2020 年度 教育実習

「教育実習予定者」の今後のスケジュールについて
2020 年度に教育実習予定者について、今後のスケジュールを以下に記載いたしますので、手続き
漏れがないように確認をしてください。
特に「科目名：教育実習演習」の科目登録については、教育実習の時期によって登録するクラス
が違いますので別紙②をよく確認の上、科目登録をおこなってください。
備考

時期

対象者※

手続き

場所

２月２1 日（金）

都内公立校実習者
（二次斡旋予定者）

都内公立学校 2 次斡旋予定者 結果発表

MyWaseda
教育学部事務所

２月２５日（火）
～
３月２日（月）

都内公立校実習者
（二次斡旋予定者）

都内公立学校 2 次斡旋予定者 書類提出

教育学部事務所

３月初旬

全員

2019 年度 秋学期成績発表

MyWaseda

成績発表日は各学部により異なりま
す。
科目等履修生については、発表はあ
りません。

３月３日（火）

法学部以外の全員

教育実習前提条件判定結果発表

MyWaseda

３月３日（火）

附属・系属校実習者

早稲田大学附属・系属校実習者発表

MyWaseda
教育学部事務所

３月６日(金)

法学部

教育実習前提条件判定結果発表

MyWaseda

科目等履修生については、発表はあ
りません。

実習校

・個人で内諾を得た学生の場合、３月
中に実習校へ改めて挨拶をし、実習
時期・期間および事前打合せ日を確
認してください。（科目登録時に実習
の時期が必要となります。）実習時期
が決定していれば実習校への事前挨
拶は科目登録後でも問題ありません。

都内公立実習者
および
個人実習者
３月６日（金）
～
科目登録前まで

（都内公立高等学校・
中等教育学校、都立
附属中学校実習者の
み。都内公立中学校実
習者は備考を参照）

実習校への事前挨拶と実習期間の再確認

３月９日（月）
～
３月１９日（木）

都内公立実習者
および
個人実習者

教育実習関連書類配付（別紙①）
および書類提出

【受取先】
所属学部事務所

３月９日（月）
～
３月１９日（木）

附属・系属校実習者

教育実習関連書類配付
および書類提出

【受取・提出先】
教育学部事務所

３月２０日（金）頃
～

全員

「教育実習演習」科目登録（別紙②）

提出詳細は別途、MyWaseda にて
周知します。

MyWaseda

・ 都 内公 立 中 学校 実 習者 に つい て
は、実習校から大学に実習時期・期
間および事前打合せ日などの連絡が
ありしだい、Waseda メールへ随時、対
応方法を連絡いたします。
・教育実習校へ提出する「教育実習
依頼書」「出勤簿」「誓約書」などを配
付します。
・提出詳細は別途、MyWaseda にて
周知します。
・配布・提出詳細は別途、MyWaseda
にて周知します。
・「教育実習演習」は教育実習の時期
により登録するクラスが違いますの
で、必ず「別紙②」を確認の上、科目
登録をしてください。
・科目登録日程は各学部により異なり
ますので、詳細は各学部で確認をして
ください。
・科目等履修生については、出願時に
科目登録を行うことになります。

※都内公立校実習者：東京都内の公立学校での実習予定者
附属・系属校実習者：早稲田大学の附属・系属校での実習予定者
個人実習者：国立、私立、東京都外の道府県・市区町村立の学校での実習予定者

上記内容にご質問がある際は「kyouiku-jissyu@list.waseda.jp」まで連絡してください。
2020 年 1 月 21 日 教育学部教職支援係
掲示期限
この情報は右記に掲載しています

2020年4月30日

☑掲示板 □教育学部HP ☑教職支援ｾﾝﾀｰHP ☑

MyWaseda

別紙①

2020 年度 教育実習

個人実習者および都内公立学校実習者の
教育実習手続き書類配付について
2020 年度の教育実習予定者で、都内公立学校実習者および個人実習者（国
立、私立、東京都外の道府県・市区町村立の学校での実習者）の方へ大学よ
り実習先へ提出いただく書類および実習に関する諸注意事項の書類を以下の
日程で配付いたします。
対象者は下記の日程で書類を受取してください。また、受取後、配付物の
内容を全て確認し、実習校への提出物を作成の上、実習校へ提出してくださ
い。

配付日程
日時

内容

場所

＜個人実習者および都内公立学校実習者
の教育実習手続き書類提出および配付＞
対象
３月９日（月）
～
３月１９日（木）

・都内公立学校実習者
・個人実習者
（国立、私立、東京都外の道府県・市区町村立学校
での教育実習者）

所属学部事務所

持参物 ①学生証、②書類「教育実習確認事項」(提出書類の
詳細は前提条件判定合格者に MyWaseda で周知します。小学校
実習の学生は提出不要です)
配付物 2020 年度教育実習関連書類一式
（教育実習依頼書、誓約書、出勤簿など）
上記内容にご質問がある際は「kyouiku-jissyu@list.waseda.jp」までご連絡をお願い致します。

2020 年 1 月 21 日 教育学部教職支援係
掲示期限：

2020年4月30日

この情報は右記に掲載しています

☑掲示板 □教育学部HP ☑教職支援ｾﾝﾀｰHP ☑MyWaseda

別紙②-1

2020 年度 中学校・高等学校

教育実習

「教育実習演習」科目登録時の注意点について
2020 年度に中学校もしくは高等学校で教育実習を行う場合、3 月下旬から行われる
春学期科目登録にて、「科目名：教育実習演習（2 週間もしくは 3 週間）
」を登録する必
要があります。
「教育実習演習」は教育実習の実施期間・実施時期によって登録する科目・履修ク
ラスが異なりますので、下表を確認の上、3 月中下旬からの科目登録を行ってください。
2 週間の教育実習の場合
教育実習の時期

登録する科目名・履修クラス

実習先

取得可能
免許状

科目登録
時期

教育実習演習（2 週間）の
春学期開講クラス
教育実習演習（2 週間）の
夏秋期開講クラス

中学
または
高校

高校のみ

春学期

登録する科目名・履修クラス

実習先

取得可能
免許状

科目登録
時期

教育実習演習（3 週間）の
春学期開講クラス
教育実習演習（3 週間）の
夏秋期開講クラス

中学
または
高校

中学校のみ
中学高校両方

春学期

4 月～7 月の場合
8 月～1 月の場合

3 週間の教育実習の場合
教育実習の時期
4 月～7 月の場合
8 月～1 月の場合

■開講クラスについて
春学期開講クラスは、シラバス指定の曜日時限に、事前指導 5 回（4 月～5 月）と事
後指導 3 回（日程は担当教員から指定あり。）の計 8 回の講義が行われます。（担当
教員により事前・事後の回数が変わる場合もあり。
）
夏秋期開講クラスは、夏季休業期間中に事前指導 5 回（集中授業）と秋学期のシラ
バス指定の曜日時限に事後指導 3 回（日程は担当教員から指定あり。）の計 8 回の講
義が行われます。
（担当教員により事前・事後の回数が変わる場合もあり。
）
■注意事項
（1）
「実習時期」が科目登録時に「未定」の場合は、「春学期」開講クラスを登録し
てください。その後、実習時期が「8 月～1 月」に決定した場合は、至急、教育学部
事務所に連絡をしてください。
（2）実習校の都合により、
「実習時期」が科目登録後に「変更」になった場合（「4
月～7 月」→「8 月～1 月」
・「8 月～1 月」→「4 月～7 月」）は、至急、教育学部事
務所に連絡をしてください。
上記内容にご質問がある際は「kyouiku-jissyu@list.waseda.jp」までご連絡をお願い致します。
2020 年 1 月 21 日 教育学部教職支援係
掲示期限
この情報は右記に掲載しています

2020年4月30日

☑掲示板 □教育学部HP ☑教職支援ｾﾝﾀｰHP ☑MyWaseda

別紙②-２

2020 年度

小学校

教育実習

「教育実習演習（小）」科目登録時の注意点について
2020 年度に小学校で教育実習を行う場合、3 月下旬から行われる春学期科目登録に
て、
「科目名：教育実習演習（小）
」を登録する必要があります。
「教育実習演習（小）」は教育実習の実施時期によって登録する履修クラスが異なり
ますので、下表を確認の上、3 月中下旬からの科目登録を行ってください。
小学校の教育実習の場合
教育実習の時期
4 月～7 月の場合
8 月～1 月の場合

登録する科目名・履修クラス

実習先

取得可能
免許状

科目登録
時期

教育実習演習（小）の
A・B クラス（春学期開講）※
教育実習演習（小）の
C クラス（夏秋期開講）

小学校

小学校

春学期

※初等教育学専攻の学生は、「A クラス」その他の学生は「B クラス」を科目登録して
ください。
■開講クラスについて
春学期開講クラスは、シラバス指定の曜日時限に、事前指導 5 回（4 月～5 月）と事
後指導 3 回（日程は担当教員から指定あり。）の計 8 回の講義が行われます。
夏秋期開講クラスは、夏季休業期間中に事前指導 5 回（集中授業）と秋学期のシラ
バス指定の曜日時限に事後指導 3 回（日程は担当教員から指定あり。）の計 8 回の講
義が行われます。
■注意事項
（1）
「実習時期」が科目登録時に「未定」の場合は、「春学期」開講クラスを登録し
てください。その後、実習時期が「8 月～1 月」に決定した場合は、至急、教育学部
事務所に連絡をしてください。
（2）実習校の都合により、
「実習時期」が科目登録後に「変更」になった場合（「4
月～7 月」→「8 月～1 月」
・「8 月～1 月」→「4 月～7 月」）は、至急、教育学部事
務所に連絡をしてください。
上記内容にご質問がある際は「kyouiku-jissyu@list.waseda.jp」までご連絡をお願い致します。
2020 年 1 月 21 日 教育学部教職支援係
掲示期限
この情報は右記に掲載しています

2020年4月30日
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