
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）

学期・曜日・時限 余裕定員

＜共通科目（人文系）＞カテゴリー：

学　科　目　名
史学I（日本史における国家と社会） 春学期・水・２限 48

西欧社会と宗教（宗教史マップ・現代宗教構図） 春学期・金・３限 3

地理学III（自然環境と風土） 春学期・月・２限 29

哲学Ｉ（現代思想の地平） 春学期・金・４限 113

学期・曜日・時限 余裕定員

＜共通科目（社会系）＞カテゴリー：

学　科　目　名
教育学Ｉ（チャレンジ教育学） 春学期・月・２限 58

憲法　Ａ 春学期・月・４限 19

政治学III（日本政治と市民） 春学期・水・２限 92

学期・曜日・時限 余裕定員

＜共通科目（自然系）＞カテゴリー：

学　科　目　名
自然人類学Ｉ　Ａ 春学期・火・２限 33

動物の機能Ｉ（神経系、循環系） 春学期・月・２限 39

学期・曜日・時限 余裕定員

＜共通科目（数理情報系）＞カテゴリー：

学　科　目　名
線型代数入門（数理の窓から眺める線形構造と変換の世
界）

春学期・火・４限 6

学期・曜日・時限 余裕定員

＜ロシア語＞カテゴリー：

学　科　目　名
ロシア語のコミュニケーションの基礎　Ａ 通年・金・１限 11

ロシア語のコミュニケーションの基礎　Ｂ 通年・金・５限 21

ロシア語の基礎　Ａ 通年・木・２限/月・１限 9

ロシア語の基礎　Ｂ 通年・火・１限/金・２限 15

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教育学科教育学専修＞カテゴリー：

学　科　目　名
科学思想史Ｉ 春学期・木・２限 78

教育行財政研究 春学期・木・５限 21

教育政策・教育計画論 春学期・土・４限 12

教育哲学研究２ 春学期・金・２限 86

教育法研究 春学期・火・５限 29

教材開発論 春学期・火・２限 17

古典語（ギリシャ） 通年・金・４限 68

古典語（ラテン） 通年・火・４限 37

生涯学習概論I　Ａ 春学期・木・３限 38

哲学研究 通年・月・２限 7

日本教育史研究II 春学期・水・４限 15

比較・国際教育研究Ｉ 春学期・火・３限 32

倫理学概論 通年・月・３限 181

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教育学科生涯教育学専修＞カテゴリー：

学　科　目　名
ＮＰＯ・ＮＧＯ論とボランティア 春学期・木・５限 170

家庭教育論 春学期・金・１限 11

企業内教育 春学期・月・３限 92

社会教育課題研究Ｉ-1 春学期・木・１限 32

社会教育課題研究II-1 春学期・火・３限 55

社会教育課題研究III-1 春学期・木・４限 38

社会教育経営論I　Ａ 春学期・木・２限 35

社会教育経営論I　Ｂ 春学期・木・３限 25

成人教育論 春学期・金・２限 56

生涯スポーツ・レクリエーション論　 春学期・火・５限 32

生涯学習支援論I 春学期・金・１限 66

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教育学科教育心理学専修＞カテゴリー：

学　科　目　名
インクルーシブ教育における学級経営（家族関係・集団・
地域社会における心理支援に関する理論と実践）

夏季集中・無・その他 5

公認心理師の職責 春学期・火・６限 81

指導者養成講座Ｉ (心理学的支援法) 夏クォーター・土・３～５限 15

指導者養成講座ＩＩ 夏季集中・無・その他 26

実験心理学特論III（知覚）（知覚・認知心理学） 通年・金・４限 36

心理学研究法III（調査法・観察法） 通年・木・２限 25

心理学研究法Ｖ（測定法） 通年・木・２限 32

知的障害教育論Ｉ 春学期・金・５限 11

特別支援教育総論II 夏季集中・無・その他 30

特別支援教育総論III 夏季集中・無・その他 32

発達障害者の心理・生理・病理(障害者・障害児心理学) 春学期・水・４限 34

発達心理学特論Ｉ 通年・金・３限 30

発達心理学特論III 通年・金・４限 43

病弱者の心理・生理・病理 春学期・木・２限 5

病弱者教育 夏季集中・無・その他 112

臨床心理学特論I (精神疾患とその治療) 通年・水・３限 35

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教育学科初等教育学専攻＞カテゴリー：

学　科　目　名
心理学統計法 春学期・月・１限 51

総合的な学習研究原論 夏季集中・無・その他 49

特別支援教育原論 夏季集中・無・その他 53

学期・曜日・時限 余裕定員

＜国語国文学科＞カテゴリー：

学　科　目　名
近世の制度と文化　 春学期・金・２限 15

近世文学Ｉ　Ａ 春学期・火・４限 51

近世文学Ｉ　Ｂ 春学期・木・４限 4

劇文学I（能・狂言）　 春学期・水・２限 21

国語表現論　Ａ 通年・木・３限 14

国語表現論　Ｂ 通年・水・２限 11

授業に活かすマルチメディア 春学期・水・５限 68

授業に活かす朗読講座 春学期・金・６限 14

出版文化史I（近世）　 春学期・木・１限 7

書道（書写）　Ｂ 通年・木・４限 30

書道（書写）　Ｃ 通年・火・４限 21

書道（書写）　Ｄ 通年・木・３限 29

上代文学Ｉ　Ａ 春学期・水・４限 3

上代文学Ｉ　Ｂ 春学期・水・２限 50

中古文学Ｉ　Ａ 春学期・水・３限 39

中古文学Ｉ　Ｂ 春学期・火・４限 26

中国文学Ｉ　 春学期・火・５限 5

中国文学史II（小説・戯曲）　 春学期・金・４限 80

中世文学Ｉ　Ａ 春学期・木・４限 16

中世文学Ｉ　Ｂ 春学期・水・５限 17

東アジアの思想と文化I（古代）　 春学期・火・４限 52

日中比較文学I（説話・物語）　 春学期・金・３限 78

日本語教育演習I（基礎）　 春学期・木・５限 17

日本語教授法入門　 春学期・金・２限 15

日本文学と宗教 春学期・月・４限 11

学期・曜日・時限 余裕定員

＜英語英文学科＞カテゴリー：

学　科　目　名
Advanced Phonetics　 春学期・水・２限 48

Advanced Preparation for TOEFL　Ａ 春学期・月・５限 2

Foreign Language in the Elementary School (FLES) 春学期・水・４限 25

Intercultural Communication 春学期・金・２限 84

Introduction to Second Language Acquisition Ａ 春学期・火・２限 78

Overseas Internship　Ａ 夏季集中・無・その他 4

Preparation for TOEFL  Ａ 春学期・金・２限 2

Short-Term Study Abroad　Ａ 夏季集中・無・その他 4

アメリカ小説研究Ｉ 春学期・水・２限 130

英米演劇研究I　 春学期・水・３限 74

英米詩研究I　 春学期・木・３限 59

英米文学とジェンダー・マイノリティ 春学期・木・５限 36

形態論 春学期・水・２限 21

聖書入門Ｉ 春学期・水・２限 69

第一言語獲得入門 春学期・水・３限 36

学期・曜日・時限 余裕定員

＜社会科地理歴史専修＞カテゴリー：

学　科　目　名
経済地理学I 春学期・月・４限 73

現代史研究Ｉ－１ 春学期・木・３限 86

現代史研究ＩＩ－１ 春学期・水・５限 109

現代史研究ＩＩＩ－１ 春学期・水・３限 45

考古学研究Ｉ－１ 春学期・金・２限 72

考古学研究ＩＩ－１ 春学期・土・３限 13

自然地理学研究３ 春学期・月・２限 23

西洋史研究（近代）Ｉ 春学期・木・４限 47

西洋史研究（古代）Ｉ 春学期・月・３限 48

西洋史研究（中世）Ｉ 春学期・月・１限 17

地誌学研究１ 春学期・水・２限 130

地誌学研究３ 春学期・水・２限 40

地図学 春学期・火・２限 14

地理学特殊講義１ 春学期・水・５限 55

東洋史研究（近代）Ｉ 春学期・水・２限 22

東洋史研究（中世）Ｉ 春学期・水・１限 31

日本近現代史特論Ｉ 春学期・火・２限 33

日本史研究（近世）Ｉ 春学期・金・４限 25

日本史研究（近代）Ｉ 春学期・火・３限 49

日本史研究（中世）Ｉ 春学期・月・４限 26

日本史史料講読ＩＩ 春学期・金・２限 17

日本史史料講読ＩＩＩ 春学期・火・３限 26

文化人類学研究Ｉ 春学期・木・２限 86

民俗学Ｉ 春学期・火・１限 109

学期・曜日・時限 余裕定員

＜社会科公共市民学＞カテゴリー：

学　科　目　名
グローバル社会論 春学期・火・４限 11

ジャーナリズム論 春学期・水・４限 110

パブリック･リレーションズ 春学期・木・３限 51

メディア市民学Ｉ 春学期・水・３限 65

家族の中のジェンダー 春学期・水・２限 43

経営学への招待 春学期・木・４限 11

憲法概論 春学期・木・４限 53

公共市民学研究（社会調査） 春学期・金・４限 4

公共市民学特殊講義（知識社会学） 春学期・月・２限 21

市民社会の法と権利I　 春学期・木・４限 28

自己の社会理論 春学期・月・４限 15

宗教と現代社会 春学期・水・３限 13

情報メディア表現論 春学期・土・２限 62

西洋政治思想史Ｉ 春学期・火・２限 43

地域経済論 春学期・金・３限 150

統治の制度と市民I 春学期・月・３限 72

日本の金融市場と金融論入門 春学期・金・２限 73

日本の労働市場と労働経済学入門 春学期・水・２限 50

日本経済史 春学期・月・３限 45

福祉国家の歴史 春学期・月・２限 149

民法I　 春学期・木・２限 58

学期・曜日・時限 余裕定員

＜理学科生物学専修＞カテゴリー：

学　科　目　名
遺伝学 春学期・月・４限 62

化学II 通年・月・４限 64

海洋生物進化学 春学期・月・５限 27

神経生理学 春学期・月・３限 108

生物学史 春学期・木・１限 115

地学通論Ｉ 春学期・土・３限 82

地学通論実験Ｉ 春学期・木・５～６限 31

微生物学 春学期・木・１限 34

学期・曜日・時限 余裕定員

＜理学科地球科学専修＞カテゴリー：

学　科　目　名
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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）

海洋科学 春学期・木・１限 36

岩石成因論 春学期・火・１限 48

気象の基礎物理 春学期・火・２限 22

古生物学Ｉ 春学期・木・４限 44

生物学通論Ｉ 春学期・月・２限 37

生物学通論実験Ｉ 春学期・月・１～２限 22

地殻運動論 春学期・金・３限 24

地球物理学 春学期・土・３限 52

地質工学 春学期・土・３限 28

天体物理学II（西早稲田） 春学期・月・４限 26

同位体地球化学 春学期・木・２限 37

物理学Ｉ-1 春学期・火・１限 26

物理学II（電磁気学） 春学期・火・５限 96

物理探鉱法 春学期・土・４限 65

変動地形学 春学期・木・２限 37

学期・曜日・時限 余裕定員

＜数学科＞カテゴリー：

学　科　目　名
応用数学１ 春学期・火・２限 10

応用数学５ 春学期・火・５限 27

確率論１ 春学期・火・５限 49

関数方程式 春学期・木・４限 36

幾何１ 春学期・水・２限 24

幾何３ 春学期・金・４限 15

幾何５ 春学期・木・５限 37

現代数学教育 春学期・木・２限 7

実解析学 春学期・火・３限 13

情報数学１　Ｃ 春学期・水・３限 18

情報数学５ 春学期・月・４限 12

情報数学７ 春学期・月・５限 63

情報数学９ 春学期・水・２限 36

数学基礎論１ 春学期・金・２限 60

数学特論３　 春学期・水・４限 43

数学特論４ 春学期・金・３限 13

数理基礎１　Ａ 春学期・金・３限 21

数理基礎２ 春学期・木・２限 38

数理基礎３ 春学期・水・３限 10

多様体論１ 春学期・月・４限 58

代数２ 春学期・火・２限 3

代数４ 春学期・金・３限 61

統計入門 春学期・水・２限 12

微積分３ 春学期・火・４限 27

複素解析２ 春学期・月・２限 61

学期・曜日・時限 余裕定員

＜複合文化学科＞カテゴリー：

学　科　目　名
スペイン語圏の社会と文化 春学期・月・１限 33

スペイン語圏の文学 春学期・月・５限 5

ツールとしてのスペイン語V　 春学期・月・３限 29

ツールとしてのドイツ語V　 春学期・木・２限 6

ツールとしてのフランス語V　 春学期・水・２限 29

ツールとしてのロシア語III 春学期・金・２限 16

ツールとしての中国語V　 春学期・火・４限 11

ドイツ語圏の文学 春学期・火・４限 16

情報技術の応用と職業 春学期・木・３限 26

中国語圏の社会と文化 春学期・金・５限 54

中国語圏の文学 春学期・火・３限 3

複合文化学の建築物II 春学期・木・３限 148

複合文化学特論１０ 春学期・月・５限 30

複合文化学特論２１ 春学期・水・４限 74

複合文化学特論９ 春学期・火・３限 87

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教職課程科目＞カテゴリー：

学　科　目　名
介護体験実習講義　Ｂ 通年・土・３限 47

介護体験実習講義　Ｇ 通年・月・６限 1

介護体験実習講義　Ｈ 通年・月・６限 50

介護体験実習講義　Ｌ 通年・月・６限 61

介護体験実習講義　Ｍ 通年・月・６限 65

教育課程編成論（中・高）　Ａ 春クォーター・火・２限 128

教育課程編成論（中・高）　Ｂ 夏季集中・無・その他 59

教育課程編成論（中・高）　Ｈ 春クォーター・金・３限 146

教育課程編成論（中・高）　Ｊ（所沢） 夏季集中・無・その他 100

教育基礎総論１（中・高）　Ｂ 春学期・水・６限 100

教育基礎総論１（中・高）　Ｇ 春学期・水・５限 51

教育基礎総論１（中・高）　Ｊ（所沢） 春学期・水・３限 61

教育心理学（中・高）　Ａ 春学期・金・３限 172

教育心理学（中・高）　Ｂ 春学期・火・２限 161

教育心理学（中・高）　Ｃ 春学期・水・５限 28

教育心理学（中・高）　Ｄ 春学期・火・３限 52

教育心理学（中・高）　Ｅ 春学期・金・５限 85

教育心理学（中・高）　Ｇ 春学期・月・４限 184

教育心理学（中・高）　Ｈ 春学期・火・１限 79

教育心理学（中・高）　Ｊ（所沢） 春学期・月・５限 125

教育心理学（中・高）　Ｋ 春学期・木・４限 43

教育制度総論（中・高）　Ｂ 春学期・火・１限 42

教育制度総論（中・高）　Ｄ 春学期・月・５限 6

教育制度総論（中・高）　Ｆ 春学期・月・４限 161

教育方法・技術論（中・高）　Ａ 春学期・木・６限 137

教育方法・技術論（中・高）　Ｂ 春学期・月・５限 132

教育方法・技術論（中・高）　Ｃ 春学期・木・５限 105

教育方法・技術論（中・高）　Ｅ 春学期・木・２限 70

教育方法・技術論（中・高）　Ｈ 春学期・月・５限 34

教職概論（中・高）　Ａ 春学期・火・６限 97

教職概論（中・高）　Ｂ 春学期・月・３限 96

教職概論（中・高）　Ｇ 春学期・木・４限 109

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｂ 春学期・火・２限 23

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｄ 春学期・火・３限 218

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｅ 春学期・火・４限 126

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｊ（所沢） 春学期・水・１限 107

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｂ 夏季集中・無・その他 58

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｃ 春学期・月・５限 154

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｊ（所沢） 春学期・月・２限 79

総合的な学習・探究論（中・高）　B 春クォーター・水・４限 173

総合的な学習・探究論（中・高）　C 夏クォーター・水・４限 250

総合的な学習・探究論（中・高）　F 春クォーター・月・４限 143

総合的な学習・探究論（中・高）　G 夏クォーター・月・４限 163

道徳教育論（中・高）　Ｂ 春学期・金・２限 167

道徳教育論（中・高）　Ｅ 春学期・金・５限 77

道徳教育論（中・高）　Ｇ 春学期・金・４限 159

道徳教育論（中・高）　Ｊ（所沢） 春学期・金・２限 83

特別活動論（中・高）　Ｂ 春クォーター・火・４限 97

特別活動論（中・高）　Ｇ 春クォーター・月・６限 156

特別活動論（中・高）　Ｈ 春クォーター・火・５限 120

特別活動論（中・高）　Ｊ（所沢） 夏クォーター・金・５限 27

特別活動論（中・高）　Ｌ 夏クォーター・月・６限 242

特別支援教育（中・高）　G 春クォーター・火・６限 14

特別支援教育（中・高）　Ｊ（所沢） 夏季集中・無・その他 107

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教育実習＞カテゴリー：

学　科　目　名
教育実習演習（中・高）（２週間）　Ａ 夏秋期・水・３限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＡ 春学期・土・１限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＢ 春学期・水・４限 3

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＣ 夏秋期・水・６限 3

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＥ 春学期・火・２限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＦ 春学期・火・２限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＧ（戸山） 春学期・木・２限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＩ 春学期・火・１限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＪ 春学期・火・２限 3

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＫ 春学期・水・３限 2

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＬ 春学期・月・４限 3

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＭ 春学期・水・５限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＰ（所沢） 春学期・金・１限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＱ 春学期・木・５限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｂ 春学期・金・２限 2

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｃ 春学期・水・４限 1

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｄ 春学期・木・１限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｆ 春学期・水・３限 2

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｇ 春学期・水・４限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｈ（戸山） 春学期・月・５限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｉ（所沢） 春学期・木・４限 1

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｊ 夏秋期・木・３限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｎ 夏秋期・木・５限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｏ 春学期・火・２限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｐ（戸山） 春学期・水・６限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｒ 夏秋期・金・２限 3

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｓ 春学期・火・２限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｔ（所沢） 春学期・月・４限 5

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｕ 春学期・木・５限 1

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｖ 春学期・月・５限 4

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｗ 夏秋期・木・３限 2

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｘ 春学期・月・６限 2

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｚ 春学期・木・２限 2

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ａ 夏秋期・水・３限 8

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＡ 春学期・土・１限 23

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＢ 春学期・水・４限 4

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＣ 夏秋期・水・６限 23

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＥ 春学期・火・２限 8

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＦ 春学期・火・２限 24

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＧ（戸山） 春学期・木・２限 15

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＩ 春学期・火・１限 14

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＪ 春学期・火・２限 18

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＫ 春学期・水・３限 17

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＬ 春学期・月・４限 15

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＭ 春学期・水・５限 20

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＯ（所沢） 春学期・木・１限 19

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＰ（所沢） 春学期・金・１限 23

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＱ 春学期・木・５限 21

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｂ 春学期・金・２限 9

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｃ 春学期・水・４限 17

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｄ 春学期・木・１限 22

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｆ 春学期・水・３限 9

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｇ 春学期・水・４限 17

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｈ（戸山） 春学期・月・５限 11

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｉ（所沢） 春学期・木・４限 18

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｊ 夏秋期・木・３限 20

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｋ 春学期・木・３限 1

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｌ 春学期・水・３限 13

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｎ 夏秋期・木・５限 3

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｏ 春学期・火・２限 23

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｐ（戸山） 春学期・水・６限 21

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｒ 夏秋期・金・２限 14

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｓ 春学期・火・２限 9

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｔ（所沢） 春学期・月・４限 3

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｕ 春学期・木・５限 21

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｖ 春学期・月・５限 19

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｘ 春学期・月・６限 14

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｚ 春学期・木・２限 17

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教職研究等＞カテゴリー：

学　科　目　名
インクルーシブ教育インターンシップ 通年・無・その他 8

学級経営インターンシップ（家族関係・集団・地域社会に
おける心理支援に関する理論と実践）

通年・月・６限 10

教職研究IV（西洋教育史） 春学期・水・５限 39

2/3



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）

教職研究IX（教育経営） 春学期・火・５限 16

教職研究VIII（総合学習の研究） 春学期・土・５限 6

国語科授業技術演習 春学期・金・５限 13

授業技術演習　Ｂ 春学期・土・１～２限 37

人間理解基盤講座（心の健康教育に関する理論と実践） 春クォーター・土・３～５限 28

学期・曜日・時限 余裕定員

＜教科教育法＞カテゴリー：

学　科　目　名
スペイン語科教育法１ 春学期・火・２限 4

スペイン語科教育法３ 春学期・水・１限 10

ドイツ語科教育法１ 春学期・木・５限 49

ドイツ語科教育法３ 春学期・土・２限 6

フランス語科教育法１ 春学期・木・５限 9

フランス語科教育法３ 春学期・木・６限 27

ロシア語科教育法１ 春学期・木・１限 5

ロシア語科教育法３ 春学期・金・２限 5

英語科教育法１　Ａ 春学期・月・６限 35

英語科教育法１　Ｅ 春学期・火・５限 9

英語科教育法１　Ｆ 春学期・水・６限 19

英語科教育法１　Ｊ（所沢） 春学期・金・２限 42

英語科教育法２　Ａ 春学期・木・１限 32

英語科教育法２　Ｃ 春学期・木・２限 20

英語科教育法２　Ｄ 春学期・木・３限 28

英語科教育法２　Ｅ 春学期・木・２限 32

英語科教育法２　Ｊ（所沢） 春学期・水・３限 29

英語科教育法３　Ａ 春学期・金・３限 23

英語科教育法３　Ｃ 春学期・金・４限 31

英語科教育法３　Ｅ 春学期・火・６限 38

英語科教育法４　Ａ 春学期・火・６限 23

英語科教育法４　B 春学期・金・５限 33

公民科教育法１　Ａ 春学期・月・４限 27

公民科教育法１　Ｂ 春学期・土・５限 35

公民科教育法１　Ｃ 春学期・水・５限 30

公民科教育法１　Ｄ 春学期・火・６限 39

公民科教育法１　Ｅ 春学期・火・６限 13

公民科教育法１　Ｆ 春学期・木・５限 20

公民科教育法２　Ｇ 春学期・火・５限 34

公民科教育法２　Ｈ 春学期・月・５限 33

国語科教育法１　Ｅ 春学期・水・５限 5

国語科教育法１　Ｆ 春学期・土・３限 35

国語科教育法１　Ｇ 春学期・金・６限 4

国語科教育法２　Ａ 春学期・水・５限 39

国語科教育法２　Ｂ 春学期・月・５限 11

国語科教育法２　Ｃ 春学期・木・５限 3

国語科教育法３　Ｅ 春学期・月・６限 11

国語科教育法４　A 春学期・土・３限 33

国語科教育法４　Ｂ 夏季集中・無・その他 31

国語科教育法４　Ｃ 夏季集中・無・その他 38

国語科教育法４　Ｅ 春学期・金・３限 22

社会科教育法１　Ａ 春学期・水・３限 20

社会科教育法１　Ｂ 春学期・金・４限 23

社会科教育法１　Ｃ 春学期・金・５限 27

社会科教育法１　Ｄ 春学期・火・４限 12

社会科教育法２　Ｅ 春学期・火・４限 31

社会科教育法２　Ｆ 春学期・水・６限 26

社会科教育法２　Ｇ 春学期・月・５限 25

社会科教育法２　Ｈ 春学期・火・５限 11

社会科教育法２　Ｉ 春学期・月・５限 23

社会科教育法３　Ａ 春学期・木・４限 34

社会科教育法３　Ｂ 春学期・金・６限 36

社会科教育法３　Ｃ 春学期・火・６限 40

社会科教育法３　Ｄ 春学期・金・６限 15

社会科教育法３　Ｅ 春学期・水・４限 16

社会科教育法３　Ｆ 春学期・水・５限 36

社会科教育法４　E 春学期・水・６限 19

社会科教育法４　G 春学期・金・６限 42

商業科教育法１ 春学期・月・６限 14

情報科教育法２　Ａ 春学期・月・５限 18

数学科教育法１　Ａ 春学期・木・１限 3

数学科教育法１　Ｂ 春学期・木・２限 29

数学科教育法３　Ａ 春学期・木・１限 22

数学科教育法４　Ａ 春学期・木・２限 35

地理歴史科教育法１　Ａ 春学期・火・５限 16

地理歴史科教育法１　Ｂ 春学期・水・６限 30

地理歴史科教育法１　Ｃ 春学期・月・５限 20

地理歴史科教育法１　Ｄ 春学期・月・５限 7

地理歴史科教育法１　Ｅ 春学期・水・５限 16

地理歴史科教育法２　Ｇ 春学期・水・５限 29

地理歴史科教育法２　Ｈ 春学期・木・６限 11

地理歴史科教育法２　Ｉ 春学期・月・５限 42

地理歴史科教育法２　Ｋ 春学期・土・６限 43

地理歴史科教育法２　Ｌ 春学期・金・５限 38

中国語科教育法１ 春学期・土・２限 20

中国語科教育法３ 春学期・木・３限 4

福祉科教育法１（所沢） 春学期・木・３限 50

保健体育科教育法１　Ｃ（所沢） 春学期・月・４限 30

保健体育科教育法１　Ｄ（所沢） 春学期・金・５限 7

保健体育科教育法１　Ｅ（所沢） 春学期・水・５限 5

保健体育科教育法３　Ａ（所沢） 夏季集中・無・その他 8

保健体育科教育法３　Ｃ（所沢） 春学期・月・５限 5

保健体育科教育法４　Ａ（所沢） 春学期・月・１限 37

理科教育法１　Ａ 春学期・金・６限 32

理科教育法１　Ｃ（西早稲田） 春学期・火・６限 32

理科教育法２　Ｂ 春学期・水・６限 21

理科教育法３　Ｂ 春学期・火・５限 30

理科教育法４　Ａ 春学期・金・５限 11

学期・曜日・時限 余裕定員

＜司書・司書教諭＞カテゴリー：

学　科　目　名
学校経営と学校図書館 春学期・金・６限 98

児童サービス論　Ａ 春学期・水・５限 77

情報サービス演習Ｉ　Ｃ 春学期・木・５限 18

情報サービス演習Ｉ　Ｄ 春学期・木・６限 33

情報サービス演習II　Ａ 春学期・月・５限 24

情報サービス演習II　Ｂ 春学期・月・６限 33

情報サービス論　Ａ 春学期・木・５限 95

情報資源組織演習　Ａ 通年・水・５限 14

情報資源組織演習　Ｂ 通年・水・６限 2

情報資源組織演習　Ｃ 通年・金・５限 20

情報資源組織演習　Ｄ 通年・火・６限 20

情報資源組織論　Ａ 春学期・火・５限 59

図書・図書館史　Ａ 春学期・水・５限 61

図書館サービス概論　Ａ 春学期・木・６限 4

図書館概論　Ａ 春学期・火・６限 32

図書館施設論　Ａ 春学期・火・６限 24

図書館情報技術論　Ａ 春学期・木・６限 105

図書館情報資源概論　Ａ 春学期・水・６限 24

図書館情報資源特論　Ａ 春学期・月・５限 51

図書館制度・経営論　Ａ 春学期・月・６限 25

生涯学習　Ａ 春学期・火・２限 16

学期・曜日・時限 余裕定員

＜博物館＞カテゴリー：

学　科　目　名
博物館概論　Ａ 春学期・金・５限 27

博物館教育論　Ａ 春学期・木・６限 26

博物館経営論　Ａ 春学期・金・５限 6

博物館資料保存論　Ａ 春学期・土・４限 45

博物館資料論　Ａ 春学期・木・５限 194

博物館実習　Ａ 通年・木・１～２限 6

博物館実習　Ｄ 通年・火・５～６限 1

博物館実習　Ｅ（戸山） 通年・水・１～２限 1

博物館実習　Ｆ（戸山） 通年・水・４～５限 4

博物館実習　Ｇ 通年・月・４～５限 5

博物館実習　Ｈ（戸山） 通年・土・４～５限 6

博物館実習　Ｉ 通年・木・３～４限 1

博物館情報・メディア論　Ｃ 春学期・水・６限 35

博物館展示論　Ａ 春学期・金・５限 26
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