
２０２３（令和５）年度教育実習事前・事後指導予定表　　　　　２０２３年４月１３日現在　予定 【教育学部】
日程については変更の可能性があります。詳細は掲示板及びTeams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。）

4/13 木
10時45分～12時15分　[102教室]
オリエンテーション（教育実習入門）

10時45分～12時15分　[多目的ホール]
オリエンテーション、教育実習入門（１）

9時30分～10時30分　[モデル教室]
オリエンテーション

4/20 木
10時45分～12時15分　[102教室]
授業の準備：教材研究と指導案作成の方法

4/27 木

9時00分～10時30分［102教室］
幼児児童生徒の人権尊重（性暴力等の防止等を含む）について（講話）
10時45分～12時15分　[102教室]
特別な支援が必要な子どもの理解と支援（講話）
授業の記録と省察：授業協議の方法

9時00分～10時30分［Zoom］
幼児児童生徒の人権尊重（性暴力等の防止等を含む）につ
いて（講話）

9時00分～10時30分［Zoom］
幼児児童生徒の人権尊重（性暴力等の防止等を含む）につい
て（講話）

4月28日（金）9時00分～10時30分 　[大講義室]
教育実習入門（２）

5月10日（水）13時～16時予定 [附中]
自クラス参観＋学級経営講話

5/11 木
 8時40分～12時25分　[附小]
指導の実際１（示範授業の参観と指導）

5/18 木
 8時40分～12時25分　[附小]
指導の実際２（示範授業の参観と指導）

8時50分～12時15分　[附幼]
附属幼稚園での観察

5/25 木
 8時40分～12時25分　[附小]
指導の実際３（示範授業の参観と指導）

8時50分～12時15分　[附幼]
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）

　5月26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　（5月31日（水）～6月23日（金））又は

出身校等協力校（実習校指定日）

6/1 木
10時45分～12時15分　[多目的ホール]
授業観察法
6月7日（水）13時～16時予定 [附中]
各教科実習観察＋振り返り １

6/8 木
8時50分～12時15分　[附幼]
附属幼稚園での保育参加実習

6月14日（水）13時～16時予定 [附中]
各教科実習観察＋振り返り ２

6/15 木
8時50分～12時15分　[附幼]
附属幼稚園での保育参加実習（手遊び・絵本）

6月21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］

9時00分～12時15分 リズム・表現・運動遊び　【日程未定】

6月28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]
各教科　実践研究　II （１）（２）大学で実施
※各教科ごとに実施日時が異なる

7/13 木
8時50分～12時15分　[附幼]
附属幼稚園での観察

各教科指導 2回分 附属中学校実習生のみ
※各教科ごとに実施日時が異なる

7月14日（金）9時00分～12時15分[モデル教室]
特別な配慮を必要とする幼児の指導

　8月25日（金）　10時00分～11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）

9月1日（金）14時00分～16時30分
[附中・小体育館]

附中実習実施者用　オリエンテーション

8月29日（火）　9時00分～12時15分　[附幼]
 オリエンテーション及びクラス担当の先生との教材研究

教育実習
附小　（9月1日（金）～9月27日（水））又は

出身校等協力校（実習校指定日）

教育実習
附中　（9月5日（火）～9月29日（金））又は

出身校等協力校（実習校指定日）

教育実習
附幼　（9月1日（金）～9月27日（水））

教育実習
特別支援学校協力校

（実習校指定日）

10/4 水
15時30分～17時00分　[大講義室]
教育実習の振り返り　エピソード法による

今後のキャリアを考える　ゲスト講演（公立園の現場の先生の
講話）（10月-日程未定）

10/11 水
13時05分～14時35分　[実施場所未定]
ポスターセッション

13時05分～14時35分　[多目的ホール]
ポスターセッション

13時05分～14時35分　[104教室]
ポスターセッション

10/18 水
13時05分～14時35分　[大講義室]
今後のライフキャリアを考える

13時05分～14時35分　[多目的ホール]
今後のライフキャリアを考える

10月20日（金）附属幼稚園のスクールサポート（運動会）

10/25 水
10月25日（水）13時～16時予定 [附中]
各教科実習観察＋振り返り

11月11日（土）附属幼稚園公開研究保育

11下旬
17時～18時半（予定）　「ZOOM］
あらためて「小学校の先生になる」とは？（若手現職教員講話）

11月27日（月）8時50分～12時15分
担当クラスの保育観察

附属小学校教育研究会への参加（後期中で時期は未定）
11月29日（水）13時05分～14時35分
担当クラスの保育観察振り返り

特別支援教育専修
３回生　特別支援学校

月/日
曜
日

３回生　小学校
※［102教室］は非対面（Teamsなど）に変更の可能性あり

３回生　中学校・高等学校
※［多目的ホール］は非対面（Teamsなど）に変更の可能性あり

３回生　幼稚園

4月19日（水）14時00分～14時40分　　[102教室]
出身校等協力校実習者用　オリエンテーション

4月19日（水）14時00分～14時40分　　[102教室]
出身校等協力校実習者用オリエンテーション

※特別支援教育専修３回生は、全員出席してください。
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。

<特別支援教育実習事前指導>
　8月27日（日）、29日（火）
8月27日：9時00分～16時20分　[310教室]
8月29日：9時00分～16時20分　［アクティブラーニングス
ペース（R4新館1号棟2F）］

附属中学校教育研究会への参加（日程は追って通知）

小学校・中学校実習の事前指導につい

ては、左記参照。

小学校・中学校実習の事前指導につい

ては、左記参照。



２０２３（令和５）年度教育実習事前・事後指導予定表　　　　　２０２３年４月１３日現在　予定 【教育学部】
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。）

附属実習者 出身校等協力校実習者  特別支援学級（小）  特別支援学級（中）

４回生 副免教育実習（幼・小・中・高） ４回生　副免教育実習
（特別支援学校）

４回生　知的障害指導法実習 ４回生　副免
（養護実習）

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

（附中　４回生）
6月12日（月）　9時00分～
　　[附中・多目的室]
※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。

<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

4月19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

 <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（土）
　 　9時00分～12時15分、13時05分～16時20分
　 [場所：306教室]

附属でのオリエンテーション
　附小 ：　4月10日（月）　13時30分～
　　　　　[附小保健室]
　附中 ：　4月6日（木）　14時00分～
　　　　　[附中保健室]

知的障害指導法実習
 9月4日（月）～9月22日
（金）

知的障害指導法実習
9月11日（月）～9月29日
（金） 養護実習

　附小：  4月12日（水）～ 5月12日（金）

　附中：  4月12日（水）～ 5月15日（月）

教育実習
附中：　6月12日（月）～ 6月23日（金）

<特別支援教育実習事前指導>
　副免用

4月8日(土)、22日(土)
いずれの日も、9時00分～16時20分
[場所：大講義室]

オリエンテーション
　9月1日（金）  16時00分～
［附小特別支援学級教室］

オリエンテーション
 9月8日（金）　15時00分～
［附中特別支援学級教室］

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）

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。

授業科目「知的障害指導法実習」は特別支援教

育専修４回生又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。



２０２３（令和５）年度教育実習事前・事後指導予定表　　　　　２０２３年４月１３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。詳細は掲示板及びTeams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。）

4/13 木

4月19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

4/20 木

4/27 木

5/11 木

5/18 木

5/25 木

教育実習
出身校（実習校指定日）

教育実習
附小　（5月31日（水）～6月13日（火））

10/4 水

10/11 水

10/18 水

11下旬

10時45分～12時15分　　[102教室]
オリエンテーション（教育実習入門）

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（１年目）

10時45分～12時15分　　[102教室]
授業の準備：教材研究と指導案作成の方法

9時00分～10時30分［102教室］
幼児児童生徒の人権尊重（性暴力等の防止等を含む）について（講話）

10時45分～12時15分　[102教室]
特別な支援が必要な子どもの理解と支援（講話）

授業の記録と省察：授業協議の方法

 8時40分～12時25分　[附小]
指導の実際１（示範授業の参観と指導）

 8時40分～12時25分　[附小]
指導の実際２（示範授業の参観と指導）

 8時40分～12時25分　[附小]
指導の実際３（示範授業の参観と指導）

15時30分～17時00分　[大講義室]
教育実習の振り返り　エピソード法による

13時05分～14時35分　[実施場所未定]
ポスターセッション

13時05分～14時35分　[大講義室]
今後のライフキャリアを考える

17時～18時半（予定）　「ZOOM］
あらためて「小学校の先生になる」とは？（若手現職教員講話）

附属小学校教育研究会への参加（後期中で時期は未定）


