２０１８（平成３０）年度教育実習事前・事後指導予定表

【教育学部】

２０１８年５月７日現在 予定

日程については変更の可能性があります。詳細は掲示板で確認してください。（附属についての変更は附属学校園から連絡がある場合もあります。）
月/日

曜
日

３回生 小学校

３回生 中学校・高等学校

３回生 幼稚園

4月4日（水） 9時00分～12時10分 [附小]
オリエンテーション、指導案の作成について、
音楽の授業づくり

小学校・中学校実習の事前指導につい
ては、左記参照。

10時40分～12時10分 [101教室]
オリエンテーション
8時40分～12時25分 [102教室]
10時40分～12時10分 [101教室]
4/19 木
体育の授業づくり、特別なニーズを持つ子どもたち
教育実習入門
4月25日（水）13時00分～13時40分 [大講義室]
出身校等協力校実習者用 オリエンテーション
8時40分～12時25分 [附小]
10時40分～12時10分 [101教室]
4/26 木
実地実習１（指導案を読む、授業参観、授業研究）
中学校における特別活動、総合的な学習の時間
4/12 木

5/2 水

8時40分～12時25分 [102教室]
理科の授業づくり、国語の授業づくり

特別支援教育専修
３回生 特別支援学校

10時40分～12時10分
オリエンテーション

[モデル教室]
4月25日（水）13時00分～13時40分 [大講義室]
出身校等協力校実習者用オリエンテーション

10時40分～12時10分 ［モデル教室］
教育課程と指導計画

※特支専修３回生は、全員出席して下さい。
特別支援学校での教育実習に関係する資料を配付します。

10時40分～12時10分 [101教室]
中学校における図書館教育・学校保健
5月9日（水）13時30分集合～16時00分解散
自クラス参観

[附中]

5/10 木

8時40分～12時25分 [附小]
実地実習２（指導案を読む、授業参観、授業研究）

9時00分～12時10分 [モデル教室・多目的ホール]
リズム・表現・運動遊び

5/17 木

8時40分～12時25分 [102教室]
社会の授業づくり、図工の授業づくり

5/24 木

8時40分～12時25分 [102教室]
算数の授業づくり、家庭の授業づくり

附属幼稚園での観察

5/31 木

8時40分～12時25分 [附小]
実地実習３（指導案を読む、授業参観、授業研究）

附属幼稚園での観察（講義「幼稚園での１日の生活について」「保育
案の指導と立案」を含む）

10時40分～12時10分 [101教室]
中学校における学級経営

10時40分～12時10分 ［モデル教室］
保育案づくり１
8時50分～12時10分 [附幼]
8時50分～12時10分 [附幼]

6月1日（金） 16時30分～18時00分
[附小・多目的スペース]
附小 実習実施者用 オリエンテーション（６月時期実習者）
教育実習【６月時期実習者】
附小 （6月6日～6月29日）又は
出身校等協力校（実習校指定日）
10時40分～12時10分 [101教室]
授業観察法
6月13日（水）13時30分集合～16時00分解散
各教科実習観察＋振り返り １
6月20日（水）13時30分集合～16時00分解散
各教科実習観察＋振り返り ２

6/7 木

8時50分～12時10分 [附幼]
附属幼稚園での保育参加実習
[附中]
[附中]
9時00分～12時10分 [モデル教室］
保育案づくり２

6/21 木
6月27日（水）13時00分～14時00分
特別支援教育の講話 [附中・特支学級]
7月4日（水）13時00分～14時00分
特別支援教育の講話 [附中・特支学級]
7/5 木

10時40分～12時10分 [102教室]
教育実習リフレクション（6月時期実習者のみ）

8月31日（金） 9時00分～10時30分
[附小・多目的スペース]
附小実習実施者用 オリエンテーション（９月時期実習者）
教育実習【９月時期実習者】
附小 （9月4日～9月28日）又は
出身校等協力校（実習校指定日）
10月3日（水）14時40分～16時10分 [102教室]
教育実習リフレクション（9月時期実習者のみ）
10/17 水

各教科 実践研究 II （１）～（４）
※各教科ごとに実施日時が異なる
9月3日（月） 14時00分～17時00分頃
[附中・多目的室]
附中実習実施者用 オリエンテーション
教育実習
附中 （9月3日～9月28日）又は
出身校等協力校（実習校指定日）

10時40分～12時10分 [モデル教室]
特別な配慮を必要とする幼児の指導

９月3日（月） ８時30分～９時30分
[附幼]
オリエンテーション
教育実習
附幼 （9月3日～9月28日）

事後指導（教育実習シンポジウム：講堂他 ・・・・・・分科会、全体会）

13:00～16:30

特別支援教育実習事前指導
8月21日（火）～23日（木）
いずれの日も、10時40分～16時10分
[次世代教員養成センター1号館 大会議室兼教室]
教育実習
特別支援学校協力校
（実習校指定日）

２０１８（平成３０）年度教育実習事前・事後指導予定表

【教育学部】

２０１８年５月７日現在 予定

日程については変更の可能性があります。詳細は掲示板で確認してください。（附属についての変更は附属学校園から連絡がある場合もあります。）
４回生 副免教育実習（幼・小・中・高）
附属実習者

４回生 副免教育実習
（特別支援学校）

出身校等協力校実習者

<４回生実習オリエンテーション>
対象：附属以外の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において教育
実習を行う４回生
附属実習実施者用 オリエンテーション
対象：附属中で実習を行う４回生

4月25日（水）14時00分～14時40分 [大講義室]
出身校等協力校実習者用オリエンテーション

（附中 ４回生）
6月11日（月） 8時55分～9時45分
[附中・5組教室]
※附中はこれ以外に別途、実習教科別に
打ち合わせがあります。詳細は別途通知し
ます。

<特別支援教育実習事前指導>
副免用
4月7日(土)、14日(土)、21日(土)
いずれの日も、10時40分～16時10分
[303教室]

教育実習
附中：6月11日～6月22日

教育実習
出身校等協力校（実習校指定日）

教育実習
特別支援学校協力校
（実習校指定日）

４回生 知的障害指導法実習
特別支援学級（小）

特別支援学級（中）

授業科目「知的障害指導法実習」は特別支援教
育専修４回生または実践的特別支援教育プログラ
ム登録者で、履修許可を受けた者のみ履修可。

オリエンテーション
6月1日（金） 16時00分～
［附小特別支援学級教室］

知的障害指導法実習
6月4日～6月25日

４回生 副免
（養護実習）

<養護実習事前指導>
養護教諭の職務、保健室の事務
学校保健年間行事計画
４月１日（日）
9時00分～12時10分、13時00分～16時10分
[場所：保健体育講座学生演習室]

オリエンテーション
5月31日（木） 8時40分～
［附中特別支援学級教室］

知的障害指導法実習
5月31日～6月25日

附属でのオリエンテーション
附小 ：４月１０日（火） 16時30分～
[附小保健室]
附中 ：４月５日（木） 14時00分～
[附中保健室]

養護実習
附小：4月13日(金)～5月15日(火)
附中：4月9日(月)～5月10日(木)

２０１８（平成３０）年度教育実習事前・事後指導予定表

２０１８年５月７日現在 予定

【教職大学院】

日程については変更の可能性があります。詳細は掲示板で確認してください。（附属についての変更は附属学校園から連絡がある場合もあります。）

月/日

曜
日

小学校教員免許状取得プログラム
４年コース（２年目）

小学校教員免許状取得プログラム
３年コース

4/4

水

9時00分～12時10分 [附小]
オリエンテーション、指導案の作成について、
音楽の授業づくり

4/19

木

8時40分～12時25分 [102教室]
体育の授業づくり、特別なニーズを持つ子どもたち
4月25日（水）13時00分～13時40分 [大講義室]
出身校等協力校実習者用オリエンテーション

4/26

木

8時40分～12時25分 [附小]
実地実習１（指導案を読む、授業参観、授業研究）

5/2

水

8時40分～12時25分 [102教室]
理科の授業づくり、国語の授業づくり

5/10

木

8時40分～12時25分 [附小]
実地実習２（指導案を読む、授業参観、授業研究）

5/17

木

8時40分～12時25分 [102教室]
社会の授業づくり、図工の授業づくり

5/24

木

8時40分～12時25分 [102教室]
算数の授業づくり、家庭の授業づくり

5/31

木

8時40分～12時25分 [附小]
実地実習３（指導案を読む、授業参観、授業研究）
6月1日（金） 16時30分～
[附小・多目的スペース]
附小 実習実施者用 オリエンテーション（６月時期実習者）
教育実習
出身校（実習校指定日）

7/5

木

教育実習
附小 （6月6日～6月19日）

10時40分～12時10分 [102教室]
教育実習リフレクション（6月時期実習者のみ）
10月3日（水）14時40分～16時10分 [102教室]
教育実習リフレクション（9月時期実習者のみ）

10/17

水

事後指導（教育実習シンポジウム：講堂他 ・・・・・・分科会、全体会）

13:00～16:30

