明治大学

教職課程

2022 教育実習終了後の提出物について

明治大学教職課程では，教育実習の評価の一環として，研究授業に使用した学習指導案の提出を義務づけています。
提出された学習指導案はデータベース化し，これから教育実習を行う学生の学習に役立てています。また、実習で記
入した「教育実習録」の内容を確認しますので，併せて提出してください。

教育実習事後指導の授業終了後、以下の４点を提出してください。

【提出期限：事後指導授業日より１週間後】
１．学習指導案データベースへの学習指導案の登録について（許諾票）
２．研究授業で使用した学習指導案の PDF ファイル
３．データベース検索用データフォーム Excel ファイル
４．教育実習録（※印刷した学習指導案を貼付）
※上記１～３のデータ提出後，教育実習録を教職支援室または各分室に提出してください。（郵送も可）

１．「学習指導案データベースへの学習指導案の登録について（許諾票）
」について
登録への承諾について，Oh-o!Meiji アンケートより回答（提出）します。

なお，提出された学習指導案は，教職課程における教育・研究以外の目的には一切使用致しません。

Oh-o!Meiji アンケート回答
Oh-o!Meiji[グループ]→[教職課程
2022 年度教育実習指導]を選択しま
す。

[アンケート]→[学習指導案データ
ベースへの学習指導案の登録につい
て（許諾票）]を開いて回答してくださ
い。

※回答は一度しかできません。回答
した内容を変更する場合には，教職支
援室または各分室へ申し出てくださ
い。
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２．学習指導案データの作成（PDF ファイル）
「学習指導案データベース」はインターネット上で利用しますので，個人情報を削除して PDF へ変換して下さい。

（１）個人情報の削除
Word の編集機能を使用し，【実習校名・実習生氏
名・指導教諭名・クラス名】などの個人を特定でき
るような情報を全て削除します。
文字を Delete してレイアウトが崩れる場合は，
伏せ字（○○や△△の記号）へ置き換えて下さい。

社会科

学習指導案
指導教諭
教育実習生

実習日時
担当学級
実施場所

〇〇
△△

〇〇
△△

平成 30 年 6 月 18 日（金）
第１学年〇組（男子 12 名・女子 12 名）
中学１年〇組教

※文字色を白にする方法は，画面上は見えていなく
とも，個人情報が PDF ファイルに保存されている場
合があります。
※担当したクラス・生徒氏名を記載している場合は特に
注意し、必ず全て削除してください。

（２）PDF ファイルへの変換
[名前を付けて保存]→[ファイルの種類]で PDF を
選択し，指定のファイル名をつけて保存します。
ファイル名：自分の氏名（例：surugataro）
・半角英小文字フルネーム
・スペース無し
・拡張子を表示している場合は「surugataro.pdf」

ココをクリックして PDF を選択

※「学習指導案データベース」への登録を承諾しない場合
であっても，「学習指導案 PDF ファイル」および「データ
ベース検索用データフォーム Excel ファイル」の提出が必
要です。

2

３．検索用データの作成（Excel ファイル）
データベース検索用キーワードを登録したファイルを作成します。学習指導案を確認しながら行ってください。

（１）検索用データフォームのダウンロード（資格課程 HP から）
資格課程事務室 HP で，
左側メニュー[教職課程]
→[教育実習]をクリック
します。

右上の[目次]より，[3.
授業日程、事後指導、教育
実習録、履修カルテ]を選
択します。

表示ページより，[検索用データフォーム]を
ダウンロードし，デスクトップ等に保存してく
ださい。
ダウンロードファイルを選択してく
ださい。

（２）入力前準備
右のメッセージが表示された場合には，
編集を有効にする(E)をクリックします。
コンテンツの有効化をクリックします。
メッセージバーの表示が消え，検索用デー
タフォームへの入力が可能になります。

（３）検索用データフォームへの入力

①～⑰までの各項目に該当する言葉を【入力・選択】します。

〇 必ず①から入力してください。
〇 括孤などの記号は全角で入力してください。
※他のセルから入力を始めると正しく表示されません。 〇 セル中での改行（Alt＋Enter）はしないでください。

①

実習年度：数字は半角で入力

※2022年度と入力

② 学年：自分の学年を選択
〔〇年・修士〇年・博士〇年・科目等履修生〕

③ 学部：選択

※リストから選択できない場合はデータフォームを再度
ダウンロードし，①のセルから入力し直して下さい。
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④ 学校種：選択
※中等教育学校（6 年間教育）で 4 年生を
担当した場合は，高等学校 1 年生担当と
みなし，
〔高等学校〕を選択。

⑤ 実習校名：全角で入力

※正式名称

〔例〕〇〇県立，〇〇市立
〔例〕千代田区

※公立学校の場合

⑥ 都道府県：選択
⑦ 市区町村（実習校住所）：入力
実習校の市区町村を入力。
※地名・番地等は不要です。

⑧ 教科：選択
学習指導案に該当する教科を選択。

⑨ 科目：選択
該当科目を選択。

〔例〕歴史的分野（中学社会の場合）
数学Ⅱ（高校数学の場合）

⑩ 領域・分野：選択
学習指導案に該当するものを選択。
※複数の分野にまたがる場合は，
主な領域・分野を選択。

⑪ 使用教科書：入力
使用教科書名と出版社名を入力。
〔例〕中学校. 国語.第 1 学年. 詩

⑫ 教科書の単元名：入力
教科書の単元名を入力します。
※「大単元・中単元・小単元」のいずれか 1 つ，
または複数を入力。

〔例〕専制政治への不満

〔例〕詳細社会（実習出版）
※括弧は全角で入力

⑬ 授業のねらい・指導上のポイント
学習指導案の内容をもとに文章（箇条書き
でも可）で入力します。
データベースではここに入力された単語
を検索しますので，教科書の索引に記載さ
れているような重要語句をなるべく含め
てください。
※文末に，この学習指導案で授業をした学
年とキーワード（5～10 語程度）を入力し
てください。

〔例〕

明治政府の専制政治とそれに不満を持つ士族の
対立が引き起こした西南戦争から国会開設が実
現するまでの歴史の流れを理解する。
（中学 2 年
生，明治政府の専制政治，国会開設の実現）

4

⑭ PDF ファイル名
PDF ファイルに変換した学習指導案のファイル名を
氏名.pdf の形式で入力。
※半角英小文字フルネーム
※スペース無し
〔例〕surugataro.pdf

※200 字以内

⑮ 自己評価・感想
この学習指導案で授業を行ったことについての自己
評価・感想を 200 字以内で入力。

⑯ 指導教諭の評価
この授業に対する指導教諭（他の教員でもよい）の
コメントを入力。コメントが無い場合は「なし」と入
力してください。
※200 字以内

⑰ 参考資料
授業で使用した副教材や資料を入力します。参考に
した資料が無い場合は「なし」と入力してください。

〔例〕詳しい理科資料（実習出版）

（４）検索用データフォームの保存
[名前をつけて保存]→ファイルの種類が[Excel ブック
(*.xlsx)]になっていることを確認の上、指定のファイル
名をつけて保存します。

ファイル名：自分の氏名（例：surugataro）
・半角英小文字フルネーム
・スペース無し
・拡張子を表示している場合は「surugataro.xlsx」
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４．ファイルの提出（PDF および Excel ファイル）
作成した２つのファイルを Oh-o!Meiji で提出します。

Oh-o!Meiji グループ提出

Oh-o!Meiji[グループ]→[教職課程
育実習指導]を選択します。

2022 年度教

[提出物]に表示されている，
[教育実習事後指導参加後に行うこと 2022 年度教
育実習 事後指導 課題提出]を選択します。

作成したファイル２つを提出します。
学習指導案 PDF ファイル
（例：surugataro.pdf）
データベース検索用 Excel ファイル
（例：surugataro.xlsx）

以上で，事後指導後のファイル提出は終了です。
※提出後にファイル形式等について確認を行い
ます。不備があった場合には，指示に従い速やか
に修正して再提出してください。

５．教育実習録の提出
上記のファイルをすべて提出後，教育実習録を教職支援室または分室へ提出してください。

「教育実習録」確認事項
１．日誌ページ右下の「検印」欄に，ご記入頂いた先生の押印またはサインがあるか。
２．
「研究授業指導案貼付」（p.97）に印刷した指導案を貼り付けているか。

※指導案は，のり・ホチキス等でしっかりと実習録に貼り付けてください。
※提出期限は，事後指導授業日より１週間後です。
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