
教育学部３次登録用<教育学部設置科目>余裕定員表（他学部提供科目）

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜月曜日＞

教育評価・統計基礎　Ｂ 秋学期・月・１限 40

地誌学研究５ 秋学期・月・１限 79

地図情報学 秋学期・月・１限 12

道徳教育論（中・高）　Ｃ 秋学期・月・１限 125

特別活動論（中・高）　Ｆ 秋学期・月・１限 89

博物館経営論　Ｂ 秋学期・月・１限 56

保健体育科教育法２　Ｂ（所沢） 秋学期・月・１限 11

生物学通論実験ＩＩ 秋学期・月・１～２限 14

教育思想研究２ 秋学期・月・２限 54

自然地理学研究４ 秋学期・月・２限 24

社会政策II　 秋学期・月・２限 8

数学特論６ 秋学期・月・２限 5

西洋史研究（近代）ＩＩ 秋学期・月・２限 88

中古文学ＩＩ　Ｂ 秋学期・月・２限 6

日本教育史研究Ｉ 秋学期・月・２限 16

複素解析３ 秋学期・月・２限 62

応用数学２ 秋学期・月・３限 58

応用数学４ 秋学期・月・３限 64

応用数学６ 秋学期・月・３限 51

教育学II（トピック・アプローチ） 秋学期・月・３限 29

教育基礎総論１（中・高）　Ｄ 秋学期・月・３限 43

自然地理学研究２ 秋学期・月・３限 59

社会経済史II　 秋学期・月・３限 157

政治思想史II　 秋学期・月・３限 15

西洋史研究（古代）ＩＩ 秋学期・月・３限 13

堆積学II 秋学期・月・３限 96

哲学II（西洋哲学マップ） 秋学期・月・３限 101

複合文化学の建築物III 秋学期・月・３限 93

法学II（正義は輸出できるか） 秋学期・月・３限 102

学校教育活動論 秋学期・月・４限 48

経済地理学II 秋学期・月・４限 66

公民科教育法１　Ｈ 秋学期・月・４限 22

社会学方法論II　 秋学期・月・４限 29

情報数学６ 秋学期・月・４限 20

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｇ 秋学期・月・４限 102

多様体論２ 秋学期・月・４限 48

東洋思想と宗教（儒教・仏教・日本思想） 秋学期・月・４限 24

保健体育科教育法２　Ｃ（所沢） 秋学期・月・４限 41

放送学概論II　 秋学期・月・４限 54

スペイン語圏の文学 秋学期・月・５限 50

英語でまなぶ自然科学 秋学期・月・５限 61

教育基礎総論１（中・高）　Ｆ 秋学期・月・５限 116

教育方法研究（中・高）　Ｉ 秋学期・月・５限 123

現代社会研究２ 秋学期・月・５限 21

現代社会研究６ 秋学期・月・５限 41

公民科教育法２　Ａ 秋学期・月・５限 21

国語科教育法１　Ｂ 秋学期・月・５限 28

社会科教育法３　Ｇ 秋学期・月・５限 28

情報サービス演習Ｉ　Ａ 秋学期・月・５限 8

情報科教育法１　Ａ 秋学期・月・５限 33

図書館情報資源特論　Ｂ 秋学期・月・５限 56

地理歴史科教育法１　Ｌ 秋学期・月・５限 37

地理歴史科教育法２　Ｆ 秋学期・月・５限 44

国語科教育法３　Ｄ 秋学期・月・６限 37

情報サービス演習Ｉ　Ｂ 秋学期・月・６限 37

図書館制度・経営論　Ｂ 秋学期・月・６限 86

特別活動論（中・高）　Ｃ 秋学期・月・６限 48

特別活動論（中・高）　Ｇ 秋学期・月・６限 219

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜火曜日＞

スペイン語科教育法４ 秋学期・火・１限 8

史学IV（イスラムと帝国） 秋学期・火・１限 53

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｈ 秋学期・火・１限 209

生物物理学 秋学期・火・１限 103

地球システム科学 秋学期・火・１限 23

アメリカの文化（るつぼからサラダボウルへ） 秋学期・火・２限 134

スペイン語科教育法２ 秋学期・火・２限 6

ドイツ語圏の社会と文化 秋学期・火・２限 10

ネットワーク論Ｉ（社会） 秋学期・火・２限 37

英米演劇研究II　 秋学期・火・２限 25

現代社会とストレス 秋学期・火・２限 92

現代社会研究１ 秋学期・火・２限 47

国語教育史 秋学期・火・２限 62

自然人類学II　Ａ 秋学期・火・２限 42

情報数学４ 秋学期・火・２限 18

政治学研究II－２　 秋学期・火・２限 37

代数３ 秋学期・火・２限 9

大気の運動と気象システム 秋学期・火・２限 56

地誌学研究２ 秋学期・火・２限 53

地誌学研究４ 秋学期・火・２限 75

中国語科教育法２ 秋学期・火・２限 10

日本詩歌史I（古典） 秋学期・火・２限 21

可換代数 秋学期・火・３限 65

確率論２ 秋学期・火・３限 176

学校開放論 秋学期・火・３限 124

社会教育課題研究II-2 秋学期・火・３限 63

日本史研究（近世）ＩＩ 秋学期・火・３限 18

日本史研究（中世）ＩＩ 秋学期・火・３限 23

科学思想史II 秋学期・火・４限 32

教育リテラシー 秋学期・火・４限 94

教育方法研究（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・火・４限 128

社会科教育法１　Ｇ 秋学期・火・４限 36

宗教研究I　Ａ 秋学期・火・４限 75

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｇ 秋学期・火・４限 160

東アジアの思想と文化II（近世）　 秋学期・火・４限 45

微積分入門（数理の窓から眺める現象のモデリングの世
界）

秋学期・火・４限 23

フランス語科教育法２ 秋学期・火・５限 31

英語科教育法１　Ｄ 秋学期・火・５限 35

教育基礎総論１（中・高）　Ｅ 秋学期・火・５限 118

教職概論（中・高）　Ｆ 秋学期・火・５限 197

公民科教育法２　Ｄ 秋学期・火・５限 36

社会科教育法１　Ｆ 秋学期・火・５限 32

情報資源組織論　Ｂ 秋学期・火・５限 39

生徒理解と教育相談（中・高）　Ａ 秋学期・火・５限 91

地理歴史科教育法２　Ａ 秋学期・火・５限 24

ドイツ語研究 秋学期・火・６限 16

フランス語研究 秋学期・火・６限 28

英語科教育法１　Ｂ 秋学期・火・６限 43

英語科教育法１　Ｃ 秋学期・火・６限 41

公民科教育法１　Ｇ 秋学期・火・６限 42

公民科教育法２　Ｅ 秋学期・火・６限 28

国語科教育法３　Ｃ 秋学期・火・６限 29

社会科教育法２　Ｂ 秋学期・火・６限 26

社会科教育法３　Ｉ 秋学期・火・６限 43

重複障害・ＬＤ等教育総論 秋学期・火・６限 12

図書館サービス概論　Ｂ 秋学期・火・６限 91

図書館施設論　Ｂ 秋学期・火・６限 20

生涯学習　Ｂ 秋学期・火・６限 37

道徳教育論（中・高）　Ｆ 秋学期・火・６限 184

理科教育法２　Ｃ（西早稲田） 秋学期・火・６限 31

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜水曜日＞

スペイン語研究 秋学期・水・１限 8

基礎免疫学 秋学期・水・１限 53

政治学IV（欧州統合と市民） 秋学期・水・１限 37

東洋史研究（中世）ＩＩ 秋学期・水・１限 12

Bilingualism and Bilingual Education 秋学期・水・２限 40

Language and Culture　 秋学期・水・２限 47

Special Topics in Linguistics and Applied Linguistics 秋学期・水・２限 47

幾何２ 秋学期・水・２限 128

教育理論原典講読 秋学期・水・２限 9

経営教育論 秋学期・水・２限 11

史学II（日本史における生活と文化） 秋学期・水・２限 117

社会学研究I－２　 秋学期・水・２限 42

社会学特論II　 秋学期・水・２限 95

生物学通論ＩＩ 秋学期・水・２限 96

聖書入門ＩＩ 秋学期・水・２限 9

創作演習II（随筆・現代詩）　 秋学期・水・２限 16

知的障害教育論II 秋学期・水・２限 83

東洋史研究（近代）ＩＩ 秋学期・水・２限 10

複合文化学特論１７ 秋学期・水・２限 16

文学理論II（近代）　 秋学期・水・２限 46

労働経済学II 秋学期・水・２限 77

英語科教育法２　Ｊ（所沢） 秋学期・水・３限 29

教育哲学研究１ 秋学期・水・３限 55

現代経済学II　 秋学期・水・３限 48

現代史研究ＩＩＩ－２ 秋学期・水・３限 63

現代社会研究３ 秋学期・水・３限 35

情報数学２　Ｃ 秋学期・水・３限 11

数量経済分析II　 秋学期・水・３限 129

知るということ（心理学） 秋学期・水・３限 116

中国語圏の社会と文化 秋学期・水・３限 33

動物の機能II（ホルモンによる調節） 秋学期・水・３限 32

特別支援教育総論Ｉ 秋学期・水・３限 48

日本史史料講読ＩＩ 秋学期・水・３限 59

法学概論II　 秋学期・水・３限 86

地質図学演習 秋学期・水・３～４限 37

マスコミュニケーション概論II　 秋学期・水・４限 51

英語科教育法２　Ｅ 秋学期・水・４限 17

広報関係論II　 秋学期・水・４限 108

国語科教育法１　Ａ 秋学期・水・４限 23

国語科教育法２　Ｄ 秋学期・水・４限 36

国際理解教育 秋学期・水・４限 74

社会科教育法１　Ｈ 秋学期・水・４限 36

宗教研究I　Ｂ 秋学期・水・４限 15

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｆ 秋学期・水・４限 144

中古文学ＩＩ　Ａ 秋学期・水・４限 26

複合文化学特論２２ 秋学期・水・４限 17

環境化学 秋学期・水・５限 24

教育基礎総論２（中・高）　Ｇ 秋学期・水・５限 141

教職概論（中・高）　Ｈ 秋学期・水・５限 68

公民科教育法１　Ｉ 秋学期・水・５限 37

国語科教育法２　Ｅ 秋学期・水・５限 36

国語科教育法３　Ｂ 秋学期・水・５限 2

児童サービス論　Ｂ 秋学期・水・５限 72

社会科教育法１　Ｉ 秋学期・水・５限 37

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｃ 秋学期・水・５限 161

地理歴史科教育法１　Ｋ 秋学期・水・５限 23

日本語の諸相　 秋学期・水・５限 42

評論教材の研究　 秋学期・水・５限 10

物理学Ｉ-2 秋学期・水・５限 83

保健体育科教育法２　Ｅ（所沢） 秋学期・水・５限 33

英語科教育法２　Ｆ 秋学期・水・６限 39

商業科教育法２ 秋学期・水・６限 30

図書館情報資源概論　Ｂ 秋学期・水・６限 90

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｅ 秋学期・水・６限 24

地理歴史科教育法１　Ｇ 秋学期・水・６限 40

読書と豊かな人間性 秋学期・水・６限 103

博物館情報・メディア論　Ｂ 秋学期・水・６限 31

理科教育法１　Ｂ 秋学期・水・６限 32

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜木曜日＞

カリキュラム研究 秋学期・木・１限 30
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教育学部３次登録用<教育学部設置科目>余裕定員表（他学部提供科目）
海洋底ダイナミックス 秋学期・木・１限 107

経済学IV（国際経済の基礎知識） 秋学期・木・１限 66

日本文学と書画　 秋学期・木・１限 54

Advanced Second Language Acquisition 秋学期・木・２限 47

Teaching Practicum 秋学期・木・２限 32

英米詩研究II　 秋学期・木・２限 66

応用数学５ 秋学期・木・２限 58

幾何６ 秋学期・木・２限 84

教育方法研究（中・高）　Ｆ 秋学期・木・２限 73

肢体不自由者の心理・生理・病理II 秋学期・木・２限 135

児童福祉論 秋学期・木・２限 61

出版文化史II（近代）　 秋学期・木・２限 96

政治制度論II　 秋学期・木・２限 9

同位体地球化学 秋学期・木・２限 54

民法II　 秋学期・木・２限 31

フランス語圏の文学 秋学期・木・３限 8

ルベーグ積分 秋学期・木・３限 59

教育基礎総論２（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・木・３限 42

経済学概論Ｉ 秋学期・木・３限 77

現代日本文化の諸相　 秋学期・木・３限 33

社会教育課題研究Ｉ-2 秋学期・木・３限 55

情報社会・情報倫理 秋学期・木・３限 23

数学科教育法３　Ｂ 秋学期・木・３限 34

成人教育論 秋学期・木・３限 27

中国語科教育法４ 秋学期・木・３限 10

統計数学 秋学期・木・３限 16

道徳教育論（中・高）　Ａ 秋学期・木・３限 105

日本史研究（近代）ＩＩ 秋学期・木・３限 40

福祉科教育法２（所沢） 秋学期・木・３限 32

複合文化学の建築物IV 秋学期・木・３限 67

物理学III（量子力学入門） 秋学期・木・３限 113

Advanced Communicative Grammar of English 秋学期・木・４限 22

World Englishes and English as a Lingua Franca 秋学期・木・４限 2

教育基礎総論２（中・高）　Ｅ 秋学期・木・４限 78

現代史研究Ｉ－２ 秋学期・木・４限 87

古生物学II 秋学期・木・４限 111

国際経済論II　 秋学期・木・４限 62

社会学概論II　 秋学期・木・４限 253

数学科教育法２　Ｂ 秋学期・木・４限 22

多文化教育論 秋学期・木・４限 1

地域研究（ヨーロッパ）II　 秋学期・木・４限 11

東洋史研究（古代）ＩＩ 秋学期・木・４限 34

民俗学ＩＩ 秋学期・木・４限 34

英語科教育法２　Ａ 秋学期・木・５限 38

教育基礎総論２（中・高）　Ｃ 秋学期・木・５限 214

教育方法研究（中・高）　Ｄ 秋学期・木・５限 134

現代史研究ＩＩ－２ 秋学期・木・５限 89

現代社会研究４ 秋学期・木・５限 50

社会科教育法２　Ａ 秋学期・木・５限 36

社会科教育法３　Ｈ 秋学期・木・５限 35

書誌学・文献学　 秋学期・木・５限 38

情報サービス演習II　Ｃ 秋学期・木・５限 11

情報サービス論　Ｂ 秋学期・木・５限 101

数学科教育法２　Ｃ 秋学期・木・５限 23

地史学II 秋学期・木・５限 107

道徳教育論（中・高）　Ｄ 秋学期・木・５限 199

特別活動論（中・高）　Ｅ 秋学期・木・５限 161

日本語教育演習II（応用） 秋学期・木・５限 40

日本史研究（古代）ＩＩ 秋学期・木・５限 44

比較・国際教育研究Ｉ 秋学期・木・５限 7

保健体育科教育法２　Ａ（所沢） 秋学期・木・５限 45

地学通論実験ＩＩ 秋学期・木・５～６限 28

英語科教育法２　Ｂ 秋学期・木・６限 18

教育方法研究（中・高）　Ｇ 秋学期・木・６限 53

教職研究Ｉ（学校教育法規） 秋学期・木・６限 75

現代数学教育 秋学期・木・６限 55

国語科教育法１　Ｃ 秋学期・木・６限 45

情報サービス演習II　Ｄ 秋学期・木・６限 35

図書・図書館史　Ｂ 秋学期・木・６限 92

図書館概論　Ｂ 秋学期・木・６限 85

図書館情報技術論　Ｂ 秋学期・木・６限 105

地理歴史科教育法２　Ｄ 秋学期・木・６限 26

博物館教育論　Ｂ 秋学期・木・６限 47

博物館情報・メディア論　Ｄ 秋学期・木・６限 41

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜金曜日＞

ロシア語科教育法２ 秋学期・金・１限 16

西洋史研究（中世）ＩＩ 秋学期・金・１限 87

日本史史料講読ＩＶ 秋学期・金・１限 39

ツールとしてのロシア語IV 秋学期・金・２限 27

ドイツ語科教育法４ 秋学期・金・２限 8

フーリエ解析 秋学期・金・２限 11

化学熱力学 秋学期・金・２限 99

教育心理学（中・高）　Ｆ 秋学期・金・２限 199

近世文学ＩＩ　Ａ 秋学期・金・２限 64

近代文学ＩＩ 秋学期・金・２限 54

金融論II　 秋学期・金・２限 72

劇文学II（歌舞伎・浄瑠璃）　 秋学期・金・２限 67

行政学II　 秋学期・金・２限 38

国際関係論II　 秋学期・金・２限 101

児童文学II（展開）　 秋学期・金・２限 64

上代文学ＩＩ　Ｂ 秋学期・金・２限 75

数学基礎論２ 秋学期・金・２限 62

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・金・２限 73

地殻運動論 秋学期・金・２限 60

地球テクトニクス 秋学期・金・２限 114

地理学II（地域研究最前線） 秋学期・金・２限 29

中国語研究 秋学期・金・２限 19

日本文学とメディア　 秋学期・金・２限 52

複合文化学特論５ 秋学期・金・２限 58

英語科教育法３　Ｊ（所沢） 秋学期・金・３限 44

経済学研究I－２　 秋学期・金・３限 49

憲法概論 秋学期・金・３限 61

宗教研究II　Ｂ 秋学期・金・３限 199

数学特論４ 秋学期・金・３限 1

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ａ 秋学期・金・３限 111

代数５ 秋学期・金・３限 64

中国文学史I（詩歌）　 秋学期・金・３限 31

フランス語圏の社会と文化 秋学期・金・４限 10

ラテンアメリカの文化（民族･言語･宗教･社会･風俗） 秋学期・金・４限 141

英語科教育法３　Ｂ 秋学期・金・４限 35

幾何４ 秋学期・金・４限 74

教育基礎総論２（中・高）　Ａ 秋学期・金・４限 98

子ども論 秋学期・金・４限 158

社会科教育法１　Ｅ 秋学期・金・４限 35

社会学研究II－２　 秋学期・金・４限 19

石油地球化学 秋学期・金・４限 112

脳科学を活かしたインクルーシブ教育 秋学期・金・４限 5

舞台芸術入門II 秋学期・金・４限 18

法学研究II　 秋学期・金・４限 115

英語科教育法３　Ｄ 秋学期・金・５限 41

衛星地球観測学 秋学期・金・５限 89

教育課程編成論（中・高）　Ｉ 秋学期・金・５限 114

教職概論（中・高）　Ｃ 秋学期・金・５限 230

教職研究Ｖ（学校外教育） 秋学期・金・５限 26

公民科教育法２　Ｃ 秋学期・金・５限 41

国語科教育法２　Ｇ 秋学期・金・５限 20

社会科教育法４　Ｂ 秋学期・金・５限 6

社会学II（セクシャリティと近代） 秋学期・金・５限 91

消費者教育 秋学期・金・５限 79

情報メディアの活用 秋学期・金・５限 31

数学科教育法２　Ａ 秋学期・金・５限 10

地理歴史科教育法１　Ｈ 秋学期・金・５限 33

地理歴史科教育法２　Ｂ 秋学期・金・５限 31

地理歴史科教育法２　Ｅ 秋学期・金・５限 28

中国文学ＩＩ　 秋学期・金・５限 74

中世文学ＩＩ　Ａ 秋学期・金・５限 35

特別活動論（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・金・５限 26

博物館展示論　Ｂ 秋学期・金・５限 27

複合文化学特論１５ 秋学期・金・５限 11

保健体育科教育法２　Ｄ（所沢） 秋学期・金・５限 34

学習指導と学校図書館 秋学期・金・６限 116

教職概論（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・金・６限 83

公民科教育法２　Ｆ 秋学期・金・６限 30

公民科教育法２　Ｉ 秋学期・金・６限 41

社会科教育法２　Ｃ 秋学期・金・６限 35

地理歴史科教育法１　Ｉ 秋学期・金・６限 44

博物館資料論　Ｂ 秋学期・金・６限 62

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜土曜日＞

教職概論（中・高）　Ｅ 秋学期・土・１限 85

関数方程式 秋学期・土・２限 70

社会科教育法２　Ｄ 秋学期・土・２限 19

社会教育行財政II 秋学期・土・２限 65

理科教育法２　Ａ 秋学期・土・２限 28

ドイツ語科教育法２ 秋学期・土・３限 22

考古学研究ＩＩ－２ 秋学期・土・３限 37

国語科教育法２　Ｆ 秋学期・土・３限 41

社会科教育法４　Ａ 秋学期・土・３限 12

政治学研究I－２　 秋学期・土・３限 109

地学通論ＩＩ 秋学期・土・３限 85

地震学 秋学期・土・３限 57

博物館概論　Ｂ 秋学期・土・３限 145

家族理解と福祉工学 秋クォーター・土・３～５限 43

人体の構造と機能及び疾病 秋クォーター・土・３～５限 55

公認心理師関係行政論 冬クォーター・土・３～５限 60

鉱床学 秋学期・土・４限 58

博物館資料保存論　Ｂ 秋学期・土・４限 85

理科教育法３　Ａ 秋学期・土・４限 28

英語圏文学　 秋学期・土・５限 17

公民科教育法２　Ｂ 秋学期・土・５限 45

地理歴史科教育法２　Ｃ 秋学期・土・６限 49

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜無＞

教育課程編成論（中・高）　Ｅ 秋学期・無・ﾌﾙｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 16

教育課程編成論（中・高）　Ｄ 冬季集中・無・その他 137

私学における特別支援教育 冬季集中・無・その他 10

届く声を育てるワークショップ 冬季集中・無・その他 14

保健体育科教育法３　Ｂ（所沢） 冬季集中・無・その他 13

Short-Term Study Abroad　Ｂ 春季集中・無・その他 5

海外でのスペイン語研修II 春季集中・無・その他 10

海外でのドイツ語研修II 春季集中・無・その他 10

海外でのフランス語研修II 春季集中・無・その他 10

海外でのロシア語研修II 春季集中・無・その他 10

海外での中国語研修II 春季集中・無・その他 9
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