⚒．2020年度 秋学期 履修関係スケジュール
⚑．商学部開講科目・全学開講科目①
担当窓口

全

商学部開講科目

学

開

講

科

目

①

共通教育センター

●スポーツ科学・健康科学科目
《優先申込 受付》
対象：教育職員免許状取得のために履修
する必要のある3年生以上の未履
修者
対象科目：
「体育方法学講義Ｃ」
「体育方法学演習Ｃ」のみ

9/7（月）

9/8（火）

▼Web 受付のみ
9/7（月）
9：00～9/8（火）
16：00

■Web による申込制科目申込

●情報科学科目のうち、
「文科系学生の
ための情報技術入門」
、
「情報技術概
論」を除く全科目
●AI 活用人材育成科目の全科目
●
「関学」学⚒
●人権教育科目005・009・016・017
●災害復興学
●総合コース214
●スタディスキルセミナー

9/10
9：00～
9/11
～16：50
【対象科目】
英語Ⅳ（コミュニケーション）
（※1）
9/10（木） イングリッシュ（オーラル）Ｂ
教養演習
（※1）
哲学Ｂ
（※2）
日本文学Ｂ
（※2）
心理学Ｂ
ビジネス英書入門
（※1）
投資論
マーケティングサイエンス
ファイナンス特論Ａ（103）
統計分析論Ⅱ
情報処理論Ⅱ
9/11（金） ビジネスデータ分析Ⅱ
オーラル・ビジネス・コミュニケーション
（※1）各クラスの曜日・時限・内容等に
ついてはシラバスを確認すること
（※2）法学部の申込申請画面から申し込
むこと
9/15（火）

《優先申込 履修者発表》
9：00 Web でのみ発表
《一般申込 受付》
対象者：全学部生
対象科目：スポーツ科学・健康科学科目
全科目
▼Web 受付のみ
9/10（木）
9：00～9/11（金）
16：50

▼Web 受付のみ
9/10（木）
9：00～9/11（金）
16：50

■申込制科目抽選結果発表
8：50 Web でのみ発表

●西宮市大学共通単位講座
《申込受付》
センター科目：⚑～⚔年生対象
▼9/16（水）
～9/23（水）
■追加申込対象科目は、
教務機構事務部
教学 Web サービス「お知らせ」に発
表（予定）
※ 日 程 が 変 更 に な る 場 合 は 教 学 Web
サービスでお知らせします。
※追加募集は一般申込抽選後定員に満た
ない科目・クラスがある場合にのみ行 《履修者発表》
センター科目
います。
▼10/6（火）
9：00
《追加申込受付》
教学 Web サービスで発表
▼Web 受付のみ
8：50～11：30
●EUIJ プログラム
《申込受付》
《追加申込 履修者発表》
▼9/17（木）
～9/29（火）
8：50 Web でのみ発表
教務機構事務部
※ 日 程 が 変 更 に な る 場 合 は 教 学 Web
サービスでお知らせします。
《履修者発表》
8：50 Web でのみ発表

9/16（水）

9/17（木）
9/23（水）

●授業開始
■Web 履修申請

～

9/24（木） 9/24 8：50～
9/25 終日
9/26（土） 9/26 ～16：50
★ 必ずこの期間に履修申請を行うこと

■Web 履修申請 確認・修正

受付時間（全科目共通）
（平日）
8：50～11：30
12：30～16：50
（土曜日）
8：50～12：20

～

9/30（水） 9/30 8：50～
10/1 ～16：50
10/1（木） ★ 修正がある場合は必ずこの期間に行
うこと

■教学 Web サービス上での時
間割照会開始
～

10/6（火）

8：50～

★ 履修状況を確認すること
●検定試験・資格試験による単
位認定受付開始
■履修中止期間（Web による申請）

11月中旬

スポーツ科学・健康科学教育プログラム室

11/16
8：50～
11/17～11/19 終日
11/20
～16：50
★ 必ずこの期間に中止申請を行うこと
★ 履修中止できない科目に注意（P. 70）

西宮市大学共通単位講座、EUIJ プログラムは、教学 Web での申込はできない。
西宮市大学共通単位講座のセンター科目は、西宮市大学交流センターで実施される科目をさす。
国連・外交関連プログラム室開講科目の申込スケジュールは教学 Web、各科目個別の募集要項等で案内。

― 19 ―

《一般申込 履修者発表》
8：50 Web でのみ発表
■追加申込対象科目は、
教学 Web サービス「お知らせ」に表
示（予定）
※追加募集は一般申込抽選後定員に満た
ないクラスがある場合にのみ行いま
す。
《追加申込受付》
▼Web 受付のみ
8：50～11：30
《追加申込 履修者発表》
8：50 Web でのみ発表

⚒．2020年度 秋学期 履修関係スケジュール【つづき】
⚒．全学開講科目②
日付

全
ハンズオン・ラーニングセンター（HoLC）

学

言語教育研究センター

開

講

科

目

②

国際教育・協力センター（CIEC）
、日本語教育センター

8/28（金）
8/31（月）
9/1（火）
9/2（水）
9/3（木）
9/7（月）
9/8（火）
●ライフ・キャリア概論
●ライフデザインと仕事Ａ
●ライフデザインと仕事Ｂ
●ライフ・キャリア入門演習
●ライフ・キャリア実践演習
●ライフ・キャリア発展演習
●ハンズオン・プラクティス
9/10（木） ●社会探究入門
●社会探究リサーチ・ベーシッ
クＢ
●社会探究実践演習Ⅰ・Ⅱ
●PBL 特別演習004
【富士ゼロックス兵庫㈱
『志プロジェクト』
】
●PBL 特別演習005
【アントレプレナー養成講座】
●PBL 特別演習009
【三木市・旧市街地 FW】
▼Web 受付のみ
9/10（木）9：00～9/11（金）16：50
9/11（金）

《履修者発表》
8：50 Web でのみ発表

9/16（水）

《英語スコアの事前登録が必要な科目》 ●ビジネス日本語Ａ
●Skills‒based English
●ビジネス日本語Ｃ
●Language and Communication ●総合日本学習科目
●Culture and Society
●English for Cross-Cultural Studies B ●日本語教育基礎
●Academic Writing and Presentation ●CCC Introduction to Multicultural Studies ●日本語教育基礎演習
●Project‒based Seminar in English ●CCC Introduction to Internatnal Relations ▼Web 受付のみ
9/10（木）9：00～9/11（金）16：50
●フランス語インテンシブ初級 ▼Web 受付＆事務室にスコア提出
Ⅲ・中級 ※1
（スコア事前登録済の場合は Web のみで可）
9/10（木）9：00～9/11（金）16：50
●ドイツ語インテンシブ初級
Ⅲ・中級 ※1
●フランス語アラカルト（聞 ※申し込み最終日までに英語ス
く・話す）Ａ
コア表を国際教育・協力セン
ター（CIEC）事務室へ提出
してください。ただし、すで
▼Web 受付のみ
9/10（木）9：00～9/11（金）16：50
に CIEC あるいは言語教育研
究センターでスコア登録を
行っている場合は再度の提出
※1 フランス語インテンシブ
は不要です。
初級Ⅲ・中級/ドイツ語イ
ンテンシブ初級Ⅲ・中級
の先修条件特例措置希望 《英語スコアの事前登録が不要な科目》
者 は 言 語 教 育 研 究 セ ン ●Topics in Canadian Studies A、B
ター事務室（教務機構事 ●国際情報分析
務部、上ケ原キャンパス） ●プロジェクトマネジメントⅠ
にて申込
●グローバルゼミＡ、Ｂ
9/10（木）9：00～9/11（金）16：50 ●グローバルスタディーズ入門
▼Web 受付のみ
9/10（木）9：00～9/11（金）16：50

《履修者発表》
8：50 Web でのみ発表

※その他プログラムの申込方法に
ついては「国際教育・協力プロ
グラム募集要項」を参照のこと
《履修者発表》
《履修者発表》
8：50 Web でのみ発表
8：50 Web でのみ発表

■追加申込対象科目は、
教学 Web サービス「お知ら
せ」に表示（予定）

■追加申込対象科目は、
教学 Web サービス「お知ら
せ」に表示（予定）

■追加申込対象科目は、
教学 Web サービス「お知ら
せ」に表示（予定）

■追加申込対象科目は、
教学 Web サービス「お知ら
せ」に表示（予定）

※追加申込受付は抽選後定員に
満たないクラスがある場合に
のみ行います。

※追加申込受付は抽選後定員に
満たないクラスがある場合に
のみ行います。

※追加申込受付は抽選後定員に
満たないクラスがある場合に
のみ行います。

※追加申込受付は抽選後定員に
満たないクラスがある場合に
のみ行います。

《追加申込受付》
▼Web 受付のみ
8：50～11：30
《追加申込 履修者発表》
9/17（木）
8：50 Web でのみ発表

《追加申込受付》
▼Web 受付のみ
8：50～11：30
《追加申込 履修者発表》
8：50 Web でのみ発表

《追加申込受付》
▼Web 受付のみ
8：50～11：30
《追加申込 履修者発表》
8：50 Web でのみ発表

●教職実践演習 追加申込
▼Web 受付のみ
9/10（木）9：00～9/11（金）16：50
※追加募集は抽選後定員に満た
ない場合にのみ行います。

●教職実践演習 追加申込
▼Web 受付のみ 16：50まで

《追加申込 教職実践演習履修
者発表》
8：50 Web でのみ発表

●⚓年生対象 教育実習
オリエンテーションⅡ
▼10：00～12：00 ⚕別⚑
（予定）
●教職課程・博物館学芸員課
程・学 校 図 書 館 司 書 教 諭 課
程、国際バカロレア教員養成
プログラム等説明会
▼10：00～11：30 （予定）
（教室未定）

9/19（土）

●介護等体験事前指導
（後期・⚓年生以上）
▼13：30～16：00（予定）
（教室未定）
《免許状取得のための他学部履
修許可発表》 各学部

9/23（水）
●インターンシップ実習
●海外インターンシップ
●ハンズオン・インターンシップ実習
●社会探究実習Ⅰ・Ⅱ
●キャリアゼミＣ
●霞が関セミナー
⚙月から
随時

《追加申込受付》
▼Web 受付のみ
8：50～11：30
《追加申込 履修者発表》
8：50 Web でのみ発表

教職教育研究センター
●免許状取得のための他学部履
修申込
▼9：00～11：30 12：30～16：00
●免許状取得のための他学部履
修申込
▼9：00～11：30 12：30～16：00
●免許状取得のための他学部履
修申込
▼9：00～11：30 12：30～16：00
●免許状取得のための他学部履
修申込
▼9：00～11：30 12：30～16：00
●免許状取得のための他学部履
修申込
▼9：00～11：30 12：30～16：00
●教職実践演習申込
▼Web 受付のみ
9/7（月）
9：00～9/8（火）
16：00
●教職実践演習申込
▼Web 受付のみ 16：00まで
《教職実践演習履修者発表》
9：00 Web でのみ発表

・募集要項公開：⚙月より随時
公開
ハンズオン・ラーニングセン
タ ー 窓 口 お よ び 教 学 Web
サービスにて入手可
・説明会：⚙月～随時実施
・申し込み受付：詳細は「2020
年度全学科目申込・履修につ
いての諸注意」を参照のこと
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