
平成２８年度　附属校教育実習者（中・高）

下記の者は平成２８年度教育実習について附属校配属とする。

学部 学籍番号 教科 学部 学籍番号 教科
文学部 1310012L 社会 発達科学部 1430652D 保健体育
文学部 1310091L 社会 発達科学部 1430702D 保健体育
文学部 1320048L 国語 発達科学部 1430845D 理科
文学部 1320051L 社会 発達科学部 1440576D 社会
文学部 1330025L 社会 発達科学部 1440657D 保健体育
文学部 1330087L 国語 発達科学部 1440836D 数学
文学部 1340033L 社会 発達科学部 1450830D 数学
文学部 1370071L 国語 発達科学部 1450861D 社会
文学部 1380014L 国語 発達科学部 1450875D 家庭
文学部 1380028L 国語 発達科学部 1460737D 音楽
文学部 1390022L 社会 発達科学部 1460804D 数学
文学部 1390103L 国語 発達科学部 1470728D 音楽
国際文化学部 1236587C 英語 発達科学部 1480820D 理科
国際文化学部 1316618C 英語 発達科学部 1490727D 社会
国際文化学部 1326612C 英語 発達科学部 1490890D 理科
発達科学部 1310561D 英語 経済学部 1322026E 社会
発達科学部 1310771D 音楽 経済学部 1342266E 社会
発達科学部 1320521D 英語 経済学部 1372239E 社会
発達科学部 1320566D 国語 理学部 1303008S 数学
発達科学部 1340548D 英語 理学部 1303431S 理科
発達科学部 1370510D 英語 理学部 1313002S 数学
発達科学部 1390568D 英語 理学部 1313010S 数学
発達科学部 1400587D 国語 理学部 1323306S 理科
発達科学部 1400735D 美術 理学部 1333006S 数学
発達科学部 1400802D 理科 理学部 1343014S 数学
発達科学部 1400816D 数学 理学部 1353425S 理科
発達科学部 1410743D 美術 理学部 1373021S 数学
発達科学部 1410748D 音楽 理学部 1373309S 理科
発達科学部 1410751D 美術 理学部 1383222S 理科
発達科学部 1410801D 社会 理学部 1393003S 数学
発達科学部 1410810D 数学 理学部 1393406S 理科
発達科学部 1420675D 保健体育 農学部 1376324A 理科
発達科学部 1420806D 理科 人文学研究科 149L022L 英語
発達科学部 1420854D 社会 国際文化学研究科 153C011C 英語
発達科学部 1430523D 英語

実習日程等の詳細は平成２７年１１月に掲示するので、必ず確認すること。
平成２８年度教育実習申し込み者で学籍番号が無い者は、至急、学務部教育推進課へ申し出ること。

平成２９年度　附属校教育実習者（中・高）（留学等希望者の受付分）

下記の者は平成２９年度教育実習について附属校配属とする。

学部 学籍番号 教科
国際文化学部 1436614C 英語

以上1名 学務部教育推進課
平成２７年４月２７日

来年度教育実習の辞退を希望する場合は、必ず平成２７年７月３１日までに学務部教育推進課へ申し出ること。

以上69名



平成２８年度　一般校教育実習者（中・高）

下記の者は平成２８年度教育実習について一般校配属とする。

学部 学籍番号 学部 学籍番号 学部 学籍番号

文学部 1250075L 発達科学部 1410855D 理学部 1313024S

文学部 1300044L 発達科学部 1410863D 理学部 1313081S

文学部 1310035L 発達科学部 1410886D 理学部 1313105S

文学部 1310043L 発達科学部 1420501D 理学部 1313184S

文学部 1310049L 発達科学部 1420577D 理学部 1313413S

文学部 1310083L 発達科学部 1420692D 理学部 1313419S

文学部 1310102L 発達科学部 1420885D 理学部 1313422S

文学部 1310116L 発達科学部 1430683D 理学部 1313427S

文学部 1320065L 発達科学部 1430733D 理学部 1323001S

文学部 1320101L 発達科学部 1430859D 理学部 1323130S

文学部 1350041L 発達科学部 1430862D 理学部 1323404S

文学部 1350055L 発達科学部 1440545D 理学部 1333412S

文学部 1360032L 発達科学部 1440674D 理学部 1333426S

文学部 1360046L 発達科学部 1440819D 理学部 1343112S

文学部 1360077L 発達科学部 1440822D 理学部 1343319S

文学部 1370068L 発達科学部 1440867D 理学部 1343434S

文学部 1370085L 発達科学部 1440884D 理学部 1353005S

国際文化学部 1216526C 発達科学部 1450679D 理学部 1353019S

国際文化学部 1216549C 発達科学部 1450682D 理学部 1353022S

国際文化学部 1216566C 発達科学部 1450729D 理学部 1363125S

国際文化学部 1216602C 発達科学部 1450746D 理学部 1363285S

国際文化学部 1226503C 発達科学部 1450813D 理学部 1363304S

国際文化学部 1226548C 発達科学部 1460575D 理学部 1363416S

国際文化学部 1226551C 発達科学部 1460690D 理学部 1363433S

国際文化学部 1236623C 発達科学部 1460835D 理学部 1363481S

国際文化学部 1256555C 発達科学部 1460883D 理学部 1373004S

国際文化学部 1276523C 発達科学部 1470695D 理学部 1373424S

国際文化学部 1286528C 発達科学部 1470700D 理学部 1383009S

国際文化学部 1296567C 発達科学部 1470731D 理学部 1383012S

発達科学部 1270527D 発達科学部 1470745D 理学部 1383317S

発達科学部 1300853D 発達科学部 1470759D 理学部 1383320S

発達科学部 1310701D 発達科学部 1470826D 理学部 1383382S

発達科学部 1310844D 発達科学部 1480543D 理学部 1383415S

発達科学部 1340517D 発達科学部 1480669D 理学部 1383432S

発達科学部 1340551D 発達科学部 1480753D 理学部 1393115S

発達科学部 1370541D 発達科学部 1480834D 理学部 1393129S

発達科学部 1390814D 発達科学部 1480896D 農学部 1286206A

発達科学部 1400766D 発達科学部 1480901D 農学部 1316224A

発達科学部 1400833D 発達科学部 1490582D 農学部 1326481A

発達科学部 1400847D 発達科学部 1490744D 農学部 1336312A

発達科学部 1400878D 経済学部 1312111E 農学部 1346463A

発達科学部 1400881D 経済学部 1382197E 農学部 1376405A

発達科学部 1400895D 理学部 1303025S 農学部 1376467A

発達科学部 1410502D 理学部 1303106S 人文学研究科 151L015L

発達科学部 1410667D 理学部 1303123S 人文学研究科 159L033L

発達科学部 1410693D 理学部 1303302S 理学研究科 151S022S

発達科学部 1410760D 理学部 1313007S 理学研究科 159S409S
発達科学部 1410838D 理学部 1313016S

以上143名

平成２８年度教育実習申し込み者で学籍番号が無い者は、至急教育推進課へ申し出ること。
一般校実習者は、速やかに実習希望校（＊１）に電話し、内諾依頼のアポイントを取ること。

学務部教育推進課
平成２７年　４月２７日

（＊１）神戸市・京都市・姫路市・名古屋市・豊中市・高松市の各市立中学校で実習を希望する場合は、
　　　　直接学校へ問い合わせをせずに、学務部教育推進課へ「教育実習申込希望調書」を提出すること。

　　【平成２８年度教育実習申込希望調書】
　　　　提出期限：平成２７年７月３１日（金）
　　　　提出場所：学務部教育推進課（鶴甲第１キャンパスK棟１階事務室）
来年度教育実習の辞退を希望する場合は、必ず平成２７年７月３１日までに学務部教育推進課へ申し出ること。


