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教職課程・資格課程・副専攻プログラム・PCAP に関する注意事項 

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

教職課程 

1．教職課程に関する説明会 

【教職課程受講に関する説明会（新 1 年生対象）】 

文学部・法学部・経済学部・神道文化学部の新 1年生で、教職課程の受講を希望する学生は、「オリエンテーション

案内」を確認の上、指定された時間・教室で説明会に参加してください。 

人間開発学部の新 1 年生については、履修に関する説明会の中で説明を行います。 

【教職に関する説明会（2 年生以上対象）】 

2 年生以上の学生で、新規に教職課程の受講を希望する場合は、上記新 1年生対象の説明会に参加してください。 

2．教職課程費の納入について 

下記に該当する学生は、定められた期日までに証明書自動発行機で教職課程費を納入し、発行された証紙を各自のメ

インキャンパス窓口（教職センター・たまプラーザ事務課）まで提出してください。 

【教職課程を受講している 3 年生】 

納入期日 【日程未定】令和 2年 4 月 17日（金）16：00 まで 

【教職課程の受講を新規に開始する 2 年生以上】 

納入期日 【日程未定】令和 2年 4 月 17日（金）16：00 まで 

【教職課程を受講する 1 年生】 

納入期日 令和 2年度後期を予定（詳細は後期開始時にお知らせします） 

注意事項 

※各自が受講する免許教科及び科目を K-SMAPYⅡで登録したうえで、納入してください。 

※定められた期日までに教職課程費の納入がない場合には、教職に係る科目は受講できません。 

3．令和 2 年度「教育実習」参加予定者へ（人間開発学部学生を除く） 

【「教育実習Ⅱ（参観実習）」「教育実習Ⅲ（現場実習）」の登録について】 

令和2年度に教育実習へ参加する学生は、選択している学校種別に、以下の科目がすでに登録されています。K-SMAPY

Ⅱで確認してください。 

「教育実習Ⅱ（3 年生または 4 年生）／「教育実習Ⅲ（4 年生）」 

※中学校教員免許状取得希望者で 3 年次に参観実習に行っていない 4 年生は、「教育実習Ⅱ」及び「教育実習Ⅲ」の両

方の科目が登録されています。 

【「教職実践演習」の登録について】 

「教職実践演習」は後期開講科目ですが、前期に希望優先方式による事前登録を行ってください。応募者数により抽

選を行います。後期の募集は行いませんので、1 次募集で確定しなかった場合は、2 次募集に必ず登録してください。 

【事後指導科目「教育実習ⅠB」の登録について（H22～）】 

令和 2 年度に教育実習へ参加する学生は、「教育実習ⅠB」がすでに登録されています。K-SMAPYⅡで確認してくだ

さい。 

下記の日程で「教育実習ⅠB」のガイダンスを行います。ガイダンスでは、今後の授業形態について教員から説明が

ありますので、必ず参加してください。 

日時 【日程未定】4月 4日（土）13：00 教室未定 



 

－ 22 － 

4．副免許として、小学校課程及び中高保健体育課程の受講を希望する学生へ(基礎免許履修中の 3 年生以上で、

前年度ＧＰＡ2.20 以上) 

【文学部・法学部・経済学部・神道文化学部】 

たまプラーザキャンパスで開講される小学校課程及び中高保健体育課程の科目受講を希望する場合は、下記の日程で

登録を行います。その他の質問等は、教職センター・たまプラーザ事務課までお問い合わせください。 

登録期間  ：【日程未定】4月 1 日（水）12：00～4 月 4 日（土）12：50  

登録方法  ：【未定】教務課・たまプラーザ事務課窓口にて申請 

結果発表  ：【日程未定】4月 5 日（月） 

5．特別支援学校教諭課程の受講を希望する学生へ 

たまプラーザキャンパスで開講される特別支援学校教諭課程の科目受講を希望する場合は、下記の日程で登録を行い

ます。その他の質問等は、教職センター・たまプラーザ事務課までお問い合わせください。 

登録期間  ：【日程未定】4月 1 日（水）12：00～4 月 10 日（金）12：50 

登録方法  ：【未定】K-SMAPYⅡ 「一般登録」  

 

なお、免許状取得希望者は、遅くとも２年次終了までに必ず「特別支援教育総論」を履修してください。 

また、スプリングセッションで同時に開講している「知的障害児の心理・生理・病理」と「肢体不自由児の心理・生

理・病理」を２年次と３年次に確実に修得する必要があるので注意してください。 

 

資格課程 

1．資格課程を新規に受講する学生へ 

資格課程を受講するためには、資格課程費として一課程につき 20,000円の納入が必要です。2 年生以上で資格課程の

受講を希望する者は、履修登録の際に各自が受講する課程及び科目を登録したうえで、【日程未定】4 月 17 日（金）16：

00 までに資格課程費を証明書自動発行機で納入し、発行された証紙を各自のメインキャンパス（教務課・たまプラーザ

事務課）へ提出してください。資格課程費の納入がされない場合には、資格課程科目の履修登録は取り消されます。 

1 年次から資格課程の科目を履修し、2 年次以降も継続して資格課程の受講を希望する場合は、2 年次の前期履修登録

時に資格課程費を納入してください。なお、令和元年度以降入学者については、社会教育主事課程の受講はできません。 

※1 年次は資格課程費の納入をする必要はありません。 

2．フレックス特別給付奨学金受給予定者で、資格課程の受講を希望する学生へ 

以下の課程において、昼時間帯（月～金曜日 1～4 時限）にしか開講されていない科目に限り、「科目履修費」を納入

することにより、履修することが認められます。 

【対象となる課程及び科目】 

社会教育主事課程（-H30）必修科目、選択必修科目及び選択科目（「社会教育特講Ⅰ」「社会教育特講Ⅱ」） 

博物館学課程     全科目 

図書館司書課程    全科目 

学校図書館司書教諭課程    全科目 

【科目履修費】 

通年科目 1 科目 20,000 円／半期科目 1 科目 10,000 円 

【履修するための手続き】 

①履修登録期間内に教務課で所定の用紙を受け取り、本年度に履修する資格課程科目の科目名等を記入して教務課に提

出してください。 

履修状況の確認のために時間がかかりますので、早めに提出してください。 
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②履修を許可された者は、科目履修費を証明書自動発行機で納入してください（納入のない場合には科目の登録は取り

消されます）。 

前期及び通年科目の納入期限 【日程未定】4 月 17 日（金）12：50 

後期科目の納入期限 前期成績公開時（9 月上旬）にホームページまたは K-SMAPYⅡでお知らせしますのでご注

意ください。 

※証明書自動発行機の稼働時間に注意してください。 

3．博物館学課程に関する注意事項 

【令和 2 年度「博物館実習Ⅲ」（地方博物館実地見学）参加者へ】 

昨年度中に参加コースが決定した者は、4 月の履修登録時に登録する必要はありません。K-SMAPYⅡで「博物館実習

Ⅲ」が登録されていることを確認してください。 

【「博物館実習Ⅳ」の履修について】 

「博物館実習Ⅳ」はK-SMAPYⅡより事前登録して下さい。 

登録期間  ：【日程未定】4月 1 日（水）12：00～4 月 4 日（土）12：50 

登録方法  ：K-SMAPYⅡ 「抽選（希望登録）」 

結果発表  ：【日程未定】4月 5 日（日）20：00 K-SMAPYⅡ 

4．図書館司書課程・学校図書館司書教諭課程に関する注意事項 

【新規に図書館司書課程・学校図書館司書教諭課程の受講を希望する学生へ】 

この課程は、受講可能者数に限りがあるため、選抜試験を 11 月下旬～12 月上旬に行います（現 1・2 年生対象）。

令和 2 年度から新規に図書館司書課程・学校図書館司書教諭課程を受講するための選抜試験は、昨年度中に終了してい

ます。受講を許可された者は、前期及び通年開講科目について K-SMAPYⅡ から登録してください。なお、事前登録の

科目もありますので、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」で確認してください。 

※学校図書館司書教諭課程を希望する場合、教職課程を受講している必要があります。 

【選抜試験について】 

令和 3 年度から新規に受講を希望する学生に対する選抜試験の詳細については、10月に大学ホームページ（在学生・

保護者の方へ→授業・履修→資格・講座→図書館司書・学校図書館司書教諭課程）にてお知らせします。 

※参考：昨年度は 11月末に実施しました。なお、選抜試験の追試験はありません。 

5．神職課程に関する注意事項 

神職課程の受講を希望する学生は、4 月の履修登録期間内にK-SMAPYⅡから登録してください（神道文化学部の学

生も、神職課程を履修する場合は K-SMAPYⅡから登録してください）。 

神職課程は、神道文化学部以外の学生も 1 年次から登録することができます。ただし、神道文化学部以外の学生は、

資格課程費を納入する必要があります。 

【神社祭祀演習について】 

「神社祭祀演習Ⅰ※」・「神社祭祀演習Ⅱ」・「神社祭祀演習ⅢA※」・「神社祭祀演習ⅢB」はK-SMAPYⅡでの「抽選（希

望登録）」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」で確認してください。（※男女別クラスあり） 

ただし、フレックス特別給付奨学金受給希望者など、夜間主（フレックス A）コースの学生で共通開講時間帯または

夜開講時間帯の履修を希望する場合は、所定用紙を教務課で受け取り、事前登録期間内（前期は【日程未定】4 月 4 日

（土）12：50 締切）に教務課へ提出してください。 

これ以外にも、履修者数調整のため事前登録を行う科目があります。該当科目については、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」で確認してください。 
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【神社実習について】 

令和 2 年度から神職課程を新規に受講する者は、「基礎実習」に必ず参加してください。詳細は、神道研修事務課掲

示板（若木タワー3 階神道研修事務課前）で必ず確認してください。 

 

副専攻プログラム 

副専攻プログラムは前期履修登録期間内にK-SMAPYⅡで登録することが可能です。副専攻登録後は原則として他の

科目と同じように履修登録を行いますが、以下のプログラムおよび科目については、登録方法が異なりますのでご注意

ください。 

【日本語教育（日本語教員養成課程）】 

プログラムの登録は他のプログラム同様、前期履修登録期間内に K-SMAPYⅡから登録が可能です。以下の 2 科目に

ついては、履修登録期間中に教務課・たまプラーザ事務課で登録用の所定用紙を受け取り、必要事項を記入して期間内

にいずれかの課へ提出してください。 

科目名 開講時期(曜時) 履修登録期間 備考 

日本語教育学演習Ⅰ 通年(月 2) 
【日程未定】4 月１日（水）12：

00～4 月 4 日（土）12：50(希望

優先科目の登録期間) 

平成 23 年度以降に入学した 3・4 年生のみ受講可 

日本語教育学演習Ⅱ 通年(金 6) 

 

【古典教育研究】 

プログラムの登録は 3 年次以降、履修登録期間内に教務課で登録用の所定用紙を受け取り、必要事項を記入して期間

内に教務課へ提出してください。なお、平成 29 年度入学者については登録に際し、履修または修得が条件となる科目

があります。詳細については教務課窓口で確認をしてください。 

 

PCAP（全学共通実践的キャリア開発プログラム） 

PCAP（全学共通実践的キャリア開発プログラム）のコース登録および取消は、履修登録期間内に共通教育センター

（教育開発推進機構事務課※）で登録用の所定用紙を受け取り、必要事項を記入して期間内に提出してください。また

一部の科目については、履修登録方法が異なる可能性があります。その際は、ホームページまたは K-SMAPYⅡでお知

らせしますのでご注意ください。 

※共通教育センター（教育開発推進機構事務課）は渋谷キャンパス百周年記念館 1 階にあります。 

 

 

 


