
大手前大学 通信教育部
2019年度 日本語教員養成課程【新基準】教育実習先一覧

1 ページ  2019年2月1日現在
※日程等は変更となる場合があります。

実習日数（回） コース・時限（時間） 開講日程 定員 実習費 入金期間 履修登録 成績開示

1時限～5時限
（9:10～18:00）

5/10（金）,5/11（土）,5/12（日）,5/18（土）,5/19（日） 90名
10,000円

（教材費込）
4/5（金）～4/9（火）

履修登録1
【3/30（土）～4/3（水）】

第2回
【9/27（金）】

1時限～5時限
（9:10～18:00）

1/10（金）,1/11(土）,1/12（日）,1/25（土）,1/26（日） 90名
10,000円

（教材費込）
12/6（金）～12/10（火）

履修登録4
【11/30（土）～12/4（水）】

第4回
【3/9（月）】

実習日数（回） コース・時限（時間） 開講日程 定員 実習費 入金期間 履修登録 成績開示

②東京福祉保育専門学校
（豊島区東池袋4-23-4）

学内書類審査：なし

模擬授業：東京福祉保育専門学校在学の外国人留学生を学習者に見立てて実施しま
す。

実習指導：本学専任教員　（未定）

金土日、土日の5日間
1時限～5時限
（9:10～18:00）

11/8（金）,11/9土）,11/10（日）,11/23（土祝）、11/24（日） 30名
10,000円

（教材費込）
10/4（金）～10/8（火）

履修登録3
【9/28（土）～10/2（水）】

第4回
【3/9（月）】

実習日数（回） コース・時限（時間） 開講日程 定員 実習費 入金期間 履修登録 成績開示

9:00～18:00
5/20（月）,5/21（火）,5/22（水）,5/23（木）,5/24（金）
事前研修：実習開始１ヶ月前にI.C.NAGOYAより実習生に直接連絡
事後研修：5/24（金）

1名
43,200円

（教材費込）
4/5（金）～4/9（火）

履修登録1
【3/30（土）～4/3（水）】

第2回
【9/27（金）】

9:00～18:00
5/27（月）,5/28（火）,5/29（水）,5/30（木）,5/31（金）
事前研修：実習開始１ヶ月前にI.C.NAGOYAより実習生に直接連絡
事後研修：5/31（金）

1名
43,200円

（教材費込）
4/5（金）～4/9（火）

履修登録1
【3/30（土）～4/3（水）】

第2回
【9/27（金）】

9:00～18:00
7/22（月）,7/23（火）,7/24（水）,7/25（木）,7/26（金）
事前研修：j実習開始１ヶ月前にI.C.NAGOYAより実習生に直接連絡
事後研修：7/26（金）

1名
43,200円

（教材費込）
6/21（金）～6/25（火）

履修登録2
【6/15（土）～6/19（水）】

第3回
【1/10（金）】

実習日数（回） コース・時限（時間） 開講日程 定員 実習費 入金期間 履修登録 成績開示

9:00～18:00
【各校共通】
6/6（木）,6/7（金）,6/10（月）,6/11（火）,6/12（水）
事前研修：5/9（木）、事後研修：6/26（水）

東京6名
大阪6名
佐賀4名

21,600円
（教材費込）

3/25（月）～3/29（金）
履修登録1

【3/30（土）～4/3（水）】
第2回

【9/27（金）】

9:00～18:00
【各校共通】
6/13（木）,6/14（金）,6/17（月）,6/18（火）,6/19（水）
事前研修：5/9（木）、事後研修：6/28（金）

東京6名
大阪6名
佐賀4名

21,600円
（教材費込）

3/25（月）～3/29（金）
履修登録1

【3/30（土）～4/3（水）】
第2回

【9/27（金）】

9:00～18:00
【各校共通】
9/2（月）,9/3（火）,9/4（水）,9/5（木）,9/6（金）
事前研修：8/6（火）、事後研修：9/26（木）

東京6名
大阪6名
佐賀4名

21,600円
（教材費込）

6/10日（月）～6/14日（金）
履修登録2

【6/15（土）～6/19（水）】
第3回

【1/10（金）】

9:00～18:00

【東京校・大阪校】
9/9（月）,9/10（火）,9/11（水）,9/12（木）,9/13（金）
事前研修：8/6（火）、事後研修：9/27（金）
【佐賀校】
9/10（火）,9/11（水）,9/12（木）,9/13（金）,9/17（火）
事前研修：8/6（火）、事後研修：9/27（金）

東京6名
大阪6名
佐賀4名

21,600円
（教材費込）

6/10日（月）～6/14日（金）
履修登録2

【6/15（土）～6/19（水）】
第3回

【1/10（金）】

9:00～18:00
【各校共通】
11/28（木）,11/29（金）,12/2（月）,12/3（火）,12/4（水）
事前研修：11/7（木）、事後研修：12/16（月）

東京6名
大阪6名
佐賀4名

21,600円
（教材費込）

9/23日（月祝）～9/27（金）
履修登録3

【9/28（土）～10/2（水）】
第4回

【3/9（月）】

9:00～18:00
【各校共通】
12/5（木）,12/6（金）,12/9（月）,12/10（火）,12/11（水）
事前研修：11/7（木）、事後研修：12/20（金）

東京6名
大阪6名
佐賀4名

21,600円
（教材費込）

9/23日（月祝）～9/27（金）
履修登録3

【9/28（土）～10/2（水）】
第4回

【3/9（月）】

実習日数（回） コース・時限（時間） 開講日程 定員 実習費 入金期間 履修登録 成績開示

月火　朝コース
（9：45～12：55）

6/4（月）,6/5（火）,6/11（月）,6/12（火）,6/18（月）,6/19（火）,6/25（月）,6/26（火）,7/2
（月）,7/3（火）,7/9（月）

20名 71,280円

月木金　夜コース
（18：30～21：40）

7/9（月）,7/23（月）,7/30（月）,8/6（月）,8/9（木）,8/17（金）8/20（月）,8/23（木）,8/24
（金）,8/27（月）,8/30（木）

20名 71,280円

④ヒューマンアカデミー
日本語学校
（東京校・大阪校・佐賀校）

法務省告示校おいて実施される教育実習です。

事前書類審査：本学専任教員鈴木 基伸准教授による事前書類審査注1) を経て、「可」と判
定された者のみ日本語学校での面接に進むことができます。　実習先日本語学校では、学
校長による面接（対面）注2)が実施されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

1) 事前書類審査で「可」と判定された者のみ、日本語学校での面接に進むことができます。
定員超過があった場合は、書類審査以外に、面接（Skype）が実施される場合があり、面接
結果により実習校面接に進むことができない場合があります。
注2) 面接（対面）結果により受入不可となる場合があります。

模擬授業：実習先日本語学校在学の外国人留学生を対象に、実際の教育現場での授業時
間内に実施します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施します。

実習指導：日本語学校主任講師

平日5日間と
事前および事後研修

各1日の計7日間

第2回
【9/27（金）】

3時間×11回
⑤ヒューマンアカデミー
日本語教師養成講座  （名古屋駅前
校）

ヒューマンアカデミー日本語教師養成講座の中で実施される教育実習に講座受講生と
ともに参加します。
事前面接：なし
模擬授業：外国人留学生を学習者に見立てて実施します。
実習指導：ヒューマンアカデミー日本語教師養成講座担当講師
いずれのコースも3時間×11回実施

3/26（月）～3/29（金）

実習先

①本学さくら夙川キャンパス
（西宮市御茶家所町6-42）

学内書類審査：なし

模擬授業：本学在学の外国人留学生を学習者に見立てて実施します。

実習指導：本学専任教員　石井 誠教授、鈴木 基伸准教授、加藤 恵梨講師

金土日、土日の5日間

実習先

実習会場

実習先

③I.C.NAGOYA
（名古屋市中村区名駅3丁目26-19
名駅永田ビル）

法務省告示校おいて実施される教育実習です。

事前書類審査：本学専任教員鈴木 基伸准教授による事前書類審査注1) を経て、「可」と判
定された者のみ日本語学校での面接に進むことができます。　実習先日本語学校では、学
校長による面接（対面）注)2が実施されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

1) 事前書類審査で「可」と判定された者のみ、日本語学校での面接に進むことができます。
定員超過があった場合は、書類審査以外に、面接（Skype）が実施される場合があり、面接
結果により実習校面接に進むことができない場合があります。
注2) 面接（対面）結果により受入不可となる場合があります。

模擬授業：実習先日本語学校在学の外国人留学生を対象に、実際の教育現場での授業時
間内に実施します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施します。

実習指導：日本語学校主任講師

平日5日間と
事前および事後研修

各1日の計7日間

履修登録1
【3/30（土）～4/3（水）】

実習先

※日本語教育実習の履修は、在学2年目以降で、かつ、先修条件を満たしていることが条件となります。
※科目等履修生で日本語教育実習を履修する場合は、実習費に加えて別途1単位スクーリングの授業料15,000円が必要となります。
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実習日数（回） コース・時限（時間） 開講日程 定員 実習費 入金期間 履修登録 成績開示実習先

土曜日　集中コース
（朝：10：00～13：10）
（昼：14：10～17：20）

6/9（土・朝）,6/16（土・朝）,6/16（土・昼）,6/23（土・朝）,6/23（土・昼）,6/30（土・朝）,6/30
（土・昼）,7/7（土・朝）,7/7（土・昼）,7/21（土・朝）,7/21（土・昼）

20名 71,280円

 日曜日集中
朝/10：00～13：10
昼/14：10～17：20

5/12（日・昼）,5/19（日・昼）,5/26（日・昼）,6/2（日･朝）,6/2（日･昼）,6/9（日･朝）,6/9（日･
昼）,6/16（日・朝）,6/16（日・昼）,6/23（日・朝）,6/23（日・昼）

20名 71,280円

月水金　昼
14：00～17：10

5/29(水）,6/5(水）,6/10(月）,6/12(水）,6/14(金),6/17(月),6/19（水）,6/21（金）,6/24
（月）,6/26（水）,6/28（金）

20名 71,280円

水木　夜
18：30～21：40

6/12(水),6/19(水）,6/20(木）,6/26(水）,6/27(木),7/3(水),7/4(木),7/10(水）,7/11
（木）,7/17(水),7/18(木)

20名 71,280円

日曜日　集中コース
（朝：10：00～13：10）
（昼：14：10～17：20）

7/22（日・朝）,7/29（日・朝）,7/29（日・昼）,8/5（日・朝）,8/5（日・昼）,8/19（日・朝）,8/19
（日・昼）,8/26（日・朝）,8/26（日・昼）,9/2（日・朝）,9/2（日・昼）

20名 71,280円

火水金　朝コース
（9:45～12:55）

9/5（水）,9/7（金）,9/11（火）,9/12（水）,9/14（金）,9/1（火）,9/19（水）,9/21（金）,9/25
（火）,9/26（水）,9/28（金）

20名 71,280円

土曜日　集中コース
（朝：10：00～13：10）
（昼：14：10～17：20）

9/29（土・朝）,9/29（土・昼）,10/13（土・朝）,10/13（土・昼）10/20（土・朝）,10/20（土・
昼）,10/27（土・朝）,10/27（土・昼）,11/3（土・朝）,11/3（土・昼）,11/10（土・朝）

20名 71,280円

水金　朝
9：45～12：55

7/17(水）,7/19(金）,7/24(水）,7/26(金）,7/31(水),8/2(金),8/7（水）,8/9（金）,8/21
（水）,8/23（金）,8/28（水）

20名 71,280円

火水　朝
9：45～12：55

8/20(火）,8/27(火）,9/3(火）,9/4(水）,9/10(火),9/11(水),9/17(火）,9/18（水）,9/24
（火),9/25（水),10/1（火）

20名 71,280円

木曜　朝昼
朝/  9：45～12：55
昼/14：00～17：10

8/22(木･昼）,8/29(木･朝）,8/29(木･昼),9/5(木･朝),9/5(木･昼),9/12(木･朝),9/12(木･
昼),9/19(木･朝),9/19(木･昼),9/26(木･朝）,9/26（木･昼）

20名 71,280円

火水金　昼
14：00～17：10

8/23(金）,8/27(火),8/28(水),8/30(金),9/3(火),9/4(水),9/6(金),9/10(火),9/11(水),9/18(
水),9/25(水）

20名 71,280円

土･日曜日 集中
朝/10：00～13：10
昼/14：10～17：20

8/31(土･昼）,9/7(土･朝）,9/7(土･昼),9/28(土･朝),9/29(日･朝),9/29(日･昼),10/5(土･
朝),10/6(日･朝),10/6(日･昼),10/20(日･朝）,10/20（日･昼）

20名 71,280円

火金　昼
14：00～17：10

9/13(金）,9/17(火),9/20(金),9/24(火),9/27(金),10/1(火),10/4(金),10/8(火),10/11(金）,10
/15(火),10/18(金)

20名 71,280円

土曜日集中
朝/10：00～13：10
昼/14：10～17：20

9/28(土･昼）,10/5(土･昼),10/19(土･朝),10/19(土･昼),10/26(土･朝),10/26(土･
昼),11/9(土･朝),11/9(土･昼),11/16(土･朝）,11/16（土･昼）,11/23(土･朝)

20名 71,280円
第4回

【3/9（月）】

水木　夜
18：30～21：40

10/17(木),10/23(水）,10/24(木),10/30(水),10/31(木),11/6(水),11/7(木),11/13
（水）,11/14（木）,11/20（水）,11/21（木）

20名 71,280円 6/11（月）～6/14（金）
履修登録2

【6/15（土）～6/19（水）】

月水　昼
14：00～17：10

10/21(月),10/23(水）,10/28(月),10/30(水),,11/6(水),11/11(月),11/13（水）,11/18
（月）,11/20（水）,11/25（月）,11/27(水)

20名 71,280円

日曜日集中
朝/10：00～13：10
昼/14：10～17：20

11/10(日･朝）,11/17(日･朝),11/17(日･昼）,12/1(日･朝）,12/1(日・昼）,12/8（日・
朝）,12/8（日・昼）,12/15(日･朝),12/15(日･昼),12/22(日・朝),12/22（日･昼)

20名 71,280円

月水金　朝
9：45～12：55

11/22(金）,11/29(金),12/2(月),12/6(金),12/9(月),12/11(水),12/13(金),12/16(月),12/18(
水),12/20(金),12/25（水）

20名 71,280円

日曜日　集中コース
（朝：10：00～13：10）
（昼：14：10～17：20）

11/3（日・朝）,11/10（日・朝）,11/17（日・朝）,12/1（日朝）,12/1（日・昼）,12/8（日・
朝）,12/8（日・昼）,1215（日・朝）,12/15（日・昼）,12/22（日・朝）,12/22（日・昼）

20名 71,280円

第2回
【9/27（金）】

3時間×11回

ヒューマンアカデミー日本語教師養成講座の中で実施される教育実習に講座受講生と
ともに参加します。

事前面接：なし

模擬授業：外国人留学生を学習者に見立てて実施します。

実習指導：ヒューマンアカデミー日本語教師養成講座担当講師

※いずれのコースも3時間×11回実施

⑤ヒューマンアカデミー
日本語教師養成講座（名古屋駅前校）

3時間×11回

6/11（月）～6/14（金）
履修登録2

【6/15（土）～6/19（水）】

第3回
【1/10（金）】

3/26（月）～3/29（金）
履修登録1

【3/30（土）～4/3（水）】

9/20(金）～9/27(金)
履修登録3

【9/28(土)～10/2（水)】

第4回
【3/9（月）】

※日本語教育実習の履修は、在学2年目以降で、かつ、先修条件を満たしていることが条件となります。
※科目等履修生で日本語教育実習を履修する場合は、実習費に加えて別途1単位スクーリングの授業料15,000円が必要となります。


