
★…「情報資源組織論Ⅰ・Ⅱ」と「情報資源組織論」の募集定員は共通のもの。DUETで表示される定員と実際は異なることがあるため注意すること。

科目名

 3次募集
　※定員に余裕のある
　　科目・クラスのみ

 DUET
 ※登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する

 4月1日（水）10:00
 ～4月3日（金）17:00

履修条件

　博物館実習Ⅰ
　　・博物館実習Ⅱ

51 今 春・秋 　井上　一稔　他 登録者数が均
等になるよ

う、申込後に
調整します。

3～

①前年度まで「博物館概論」、「博物館経営論」、「博物
館資料論」、「博物館情報メディア論」の合計8単位を修
得していること。
②前年度の学芸員課程登録説明会に参加していること。52

 1次募集のみ  DUET
　※登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する

 3月24日（火）10:00
 ～3月26日（木）17:00

 DUET
 3月27日（金）9:00

クラス 校地 学期 担当教員

 DUET
 4月4日（土）9:00

募集定員 履修年次

　学芸員課程演習科目

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果発表

今 春・秋 　井上　一稔　他

101 今 春 　笠井　詠子 40

102 今 秋

 情報メディアの活用

51 今 秋 　笠井　詠子 40

　今野　創祐 40

2～
 情報資源組織論
 　※2017年度以前入学生のみ

2～

51 今 通年 　松田　泰代 60 ★

101 今 通年

1 田 通年 　松田　泰代 40 ★

　松田　泰代 60 ★

「情報資源組織論Ⅰ」を過学期までに履修済、
または先行登録期間内に同時登録すること。

51 今 秋 　松田　泰代 60 ★

101 今 秋

2～

 情報資源組織論Ⅱ
 　※2018年度以降入学生のみ

1 田 秋 　松田　泰代 40 ★

　松田　泰代 60 ★

 情報資源組織論Ⅰ
 　※2018年度以降入学生のみ

2～

　松田　泰代 60 ★

101 今 春

1 田 春 　松田　泰代 40 ★

　松田　泰代 60 ★

2020年度春学期 先行登録科目（免許・資格に関する科目、司書課程演習科目、学芸員課程演習科目）
※2020/3/24変更

　免許・資格に関する科目（１）

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果発表

履修年次 履修条件

 教育方法論

3 田 春 　岡本　真彦 40

2～

科目名 クラス 校地 学期 担当教員 募集定員

4 田

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果発表

 1次募集
 DUET
 ※登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する

 3月24日（火）10:00
 ～3月26日（木）17:00

 DUET
 3月27日（金）9:00

 2次募集
　※定員に余裕のある
　　科目・クラスのみ

 DUET
 ※登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する

 3月27日（金）10:00
 ～3月31日（火）17:00

 DUET
 4月1日（水）9:00

春 　岡本　真彦 40

5 田 秋 　岡本　真彦 40

51 今 春

 日本美術史（１）
 　※文学部以外の博物館学芸員課程履修者専用

 日本美術史（２）
 　※文学部以外の博物館学芸員課程履修者専用

クラス 校地 学期 募集定員 履修年次 履修条件

 1次募集のみ  DUET　※抽選は行わない
 3月24日（火）10:00
 ～4月3日（金）17:00

 DUET
 4月4日（土）9:00

1 今 春

なし 2～

1クラスについては文学部生のみ履修可だが、免許資
格取得のために履修する場合のみ文学部以外の学生
も履修可となる。
教職課程登録がなされていることが科目登録の条件
となる。1 今 秋

　井上　一稔

　井上　一稔

 学術情報利用教育論 今 秋 　井上　真琴 40 2～

51クラスについては文学部生のみ履修可だが、免許
資格取得のために履修する場合のみ文学部以外の学
生も履修可となる。
教職課程登録がなされていることが科目登録の条件
となる。51 今 秋

　津村　宏臣

　津村　宏臣

 地理学総論（１）
 　※文学部以外の教職課程履修者専用

51 今 春

なし 2～

担当教員科目名

 地理学総論（２）
 　※文学部以外の教職課程履修者専用

　免許・資格に関する科目（２）



科目名

◆DUET利用対象外の学生が先行登録科目の履修を希望する場合は、所属学部事務室に申し出てください。

　司書課程演習科目

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果発表

 2次募集
　※定員に余裕のある
　　科目・クラスのみ

 DUET
　※登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する

 3月27日（金）10:00
 ～3月31日（火）17:00

 DUET
 4月1日（水）9:00

 3次募集
　※定員に余裕のある
　　科目・クラスのみ

 DUET
 ※登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する

 4月1日（水）10:00
 ～4月3日（金）17:00

 DUET
 4月4日（土）9:00

 1次募集
 DUET
　※登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する
　※主たる校地のクラスのみ登録可能。

 3月24日（火）10:00
 ～3月26日（木）17:00

 DUET
 3月27日（金）9:00

「情報資源組織論Ⅱ（情報資源組織論）」を過
年度までに履修済、または先行登録期間内に同
時登録すること。

51 今 春 　佐藤　翔 33

52 今 春 33

101 今 春 　佐藤　翔 33

 情報資源組織演習Ⅱ

1 田 春 　佐藤　翔 33

　佐藤　翔

 情報資源組織演習Ⅰ

3～

3～
「情報資源組織論Ⅰ（情報資源組織論）」を過
年度までに履修済、または先行登録期間内に同
時登録すること。

51 今 春 　松田　泰代 33

52 今 春

1 田 春 　松田　泰代 33

　松田　泰代 33

101 今 春 　松田　泰代 33

2～

51 今 春 　西浦　ミナ子 30

52 今 秋 　西浦　ミナ子 情報サービス演習Ⅱ

1 田 春 　米谷　優子 30

30

53 今 秋 　西浦　ミナ子 30

101 今 春 　西浦　ミナ子 30

30

53 今 春 　佐藤　聡子 30

101 今 春 　今野　創祐 30

履修条件

 情報サービス演習Ⅰ

1 田 秋 　松田　泰代 30

2～

「図書館情報学概論（図書館・情報学概論）」
を過学期までに履修済であること。

51

クラス 校地 学期 担当教員 募集定員 履修年次

今 秋 　小松　泰信 30

52 今 秋 　小松　泰信

3～

①「図書館情報学概論（図書館・情報学概
論）」、「図書館情報サービス論Ⅰ・Ⅱ（図書
館情報サービス論）」、「図書館制度・経営
論」を前年度までに履修済であること。
②2019年11月の司書課程登録説明会に参加して
いること。

田

今

今

 図書館演習

通年

通年

通年

通年今

　原田　隆史、佐藤　翔（春）、
　西浦　富美子（秋）

　原田　隆史、佐藤　翔（春）、
　西浦　富美子（秋）

　原田　隆史、佐藤　翔（春）、
　西浦　富美子（秋）

　原田　隆史、佐藤　翔（春）、
　西浦　ミナ子（秋）

1

51

52

101

16

32

32

16



 2020年度 免許資格関係日程

＜説明会・登録相談＞

名称 対象 変更前 変更後 配信／e-class利用期間

新入生対象教職課程説明会 新入生 4月3日(金)
動画配信

（免許HP)
4月1日(水)～28日(火)

新入生対象博物館学芸員課程・図書館司書課程・学校

図書館司書教諭課程・学校司書プログラム説明会
新入生 4月3日(金)

動画配信

（免許HP)
4月1日(水)～28日(火)

免許・資格関係　登録履修相談（教職課程・学芸員課

程・司書課程・司書教諭課程・学校司書プログラム）
新入生以上

4月5日(日)

4月6日(月)
実施しない

教職課程登録・履修カルテの説明会 新2年次生以上
3月25日(水)

3月26日(木)

動画配信

（免許HP)
3月25日(水)～4月10日(金)

スクールインターンシップ出願・履修に関する説明会 新2年次生以上
3月25日(水)

3月26日(木)

資料配付

（免許HP)
3月24日(火)～

教育実習希望者説明会
2021年度

教育実習の履修希望者
3月24日(火)

動画配信

（e-class）
3月24日(火)～4月6日(月)

介護等体験事前指導1回目
2020年度

介護等体験予定者

3月25日(水)

3月26日(木)

動画配信

（e-class）
4月7日(火)～11日(土)

介護等体験事前指導2回目
2020年度

介護等体験予定者

4月4日(土)

4月6日(月)

動画配信

（e-class）
4月12日(日)～17日(金)

＜実習・演習手続き＞

教育実習の手続書類交付・受付
2020年度

教育実習履修者

博物館実習Ⅰ・Ⅱの手続書類交付・受付
2020年度

博物館実習Ⅰ・Ⅱ履修者

図書館演習の手続書類交付・受付
2020年度

図書館演習履修者

※詳細は免許資格課程センターHPの左下にリンクのある『新年度免許資格関係日程』

（https://license.doshisha.ac.jp/license_schedule/license_schedule.html）を確認してください。

変更前 変更後 配信／e-class利用期間対象名称

3月30日(月)

3月31日(火)

e-class上

で手続き
3月24日(火)～31日(火)


