
平成２６年度附属中等教育学校実習配属及び日程(住吉校舎）

≪Ａ日程実習者注意事項≫

前期課程（中等部）　Ａ日程 ※…平成25年度小学校実習済

学部 学籍番号 教科 ※ 配属課程変更有り 備考
文学部 1140039L ◎ 英語
国際文化学部 1176543C 英語
国際文化学部 1126571C 英語
発達科学部 1260844D 家庭科
文学部 1180006L 国語
文学部 1110075L 国語
文学部 1160007L 社会
文学部 1120060L 社会
経済学部 1162131E 社会
経済学部 1102160E 社会
理学部 1133001S 数学
理学部 1113008S 数学
理学部 1153014S 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
農学部 1156026A 理科

学部 学籍番号 教科 ※ 配属課程変更有り 備考
発達科学部 1240750D 音楽
発達科学部 1170550D 理科 ※
理学部 1193222S 理科 後期課程→前期課程

後期課程（高等部）　Ａ日程 ※…平成25年度小学校実習済

学部 学籍番号 教科 ※ 配属課程変更有り 備考
文学部 1120088L 国語 前期課程→後期課程
文学部 1130101L 国語 前期課程→後期課程
理学部 1183021S ○ 数学 前期課程→後期課程
理学部 1113025S 数学 前期課程→後期課程

学部 学籍番号 教科 ※ 配属課程変更有り 備考
文学部 1150081L 英語
国際文化学部 1176512C 英語
発達科学部 1220748D 英語
発達科学部 1100571D 国語 ※ 前期課程→後期課程
発達科学部 1120575D 国語 ※ 前期課程→後期課程
理学部 1103003S 数学
理学部 1163022S 数学
発達科学部 1290686D 保健体育
理学部 1113185S 理科【化学】 前期課程→後期課程
理学部 1183181S 理科【物理】
理学部 1143118S 理科【物理】
理学部 1113422S 理科【地学】
理学部 1123220S 理科【化学】
農学部 1146455A 理科【生物】 前期課程→後期課程
農学部 1106421A 理科【生物】

※後期課程（高等部）理科の実習担当科目（【　】内）についての詳細は、5月2日の事前指導時に発表される実習校指導教
員に確認してください。

※附属中等教育学校より配属課程の変更連絡があった方については、「配属課程変更有り」欄に記載しています。

5月19日（月）～5月30日（金）
2週間実習

5月19日（月）～5月30日（金）
2週間実習

5月19日（月）～6月13日（金）
4週間実習

5月19日（月）～6月13日（金）
4週間実習

※学籍番号の末尾に◎印が付いている学生は、住吉校舎における事前指導・本実習時の学生代表です。
※学籍番号の末尾に○印が付いている学生は、住吉校舎における事前指導・本実習時の学生副代表です。

※附属中等教育学校住吉校舎においてA日程で実習を行う予定の方は、必ず5月2日（金）に住吉校舎において開催される
事前指導に参加してください。当日の集合時間・持ち物等詳細については別途掲示を確認してください。



平成２６年度附属中等教育学校実習配属及び日程(住吉校舎）

≪Ｂ日程実習者注意事項≫

前期課程（中等部）　Ｂ日程 ※…平成25年度小学校実習済

学部 学籍番号 教科 ※ 配属課程変更有り 備考
発達科学部 1080740D 音楽
発達科学部 1240523D 英語
発達科学部 1230546D 英語
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 1290803D 社会
発達科学部 1200890D 社会
発達科学部 1250819D 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 1240652D 保健体育
発達科学部 1290672D 保健体育
発達科学部 1260679D 保健体育
発達科学部 1200694D 保健体育
発達科学部 1260830D 理科
発達科学部 1290834D 理科
発達科学部 1210838D 理科
発達科学部 1210881D 理科
発達科学部 1210886D 理科
発達科学部 1260892D 理科

学部 学籍番号 教科 ※ 配属課程変更有り 備考
発達科学部 1170547D 英語 ※
発達科学部 1120544D 数学 ※
発達科学部 1100876D 数学 ※
発達科学部 1160573D 数学 ※

後期課程（高等部）　B日程 ※…平成25年度小学校実習済

学部 学籍番号 教科 ※ 配属課程変更有り 備考
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（地歴）【日本史】
発達科学部 1200856D 社会（地歴）【世界史】
発達科学部 1230871D 社会（地歴）【世界史】
発達科学部 1250836D 社会（地歴）【地理】
発達科学部 1210824D 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 1210841D 理科【生物】
発達科学部 1210847D 理科【生物】
発達科学部 1240862D 理科【物理】
発達科学部 1270866D 理科【物理】
発達科学部 1210872D 理科【化学】
発達科学部 1250903D 理科【化学】
発達科学部 1120589D 理科【生物】 ※ 前期課程→後期課程

※学籍番号の末尾に◎印が付いている学生は、住吉校舎における事前指導・本実習時の学生代表です。
※学籍番号の末尾に○印が付いている学生は、住吉校舎における事前指導・本実習時の学生副代表です。

※後期課程（高等部）社会（地歴）及び理科の実習担当科目（【　】内）についての詳細は、7月8日の事前指導時に発表され
る実習校指導教員に確認してください。

※附属中等教育学校より配属課程の変更連絡があった方については、「配属課程変更有り」欄に記載しています。

8月28日（木）～9月10日（水）
2週間実習

8月28日（木）～9月24日（水）
4週間実習

8月28日（木）～9月10日（水）
2週間実習

※附属中等教育学校住吉校舎においてB日程で実習を行う予定の方は、必ず7月8日（火）に住吉校舎において開催される
事前指導へ参加してください。当日の集合時間・持ち物等詳細は、後日（開催日の約１週間前までをめどに）掲示します。



平成２６年度附属中等教育学校実習日程（明石校舎）

≪注意事項≫

※明石校舎の実習においては、6月が「Ｂ日程」、9月が「Ａ日程」です。

※明石校舎は前期課程(中等部）のみです。

B日程
学部 学籍番号 教科 備考
文学部 1160055L 英語
国際文化学部 1156513C 英語
発達科学部 1210749D 音楽
文学部 1180037L 国語
文学部 1110083L 国語
文学部 1160069L 社会
文学部 1160072L 社会
理学部 1113011S 数学
理学部 1103082S 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

A日程
学部 学籍番号 教科 備考
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 1260813D 数学
発達科学部 1290512D 数学
発達科学部 1230840D 数学
発達科学部 1270852D 数学
発達科学部 1220880D 理科
発達科学部 1260889D 理科
発達科学部 1250898D 理科

平成26年4月24日
学務部教育推進課　

8月28日（木）～9月24日（水）
4週間実習

6月2日(月)～6月27日(金)
4週間実習

6月12日（木）に体育大会が
あるため6月7日（土）は出勤。
6月13日（金）は代休で休み。

※附属中等教育学校明石校舎において実習を行う予定の方は、必ず5月8日（木）に明石校舎におい
て開催される事前実習に参加してください。（A日程・B日程とも。）
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