
2019年度　スクーリング/メディア授業(ライブ型)開講日程（案）　※日程等は今後、変更になる可能性があります。

履修登録期間 成績開示日 スクーリング開講日 番号 実施会場 科目名 レベル 単位 教員名

4/27（土）,6/2（日）,6/22（土） 1 夙川 特別演習Ⅰ（経験学習実践演習） 100 1 永谷　研一

石井　誠

本田　直也

野波　侑里

心理学総合演習 300 2 枚田　香

札1 札幌 心理学実験演習Ａ 300 2 櫻本　和也

岡1 岡山 心理学実験演習Ａ 300 2 布井　雅人

酒井　健（5/11・12・18・19担

当）

辻野　達也

4 夙川 認知行動療法 200 1 池田　浩之

ラ1 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育聴解演習 300 1 加藤　恵梨

キャリア概論 100 2 岩波　薫

情報活用Ⅰ（基礎） 100 2 奥村　紀之

対人コミュニケーションのトレーニング 200 2 後藤　亮子

札2 札幌 心理学実験演習Ｂ 300 2 櫻本　和也

6/1（土）,6/2（日）,6/15（土） 岡2 岡山 心理学実験演習Ｂ 300 2 布井　雅人

6/22（土）,6/23（日） 東1 東京(品川) 異文化コミュニケーション演習 200 1 安藤　幸一

6 稲野 阪神間の歴史紀行 100 1 川口　宏海

ラ2 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育読解演習 300 1 加藤　恵梨

7/6（土）,7/7（日） 7 夙川 暮らしから見る福祉 200 1 二階堂　達郎

働くことを考える 100 2 後藤　亮子

カウンセリング心理学 300 2 辻野　達也

東2 東京(品川) 心理学総合演習 300 2 具　英姫

布井　雅人

八木　彩乃

高橋　裕美

10 夙川 社会福祉概論 200 1 須川　重光

ラ3 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育作文演習 300 1 清水　泰行

7/20（土）,7/21（日）,7/28（日） 11 夙川 キャリアの心理学 200 2 坂本　理郎

7/27（土）,7/28（日） ラ4 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育聴解演習 300 1 加藤　恵梨

8/3（土） ,8/4（日） 11-1 夙川 特別演習Ⅰ（誰かに教えたくなる宇宙の話） 100 1 山田　義弘

12 8/5（月）,8/6（火）,8 12 夙川 カウンセリング心理学 300 2 辻野　達也

酒井　健

辻野　達也

本田　直也

畑　耕治郎

布井　雅人

高橋　裕美

15 夙川 障害者福祉 400 1 須川　重光

ラ5 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育作文演習 300 1 清水　泰行

谷村　要

坂本　理郎

藤田　昌弘

9/2（月）,9/3（火） 17 夙川 スイーツ学で神戸スイーツ探訪 100 1 松井　博司

心理学総合演習 300 2 枚田　香

布井　雅人

高橋　裕美

9/14（土）,9/15（日）,9/16（月祝） 仙1 仙台 心理学実験演習Ａ 300 2 布井　雅人

9/21（土）,9/22（日）,9/23（月祝） 仙2 仙台 心理学実験演習Ｂ 300 2 布井　雅人

9/28（土）,9/29（日） ラ6 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育会話演習 300 1 新　聖子

10/5（土）,10/6（日） ラ7 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育文字・語彙演習 300 1 加藤　恵梨

10/5（土）,10/6（日）,10/12（土） 東3 東京(品川) カウンセリング心理学 300 2 具　英姫

10/13（日）,10/19（土）,10/20（日） 19 夙川 英語Ｄ（英会話） 300 2 田中　キャサリン

10/13（日）,11/9（土）,11/24（日） 東4 東京(品川) 特別演習Ⅰ（経験学習実践演習） 100 1 永谷　研一

20 夙川 阪神間の文学めぐり 100 1 盛田　帝子

ラ8 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育会話演習 300 1 新　聖子

働くことを考える 100 2 後藤　亮子

キャリア概論 100 2 岩波　薫

心理学総合演習 300 2 枚田　香

布井　雅人

八木　彩乃

高橋　裕美

東5 東京(品川) 心理学実験演習Ａ 300 2 櫻本　和也

10/26（土）,10/27（日） 22 夙川 異文化コミュニケーション演習 200 1 安藤　幸一

10/27（日）,11/9（土）,11/10（日） 23 夙川 対人コミュニケーションのトレーニング 200 2 後藤　亮子

認知行動療法 200 1 池田　浩之

社会福祉援助技術 200 1 須川　重光

ラ9 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育文字・語彙演習 300 1 加藤　恵梨

11/2（土）,11/3（日）,11/9（土） 東6 東京(品川) 心理学実験演習Ｂ 300 2 櫻本　和也

11/8（金）,11/9（土）,11/10（日）,

11/23（土祝）,11/24（日）
教2 東京 日本語教育実習 400 1 石井　誠

11/9（土）,11/10（日）,11/16（土） 名1 名古屋 心理学実験演習Ａ 300 2 布井　雅人

11/16（土）,11/17（日） 東7 東京(品川) 異文化コミュニケーション演習 200 1 安藤　幸一

25 夙川 カウンセリング心理学 300 2 辻野　達也

福1 福岡 心理学実験演習Ａ 300 2 櫻本　和也

11/23（土祝）,11/24（日）,11/30（土） 名2 名古屋 心理学実験演習Ｂ 300 2 布井　雅人

11/30（土）,12/1（日） ラ10 ライブ(Wｅｂ) 日本語教育読解演習 300 1 加藤　恵梨

11/30（土）,12/1（日）,12/14（土） 福2 福岡 心理学実験演習Ｂ 300 2 櫻本　和也

12/1（日）,12/14（土）,12/15（日） 東8 東京(品川) 対人コミュニケーションのトレーニング 200 2 後藤　亮子

12/21（土）,12/22（日） メ1 夙川 日本語教育演習Ⅰ 300 1 梅野　由香里　

鈴木　基伸

加藤　恵梨

石井　誠

2/1（土） ,2/2（日） 25-1 夙川 特別演習Ⅰ（日本の詩歌とフランス） 100 1 柏木　隆雄

＊番号の「教」は、夙川（本学）または東京にて開講の日本語教育実習を示す。※日本語教育実習の日程については、別途Webサイト等にて掲載します。

　番号の「ラ」は、同時双方向性が確立したメディア授業（ライブ型）を示す。番号の「メ」は、メディア授業「日本語教育演習Ⅰ」における模擬授業（対面及びライブ）を示す。

【成績開示4】

3/9（月）10:00

夙川 日本語教育実習

【履修登録3】

9/28（土）10:00

～

10/2（水）17:00

10/19（土）,10/20（日）

10/19（土）,10/20（日）,10/26（土）
21 夙川

心理学実験演習Ｂ 300 2

【履修登録2】

6/15（土）10:00

～

6/19（水）17:00

7/6（土）,7/7（日）,7/13（土）
8 夙川

400 1【履修登録4】

11/30（土）10:00

～12/4（水）17:00

1/10（金）,1/11（土）,1/12（日）,

1/25（土）,1/26（日）
教3

11/2（土）,11/3（日）
24 夙川

9/2（月）,9/3（火）,9/4（水） 18 夙川
心理学実験演習Ｂ 300 2

11/16（土）,11/17（日）,11/23（土祝）

夙川

情報活用Ⅰ（基礎） 100 2

心理学実験演習Ａ 300 2

夙川 地域デザイン演習 300 4

【成績開示2】

9/27（金）10:00

6/29（土）,6/30（日）

心理学実験演習Ａ 300 2

7/20（土）,7/21（日）

【成績開示3】

1/10（金）10:00

8/19（月）,8/20（火）,8/21（水）,

8/26（月）,8/27（火）,8/28（水）
13 夙川 臨床心理学実習 300 2

7/13（土）,7/20（土）,7/21（日） 9 夙川

8/31（土）,9/1（日）

8/31（土）,9/1（日）,10/13（日）,

10/14（月祝）,11/9（土）,11/10（日）
16

8/26（月）,8/27（火）,8/28（水） 14

夙川 臨床心理学実習 300 2

5/25（土）,5/26（日）

5/25（土）,5/26（日）,6/1（土）
5 夙川

2019年6月03日現在

大手前大学 通信教育部事務室

【履修登録1】
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4/3（水）17:00

【成績開示2】
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教1 夙川 日本語教育実習 400 1

鈴木　基伸

加藤　恵梨

【成績開示1】
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情報活用Ⅰ（基礎） 100 2
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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

※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。

 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

実習先

履修登録1
【3/30（土）～4/3（水）】

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

実習先

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。

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

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。

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）



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

※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。

 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

 日曜日集中ｺｰｽ
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　昼ｺｰｽ
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　夜ｺｰｽ
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　朝ｺｰｽ
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　朝ｺｰｽ
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　朝昼ｺｰｽ
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　昼ｺｰｽ
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　昼ｺｰｽ
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),1
0/8(火),10/11(金）,10/15(火),10/18(金)

20名 71,280円

土曜日集中ｺｰｽ
朝/10：00～13：10
昼/14：10～17：20

9/28(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　夜ｺｰｽ
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　昼ｺｰｽ
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

日曜日集中ｺｰｽ
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　朝ｺｰｽ
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

9/20(金）～9/27(金)
履修登録3

【9/28(土)～10/2（水)】

第4回
【3/9（月）】

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）】
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


	（Webサイト用0603）2019年度スクーリング日程案 (2)
	2019年度日本語教員養成課程教育実習先一覧_20190207

