
教育学部２次登録用<教育学部設置科目>余裕定員表（教職等資格科目）

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜教職課程科目＞カテゴリー：

教育課程編成論（中・高）　Ｄ 冬季集中・無・その他 96

教育課程編成論（中・高）　Ｅ 秋クォーター・無・ﾌﾙｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 0

教育課程編成論（中・高）　Ｇ 秋クォーター・月・３限 20

教育課程編成論（中・高）　Ｉ 秋クォーター・土・２限 8

教育基礎総論１（中・高）　Ａ 秋学期・水・６限 0

教育基礎総論１（中・高）　Ｄ 秋学期・火・２限 0

教育基礎総論１（中・高）　Ｅ 秋学期・火・５限 10

教育基礎総論１（中・高）　Ｆ 秋学期・月・６限 32

教育心理学（中・高）　Ｆ 秋学期・金・２限 88

教育心理学（中・高）　Ｉ 秋学期・無・ﾌﾙｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 0

教育制度総論（中・高）　Ａ 秋学期・金・４限 0

教育制度総論（中・高）　Ｃ 秋学期・木・５限 5

教育制度総論（中・高）　Ｅ 秋学期・木・４限 97

教育制度総論（中・高）　Ｇ 秋学期・水・５限 39

教育制度総論（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・木・３限 57

教育方法・技術論（中・高）　Ｄ 秋学期・木・５限 91

教育方法・技術論（中・高）　Ｆ 秋学期・木・２限 5

教育方法・技術論（中・高）　Ｇ 秋学期・木・６限 93

教育方法・技術論（中・高）　Ｉ 秋学期・月・５限 130

教育方法・技術論（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・月・１限 53

教職概論（中・高）　Ｃ 秋学期・金・５限 65

教職概論（中・高）　Ｅ 秋学期・木・６限 23

教職概論（中・高）　Ｆ 秋学期・火・５限 28

教職概論（中・高）　Ｈ 秋学期・水・５限 3

教職概論（中・高）　Ｉ 秋学期・無・ﾌﾙｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 0

教職概論（中・高）　Ｊ（所沢） 秋学期・月・６限 29

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ａ 秋学期・金・３限 84

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｃ 秋学期・水・５限 140

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｆ 秋学期・水・４限 116

生徒指導・進路指導論（中・高）　Ｇ 秋学期・火・４限 43

生徒理解と教育相談（中・高）　Ａ 秋学期・水・５限 0

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｅ 秋学期・金・２限 259

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｇ 秋学期・月・４限 122

生徒理解と教育相談（中・高）　Ｈ 秋学期・火・１限 40

総合的な学習・探究論（中・高）　D 秋クォーター・木・３限 0

総合的な学習・探究論（中・高）　E 秋クォーター・月・６限 43

総合的な学習・探究論（中・高）　H 秋クォーター・月・５限 0

総合的な学習・探究論（中・高）　J（所沢） 冬クォーター・月・５限 19

道徳教育論（中・高）　Ａ 秋学期・木・３限 114

道徳教育論（中・高）　Ｃ 秋学期・木・１限 0

道徳教育論（中・高）　Ｄ 秋学期・木・５限 135

道徳教育論（中・高）　Ｆ 秋学期・月・５限 12

道徳教育論（中・高）　Ｈ 秋学期・金・３限 0

特別活動論（中・高）　Ｃ 秋クォーター・月・６限 15

特別活動論（中・高）　Ｄ 冬クォーター・木・５限 49

特別活動論（中・高）　Ｅ 秋クォーター・木・５限 118

特別活動論（中・高）　Ｆ 秋クォーター・月・１限 0

特別活動論（中・高）　Ｉ 冬クォーター・月・１限 51

特別活動論（中・高）　Ｋ 冬クォーター・月・６限 27

特別支援教育（中・高）　A 秋クォーター・月・４限 0

特別支援教育（中・高）　B 秋クォーター・月・５限 0

特別支援教育（中・高）　C 秋クォーター・金・４限 136

特別支援教育（中・高）　D 冬クォーター・金・４限 157

特別支援教育（中・高）　E 秋クォーター・木・４限 0

特別支援教育（中・高）　F 冬クォーター・木・４限 39

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜教育実習＞カテゴリー：

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ａ 夏秋期・水・３限 0

教育実習演習（中・高）（２週間）　ＡＣ 夏秋期・水・６限 0

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｊ 夏秋期・木・３限 0

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｎ 夏秋期・木・５限 0

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｒ 夏秋期・金・２限 0

教育実習演習（中・高）（２週間）　Ｗ 夏秋期・木・３限 0

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ａ 夏秋期・水・３限 0

教育実習演習（中・高）（３週間）　ＡＣ 夏秋期・水・６限 0

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｊ 夏秋期・木・３限 0

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｎ 夏秋期・木・５限 0

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｒ 夏秋期・金・２限 0

教育実習演習（中・高）（３週間）　Ｗ 夏秋期・木・３限 0

教職実践演習（中・高）　Ａ 秋学期・水・４限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＡ 秋学期・土・１限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＢ 秋学期・水・４限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＣ 秋学期・月・６限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＥ 秋学期・火・２限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＦ 秋学期・火・２限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＧ（戸山） 秋学期・木・２限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＩ 秋学期・火・１限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＪ 秋学期・火・２限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＫ 秋学期・水・３限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＬ 秋学期・月・４限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＭ 秋学期・水・５限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＯ（所沢） 秋学期・木・１限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＰ（所沢） 秋学期・金・１限 0

教職実践演習（中・高）　ＡＱ 秋学期・木・５限 0

教職実践演習（中・高）　Ｂ 秋学期・金・２限 0

教職実践演習（中・高）　Ｃ 秋学期・水・４限 0

教職実践演習（中・高）　Ｄ 秋学期・木・１限 0

教職実践演習（中・高）　Ｆ 秋学期・水・３限 0

教職実践演習（中・高）　Ｇ 秋学期・水・４限 0

教職実践演習（中・高）　Ｈ（戸山） 秋学期・月・５限 0

教職実践演習（中・高）　Ｉ（所沢） 秋学期・木・４限 0

教職実践演習（中・高）　Ｊ 秋学期・木・５限 0

教職実践演習（中・高）　Ｋ 秋学期・木・３限 0

教職実践演習（中・高）　Ｌ 秋学期・水・３限 0

教職実践演習（中・高）　Ｍ 秋学期・木・２限 0

教職実践演習（中・高）　Ｎ 秋学期・木・４限 0

教職実践演習（中・高）　Ｏ 秋学期・火・２限 0

教職実践演習（中・高）　Ｐ（戸山） 秋学期・水・６限 0

教職実践演習（中・高）　Ｒ 秋学期・水・３限 0

教職実践演習（中・高）　Ｓ 秋学期・火・２限 0

教職実践演習（中・高）　Ｔ（所沢） 秋学期・月・４限 0

教職実践演習（中・高）　Ｕ 秋学期・木・５限 0

教職実践演習（中・高）　Ｖ 秋学期・月・５限 0

教職実践演習（中・高）　Ｗ 秋学期・木・４限 0

教職実践演習（中・高）　Ｘ 秋学期・月・６限 0

教職実践演習（中・高）　Ｙ 秋学期・月・４限 0

教職実践演習（中・高）　Ｚ 秋学期・木・２限 0

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜教職研究等＞カテゴリー：

教職研究II（教育行政法規） 秋学期・木・６限 45

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜教科教育法＞カテゴリー：

スペイン語科教育法２ 秋学期・火・２限 4

スペイン語科教育法４ 秋学期・火・１限 5

ドイツ語科教育法２ 秋学期・木・５限 9

ドイツ語科教育法４ 秋学期・月・５限 45

フランス語科教育法２ 秋学期・木・５限 15

フランス語科教育法４ 秋学期・木・４限 8

ロシア語科教育法２ 秋学期・木・１限 5

ロシア語科教育法４ 秋学期・金・２限 5

英語科教育法１　Ｂ 秋学期・火・６限 33

英語科教育法１　Ｃ 秋学期・火・６限 25

英語科教育法１　Ｄ 秋学期・火・５限 36

英語科教育法２　Ｂ 秋学期・月・６限 31

英語科教育法２　Ｆ 秋学期・水・６限 21

英語科教育法３　Ｂ 秋学期・金・３限 13

英語科教育法３　Ｄ 秋学期・金・４限 37

英語科教育法３　Ｊ（所沢） 秋学期・金・２限 22

英語科教育法４　C 秋学期・金・５限 30

英語科教育法４　D 秋学期・木・２限 34

英語科教育法４　E 秋学期・木・３限 7

英語科教育法４　J（所沢） 秋学期・水・３限 16

公民科教育法１　Ｇ 秋学期・火・６限 37

公民科教育法１　Ｈ 秋学期・月・４限 26

公民科教育法１　Ｉ 秋学期・木・５限 15

公民科教育法２　Ａ 秋学期・月・５限 37

公民科教育法２　Ｂ 秋学期・土・５限 34

公民科教育法２　Ｃ 秋学期・水・５限 14

公民科教育法２　Ｄ 秋学期・火・５限 39

公民科教育法２　Ｅ 秋学期・火・６限 13

公民科教育法２　Ｆ 秋学期・金・５限 38

公民科教育法２　Ｉ 秋学期・水・６限 27

国語科教育法１　Ａ 秋学期・金・６限 24

国語科教育法１　Ｂ 秋学期・月・５限 20

国語科教育法１　Ｃ 秋学期・木・５限 7

国語科教育法２　Ｄ 秋学期・火・３限 1

国語科教育法２　Ｅ 秋学期・水・５限 4

国語科教育法２　Ｆ 秋学期・土・３限 40

国語科教育法２　Ｇ 秋学期・金・６限 17

国語科教育法３　Ｂ 秋学期・水・５限 29

国語科教育法３　Ｃ 秋学期・土・３限 16

国語科教育法３　Ｄ 秋学期・月・６限 11

国語科教育法４　Ｄ 秋学期・金・３限 15

社会科教育法１　Ｅ 秋学期・金・４限 23

社会科教育法１　Ｆ 秋学期・火・５限 22

社会科教育法１　Ｇ 秋学期・火・４限 16

社会科教育法１　Ｈ 秋学期・水・４限 32

社会科教育法１　Ｉ 秋学期・水・３限 15

社会科教育法２　Ａ 秋学期・月・２限 1

社会科教育法２　Ｂ 秋学期・水・６限 31

社会科教育法２　Ｃ 秋学期・月・５限 25

社会科教育法２　Ｄ 秋学期・火・５限 17

社会科教育法３　Ｇ 秋学期・月・５限 13

社会科教育法３　Ｈ 秋学期・木・３限 29

社会科教育法３　Ｉ 秋学期・火・６限 39

社会科教育法４　Ａ 秋学期・金・５限 6

社会科教育法４　Ｂ 秋学期・金・３限 0

社会科教育法４　D 秋学期・月・５限 36

社会科教育法４　F 秋学期・水・６限 19

社会科教育法４　H 秋学期・金・５限 41

社会科教育法４　I 秋学期・金・６限 37

商業科教育法２ 秋学期・月・６限 15

情報科教育法１　Ａ 秋学期・月・５限 17

数学科教育法２　Ａ 秋学期・木・１限 0

数学科教育法２　Ｂ 秋学期・木・２限 28

数学科教育法３　Ｂ 秋学期・木・１限 29

数学科教育法４　Ｂ 秋学期・木・２限 0

地理歴史科教育法１　Ｇ 秋学期・水・６限 38

地理歴史科教育法１　Ｈ 秋学期・金・５限 31

地理歴史科教育法１　Ｉ 秋学期・金・６限 11

地理歴史科教育法１　Ｋ 秋学期・水・５限 12

地理歴史科教育法１　Ｌ 秋学期・月・５限 10

地理歴史科教育法２　Ａ 秋学期・水・５限 27

地理歴史科教育法２　Ｂ 秋学期・金・５限 15

地理歴史科教育法２　Ｃ 秋学期・土・６限 40

地理歴史科教育法２　Ｄ 秋学期・木・６限 14

地理歴史科教育法２　Ｅ 秋学期・金・５限 40

地理歴史科教育法２　Ｆ 秋学期・月・５限 39

中国語科教育法２ 秋学期・土・２限 20

中国語科教育法４ 秋学期・木・３限 6
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教育学部２次登録用<教育学部設置科目>余裕定員表（教職等資格科目）
福祉科教育法２（所沢） 秋学期・木・３限 21

保健体育科教育法２　Ｂ（所沢） 秋学期・月・１限 0

保健体育科教育法２　Ｃ（所沢） 秋学期・月・４限 15

保健体育科教育法２　Ｄ（所沢） 秋学期・金・５限 9

保健体育科教育法２　Ｅ（所沢） 秋学期・水・５限 12

保健体育科教育法３　Ｂ（所沢） 冬季集中・無・その他 13

保健体育科教育法４　Ｂ（所沢） 秋学期・月・１限 19

理科教育法１　Ｂ 秋学期・水・６限 19

理科教育法２　Ａ 秋学期・金・５限 39

理科教育法２　Ｃ（西早稲田） 秋学期・火・６限 30

理科教育法３　Ａ 秋学期・金・６限 31

理科教育法４　Ｂ 秋学期・火・５限 61

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜司書・司書教諭＞カテゴリー：

学校図書館メディアの構成　 秋学期・木・６限 12

学習指導と学校図書館 秋学期・金・６限 52

児童サービス論　Ｂ 秋学期・水・５限 39

情報サービス演習Ｉ　Ａ 秋学期・月・５限 0

情報サービス演習Ｉ　Ｂ 秋学期・月・６限 23

情報サービス演習II　Ｃ 秋学期・木・５限 0

情報サービス演習II　Ｄ 秋学期・木・６限 16

情報サービス論　Ｂ 秋学期・木・５限 50

情報メディアの活用 秋学期・金・５限 14

情報資源組織論　Ｂ 秋学期・火・５限 39

図書・図書館史　Ｂ 秋学期・水・５限 37

図書館サービス概論　Ｂ 秋学期・木・６限 0

図書館サービス特論 秋学期・木・５限 44

図書館概論　Ｂ 秋学期・火・６限 16

図書館施設論　Ｂ 秋学期・火・６限 9

図書館情報技術論　Ｂ 秋学期・木・６限 47

図書館情報資源概論　Ｂ 秋学期・水・６限 0

図書館制度・経営論　Ｂ 秋学期・月・６限 0

生涯学習　Ｂ 秋学期・火・６限 0

読書と豊かな人間性 秋学期・木・６限 49

学　科　目　名 学期・曜日・時限 余裕定員

＜博物館＞カテゴリー：

博物館概論　Ｂ 秋学期・金・５限 4

博物館教育論　Ｂ 秋学期・木・２限 0

博物館経営論　Ｂ 秋学期・月・１限 0

博物館資料保存論　Ｂ 秋学期・土・４限 0

博物館資料論　Ｂ 秋学期・火・６限 15

博物館情報・メディア論　Ｂ 秋学期・水・６限 16

博物館情報・メディア論　Ｄ 秋学期・木・６限 11

博物館展示論　Ｂ 秋学期・金・５限 51
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