ) CAP制は，学期のGPAによって次学期に履修できる上限の単位数が制限される制度のことで

す（p. 23 表）．GPAが⾼いと基準（28単位）を超えてたくさんの授業を受けることができます． 

⑦ 教育実習前CBT（p. 24） 

(ア) 教育実習に向けて基礎的な知識や⼼構えを確認するテストで，教育実習の履修要件！ 

⑧ 教育実習（p. 25） 

(ア) まず，教育実習の種類をよく理解すること（p. 25 表）． 

(イ) 教育実習にはいくつか履修要件が設定されていますので注意してください！ 



⑨ 教育フィールド研究Ⅳ（介護等体験含） 

(ア) ⼩学校または中学校教諭免許状を取得するために（つまり，卒業するために）必要！ 

⑩ 卒業論⽂（p. 26） 

(ア) 保健体育分野では，3 年次に⾃分の興味・関⼼（研究領域）によって希望するゼミを選択し，ゼ

ミ担当教員との⾯接し，⼈数調整等を経て配属されます． 

(イ) 1, 2年⽣は，学期ごとに順番にゼミ配属されます．各ゼミ活動を体験し，⾃分の興味・関⼼を絞

り，卒業研究の領域選択に備えます． 

(ウ) 研究領域によって研究⽅法は異なりますが，各々の学⽣は卒業研究を論⽂としてまとめ，さら

に研究発表会を実施しています． 

 

第4 単位の修得⽅法（学⽣便覧p. 29〜） 

① 教員養成課程履修基準（p. 32） 

(ア) 134 単位の構成をよく理解してください． 

② 教員養成課程教養科⽬履修基準（p. 33） 

(ア) 必修科⽬の履修は当然ですが，基礎教養科⽬，現代的教養科⽬の履修も確実に．教養科⽬の単

位が⾜りなくて卒業できない場合もわりとよくあります． 

③ 芸術・保健体育教育専攻 保健体育分野履修基準（中学校教諭免許対応）(p. 53) 

(ア) 専攻科⽬の2段⽬の実技9科⽬（アルペンスキーⅠ，体つくり運動，バスケットボール，剣道，

歩くスキー，アルペンスキーⅡ，体操競技，ソフトテニス，軽スポーツ）のうち，ソフトテニス

は開講されないので注意してください．また，軽スポーツは通常，開講されません（怪我等で実

技ができずどうしても単位が不⾜してしまう場合などに開講する予備的科⽬）． 

(イ) 原則として，9科⽬からソフトテニスと軽スポーツを除く7 科⽬はすべて履修してください（1

単位余分となりますが，これは研究発展科⽬にカウントされるので無駄になりません）． 

(ウ) 保健体育科演習，保健体育科基礎演習，保健体育科特講については，配属ゼミによりⅠ〜Ⅴの

どれを履修するかが決まります． 

④ 芸術・保健体育教育専攻 保健体育分野履修基準（⼩学校教諭免許対応）(p. 54) 

(ア) 主免（卒業すると⾃動的に授与される免許）を中学校教諭 1種免許状（保健体育）から⼩学校

教諭 1種免許状に変更するか 1 年⽣の後期に意向調査が⾏われます．2名程度まで変更が認め

られます．変更すると，もとに戻せません． 

(イ) 必要な実技科⽬は減りますが，体育に強い専⾨性の⾼い教師を⽬指し，すべて履修するよう望



みます． 

 

第5 教育職員免許状の取得（学⽣便覧p. 57〜） 

① 教員免許状の種類・教科 

(ア) 卒業要件を満たすと同時に得られる免許を主免許状（主免），それ以外に所定の単位を修得し得

られる免許を副免許状（副免）と呼んでいます．教員免許を取りたい教科があれば，必要な単位

を修得することで得られます．中学校以外の校種の免許を取ることもできます．必要な単位数

については，p. 61 以降をよく読んでください． 

(イ) 免許状には1種と2種があり，取得のための単位数が異なります．⼩1種と中1種を持ってい

れば，教員採⽤試験を受ける際に選択の幅が広がるかもしれません． 

(ウ) 副免を取るための学修は，教員としての能⼒の幅を広げてくれるだけでなく，他専攻学⽣や教

員との交流を深めるといった数々のメリットがあります．しかし，必要単位を取り切れなくて

途中で諦める場合も多々あります．今から，どの免許を取得して卒業するのかイメージをしっ

かり持って，計画的に取り組む必要があります．そのため，4 年間の時間割を作成することを強

くおすすめします． 

 

第6 諸資格の取得（p. 85〜） 

① 学校図書館司書教諭（図書室の先⽣）になるための資格取得についてです． 
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大学生活について 

作成：⼩⾕克彦 
 
1. 国際交流・留学について（学生便覧ｐ91〜） 

① 本校の国際交流協定校 
• 学⽣便覧ｐ91 にありますように，本校は多くの⼤学と協定を結んでいます．これらの協定

校へ留学する際には，⼤学からいくらかの補助⾦がでることもあります． 
② 海外留学の形態 

• 「短期研修（2,3 週間）」「⻑期語学研修（10〜17 週間）」「教育体験（2 週間程度）」と様々
です．⾏き先によっては⼈数制限があり，学内選考を⾏うこともあります． 

③ 留学で習得した単位の取り扱い 
• 留学先⼤学で習得した単位を 30 単位を超えない範囲で本学における授業科⽬の履修とみ

なし，単位を認定する制度があります． 
④ 留学希望の⼿続き 

• 交換留学⽣の募集時期：「交換留学説明会」を実施しています．説明会の実施⽇程は，掲⽰
等で知らされます． 

⑤ 留学⽣との交流 
• 旭川キャンパスでは，年に数回，留学生との交流の場（「国際交流のつどい」）を開催して

います．これにつきましても，掲⽰等で知らされますので，是⾮積極的に留学⽣と交流し
て，良い刺激を受け取ってください．またその場では，かつて留学した学⽣も参加してい
ますので，その場で留学のアドバイスを聞くこともできます． 

 
2. 図書館（学生便覧ｐ101〜） 

① 開館時間・休館⽇：学⽣便覧ｐ101 を参照ください． 
② 利⽤⽅法の注意点 

• 「学生証」を常に携帯してください． 

• 館内資料の貸出は，学部⽣で「10 冊以内」「14 ⽇以内」となっています． 
• 探している本が⾒つからない場合，旭川校に必要な本がない場合は，カウンターへ相談し

てください．学修・研究のためであれば，他の図書館からの貸出や⽂献複写をお願いする
こともできます． 

• 館内開架の座席では，蓋付き（倒れてもこぼれないもの）であれば飲み物を飲むことがで
きます． 

③ ラーニングコモンズ 
• 旭川校の図書館では，ただ単に⽂献を探す・読む・借りるだけでなく，「会話をしながら，
共に考え，学び会うことができる空間」も⽤意しています．個⼈学習での利⽤だけでなく，
グループでのディスカッションや友達との教え合い，プレゼンテーションの練習やゼミ活
動などで利⽤してください． 

• 「オープンワークスペース（2F）」や「⾃主学習コーナー（3F）」は席が空いていれば⾃由
に利⽤できます．「グループ学習室」「ミニグループ学習室」は予約が必要ですので，カウ
ンターへ申し込むようにしてください． 
 

3. 学生生活（学生便覧ｐ105〜） 



① 各種届・願出など⼿続き場所 
• 旭川キャンパスでは，事務は「学務グループ（2F）」と「総務グループ（１F）」とで場所が
違います．学⽣が主に⼿続きする場所は，「学務グループ」です． 

• 学務グループでは，⼿続きする内容によって相談する窓⼝が異なります．「学務グループ」
室に⼊ったら窓⼝が掲⽰されていますので，それを確認して事務の⽅に声をかけてくださ
い． 

② 授業料の納⼊ 
• 前期・後期の 2 期に分けて⼝座振替（⾃動引落）です． 
• 未納が続く場合（2期連続）は，除籍処分になりますので気をつけてください． 

③ 学⽣⽣活に関する留意事項 
A) 学⽣証：本学の学⽣であることを証明する⾝分証明書です．4 年間使⽤します．学割証お

よび通学定期券，各種証明書の発⾏に必要ですので，絶えず携帯し，無くさないように気
をつけてください．万が一紛失した場合は，ただちに学務に連絡をして再交付の手続きを
してください． 
また，本学の学⽣証は，全キャンパスの⽣協で利⽤可能なプリペイド式電⼦マネー機能

が搭載されています．ですので，紛失・汚損することのないように⼗分に注意ください．
万が⼀紛失した場合は，ただちに⽣協へ電子マネー機能の利用停止を連絡してください． 

B) 学生への連絡：メールにて連絡されることが多いです．携帯電話・スマートフォンの設定
により，⼤学からのメールが“迷惑メール”として判断されて受け取れない・確認できない
ことがあります．各⾃，携帯電話・スマートフォンの設定を確認し，必ず⼤学からのメー
ルを受け取ることが出来るようにして下さい． 
 まだ，授業に関する連絡（内容・教室変更など）を掲⽰板のみで⾏う場合も多くありま
す．ですので，学内の掲⽰板（パブリック内，保健体育分野）をみるように習慣づけてく
ださい． 

C) ⼤学敷地内禁煙及び飲酒禁⽌：本学では，⼤学敷地内での喫煙を⼀切禁⽌しています．ま
た，飲酒についても未成年の飲酒は当然禁⽌ですが，20歳を過ぎてからも⼤学敷地内での
飲酒を禁⽌しています． 
 なお，飲酒の強制，無理強いすることはアルコールハラスメントに該当しますので，絶
対にしてはいけません． 

D) ⾃動⾞・⾃転⾞による通学について：⾃動⾞通学を希望する学⽣は，「学⽣駐⾞場使⽤許可
願」を学務グループに提出し，許可証の交付を受けて下さい．また，⾃動⾞による構内の
乗り⼊れは原則禁⽌となっています． 
 バイク・⾃転⾞で通学する場合は，所定の位置に必ず⽌めるようにしてください．また，
⾃転⾞の盗難が多発しています．必ず鍵をするようにしてください． 

E) 安否確認システム：地震等の⼤規模災害発⽣時に⼤学からみなさんに安否確認のメールを
発信し，その回答を受信することにより安否状況を迅速に把握するシステムを導⼊してい
ます．ですので，安否確認システムへのメールアドレスの登録を必ず⾏って下さい．また，
登録後にメールアドレスを変更した場合も，忘れずに変更⼿続きを⾏って下さい． 
 

4. 福利厚生について 

① 修学⽀援制度 
授業料の減免や給付奨学⾦（⽇本学⽣⽀援機構），授業料の徴収猶予などがあります．詳しく

学務グループにて聞いて下さい． 
② アルバイト 



⽣協にてアルバイトの斡旋をやっています．また，多くの先輩⽅もやっていますので，先輩⽅
に相談してみると良いと思います． 

③ 各種保険制度 
学⽣便覧ｐ114 に詳しく書かれています．学⽣が教育研究活動中，通学中および学校施設など

相互間移動中に⽣じた急激かつ偶然な外来の事故によって⾝体に傷害を被った場合に，所定の
保険⾦が⽀払われます．該当する事故が⽣じた場合は，所定の⼿続きが必要となりますので，
速やかに学務グループに申し出てください． 
保健体育分野では，実技による授業，部活動での活動が多く，そのため受傷する機会が多いで

す．授業などで受傷した場合は，保険制度の⼿続きを学務グループにてしてください．また，
⼤学で加⼊している保険とは別に「スポーツ安全協会傷害保険」に各部活動で加⼊しているこ
とが多いです．その保険への⼿続きは各部活動の先輩に聞いて，各⾃で⼿続きを⾏うようにし
てください． 

 

5. 施設の使用について 

① ⽕気使⽤ 
屋外での⽕気使⽤（バーベキューなど）は昭和池（⽣協近く）付近以外は禁⽌です．また，⽕
気使⽤にあたっては，「臨時⽕気使⽤許可願」を学⽣指導教員または顧問教員の署名・押印をも
らい，使⽤の 7 ⽇前までに学務グループに提出する必要があります． 

② 校内⽴ち⼊り時間 
研究室・演習室・実験室・体育館などの施設は，22 時まで使用できます．22 時になると退出
を求められます． 
ただ，特別な事由により 22 時から 0 時まで使⽤する場合は，「研究室・演習室・実験室等夜

間使⽤届出書」を学⽣指導教員の署名・押印をもらい，使⽤ 3 ⽇前までに学務グループに提出
してください． 

③ 物品の貸出 
学務グループにて，⾊々な物品の貸出を⾏っています．詳しくは学⽣便覧のｐ124 を参照くだ

さい． 
 
6. 就職について 

卒業後の進路について，できるだけ早期に⽬標を絞り込み，⼤学での学びを充実したものにして
ください．進路決定にあたっては，学⽣指導教員への相談だけでなく，キャリアセンターでの相談
にうけてくれます． 

 
7. 学生相談（学生便覧ｐ126） 

 本学では，「なんでも相談」「⼼⾝の健康についての相談」「各種ハラスメントなどの⼈権相談」と
いった相談窓⼝を設定しています．「なんでも相談室」では，⼤学院⽣が対応してくれます．ここで
は，授業の取り⽅など，どのような質問でも受け付けてくれますので，気軽に利⽤してください．
また，「⼼⾝の健康についての相談」は保健管理センターにて各専⾨家（看護師，⼼理⼠）が対応し
てくれます． 
 ⼤学に⼊学し，それまでの環境と変わり，⼾惑うことが多くあるかと思います．決して一人で抱

えないでください．上記の各種相談室を尋ねることは最初は抵抗があるかもしれませんが，気軽に
尋ねてみてください．また，我々体育の教員，そして先輩⽅にも気軽に相談してください．アット
ホームな雰囲気が北海道教育⼤学旭川校の特徴です．誰でも親⾝になって相談にのってくれます． 


