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  【春学期】

担当窓口 教務課 キャリアセンター 情報メディア教育センター 言語教育研究センター 教職教育研究センター 教務課 国際教育･協力課 教務課 教務課

科目

平和学・総合コース(※1)・学際ゼ
ミ・ライフデザイン科目（ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲ

ﾝと自分）
連携講座(※3)

ライフデザイン科目
(社会の中での自分(ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

講義）、
ｷｬﾘｱｾﾞﾐA･C)

情報科学科目(※3)
言語教育科目(ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ･MDS関係､選

択外国語､英会話ⅠB)(※4)
教職課程等科目(※2、4)

スポーツ科学・
健康科学科目(※3)

日本・東アジア
研究プログラム

/日本文化総論(※4)

西宮市大学
共通単位講座(※4)

EUIJ科目
(※4、5）

《2008年度履修の手引き配布》
▼3/24～
　場所：キャリアセンター
　（学生ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ２F）

３／27
(木）

●英語ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄ･ｽﾀﾃﾞｨA・B
   履修のための研究計画書
《提出締切》　
▼16:50
　言語教育研究ｾﾝﾀｰ（Ｇ号館)

３/31
（月）

●免許状取得のための他学部
   履修申込
●教育実習２次登録（4年生）
●総合演習申込
▼8:50～11:30　12:30～16:50

４／１
（火）

●学際ゼミ001・002
《面接者発表》
　面接の有無・日時も含めて
　メールにて個別に行う。

　 ●免許状取得のための他学部
   履修申込
●教育実習２次登録（4年生）
●総合演習申込
▼8:50～11:30　12:30～16:50

●スポーツ科学・
　健康科学科目　全科目
　《優先申込》
　▼9：30～10：30　
　対象：MDS許可者
　場所：大学院1号館209号
　
　▼13:30～15:30
　対象：
　①社会学部3年生以上・
　　経済学部2003年度以前
　　入学生の未履修者
　②教職をとっている３年生
　　以上の未履修者
　場所：大学院1号館209号

●西宮市大学
　共通単位講座
　全科目
▼4/1～4/10
　教務課

開室時間
 （平日）
　 8:50～11:30
　 12:30～16:50
 （土曜日）
　 8:50～12:20

４／２
（水）

●ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級
●ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級　
●中国語中級
●日本語(読む･書く)
▼9:30～11:30　12:30～16:50
言語教育研究センター（Ｇ号館)

●免許状取得のための他学部
   履修申込
●教育実習２次登録（4年生）
●総合演習申込
▼8:50～11:30　 12:30～16:50

４／３
（木）

●ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級
●ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級　
●中国語中級
●日本語(読む･書く)
▼9:30～11:30　12:30～16:50
言語教育研究センター（Ｇ号館)

●免許状取得のための他学部
   履修申込
●教育実習２次登録（4年生）
●総合演習申込
▼8:50～11:30   12:30～16:50
●博物館実習オリエンテーショ
   ン（３年生以上）
▼13:30～15:00  4別202

４／４
（金）

●総合コース210・480・495
●平和学特別演習「ヒロシマ」
●キャリアデザインと自分
●連携講座003･004･006･007･008　
▼Web受付のみ
　 9:30～4/6(日)24:00まで

●ﾌﾟﾚｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ,
　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ
●英会話ⅠＢ（先着順150名)
　（集中9/8～12、予備日9/13）
●英語セミナーA・B
▼9:30～11:30 　12:30～16:50
　Ｇ号館119号教室

●ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級
●ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級
●中国語中級
●日本語(読む･書く)
▼9:30～11:30   12:30～16：50
　言語教育研究センター（Ｇ号館)

●教職課程・
　博物館学芸員課程･
　学校図書館司書教諭課程等
　説明会（新入生･新規希望者）
▼10:00～11:30 中央講堂
●３年生対象 教育実習
　オリエンテーションⅠ
▼13:30～15:00   B301

４／５
（土）

●総合コース210・480・495
●平和学特別演習「ヒロシマ」
●キャリアデザインと自分
●連携講座003･004･006･007･008　
▼Web受付のみ
　 終日

●ﾌﾟﾚｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ,
　ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ
●英会話ⅠＢ（先着順150名)
　（集中9/8～12、予備日9/13）
●英語セミナーA・B
▼9:30～12：20
　Ｇ号館119号教室

●ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級
●ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ初級Ⅲ・中級
●中国語中級
●日本語(読む･書く)
▼9:30～12：20
　言語教育研究センター（Ｇ号館)

《博物館実習履修者発表》
   9:00
　教職教育研究ｾﾝﾀｰ

●博物館実習履修申込
●社会教育実習履修申込
▼8:50～12:20
●介護等体験事前指導
　(３年生以上)
▼10:00～12:00　B101

４／６
（日）

●総合コース210・480・495
●平和学特別演習「ヒロシマ」
●キャリアデザインと自分
●連携講座003･004･006･007･008　
▼Web受付のみ
　 24:00まで

４／７
（月）

《履修者発表》
　9:00Webおよび学内掲示
　（ﾒﾃﾞｨｱ･研究棟１Ｆ）
《追加申込受付》
　9:30-11:30
　場所:情報ﾒﾃﾞｨｱ
　　　　教育ｾﾝﾀｰ事務室
■追加申込対象科目
　は教学Ｗebｻｰﾋﾞｽ
　「お知らせ」に表示
　(予定)　
※追加募集は抽選後定員に満
たないクラスがある場合にのみ
行います。

●博物館実習履修申込
●社会教育実習履修申込
▼8:50～11:30　12:30～16:50

《総合演習履修者発表》
　9:00
　教職教育研究ｾﾝﾀｰ

《履修者発表》
  9:00　Webおよび学内掲示
　(大学院1号館1F･
　　　　　　　　教務課掲示板）

《追加申込受付》
   9:30-11:30
　 場所:教務課
　　　　　　(大学院1号館1F)
■追加申込対象科目は
　教学Webｻｰﾋﾞｽ「お知らせ」
　に表示(予定)

《履修者発表》
　9:00
　国際教育・協力課（Ｇ号館）
および教学Webｻｰﾋﾞｽ「お知ら
せ」

４／８
(火)

《履修者発表》
  9:00　Webおよび学内掲示
　(大学院1号館1F･
　　　　教務課掲示板）
（学際ゼミはwebでの
　　　　発表を行わない）

《追加申込受付》
　9:30-11:30
　場所:教務課
　　　　(大学院1号館1F) 
 
■追加申込対象科目は、教学Web
ｻｰﾋﾞｽ｢お知らせ｣に表示(予定)

《履修者発表》
　9:00 Webおよび学内掲示
　（ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ掲示板）

《追加申込受付》
　9:30-11:30
　場所：キャリアセンター
　　（学生ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ２F）

■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）

《履修者発表》
　9:00
　言語教育研究センター（Ｇ号館)

●博物館実習履修申込
●社会教育実習履修申込
▼8:50～11:30　12:30～16:50

４/10
（木）

《募集締切》
▼16:50
   場所：教務課

４/12
（土）

《免許状取得のための他学部履修許
可発表》　  各学部

４/16
（水）

《履修者発表》
　9:00
   教務課
　各学部掲示板

4月下旬 ●キャリアゼミA･C
《2008年度ｷｬﾘｱｾﾞﾐA募集要項配
布》
《2008年度ｷｬﾘｱｾﾞﾐＣ募集要項配
布》
▼4月下旬～
　場所：キャリアセンター
　（学生ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ２Ｆ）
▼5月中旬～下旬
　申込受付予定

(※1)総合コースについて、上表に記載されていないコースは、申込み手続き不要（ただし履修登録は必要）である。
(※2)教職課程等科目の申込場所は、特に指定がない場合は「教職教育研究センター事務室」である。  

 　　 ②各科目のWeb申込受付時間内であればWeb上で修正可。
　　  ③優先・追加申込については、Webでの申込みはできない。予備登録申込票（予備登録用OCR用紙）にて申込むこと。
　    ④上記の詳しい登録手順については、別紙『2008年度 履修･学習要覧Ｗｅｂｻｲﾄ/教学Ｗｅｂｻｰﾋﾞｽ 操作ﾏﾆｭｱﾙ』（各学部事務室等のｶｳﾝﾀｰに配置）を参照のこと。

(※5)EUIJのCertificateﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ概要(科目一覧も含めて)については、各学部事務室の掲示･カウンターに配置している。

●EUIJﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　登録
(詳細は別途掲示)
▼4/1～4/23
　教務課
　
開室時間
 （平日）
　 8:50～11:30
　 12:30～16:50
 （土曜日）
　 8:50～12:20

(※4）言語教育科目、教職課程等科目、日本・東アジア研究プログラム/日本文化総論、西宮市大学共通単位講座、EUIJ科目は、Webでの申込はできない。

２００８年度　春学期　全学科目の申込み手続きが必要な科目（西宮上ケ原キャンパス）２００８年度　春学期　全学科目の申込み手続きが必要な科目（西宮上ケ原キャンパス）２００８年度　春学期　全学科目の申込み手続きが必要な科目（西宮上ケ原キャンパス）２００８年度　春学期　全学科目の申込み手続きが必要な科目（西宮上ケ原キャンパス）

(※3)①申込については、Web（パソコン・iモード）での申込のみである。

●スポーツ科学・
 健康科学科目 全科目
　《一般申込》
　全学部生対象

▼ Web受付のみ
　　 4/4(金) 9:30～
 　　4/6(日) 12:00

●情報科学科目
｢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

▼Web受付のみ
　　4/4(金) 9:30～　
 　 4/6(日)12:00

●社会の中での自分
　　　　（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ講義）

▼Web受付のみ
　4/4(金）9:30～
　4/6(日）24:00

●学際ゼミ001・002
《願書配布》
▼～3/31
　場所：教務課

《願書受付》
▼3/24～3/31
　場所：教務課
　開室時間
　（平日）
　8:50～11:30　12:30～16:50

《募集締切》
▼16:50
　場所：教務課

●総合日本学習ｺｰｽ
●中国・韓国学習ｺｰｽ
●日本文化総論
▼ 4/2～4/4
   8:50～11:30
　 12:30～16:50
　国際教育・協力課（Ｇ号館）


