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【重要】 各自の入学年度の『履修要綱』の記載内容と照らし合わせて、履修してください。 

 人 間 開 発 学 部  

【人間開発学部共通】 

1．「教育インターンシップ」（2年次以上選択科目）について 

以下の日程で指導を行います。登録者は必ず参加すること。 

   事前指導 

4月 10日（火）18：15～ 411教室（全校種合同） 

4月 17日（火）18：15～ 教室未定（校種別） 

4月 24日（火）18：15～ 教室未定（校種別） 

   中間指導 

    6月 26日（火）18：15～ 教室未定（校種別） 

   報告会・連絡協議会 

    12月 25日（火）14：00～ 教室未定（全校種合同報告会・校種別ディスカッション） 

   事後指導 

    1月 15日（火）18：15～ 教室未定（校種別） 

2．「演習」（3年次後期必修科目）の募集と応募者選考に関するスケジュールについて 

    3月 31日（土） 13：30～ 学科ガイダンス 演習説明 

      ※4月 7日（土）～4月 19日（木）に、シラバスを確認し、希望する教員のオフィスアワーに研究室を訪ねて

ゼミに関する確認をすること。 

    4月 20日（金） ～12：50 第 1回ゼミ希望調査（K-SMAPYにて希望するゼミを 1つ選ぶ） 

    4月 23日（月） 14：00以降 第 1回希望調査の決定結果及び各ゼミの決定状況の通知 

    4月 27日（金） ～12：50 第 2回ゼミ希望調査（K-SMAPYにて希望するゼミを 1つ選ぶ） 

    5月 7日（月） 14：00以降 第 2回希望調査の決定結果及び各ゼミの決定状況の通知 

    5月 14日（月） ～12：50 第 3回ゼミ希望調査（K-SMAPYにて第 1希望～第 3希望の志望理由書を提出する） 

    5月下旬    最終決定結果を通知 

     ＊第 3回までの調査で希望を出さなかった学生は未履修とする。 

     ＊第 3回希望調査で複数回答の指定に同一のゼミの記入や空欄がある場合は無効とする。 

3．「演習・卒業論文」の登録について（4年次通年必修科目） 

3年次の「演習」と同じ教員が担当しますので、事前登録が完了しています。 

4. 人間開発学部学生用科目 

以下の科目は、人間開発学部学生用に開講された科目です。他の曜日・時限で開講されている同一科目を履修するこ

とはできませんので注意してください。 

（2年生以上） 

「書道」（たま・金 2・通年・田村南海子） 

5． 必修科目の再履修について 

再履修者用科目を開講していないので、再履修者は正規の授業を K-SMAPYから登録してください。なお、事前登録の

科目もあるので注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部・学科別 時間割作成時の注意事項 
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【初等教育学科】 

1. 履修規程の変更について 

1) 新規開講科目について（平成 25・26年度入学者） 

カリキュラム改訂に伴い、以下の科目につき平成 25・26年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行い、平成 27

年度より 3年次開講科目として履修可能となっています。修得した単位は専門教育科目・教職課程における「教科又は

教職に関する科目」に算入されます。詳細は大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・履修→履修要綱）よ

り確認してください。 

「授業アセスメント論」（たま・月 2・後期・田村学） 

2) 新規開講科目について（平成 26・27年度入学者） 

カリキュラム改訂に伴い、以下の科目につき平成 26・27年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行い、平成 28

年度より 3年次開講科目として履修可能となっています。 

「ICT授業構成論」（たま・火 2・後期・寺本貴啓） 

3) 新規開講科目について（平成 27・28年度入学者） 

カリキュラム改訂に伴い、以下の科目につき平成 27・28年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行い、平成 29

年度より履修可能です。また、修得した場合には、単位は展開科目Ⅲ類（児童英語）として参入されます。 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

英米語研究Ⅱ たま・月 4・前期・長田恵理 英米地域文化論Ⅱ たま・月 3・後期・長田恵理 

4) 新規開講科目について（平成 28年度入学者） 

カリキュラム改訂に伴い、以下の科目につき平成 28年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行い、平成 29年度

より履修可能です。すべての科目を履修することによって、特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者・肢体不自由者・

病弱者）が取得できます。 

特別支援学校教諭課程科目名 

特別支援教育総論 知的障害児の心理・生理・病理 

肢体不自由児の心理・生理・病理 病弱児の心理・生理・病理 

障害児の生理・病理 知的障害児の教育 

肢体不自由児の教育 病弱児の教育 

障害児指導法 発達障害児教育総論 

聴覚障害児教育総論 視覚障害児教育総論 

特別支援教育実習（事前指導） 特別支援教育実習（事後指導） 

特別支援教育実習  

 

2. 学科・出席番号指定科目 

以下の科目は学科、または出席番号による指定のため、すでに登録されています。１年生は学生証交付時に配付され

た『指定科目一覧』で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。なお、前期開講科目の「ボランティアと社会参

加」は小学校、中学校の教員免許状取得希望者は必修科目ですが、履修を希望しない（教員免許状の取得を希望しない）

学生は事前登録科目の登録期間内にたまプラーザ事務課へ申し出てください。また、後期開講科目の「教育の原理」／「教

育課程論」は教員免許状希望者の必修科目ですが、「教育の原理」／「教育課程論」の履修を希望しない学生は履修登録期

間内にたまプラーザ事務課へ申し出てください。 

（1年生） 

【前期指定科目】 

人間開発基礎論 教職論 

児童英語基礎指導論 言語・古典基礎論 

ボランティアと社会参加  
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【後期指定科目】 

教育の原理 教育課程論 

理科実験・観察基礎論 特別支援教育総論 

 

（2年生） 

【前期・後期指定科目】 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

初等科教育法（国語） 出席番号により 3クラス分割 初等科教育法（社会） 出席番号により 3クラス分割 

初等科教育法（算数） 出席番号により 3クラス分割 初等科教育法（理科） 出席番号により 4クラス分割 

初等科教育法（生活） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（今年度指定されていない場

合は次年度での履修となる） 

初等科教育法（音楽） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（今年度指定されていない場

合は次年度での履修となる） 

初等科教育法（体育） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（今年度指定されていない場

合は次年度での履修となる） 

初等科教育法（図工） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（今年度指定されていない場

合は次年度での履修となる） 

初等科教育法（家庭） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（今年度指定されていない場

合は次年度での履修となる） 

教育実習ⅠA 指定曜時履修 

日本の伝統文化 指定曜時履修 教育と社会 指定曜時履修 

生徒指導 指定曜時履修 国語概説 指定曜時履修 

発達と学習 指定曜時履修 生活科概説 指定曜時履修 

 

 （3年生） 

【前期・後期指定科目】 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

教育相談 指定曜時履修 
道徳教育の理論と 

方法 
指定曜時履修 

教育の方法と技術 指定曜時履修 初等科教育法（体育） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（2 年次に指定履修をしてい

ない学生のみ指定される） 

初等科教育法（音楽） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（2 年次に指定履修をしてい

ない学生のみ指定される） 

初等科教育法（図工） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（2 年次に指定履修をしてい

ない学生のみ指定される） 

初等科教育法（家庭） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（2 年次に指定履修をしてい

ない学生のみ指定される） 

初等科教育法（生活） 

出席番号により 2 年次・3 年次履修

に分割（2 年次に指定履修をしてい

ない学生のみ指定される） 

教育実習Ⅱ 曜時外履修 教育実習Ⅲ 曜時外履修 

教育実習ⅠＢ 曜時外履修   

    ※3年次開講「特別活動の理論と方法」について 

    「特別活動の理論と方法」は、教職必修科目ですが、指定科目として設定されていません。 

    必ず自身の教育実習の実施時期を確認の上、 

 前期に教育実習を実施する場合→「特別活動の理論と方法（小）」（たま・木 1・後期・杉田洋） 

後期に教育実習を実施する場合→「特別活動の理論と方法（小）」（たま・木 3・前期・杉田洋） 

   を K-SMAPYから履修登録してください。 
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3. 中高保健体育課程免許取得希望者へ 

中高保健体育課程の科目受講について 

各「運動方法基礎実習」については、前期科目は 4月 2日（月）～4日(水）の窓口開室時間内、後期科目は後期の事

前登録期間内に指定申請用紙にて登録を受け付けます。また、K-SMAPY で科目登録できない他の科目についても、別途

指定用紙での登録になりますので、履修登録期間内にたまプラーザ事務課で手続きしてください。 

なお、初等教育学科の学生が、中・高用の「道徳教育の理論と方法」、「教育課程論」を履修する場合は、以下の科目を

K-SMAPYより履修登録し、受講してください。それぞれの科目の開講曜時は以下のとおりです。 

「道徳教育の理論と方法（中・高）」（たま・金 3・後期・富岡栄） 

「教育課程論（中・高）」（たま・火 2・後期・田沼茂紀）※健康体育学科学生と合同授業 
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【健康体育学科】 

1. 履修規程の変更について 

1） 開講学年・時期変更について（平成 25年度入学者） 

カリキュラム改訂に伴い、以下のとおり平成 25 年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行っています。 

「教育の方法と技術」3・4年後期→3年後期 

「発達と学習」2・3年前期→2・3年後期 

「保健科教育法Ⅱ」3年後期→2年後期 

「野外実習」3・4年→2年スプリングセッション ＊1年次の冬に受講し、成績は 2年次前期に反映される 

「教育実習ⅠA（事前指導）」3年前期→2年後期 

「教育実習ⅠB（事後指導）」4年後期→3年後期 

「教育実習Ⅱ」3年後期→3年前期 

「教育実習Ⅲ」4年前期→3年後期 

2) 新規開講科目について（平成 25・26年度入学者） 

カリキュラム改訂に伴い、以下の科目につき平成 25・26年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行い、平成 27

年度より 3年次開講科目として履修可能となっています。修得した単位は専門教育科目・教職課程における「教科又は

教職に関する科目」に算入されます。詳細は大学ホームページ内（授業・学生生活→履修要綱）より確認してください。 

「授業アセスメント論」（たま・月 2・後期・田村学） 

2. 学科指定科目 

以下の科目は学科指定のため、すでに登録されています。１年生は学生証交付時に配付された『指定科目一覧』で曜

日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

（1年生） 

【前期指定科目】 

人間開発基礎論 生理学 

教職論 スポーツ心理学 

 

【後期指定科目】 

運動学 栄養学 

体育原理  

（2年生） 

【後期指定科目】 

日本の伝統文化 保健科教育法Ⅱ（教職選択者のみ） 

体育科教育法Ⅱ（教職選択者のみ） 教育実習ⅠA（教職選択者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 6 － 

3. 事前登録科目 

1) 「運動方法基礎実習」科目 

平成 26年度より科目名の括弧表記が履修要綱から削除され、時間割で科目名の括弧表記で開講種目を示します。種目

によっては翌年度開講しない場合もありますので、翌年度の注意を時間割等で確認してください。なお、同一科目名で

括弧内の種目が異なる場合は履修可能です。 

以下の科目は希望優先方式による事前登録を行います。なお、これらの科目を履修登録した場合は、第一週目の授業

時に以下の教室に必ず集合してください（時間厳守）。第二週目以降の授業の集合場所は、各担当教員の指示に従ってく

ださい。 

 

（1年生以上） 

①前期開講科目 

初回授業日 曜日 時限 科目名 教員名 初回集合場所 

4月 9日 月 3 
運動方法基礎実習球技系Ⅱ（サッカー） 流郷 吐夢 206 

運動方法基礎実習武道系Ⅱ（剣道） 植原 吉朗 307 

4月 10日 火 4 運動方法基礎実習表現系Ⅴ（エアロビクス） 穂積 典子 103 

4月 12日 木 

1 

運動方法基礎実習球技系Ⅲ（バレーボール） 富永梨紗子 203 

運動方法基礎実習球技系Ⅳ（テニス） 内藤 裕子 205 

運動方法基礎実習表現系Ⅳ（ダンス） 川口 愛子 206 

3 
運動方法基礎実習表現系Ⅰ（体操） 笹田 弥生 205 

運動方法基礎実習表現系Ⅱ（陸上） 大森 俊夫 203 

4月 13日 金 

1 
運動方法基礎実習球技系Ⅰ（バスケットボール） 岩本 良裕 203 

運動方法基礎実習表現系Ⅲ（水泳・水中運動） 原 英喜 206 

2 
運動方法基礎実習武道系Ⅰ（柔道） 上口 孝文 206 

運動方法基礎実習武道系Ⅲ（弓道） 山田 佳弘 306 

②後期開講科目 

初回授業日 曜日 時限 科目名 教員名 初回集合場所 

9月 21日 金 

1 
運動方法基礎実習球技系Ⅰ（バスケットボール） 岩本 良裕 308 

運動方法基礎実習表現系Ⅲ（水泳・水中運動） 原 英喜 206 

2 
運動方法基礎実習武道系Ⅰ（柔道） 上口 孝文 206 

運動方法基礎実習武道系Ⅲ（弓道） 山田 佳弘 101 

9月 24日 月 3 
運動方法基礎実習球技系Ⅱ（サッカー） 流郷 吐夢 103 

運動方法基礎実習武道系Ⅱ（剣道） 植原 吉朗 205 

9月 25日 火 3 運動方法基礎実習表現系Ⅴ（エアロビクス） 穂積 典子 204 

9月 27日 木 

1 

運動方法基礎実習球技系Ⅲ（バレーボール） 富永梨紗子 203 

運動方法基礎実習球技系Ⅳ（テニス） 内藤 裕子 403 

運動方法基礎実習表現系Ⅳ（ダンス） 川口 愛子 206 

3 
運動方法基礎実習表現系Ⅰ（体操） 笹田 弥生 403 

運動方法基礎実習表現系Ⅱ（陸上） 大森 俊夫 206 

 

「運動方法基礎実習」の事前登録における注意事項 

前期科目・後期科目とも抽選を行います。第 6希望まで選択することができ、抽選で最大 4科目当選する可能性があ

ります。ただし、4科目以上申し込んでも、希望が特定の科目に集中したなどの理由により、当選科目数が 3科目以下に

なることがあります。当選数が 4科目に満たなかった場合は、2次募集に申し込むことができますので、抽選結果の発表

後、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・履修→WEB時間割）で 2次募集の詳細を確認してください。 

なお、例年第 6希望まで満たさずに申し込み、結果として当選科目が少なくなるケースが見受けられます。登録の際

は第 6希望まで選択するようにしてください。 
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2) 「指導法実習」科目 

平成 26年度より科目名の括弧表記が履修要綱から削除され、時間割で科目名の括弧表記で開講種目を示します。種目

によっては翌年度開講しない場合もありますので、翌年度の注意を時間割等で確認してください。なお、同一科目名で

括弧の種目が異なる場合は履修可能です。 

以下の科目は一般登録方式による事前登録を行います。詳細については、大学ホームページ内（在学生・保護者の方

へ→授業・履修→WEB時間割）の「事前登録科目一覧」にて確認してください。なお、これらの科目を履修登録した場

合は、第一週目の授業時に以下の教室に必ず集合してください（時間厳守）。第二週目以降の授業の集合場所は、各担当

教員の指示に従ってください。 

 

（平成 27年度以前入学者：4年生） 

  ①前期集中科目 

初回授業日 曜日 時限 科目名 教員名 初回集合場所 

4月 7日 土 1 指導法実習表現系Ⅲ（水泳・水中運動） ※土 1・2 原 英喜 306 

4月 10日 火 2 
指導法実習表現系Ⅴ（エアロビクス） ※火 2・3 穂積 典子 307 

指導法実習球技系Ⅳ（テニス） ※火 2・3 柴原健太郎 405 

4月 11日 水 1 指導法実習表現系Ⅱ（陸上） ※水 1・金 1 大森 俊夫 101 

4月 12日 木 2 指導法実習表現系Ⅳ（ダンス） ※木 2・3 川口 愛子 206 

4月 13日 金 3 
指導法実習武道系Ⅰ（柔道） ※金 3・4 上口 孝文 105 

指導法実習武道系Ⅲ（弓道） ※金 3・4 山田 佳弘 505 

②後期集中科目 

初回授業日 曜日 時限 科目名 教員名 初回集合場所 

9月 21日 金 2 指導法実習球技系Ⅰ（バスケットボール） ※金 2・3 岩本 良裕 308 

9月 24日 月 1 
指導法実習武道系Ⅱ（剣道） ※月 1・2 植原 吉朗 205 

指導法実習球技系Ⅱ（サッカー） ※月 1・2 流郷 吐夢 103 

9月 26日 水 1 

指導法実習球技系Ⅲ（バレーボール） ※水 1・2 高橋 宏文 204 

指導法実習表現系Ⅰ（体操） ※水 1・2 笹田 弥生 
コンディショ

ニングルーム 

 

（平成 28年度以降入学者：3年生以下） 

① 前期科目   

初回授業日 曜日 時限 科目名 教員名 初回集合場所 

4月 7日 土 1 指導法実習表現系Ⅲ（水泳・水中運動）  原 英喜 306 

4月 10日 火 2 
指導法実習表現系Ⅴ（エアロビクス） 穂積 典子 307 

指導法実習球技系Ⅳ（テニス）  柴原健太郎 405 

4月 11日 水 1 指導法実習表現系Ⅱ（陸上）  大森 俊夫 101 

4月 12日 木 2 指導法実習表現系Ⅳ（ダンス）  川口 愛子 206 

4月 13日 金 3 
指導法実習武道系Ⅰ（柔道）  上口 孝文 105 

指導法実習武道系Ⅲ（弓道）  山田 佳弘 505 

②後期科目 

初回授業日 曜日 時限 科目名 教員名 初回集合場所 

9月 21日 金 2 指導法実習球技系Ⅰ（バスケットボール）  岩本 良裕 308 

9月 24日 月 1 
指導法実習武道系Ⅱ（剣道）  植原 吉朗 205 

指導法実習球技系Ⅱ（サッカー） 流郷 吐夢 103 

9月 26日 水 1 
指導法実習球技系Ⅲ（バレーボール） 高橋 宏文 605 

指導法実習表現系Ⅰ（体操） 笹田 弥生 講堂 

 

「指導法実習」の事前登録における注意事項 

前期科目・後期科目とも抽選を行います。抽選で最大 4科目当選する可能性がありますが、希望が特定の科目に集中

したなどの理由により、当選科目数が 3科目以下になることがあります。当選数が 4科目に満たなかった場合は、2次募

集に申し込むことができますので、抽選結果の発表後、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・履修→WEB

時間割）で 2次募集の詳細を確認してください。 
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3）2年次開講演習科目 

（平成 27年度以前入学者） 

「神経・筋系演習」「呼吸循環系演習」「動作分析演習」は平成 29年度より事前登録科目となっています。これらの科目の

うち、1科目 2単位以上を修得していない場合は、必ず事前登録期間中に履修登録を行ってください。 

 （平成 28年度以降入学者） 

以下の科目は一般登録方式による事前登録を行います。詳細については、大学ホームページ内（在学生・保護者の方

へ→授業・履修→履修登録・時間割）の「事前登録科目一覧」にて確認してください。抽選の結果定員に達しなかった

科目に関しては、2次募集を実施しますので、抽選結果の発表後、大学ホームページ内（在学生・保護者の方へ→授業・

履修→WEB時間割）で詳細を確認してください。 

「運動生理学演習Ⅰ（神経・筋系）」（前期：木曜 5限、後期：木曜 5限） 

「運動生理学演習Ⅱ（呼吸循環系）」（前期：木曜 4限、後期：木曜 4限） 

「スポーツバイオメカニクス演習」（前期：木曜 3限、後期：火曜 3限） 

「スポーツ心理学演習」（前期：火曜 4限、後期：火曜 4限） 

「スポーツマネジメント演習」（前期：金曜 3限、後期：金曜 3限） 

「スポーツ栄養学演習」（前期：木曜 4限、後期：火曜 3限） 

「スポーツ文化演習」（前期：金曜 4限、後期：金曜 4限） 

 

4. 教職課程科目に関する注意事項 

教員免許取得に必要な「教職に関する科目」は一部を除いて自動登録ではありません（年度により自動登録科目は異

なる場合があるので注意すること。また、今年度の自動登録科目については、P.4「2.学科指定科目」を参照のこと）。

免許取得希望者は各自で必要な科目を確認し、履修登録期間中に登録してください。なお、「教職に関する科目」の必修

科目は以下のとおりです。 

（1年次開講） 

「教職論」、「教育の原理」、「教育と社会」、「教育課程論（中・高）」、「ボランティアと社会参加」 

（2年次開講） 

「発達と学習」、「保健科教育法Ⅰ」、「体育科教育法Ⅰ」、「保健科教育法Ⅱ」、「体育科教育法Ⅱ」、「生徒指導（中・

高）」、「教育実習ⅠA(事前指導)」 

（3年次開講） 

「道徳教育の理論と方法（中・高）」、「特別活動の理論と方法（中・高）」、「教育の方法と技術（中・高）」、「教育相

談」、「教育実習Ⅱ（中・高）」、「教育実習Ⅲ（中・高）」、「教育実習ⅠB（事後指導）」 

（4年次開講） 

「教職実践演習」 

＊教員免許を取得するには、上記の他「教科に関する科目」「教科又は教職に関する科目」等を履修する必要があります。

『履修要綱』の該当ページを熟読し、各自で必要な科目を登録してください。 

 

5. 小学校課程免許取得希望者（初等教育学科以外） 

1） 副免許として、小学校課程の科目受講を希望する場合、以下の科目については、前期科目は 4月 2日（月）～4日(水） 

窓口時間内、後期科目は後期の事前登録期間内に指定申請用紙にて登録を受け付けます。履修登録期間内にたまプラ

ーザ事務課で手続きしてください。 

「初等科教育法（音楽）」（複数開講曜時あり、詳細はたまプラーザ事務課窓口にて） 

「初等科教育法（図工）」（複数開講曜時あり、詳細はたまプラーザ事務課窓口にて） 

「初等科教育法（家庭）」（複数開講曜時あり、詳細はたまプラーザ事務課窓口にて） 

「初等科教育法（体育）」（複数開講曜時あり、詳細はたまプラーザ事務課窓口にて） 

また、K-SMAPYで科目登録できない他の科目についても、別途指定用紙での登録になりますので、履修登録期間内 

にたまプラーザ事務課で手続きしてください。 

なお、小学校免許取得用の「道徳教育の理論と方法」、「教育課程論」を履修する場合は、K-SMAPY から以下の科目を一般

登録してください。それぞれの科目の開講曜時は以下のとおりです。 

「道徳教育の理論と方法（小）」（たま・火 2・前期・赤坂雅裕）  

「教育課程論（幼・小）」（たま・金 2・後期・富岡栄） 

 

   2)  3年次開講「特別活動の理論と方法」について 

    「特別活動の理論と方法」については、教育実習実施時期により、登録曜時が異なります。 
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     必ず自身の教育実習の実施時期を確認の上、 

 前期に教育実習を実施する場合→「特別活動の理論と方法（小）」（たま・木 1・後期・杉田洋） 

後期に教育実習を実施する場合→「特別活動の理論と方法（小）」（たま・木 3・前期・杉田洋） 

   を K-SMAPYから履修登録してください。 

 

3）「教育実習Ⅱ（参観実習）」実施にあたって 

必修科目である「教育実習Ⅱ（参観実習）」を実施するためには、必ず「教育実習直前指導」に出席する必要がありま

す。実習実施年度にあたる学生は、スケジュールを掲示で確認してください。 

 

6. 幼稚園課程免許取得希望者（初等教育学科・子ども支援学科以外） 

※個別に科目についての確認をしますので、希望者はたまプラーザ窓口へ申し出てください。 
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【子ども支援学科】 

1. 履修規程の変更について 

1）開講学年変更について（平成 27・28年度入学者のみ） 

カリキュラム改訂に伴い、以下のとおり平成 27・28 年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行っています。 

「教育の統計」 ※新規科目 3・4 年次開講 

「子ども環境論」 3・4 年次→1・2 年次 

2）開講学年変更について（平成 28年度入学者のみ） 

カリキュラム改訂に伴い、以下のとおり平成 28 年度入学者に遡及して履修要綱の規程変更を行っています。 

「乳児保育Ⅰ」 3 年次→2 年次 

「教育実習ⅠA」 3 年次→2 年次 

「教育実習ⅠB」 4 年次→3 年次 

「教育実習Ⅲ」 4 年次→3 年次 

「保育実習指導ⅠA」   2 年次の「保育実習指導ⅠA」修得時は 0 単位、 

「保育実習指導ⅠB」   3 年次の「保育実習指導ⅠB」修得後に 2 単位 

2. 学科指定科目 

以下の科目は学科による指定のため、すでに登録されています。１年生は学生証交付時に配付された『指定科目一覧』

で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

（1年生） 

【前期指定科目】 

人間開発基礎論 子ども支援論 

教育の原理 保育原理 

子どもの保健ⅠＡ  

 

【サマーセッション指定科目】 

科目名 科目情報 

コンピュータと情報（活用入門） 

出席番号により 2クラス分割。 

１． 8/6（月）～8/9（木） 

２． 9/10（月）～9/13（木） 

のうち、どちらか指定日程での履修となる 

 

【後期指定科目】 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

教職論 指定曜時履修 発達と学習 指定曜時履修 

子どもの保健ⅠＢ 指定曜時履修 法学（日本国憲法） 指定曜時履修 

保育の心理学 出席番号により 2クラス分割   
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（2年生） 

【前期指定科目】 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

教育課程論（幼） 指定曜時履修 社会福祉 指定曜時履修 

社会的養護 指定曜時履修 
児童理解の理論およ

び方法 
指定曜時履修 

障害児保育Ⅰ 出席番号により 2クラス分割 保育内容（健康） 出席番号により 2クラス分割 

保育内容（環境） 出席番号により 2クラス分割 保育内容総論 出席番号により 2クラス分割 

乳児保育Ⅰ 出席番号により 2クラス分割   

 

【後期指定科目】 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

日本の伝統文化 指定曜時履修 児童家庭福祉 指定曜時履修 

保育方法論 指定曜時履修 保育実習指導ⅠＡ 指定曜時履修 

相談援助 出席番号により 2クラス分割 
保育表現技術（造形表

現） 
出席番号により 2クラス分割 

社会的養護内容 出席番号により 2クラス分割 保育内容（表現） 出席番号により 2クラス分割 

保育表現技術（言語

表現） 
出席番号により 2クラス分割 子どもの保健Ⅱ 出席番号により 2クラス分割 

教育実習ⅠＡ 指定曜時履修   

（3年生） 

【前期指定科目】 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

教育と社会 指定曜時履修 教育相談 指定曜時履修 

国語概説 指定曜時履修 算数概説 指定曜時履修 

保育内容（人間関係） 出席番号により 2クラス分割 保育内容（言葉） 出席番号により 2クラス分割 

保育表現技術（音楽

表現） 
出席番号により 2クラス分割 

保育表現技術（身体表

現） 
出席番号により 2クラス分割 

子どもの食と栄養Ⅰ 出席番号により 2クラス分割 保育相談支援 出席番号により 2クラス分割 

 

【後期指定科目】 

科目名 科目情報 科目名 科目情報 

教育の方法と技術

（幼） 
指定曜時履修 家庭支援論 指定曜時履修 

生活科概説 指定曜時履修 
教育実習ⅠA（事前指

導） 
指定曜時履修 

教育実習Ⅱ 指定曜時履修 保育実習Ⅰ（保育所） 指定曜時履修 

保育実習Ⅰ（施設） 指定曜時履修 
保育実習指導Ⅱ・Ⅲ

（事前指導） 
後期開始時に指定 

保育実習指導ⅠＢ 指定曜時履修   
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（4年生） 

【前期指定科目】 

教育実習Ⅲ 教育実習ⅠＢ 

保育実習Ⅱ（保育所） 保育実習Ⅲ（施設） 

保育実習指導Ⅱ（事後指導） 保育実習指導Ⅲ（事後指導） 

 

4. 「ボランティアと社会参加」 

「ボランティアと社会参加」は出席番号前半または出席番号後半による指定のため、履修希望者は、以下の指定された曜

日・時限に履修登録し、受講してください。 

（1年生） 

出席番号前半 「ボランティアと社会参加」（たま・金 4・前期・高橋幸子） 

出席番号後半 「ボランティアと社会参加」（たま・火 2・前期・柴田保之） 

 


