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＜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・社会
BB1・2 数学・理科・美術・体育・特別支援 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ
BC1・2 初等連携・児童心理 BA1・2 国語・社会・数学・音楽
BD1・2 家庭・幼児心理

コリア語Ⅰ・Ⅱ 中国語Ⅰ・Ⅱ
BA1・2 国語・社会・数学・美術 BA1・2 国語・美術・体育・英語
BB1・2 理科・家庭・初等連携 BB1・2 社会・数学・理科・家庭
BC1・2 体育・児童心理 BC1・2 特別支援・児童心理
BD1・2 英語・特別支援・幼児心理 BD1・2 初等連携・幼児心理

ピアノ基礎技能演習 音楽科教育Ⅰ
AA 英語・初等連携・幼児心理 AA 音楽・英語
AB 数学・美術・家庭・特別支援・児童心理 AB 社会・理科
AC 国語・社会・理科・音楽・体育 AC 数学

AD 国語・美術
AE 体育・家庭

＜初等・教育教科教育法＞ 図画工作科教育Ⅰ
国語科教育Ⅰ AA 国語

AA 国語 AB 社会・美術
AB 理科・音楽・英語 AC 数学・理科
AC 社会・美術 AD 体育・家庭
AD 体育・家庭 AE 音楽・英語
AE 数学

体育科教育Ⅰ
社会科教育Ⅰ AA 音楽・体育

AA 社会 AB 国語
AB 国語 AC 社会・理科
AC 理科・美術・体育 AD 数学・家庭
AD 家庭・英語 AE 美術・英語
AE 数学・音楽

家庭科教育Ⅰ
算数科教育Ⅰ AA 国語・美術

AA 社会 AB 理科・体育
AB 数学 AC 社会・家庭
AC 国語・美術 AD 音楽・英語
AD 音楽・体育 AE 数学
AE 理科・家庭・英語

英語教育Ⅰ
理科教育Ⅰ AA 社会・理科

AA 国語・美術 AB 音楽・英語
AB 社会・家庭 AC 体育・家庭
AC 数学 AD 数学
AD 理科・体育 AE 国語・美術
AE 音楽・英語

生活科教育Ⅰ
AA 美術・体育

＜教職科目＞ AB 国語・家庭

道徳教育の理論と方法 AC 数学
AA 体育・英語 AD 社会・理科
AB 数学・理科・美術 AE 音楽・英語
AC 国語・家庭
AD 社会・音楽

教育学部・学校教育課程　２年

　美術・体育・家庭・英語・特別支援
　初等連携・児童心理

BB1・2

教育学部・学校教育課程　２年

教育学部　２年　選択必修科目 教育学部・学校教育課程　２年

教育学部　２年　【外国語科目】 教育学部　２年　【外国語科目】
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＜数学専修＞
生徒指導・進路指導 コンピュータ

AA 音楽・美術・家庭・英語 A 学籍番号の最後が奇数
AB 国語・社会 B 学籍番号の最後が偶数
AC 数学・理科・体育

＜理科専修＞
＜国語専修＞ 物理学実験A
日本語学演習Ⅰ 生物学実験基礎
日本文学演習Ⅰ 生物学実験A・B

A C1E11001　～　012 →専修の指示に従うこと。
B C1E11013　～　024 ※再履修者、ヨコ副免「理科」登録者に

C C1E11025　～　ラスト 　 クラス指定はありません。

＜国語専修＞ ＜英語専修＞
書写Ⅰ・Ⅱ Academic English Ⅱ

A C1E11001　～　018 →専修の指示に従うこと。
B C1E11019　～　ラスト

その他
ここに記載の無い、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、

国語科教育 その指示に従って履修登録してください。

A 特別支援
B 初等連携
C 児童心理

図画工作科教育
社会科教育 A 特別支援

A 特別支援 B 初等連携
B 初等連携 C 児童心理
C 児童心理

体育科教育
算数科教育 A 児童心理

A 特別支援 B 初等連携
B 児童心理 C 特別支援
C 初等連携

家庭科教育
理科教育 A 初等連携

A 特別支援 B 特別支援
B 初等連携 C 児童心理
C 児童心理

英語教育
音楽科教育 A 特別支援

A 特別支援 B 児童心理
B 初等連携 C 初等連携
C 児童心理

生活科教育
社会福祉概論 A 特別支援

教育課程概論 B 初等連携
A 特別支援・児童心理 C 児童心理
B 初等連携・幼児心理

道徳教育の理論と方法
教育行財政（教育法規を含む） 生徒指導・進路指導

A 初等連携・幼児心理 A 特別支援・児童心理
B 特別支援・児童心理 B 初等連携

幼稚園教育実地研究 幼児と表現Ａ（音楽）
A 初等連携 幼児と表現Ｂ（図画工作）
B 幼児心理 A1・A2 初等連携

B1・B2 幼児心理

教育学部・発達教育課程　２年

教育学部・発達教育課程　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
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＜初等・教育教科教育法＞
○○科教育Ⅱの各科目は、該当専修のみクラス 特別支援教育入門
指定し、他専修学生はクラスの指定はありませ 総合的な学習の時間の指導法
ん。指定クラスでないクラスの中には、履修者数 A1・A2 国語・音楽

の上限を設けているクラスがあり、上限を超えた B1・B2 社会・英語

場合は抽選となる可能性があります。 C1・C2 数学・理科
D1・D2 美術・体育・家庭

国語科教育Ⅱ
＜教職科目＞
教育行財政（教育法規を含む）

社会科教育Ⅱ AA 国語・理科・音楽
AB 社会・家庭・英語
AC 数学・美術・体育

算数科教育Ⅱ
特別活動

AA 国語・理科・音楽

理科教育Ⅱ AB 社会・家庭・英語
AC 数学・美術・体育

音楽科教育Ⅱ 教育相談の理論と方法
AA 社会・美術・体育
AB 国語・音楽・英語

図画工作科教育Ⅱ AC 数学・理科・家庭

初等教育実地研究・中等教育実地研究
体育科教育Ⅱ AA 国語・音楽・英語

AB 社会・体育・家庭
AC 数学・理科・美術

家庭科教育Ⅱ
＜国語専修＞
日本文学演習Ⅱ

生活科教育Ⅱ A C0E11001　～　013
B C0E11014　～　026
C C0E11027　～　ラスト

英語教育Ⅱ
＜理科専修＞
化学実験A
地学実験A

→専修の指示に従うこと。
※再履修者、ヨコ副免「理科」登録者に

クラス指定はありません。

音楽専修は「AD」クラスを履修すること。

理科専修は「AB」クラスを履修すること。

数学専修は「AD」クラスを履修すること。

社会専修は「AC」クラスを履修すること。

国語専修は「AC」クラスを履修すること。

クラス指定なし

英語専修は「AA」クラスを履修すること。

家庭専修は「AA」クラスを履修すること。

体育専修は「AB」クラスを履修すること。

美術専修は「AC」クラスを履修すること。

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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＜数学専修＞ 学校経営と学校図書館
教科教育法「数学」Ⅳ A 学校教育課程

A 学籍番号の最後が奇数 心理教育課程
B 学籍番号の最後が偶数 人間科学部・文学部

＜理科専修＞ 学校図書館メディアの構成
化学実験基礎 読書と豊かな人間性
化学実験A A 国語・数学・音楽・美術・家庭

地学実験基礎 B 社会・理科・体育・英語・特別支援

地学実験A C 心理教育課程・人間科学部
→専修の指示に従うこと。 D 文学部

＜美術専修＞ 情報メディアの活用
美術文化特別実習 学習指導と学校図書館

→専修の指示に従うこと。 上記2科目については、クラス指定なし。

小学校教育実地研究
A 特別支援・児童心理 所属専修・コースの教員のクラスを履修してください。

B 初等連携 なお、心理教育課程の学生は下記のとおりとなります。

児童心理小免用 教育実践演習（小・中・高）　（BA）
保育内容「健康」の指導法 児童心理幼免用 保育・教職実践演習（幼・小）　（A）

A 初等連携 幼児心理幼免用 保育・教職実践演習（幼・小）　（B）
B 幼児心理

保育内容「人間関係」の指導法
A 初等連携 ＜その他＞
B 幼児心理 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、

保育内容「環境」の指導法 その指示に従って履修登録してください。
A 初等連携
B 幼児心理

保育内容「言葉」の指導法
A 初等連携
B 幼児心理（C0E44001　～　024）
C 幼児心理（C0E44025　～　ラスト）

保育内容「表現」の指導法
A 初等連携
B 幼児心理

教育学部・発達教育課程　３年

B

教育学部　４年

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 学校図書館司書教諭科目　４年
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