
教育学部（クラス分け表）

＜選択必修科目＞ フランス語Ⅰ・Ⅱ
英語Ⅲ・Ⅳ BA1・2 全員
BA1・2 国語・理科・音楽
BB1・2 社会・数学 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ
BC1・2 体育・特別支援・幼児心理 BA1・2 国語・音楽
BD1・2 児童心理 BB1・2 社会・数学・体育・家庭・英語・幼児心理

コリア語Ⅰ・Ⅱ 中国語Ⅰ・Ⅱ
国語・美術・家庭 BA1・2 国語・理科（B9E14001　～　005）
数学（B9E13004　～　024） BB1・2 社会・数学・特別支援

BB1・2 社会・理科・特別支援 美術・児童心理
体育・英語 理科（B9E14008　～　013）
数学（B9E13026　～　042） BD1・2 体育・英語・幼児心理

BD1・2 児童心理・幼児心理

＜初等・教育教科教育法＞ 音楽科教育Ⅰ
国語科教育Ⅰ AA 社会

AA 国語 AB 数学・理科・美術
AB 社会・特別支援 AC 音楽・英語・特別支援
AC 数学・音楽・英語 AD 国語・体育・家庭
AD 理科・美術・体育・家庭

体育科教育Ⅰ
AA 体育・家庭・英語

社会科教育Ⅰ AB 社会・特別支援
AA 音楽・英語・特別支援 AC 数学・理科・音楽
AB 社会 AD 国語・美術
AC 数学・理科・体育・家庭

AD 国語・美術 家庭科教育Ⅰ
AA 社会・理科

算数科教育Ⅰ AB 美術・体育
AA 国語・美術・体育・家庭 AC 国語・家庭・特別支援
AB 数学・特別支援 AD 数学・音楽・英語
AC 社会・理科・音楽・英語

英語教育Ⅰ
理科教育Ⅰ AA 社会

AA 数学 AB 国語・音楽
AB 家庭・英語 AC 美術・英語・特別支援
AC 国語（B9E11001　～　028）・美術 AD 体育・家庭
AD 国語（B9E11029　～　ラスト）・音楽 AE 数学・理科
AE 理科・特別支援
AF 社会（B9E12001　～　013）・体育 生活科教育Ⅰ
AG 社会（B9E12014　～　ラスト） AA 音楽・美術・家庭

AB 国語・数学
AC 理科・体育・英語

＜学部共通科目＞ AD 社会・特別支援
教育課題演習
　→既に掲示している資料を確認すること

＜教職科目＞ ＜国語専修＞
道徳教育の理論と方法 日本語学演習Ⅰ
AA 国語・音楽 日本文学演習Ⅰ
AB 社会・特別支援 A B9E11001　～　016
AC 体育・家庭・英語 B B9E11017　～　032
AD 数学・理科・美術 C B9E11033　～　ラスト

教育学部　２年　【外国語科目】 教育学部　２年　【外国語科目】

教育学部・学校教育課程　２年 教育学部・学校教育課程　２年

教育学部　２年

教育学部・学校教育課程　２年教育学部・学校教育課程　２年

BA1・2

BC1・2
BC1・2
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教育学部（クラス分け表）

生徒指導・進路指導 ＜国語専修＞
AA 国語・音楽 書写Ⅰ・Ⅱ
AB 社会・理科 A B9E11001　～　024
AC 体育・英語 B B9E11025　～　ラスト
AD 数学・美術・家庭・特別支援

教育と情報Ⅱ ＜理科専修＞
EA 国語・理科・美術・体育・家庭・特別支援 物理学実験A
EB 社会・数学・音楽・英語 生物学実験基礎

生物学実験A・B
ピアノ基礎技能演習 →専修の指示に従うこと。

AA 国語 ※再履修者、ヨコ副免「理科」登録者に

AB 数学 　 クラス指定はありません。

AC 理科・英語
AD 美術・特別支援
AE 社会
AF 体育・家庭 その他
AG 音楽 ここに記載の無い、専修専門科目で、

※心理教育課程学生のクラス選択は、自由です。 研究室からクラス分けの指示がある場合は、

 　（AGクラスを除く） その指示に従って履修登録してください。

外国語活動の研究
AA 理科・体育・英語
AB 数学・音楽・家庭
AC 国語・美術
AD 社会・特別支援

※心理教育課程学生のクラス選択は、自由です。

器楽表現基礎Ⅱ 幼稚園教育実地研究
A 児童心理・幼児心理 A 幼児心理教育コース
B 幼児心理教育コース B 児童心理教育コース
C 児童心理・幼児心理

算数科教育Ⅱ
＜初等・教育教科教育法＞ AA 体育・家庭
国語科教育Ⅱ AB 理科・英語

AA 理科・音楽・家庭 数学（B8E13001　～　010）
AB 数学・特別支援 音楽・美術・特別支援
AC 英語 AD 数学（B8E13011　～　033）
AD 美術・体育 AE 社会・数学（B8E13034　～　ラスト）

AE 国語 AF 国語
AF 社会

理科教育Ⅱ
社会科教育Ⅱ AA 社会（B8E12001　～　018）・特別支援

AA 理科・英語 AB 体育・家庭
AB 音楽・美術・特別支援 国語（B8E11001　～　012）
AC 国語 理科・音楽
AD 体育 AD 数学
AE 数学・家庭 AE 美術・英語
AF 社会 AF 社会（B8E12019　～　ラスト）

AG 国語（B8E11013　～　ラスト）

AC

AC

教育学部・学校教育課程　２年 教育学部・学校教育課程　２年

教育学部・心理教育課程　２年 教育学部・心理教育課程　２年

教育学部・学校教育課程　３年 教育学部・学校教育課程　３年
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音楽科教育Ⅱ 生活科教育Ⅱ
AA 社会・特別支援 AA 数学・理科・美術・体育・家庭
AB 数学・英語 国語・社会・音楽・英語
AC 理科・音楽・体育・家庭 特別支援
AD 国語・美術

図画工作科教育Ⅰ 総合学習の研究
AA 社会 AA 国語・理科・音楽・美術・体育・家庭

AB 数学・美術 AB 社会・数学・英語・特別支援

AC 国語
AD 音楽・体育・特別支援
AE 理科・家庭・英語 ＜国語専修＞

日本文学演習Ⅱ
図画工作科教育Ⅱ A B8E11001　～　022

AA 国語 B B8E11023　～　043
AB 社会 C B8E11044　～　ラスト
AC 数学・美術
AD 音楽・家庭 ＜数学専修＞
AE 理科・英語 教科教育法「数学」Ⅳ
AF 体育・特別支援 A 学籍番号の最後が奇数

B 学籍番号の最後が偶数
体育科教育Ⅱ

AA 英語 ＜理科専修＞
AB 国語（B8E11001　～　031） 化学実験基礎
AC 国語（B8E11032　～　ラスト） 化学実験A
AD 数学 地学実験基礎
AE 音楽・特別支援 地学実験A
AF 社会（B8E12001　～　028）・家庭 A B8E14001　～　010,B6生以前
AG 社会（B8E12029　～　ラスト） B B8E14011　～　ラスト,B7生
AH 理科・美術 ※再履修希望者にもクラス指定があるため、

AI 体育 　授業担当教員に確認すること。

家庭科教育Ⅱ ＜美術専修＞
数学・理科・体育・英語 美術文化特別実習
特別支援 →専修の指示に従うこと。

AB 国語・社会・音楽・美術・家庭

＜英語専修＞
Communicative English 3
→専修の指示に従うこと。

保育内容A
A 幼児心理教育コース 英語ライティング演習Ⅲ
B 児童心理教育コース

4月には中山先生クラスで履修登録し、

保育内容B 9月の履修登録修正期間に指定クラスへの

A 幼児心理教育コース 変更登録をすること。

B 児童心理教育コース

保育内容C
A 児童心理教育コース
B 幼児心理教育コース

教育学部・学校教育課程　３年 教育学部・学校教育課程　３年

AA

AB

教育学部・心理教育課程　３年

6月下旬にクラス分け掲示発表があるので確認すること。
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教育学部（クラス分け表）

＜教職科目＞
特別活動 教育相談の理論と方法

AA 国語・音楽 AA 数学
AB 社会・美術 AB 美術・英語・特別支援
AC 数学・理科・特別支援 AC 理科・音楽・体育
AD 体育・家庭・英語 AD 国語・家庭

AE 社会

初等教育実地研究・中等教育実地研究
AA 数学・英語
AB 社会・特別支援
AC 理科・美術・体育・家庭
AD 国語・音楽

国語科教育Ⅰ 学校経営と学校図書館
社会科教育Ⅰ A 学校教育課程
算数科教育Ⅰ 心理教育課程
図画工作科教育Ⅰ 人間科学部・文学部
家庭科教育Ⅰ
生活科教育Ⅰ 学校図書館メディアの構成
体育科教育Ⅰ 読書と豊かな人間性

BA 心理教育課程 A 国語・数学・音楽・美術・家庭
EA 人間科学部・文学部 B 社会・理科・体育・英語・特別支援

C 心理教育課程・人間科学部
理科教育Ⅰ D 文学部

B8E31040～ラスト
文学部 情報メディアの活用

BB B8E31001　～　039 学習指導と学校図書館
EA 人間科学部 上記2科目については、クラス指定なし。

音楽科教育Ⅰ
BA B8E31001　～　039
EA 人間科学部 所属専修・コースの教員のクラスを履修してください。

B8E31040　～　ラスト なお、心理教育課程の学生は下記のとおりとなります。

文学部 児童心理小免用 教育実践演習（小・中・高）　（AK）
児童心理幼免用 保育・教職実践演習（幼・小）　（A）
幼児心理幼免用 保育・教職実践演習（幼・小）　（B）

教育相談の理論と方法
B8E31023　～　ラスト
文学部
B8E31001　～　022 ＜その他＞
人間科学部 ここに記載の無い、課程・専修専門科目で、

研究室からクラス分けの指示がある場合は、
その指示に従って履修登録してください。

※AKクラスが授業時間割表に記載されていなかったため、教
務課HP「時間割冊子変更一覧（教育学部に）」に追加しまし
た。

心理教育課程　小学校免許用科目　３年 学校図書館司書教諭科目　４年

BA

EA

B

BA

教育学部　４年

EB

教職実践演習（小・中・高）・保育・教職実践演習（幼・小）

教育学部・学校教育課程　３年 教育学部・学校教育課程　３年
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