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科目修得試験時間割（2020年度予定）

限
時 6月期 9月期

6月29日（土） 6月30日（日） 8月31日（土） 9月1日（日）

1

生活文化論 幼児教育課程論
こどもと環境 教育課程・保育の計画と評価
教職論 国語
児童養護原理 社会福祉概論
社会的養護 社会福祉
教職論【特例・幼】 幼児教育課程論【特例・幼】
子どもの食と栄養【特例・保】 福祉と養護【特例・保】

2

保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2 小児保健Ⅰ 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 家族援助論
こどもと人間関係 子どもの保健ⅠA こどもと健康 家庭支援論
学校保健Ⅰ こどもの保健 教育原理 教育の方法と技術
看護学 体育理論 児童養護原理 発達心理学
保育内容の指導法【特例・幼】 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 社会的養護 保育の心理学

幼児理解の理論と方法【特例・幼】 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 教育の方法と技術【特例・幼】
子どもの保健【特例・保】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】 相談支援【特例・保】

3

幼児教育課程論 家族援助論 日本国憲法 教育行政学
教育課程・保育の計画と評価 家庭支援論 保育学Ⅰ 精神保健
幼児生活論 教育の方法と技術 保育原理 児童福祉論
生活 こどもと言葉 体育理論 児童家庭福祉
保育内容の指導法（人間関係Ⅱ） 小児保健Ⅱ 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 保育内容の指導法（人間関係Ⅱ）
幼児教育課程論【特例・幼】 子どもの保健ⅠB 保育内容の指導法【特例・幼】 教育行政学【特例・幼】

教育の方法と技術【幼】

4

教育行政学 日本国憲法 生活文化論 英語
こどもと健康 保育学Ⅱ 教職論 保育学Ⅱ
社会福祉概論 保育者論 こどもと言葉 保育者論
社会福祉 学校保健Ⅱ 小児保健Ⅱ 看護学
保育内容の指導法（言葉Ⅱ） 保育内容の指導法（表現Ⅱ） 子どもの保健ⅠB 保育内容の指導法（言葉Ⅱ）
教育行政学【特例・幼】 教職論【特例・幼】
福祉と養護【特例・保】 子どもの食と栄養【特例・保】

5

英語 生活とモラル 小児保健Ⅰ 教育相談
教育相談 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 子どもの保健ⅠA 幼児理解・教育相談
幼児理解・教育相談 国語 こどもの保健 学校保健Ⅰ
児童福祉論 発達心理学 音楽概論 基礎栄養学
児童家庭福祉 保育の心理学 子どもの保健【特例・保】
相談支援【特例・保】

6

保育学Ⅰ 文章表現法 文章表現法 生活とモラル
保育原理 教育原理 保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2 幼児生活論
音楽概論 精神保健 こどもと人間関係 こどもと環境
基礎栄養学 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 学校保健Ⅱ 生活

保育内容の指導法（表現Ⅱ）

試験時間帯
時　限 時　間
1時限目 9：20～ 10：10

2 時限目 10：30～ 11：20

3 時限目 11：40～ 12：30

4 時限目 13：30～ 14：20

5 時限目 14：40～ 15：30

6 時限目 15：50～ 16：40
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限
時 11月期 2月期

11月30日（土） 12月1日（日） 2月1日（土） 2月2日（日）

1

日本国憲法 小児保健Ⅰ
保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※ 2 子どもの保健ⅠA
こどもと人間関係 こどもの保健
児童福祉論 教育行政学
児童家庭福祉 体育理論

教育行政学【特例・幼】

2

教職論 幼児教育課程論 教育の方法と技術 教育相談
こどもと健康 教育課程・保育の計画と評価 保育学Ⅰ 幼児理解・教育相談
学校保健Ⅰ 幼児生活論 保育原理 学校保健Ⅰ
国語 生活 基礎栄養学 社会福祉概論
児童養護原理 小児保健Ⅱ 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 社会福祉
社会的養護 子どもの保健ⅠB 教育の方法と技術【特例・幼】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】
教職論【特例・幼】 幼児教育課程論【特例・幼】

3

音楽概論 生活とモラル 日本国憲法 教職論
精神保健 保育学Ⅰ 保育学Ⅱ 保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※ 2
発達心理学 保育原理 保育者論 こどもと人間関係
保育の心理学 保育内容の指導法（表現Ⅱ） 児童養護原理 児童福祉論
保育内容の指導法【特例・幼】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】 社会的養護 児童家庭福祉

保育内容の指導法（表現Ⅱ） 教職論【特例・幼】
保育内容の指導法【特例・幼】

4

生活文化論 教育相談 生活とモラル 英語
教育行政学 幼児理解・教育相談 幼児教育課程論 精神保健
社会福祉概論 教育の方法と技術 教育課程・保育の計画と評価 発達心理学
社会福祉 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 幼児教育課程論【特例・幼】 保育の心理学
教育行政学【特例・幼】 教育の方法と技術【特例・幼】 保育内容の指導法（人間関係Ⅱ）

5

小児保健Ⅰ 文章表現法 教育原理 文章表現法
子どもの保健ⅠA 家族援助論 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 教職論
こどもの保健 家庭支援論 こどもと言葉 こどもと健康
看護学 学校保健Ⅱ 国語 小児保健Ⅱ
保育内容の指導法（健康Ⅱ） 保育内容の指導法（言葉Ⅱ） 学校保健Ⅱ 子どもの保健ⅠB

こどもと環境 保育内容の指導法（言葉Ⅱ）

6

英語 保育学Ⅱ 家族援助論 生活文化論
保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 保育者論 家庭支援論 音楽概論
こどもと言葉 教育原理 こどもと環境 看護学
体育理論 基礎栄養学 幼児生活論 保育内容の指導法（環境Ⅱ）
保育内容の指導法（人間関係Ⅱ） 生活

（１）時間割は変更になる場合があります。
（２）※ 1「保育内容の指導法（健康Ⅰ）」、※ 2「保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）」は 2015 年度入学生までが対象です。2016 年

度入学生以降は履修方法が変更となっています。
（３）【特例・幼】は幼稚園教諭特例コース対象科目です。
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時
限

6月期 9月期
6月26日（土） 6月27日（日） 9月4日（土） 9月5日（日）

1

生活文化論 幼児教育課程論
こどもと環境 教育課程・保育の計画と評価
教職論 国語
児童養護原理 社会福祉概論
社会的養護 社会福祉
社会的養護Ⅰ 教育課程・保育の計画と評価【特例・幼】
保育者論【特例・幼】

2

保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2 小児保健Ⅰ 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 家族援助論
こどもと人間関係 子どもの保健ⅠA こどもと健康 家庭支援論
学校保健Ⅰ こどもの保健 教育原理 こども家庭支援の心理学
看護学 体育理論 児童養護原理 教育の方法と技術
児童と文化Ⅰ 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 社会的養護 発達心理学
こども家庭支援論 児童と文化Ⅱ 社会的養護Ⅰ 教育の方法と技術【特例・幼】
保育内容の指導法【特例・幼】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】 保育内容の指導法（環境Ⅱ）

幼児理解の理論と方法【特例・幼】

3

幼児教育課程論 家族援助論 日本国憲法 教育行政学
教育課程・保育の計画と評価 家庭支援論 保育学Ⅰ 精神保健
乳児保育Ⅰ こども家庭支援の心理学 保育原理 児童福祉論
幼児生活論 教育の方法と技術 体育理論 児童家庭福祉
生活 こどもと言葉 児童と文化Ⅰ こども家庭福祉
保育内容の指導法（人間関係Ⅱ） 小児保健Ⅱ 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 保育内容の指導法（人間関係Ⅱ）
教育課程・保育の計画と評価【特例・幼】 子どもの保健ⅠB 保育内容の指導法【特例・幼】 教育行政学【特例・幼】

教育の方法と技術【特例・幼】

4

教育行政学 日本国憲法 生活文化論 英語
こどもと健康 保育学Ⅱ 教職論 保育学Ⅱ
社会福祉概論 保育者論 こどもと言葉 保育者論
社会福祉 学校保健Ⅱ 小児保健Ⅱ 看護学
保育内容の指導法（言葉Ⅱ） 保育内容の指導法（表現Ⅱ） 子どもの保健ⅠB 保育内容の指導法（言葉Ⅱ）
教育行政学【特例・幼】 キャリアデザイン 保育者論【特例・幼】 こども家庭支援論

5

英語 生活とモラル 小児保健Ⅰ 教育相談
教育相談 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 子どもの保健ⅠA 幼児理解・教育相談
幼児理解・教育相談 国語 こどもの保健 学校保健Ⅰ
児童福祉論 発達心理学 音楽概論 基礎栄養学
児童家庭福祉 保育の心理学 保育の心理学 乳児保育Ⅰ
こども家庭福祉 児童と文化Ⅱ

6

保育学Ⅰ 文章表現法 文章表現法 生活とモラル
保育原理 教育原理 保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2 幼児生活論
音楽概論 精神保健 こどもと人間関係 こどもと環境
基礎栄養学 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 学校保健Ⅱ 生活

保育内容の指導法（表現Ⅱ） キャリアデザイン

科目修得試験時間割（2021 年度予定）
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科目修得試験時間割（2020年度予定）

限
時 6月期 9月期

6月29日（土） 6月30日（日） 8月31日（土） 9月1日（日）

1

生活文化論 幼児教育課程論
こどもと環境 教育課程・保育の計画と評価
教職論 国語
児童養護原理 社会福祉概論
社会的養護 社会福祉
教職論【特例・幼】 幼児教育課程論【特例・幼】
子どもの食と栄養【特例・保】 福祉と養護【特例・保】

2

保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2 小児保健Ⅰ 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 家族援助論
こどもと人間関係 子どもの保健ⅠA こどもと健康 家庭支援論
学校保健Ⅰ こどもの保健 教育原理 教育の方法と技術
看護学 体育理論 児童養護原理 発達心理学
保育内容の指導法【特例・幼】 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 社会的養護 保育の心理学

幼児理解の理論と方法【特例・幼】 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 教育の方法と技術【特例・幼】
子どもの保健【特例・保】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】 相談支援【特例・保】

3

幼児教育課程論 家族援助論 日本国憲法 教育行政学
教育課程・保育の計画と評価 家庭支援論 保育学Ⅰ 精神保健
幼児生活論 教育の方法と技術 保育原理 児童福祉論
生活 こどもと言葉 体育理論 児童家庭福祉
保育内容の指導法（人間関係Ⅱ） 小児保健Ⅱ 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 保育内容の指導法（人間関係Ⅱ）
幼児教育課程論【特例・幼】 子どもの保健ⅠB 保育内容の指導法【特例・幼】 教育行政学【特例・幼】

教育の方法と技術【幼】

4

教育行政学 日本国憲法 生活文化論 英語
こどもと健康 保育学Ⅱ 教職論 保育学Ⅱ
社会福祉概論 保育者論 こどもと言葉 保育者論
社会福祉 学校保健Ⅱ 小児保健Ⅱ 看護学
保育内容の指導法（言葉Ⅱ） 保育内容の指導法（表現Ⅱ） 子どもの保健ⅠB 保育内容の指導法（言葉Ⅱ）
教育行政学【特例・幼】 教職論【特例・幼】
福祉と養護【特例・保】 子どもの食と栄養【特例・保】

5

英語 生活とモラル 小児保健Ⅰ 教育相談
教育相談 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 子どもの保健ⅠA 幼児理解・教育相談
幼児理解・教育相談 国語 こどもの保健 学校保健Ⅰ
児童福祉論 発達心理学 音楽概論 基礎栄養学
児童家庭福祉 保育の心理学 子どもの保健【特例・保】
相談支援【特例・保】

6

保育学Ⅰ 文章表現法 文章表現法 生活とモラル
保育原理 教育原理 保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2 幼児生活論
音楽概論 精神保健 こどもと人間関係 こどもと環境
基礎栄養学 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 学校保健Ⅱ 生活

保育内容の指導法（表現Ⅱ）

試験時間帯
時　限 時　間
1時限目 9：20～ 10：10

2 時限目 10：30～ 11：20

3 時限目 11：40～ 12：30

4 時限目 13：30～ 14：20

5 時限目 14：40～ 15：30

6 時限目 15：50～ 16：40
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限
時 11月期 2月期

11月30日（土） 12月1日（日） 2月1日（土） 2月2日（日）

1

日本国憲法 小児保健Ⅰ
保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※ 2 子どもの保健ⅠA
こどもと人間関係 こどもの保健
児童福祉論 教育行政学
児童家庭福祉 体育理論

教育行政学【特例・幼】

2

教職論 幼児教育課程論 教育の方法と技術 教育相談
こどもと健康 教育課程・保育の計画と評価 保育学Ⅰ 幼児理解・教育相談
学校保健Ⅰ 幼児生活論 保育原理 学校保健Ⅰ
国語 生活 基礎栄養学 社会福祉概論
児童養護原理 小児保健Ⅱ 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 社会福祉
社会的養護 子どもの保健ⅠB 教育の方法と技術【特例・幼】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】
教職論【特例・幼】 幼児教育課程論【特例・幼】

3

音楽概論 生活とモラル 日本国憲法 教職論
精神保健 保育学Ⅰ 保育学Ⅱ 保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※ 2
発達心理学 保育原理 保育者論 こどもと人間関係
保育の心理学 保育内容の指導法（表現Ⅱ） 児童養護原理 児童福祉論
保育内容の指導法【特例・幼】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】 社会的養護 児童家庭福祉

保育内容の指導法（表現Ⅱ） 教職論【特例・幼】
保育内容の指導法【特例・幼】

4

生活文化論 教育相談 生活とモラル 英語
教育行政学 幼児理解・教育相談 幼児教育課程論 精神保健
社会福祉概論 教育の方法と技術 教育課程・保育の計画と評価 発達心理学
社会福祉 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 幼児教育課程論【特例・幼】 保育の心理学
教育行政学【特例・幼】 教育の方法と技術【特例・幼】 保育内容の指導法（人間関係Ⅱ）

5

小児保健Ⅰ 文章表現法 教育原理 文章表現法
子どもの保健ⅠA 家族援助論 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 教職論
こどもの保健 家庭支援論 こどもと言葉 こどもと健康
看護学 学校保健Ⅱ 国語 小児保健Ⅱ
保育内容の指導法（健康Ⅱ） 保育内容の指導法（言葉Ⅱ） 学校保健Ⅱ 子どもの保健ⅠB

こどもと環境 保育内容の指導法（言葉Ⅱ）

6

英語 保育学Ⅱ 家族援助論 生活文化論
保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 保育者論 家庭支援論 音楽概論
こどもと言葉 教育原理 こどもと環境 看護学
体育理論 基礎栄養学 幼児生活論 保育内容の指導法（環境Ⅱ）
保育内容の指導法（人間関係Ⅱ） 生活

（１）時間割は変更になる場合があります。
（２）※ 1「保育内容の指導法（健康Ⅰ）」、※ 2「保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）」は 2015 年度入学生までが対象です。2016 年

度入学生以降は履修方法が変更となっています。
（３）【特例・幼】は幼稚園教諭特例コース対象科目です。
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時
限

11月期 2月期
11月27日（土） 11月28日（日） 2月5日（土） 2月6日（日）

1

日本国憲法 小児保健Ⅰ
保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2 子どもの保健ⅠA
こどもと人間関係 こどもの保健
児童福祉論 教育行政学
児童家庭福祉 体育理論
こども家庭福祉 教育行政学【特例・幼】
保育内容の指導法（言葉Ⅱ）

2

教職論 幼児教育課程論 教育の方法と技術 教育相談
こどもと健康 教育課程・保育の計画と評価 保育学Ⅰ 幼児理解・教育相談
学校保健Ⅰ 幼児生活論 保育原理 学校保健Ⅰ
児童養護原理 生活 基礎栄養学 社会福祉概論
社会的養護 小児保健Ⅱ 保育内容の指導法（健康Ⅱ） 社会福祉
社会的養護Ⅰ 子どもの保健ⅠB こども家庭支援論 幼児理解の理論と方法【特例・幼】
保育者論【特例・幼】 乳児保育Ⅰ 教育の方法と技術【特例・幼】

教育課程・保育の計画と評価【特例・幼】

3

音楽概論 生活とモラル 日本国憲法 教職論
精神保健 保育学Ⅰ 保育学Ⅱ 保育内容の指導法（人間関係Ⅰ）※2
保育の心理学 保育原理 保育者論 こどもと人間関係
発達心理学 保育内容の指導法（表現Ⅱ） 児童養護原理 児童福祉論
キャリアデザイン 児童と文化Ⅰ 社会的養護 児童家庭福祉
児童と文化Ⅱ こども家庭支援論 社会的養護Ⅰ こども家庭福祉
保育内容の指導法【特例・幼】 幼児理解の理論と方法【特例・幼】 保育内容の指導法（表現Ⅱ） 保育者論【特例・幼】

保育内容の指導法【特例・幼】

4

生活文化論 教育相談 生活とモラル 英語
教育行政学 幼児理解・教育相談 幼児教育課程論 精神保健
社会福祉概論 教育の方法と技術 教育課程・保育の計画と評価 発達心理学
社会福祉 国語 乳児保育Ⅰ 保育の心理学
教育行政学【特例・幼】 保育内容の指導法（環境Ⅱ） 教育課程・保育の計画と評価【特例・幼】 保育内容の指導法（人間関係Ⅱ）

教育の方法と技術【特例・幼】

5

小児保健Ⅰ 文章表現法 教育原理 文章表現法
子どもの保健ⅠA 家族援助論 保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 こどもと健康
こどもの保健 家庭支援論 こどもと言葉 小児保健Ⅱ
看護学 こどもと環境 キャリアデザイン 子どもの保健ⅠB
保育内容の指導法（健康Ⅱ） こども家庭支援の心理学 国語 児童と文化Ⅰ

学校保健Ⅱ 学校保健Ⅱ 保育内容の指導法（言葉Ⅱ）

6

英語 保育学Ⅱ 家族援助論 生活文化論
保育内容の指導法（健康Ⅰ）※1 保育者論 家庭支援論 音楽概論
こどもと言葉 教育原理 こども家庭支援の心理学 看護学
体育理論 基礎栄養学 こどもと環境 保育内容の指導法（環境Ⅱ）
保育内容の指導法（人間関係Ⅱ） 幼児生活論 児童と文化Ⅱ

生活
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