
夜間・土曜日コース　2020.04.30

曜日

時間 3限目   13:40～15:10　4限目 15:20～16:50

場所 ファーストウエスト教室 ■は廣和ビル教室使用

週 日程 科目名 日程 科目名 科目名

1 7/1 理論①
7月生開講式

教材・教具とコースデザイン（一般）①
7/4 実技① 初級の教え方①② 理論③ 異文化コミュニケーション①②

2 7/8 理論① 教材・教具とコースデザイン（一般）②③ 7/11 実技① 初級の教え方③④ 理論③ 異文化コミュニケーション③④

3 7/15 理論① 教材・教具とコースデザイン（一般）④⑤ 7/18 実技① 初級の教え方⑤⑥ 理論③ 異文化コミュニケーション⑤⑥

理論① 教材・教具とコースデザイン（一般）⑥テスト

理論④ 社会言語学①

5 7/29 理論④ 社会言語学②③ 8/1 実技① 初級の教え方⑨⑩ 理論③
異文化コミュニケーション⑧テスト

形態・語彙論②

6 8/5 理論④ 社会言語学④⑤ 8/8

7 8/12 8/15

8 8/19 理論④ 社会言語学⑥⑦ 8/22 実技① 初級の教え方⑪⑫ 理論③ 形態・語彙論③④

9 8/26 理論④ 社会言語学⑧⑨ 8/29 実技① 初級の教え方⑬⑭ 理論③
形態・語彙論⑤

文字・表記①

10 9/2 理論④ 社会言語学⑩⑪ 9/5 実技① 初級の教え方⑮⑯ 理論③
形態・語彙論⑥テスト

文字・表記②

11 9/9 理論④
社会言語学⑫テスト

教材・教具とコースデザイン（ICT）⑦
9/12 実技① 初級の教え方⑰⑱ 理論③ 文字・表記③④

12 9/16 理論④
教材・教具とコースデザイン（ICT）⑧

対照言語学①
9/19 実技① 初級の教え方⑲⑳ 理論③

文字・表記⑤

予備日

13 9/23 理論④ 対照言語学②③ 9/26 実技① 初級の教え方㉑㉒ 理論③
文字・表記⑥テスト

予備日

14 9/30 理論④ 対照言語学④⑤ 10/3 実技①
初級の教え方㉓テスト

初球の教え方㉔
理論⑤ 音声・音韻①②

15 10/7 理論④
対照言語学⑥テスト

予備日
10/10 実技① 初級の教え方㉕㉖ 理論⑤ 音声・音韻③④

16 10/14 理論⑥ 言語と心理①② 10/17 実技③ 教授法（生活者）⑰⑱ 理論⑤ 音声・音韻⑤⑥

17 10/21 理論⑥ 言語と心理③④ 10/24 実技③ 教材・教具とコースデザイン（実習準備）⑨⑩ 理論⑤ 音声・音韻⑦⑧

18 10/28 理論⑥ 言語と心理⑤⑥ 10/31 実技③ 教育実習（生活者）①② 理論⑤ 音声・音韻⑨⑩

19 11/4 理論⑥
言語と心理⑦

評価法①
11/7 実技③

教育実習（生活者）⑤⑥

（教育実習③④は平日に実施）
理論⑤ 音声・音韻⑪⑫

20 11/11 理論⑥
言語と心理⑧テスト

評価法②
11/14 実技③ 教育実習（生活者）⑦⑧ 理論⑤ 音声・音韻⑬⑭

21 11/18 理論⑥ 評価法③④ 11/21 実技③
教育実習（生活者）⑪⑫

（教育実習⑨⑩は平日に実施）
理論⑤ 音声・音韻⑮⑯

22 11/25 理論⑥ 評価法⑤⑥ 11/28 実技③ 教育実習（生活者）⑬⑭ 理論⑤ 音声・音韻⑰⑱

23 12/2 理論⑥ 評価法⑦⑧ 12/5 実技③ 教育実習（生活者）⑮⑯ 理論⑤
音声・音韻⑲

言語学概論①

24 12/9 理論⑥
評価法⑨

予備日
12/12 実技③

教育実習（生活者）⑲⑳

（教育実習⑰⑱は平日に実施）
理論⑤

音声・音韻⑳テスト

言語学概論②

25 12/16 理論⑥
評価法⑩テスト

予備日
12/19

実技④

理論⑤

教育実習（留学生）㉑

言語学概論③
理論⑤ 言語学概論④⑤

26 12/23 12/26 実技④
教育実習（留学生）㉔㉕

（教育実習㉒㉓は平日に実施）

理論⑤

対象別

言語学概論⑥テスト

教授法（技能実習生・ビジネスパーソン）⑯

27 12/30 1/2

28 1/6 1/9 実技④ 教育実習（留学生）㉖㉗ 対象別 教授法（年少者）⑫⑬

29 1/13 1/16 実技④
教育実習（留学生）㉚㉛

（教育実習㉘㉙は平日に実施）
対象別 教授法（年少者）⑭⑮

30 1/20 1/23 実技④ 教育実習（留学生）㉜㉝ 対象別 教授法（介護）⑧⑨

31 1/27 1/30 実技④ 教育実習（留学生）㉞㉟ 対象別 教授法（介護）⑩⑪

32 2/3 2/6 実技④ 教育実習（留学生）㊱㊲ 予備日

33 2/10 2/13 実技④
教育実習（留学生）㊵㊶

（教育実習㊳㊴は平日に実施）
実技④ 教育実習（留学生）㊷

34 2/17 2/20 実技④ 教育実習（留学生）㊸㊹ 予備日

35 2/24 2/27 実技④ 教育実習（留学生）㊺㊻ 予備日

36 3/3 3/6 予備日 予備日

37 3/10 3/13 予備日 予備日

38 3/17 3/20

39 3/24 3/27

40 3/31 4/3

41 4/7 4/10 実技② 中上級の教え方①② 理論②  文法①② ■

42 4/14 理論① 日本語教育概論①② 4/17 実技② 中上級の教え方③④ 理論② 文法③④

43 4/21 理論① 日本語教育概論③④ 4/24 実技② 中上級の教え方⑤⑥ 理論② 文法⑤⑥

44 4/28 理論① 日本語教育概論⑤⑥ 5/1 実技② 中上級の教え方⑦⑧ 理論② 文法⑦⑧

45 5/5 5/8 実技② 中上級の教え方⑨⑩ 理論② 文法⑨⑩

46 5/12 理論① 日本語教育概論⑦⑧ 5/15 実技② 中上級の教え方⑪⑫ 理論② 文法⑪⑫

47 5/19 理論① 日本語教育概論⑨⑩ 5/22 実技② 中上級の教え方⑬⑭ 理論② 文法⑬⑭

48 5/26 理論①
日本語教育概論⑪

教授法（一般）①
5/29 実技② 中上級の教え方⑮⑯ 理論② 文法⑮⑯

49 6/2 理論①
日本語教育概論⑫テスト

教授法（一般）②
6/5 実技② 中上級の教え方⑰⑱ 理論② 文法⑰⑱

50 6/9 理論① 教授法（一般）③④ 6/12 実技② 中上級の教え方⑲⑳ 理論② 文法⑲⑳

51 6/16 理論① 教授法（一般）⑤⑥ 6/19 実技②
中上級の教え方㉑

中上級の教え方㉒テスト
理論②

文法㉑

予備日

52 6/23 理論①
教授法（一般）⑦テスト

6/26 実技② 中上級の教え方㉓㉔ 理論②
文法㉒テスト

修了日

＜備考＞

・ 【テスト】は科目毎の修了試験実施日です。 ・

・ 水色の日程「言語と心理」は単位取得のため必ず全日出席してください。

・ ピンク色の日程は教育実習を該当週の平日に実施いたします。（詳細日程は後日お知らせします）

・ こちらの日程は、一部変更となる場合がございます。最新の日程は事務局へお問い合わせください。（0120-350-259/平日8:50～17:45）

2020年度7月開講　日程表    水曜（18：30～21：40（内10分間休憩有）） 土曜（9：30～12：40/13：40～16：50（内10分休憩有））

水曜 土曜

ファーストウエスト教室 ファーストウエスト教室　■は廣和ビル教室使用

1限目   18:30～20:00　2限目 20:10～21:40 1限目   9:30～11:00　2限目 11:10～12:40

4 7/22 7/25 実技① 初級の教え方⑦⑧ 理論③
異文化コミュニケーション⑦

形態・語彙論①


