
実習校 実習月 実習期間 学部 学籍番号 教科
文学部 1140039L 英語
国際文化学部 1126571C 英語
国際文化学部 1176543C 英語
発達科学部 1260844D 家庭科
文学部 1110075L 国語
文学部 1120088L 国語
文学部 1130101L 国語
文学部 1180006L 国語
発達科学部 1100571D 国語
文学部 1120060L 社会
文学部 1160007L 社会
経済学部 1102160E 社会
経済学部 1162131E 社会
理学部 1113002S 数学
理学部 1113008S 数学
理学部 1113025S 数学
理学部 1133001S 数学
理学部 1153014S 数学
理学部 1193012S 数学
理学部 1183021S 数学
発達科学部 1210671D 保健体育
発達科学部 1250691D 保健体育
発達科学部 1240702D 保健体育
理学部 1033424S 理科
理学部 1113185S 理科
農学部 1106421A 理科
農学部 1156026A 理科
農学部 1146455A 理科
発達科学部 1120575D 国語
発達科学部 1170550D 理科
発達科学部 1240750D 音楽
文学部 1150081L 英語
国際文化学部 1176512C 英語
国際文化学部 1176638C 英語
発達科学部 1220748D 英語
理学部 1103003S 数学
理学部 1113016S 数学
理学部 1163022S 数学
発達科学部 1290686D 保健体育
理学部 1183181S 理科
理学部 1123220S 理科
理学部 1193222S 理科
理学部 1143118S 理科
理学部 1113422S 理科

住吉
６月

（A日程）

２週間

４週間



実習校 実習月 実習期間 学部 学籍番号 教科
発達科学部 1230546D 英語
発達科学部 1240523D 英語
発達科学部 1080740D 音楽
発達科学部 1180801D 家庭科
発達科学部 1280857D 家庭科
文学部 1150033L 社会
発達科学部 1200890D 社会
発達科学部 1210508D 社会
発達科学部 1290803D 社会
発達科学部 1250819D 数学
発達科学部 1260813D 数学
発達科学部 1280552D 数学
発達科学部 1280888D 数学
発達科学部 1200744D 美術
発達科学部 1200694D 保健体育
発達科学部 1240652D 保健体育
発達科学部 1260679D 保健体育
発達科学部 1290672D 保健体育
発達科学部 1210838D 理科
発達科学部 1210886D 理科
発達科学部 1260830D 理科
発達科学部 1260892D 理科
発達科学部 1290834D 理科
発達科学部 1210881D 理科
発達科学部 1130583D 英語
発達科学部 1170547D 英語
発達科学部 1150582D 社会
発達科学部 1100876D 数学
発達科学部 1120544D 数学
発達科学部 1160573D 数学
発達科学部 1120589D 理科
国際文化学部 1026560C 英語
発達科学部 1210556D 英語
発達科学部 1200825D 社会
発達科学部 1200856D 社会
発達科学部 1230871D 社会
発達科学部 1250836D 社会
発達科学部 1210824D 数学
発達科学部 1250822D 数学
発達科学部 1260875D 数学
発達科学部 1270513D 数学
発達科学部 1270897D 数学
発達科学部 1220670D 保健体育
発達科学部 1210872D 理科
発達科学部 1220815D 理科
発達科学部 1250903D 理科
発達科学部 1210841D 理科
発達科学部 1210847D 理科
発達科学部 1240862D 理科
発達科学部 1270866D 理科

住吉

４週間

９月
（B日程）

２週間



実習校 実習月 実習期間 学部 学籍番号 教科
国際文化学部 1156513C 英語
文学部 1160055L 英語
発達科学部 1210749D 音楽
文学部 1110083L 国語
文学部 1180037L 国語
文学部 1160069L 社会
文学部 1160072L 社会
理学部 1103082S 数学
理学部 1113011S 数学
理学部 1163019S 数学
発達科学部 1010881D 理科
発達科学部 1120902D 理科
理学部 1063381S 理科
農学部 1186226A 理科
国際文化学部 1106550C 英語
発達科学部 1200727D 音楽
発達科学部 1250755D 音楽
発達科学部 1280826D 社会
発達科学部 1230840D 数学
発達科学部 1270852D 数学
発達科学部 1290512D 数学
発達科学部 1200811D 理科
発達科学部 1220880D 理科
発達科学部 1250898D 理科
発達科学部 1260889D 理科

※実習校、実習日程の変更はできません。

※実習日程の詳細は平成２６年３月頃に決定・掲示します。

学務部教育推進課
平成25年11月5日

※平成２６年度に附属実習予定者で学籍番号の無い者、教育実習を
辞退する者は速やかに教育推進課に申し出ること。

明石

９月
（B日程）

４週間

６月
（A日程）

４週間

※附属中等教育学校住吉校舎における教育実習については、原則、
前期課程：４週間、後期課程：２週間　（H25年度に小学校の実習を終
えた者は前期課程で２週間）とする配属を行っていますが、実際の授
業時間数の都合により、前期課程で実習を受ける予定の方が後期課
程の授業を担当する場合や、後期課程で実習を受ける予定の方が前
期課程の授業を担当する場合があります。あらかじめ認識しておいて
ください。


