
＜基礎分野科目＞　履修科目全体は、全コースに共通する科目（基礎分野科目）と、各コースにおける専門的な科目（専門系分野科目）に分かれています。

職業意識の形成とキャリ
アプラニング

【語学系】

グローバル社会で活躍するための
語学力の基礎を身につけます。

英語と多元的言語世界

自己啓発とキャリア形成

キャリアデザイン

論語素読A 論語素読B

本学に見る東洋思想

（春集中）災害ﾘｽｸﾏﾈｰ
ｼﾞﾒﾝﾄと福島復興・創生

復興学

キャリアガイダンス

自然環境と人間

統計

エジプト文明論 比較文明論

★日本語ⅠA ★日本語ⅠB 日本語ⅡA

【建学の精神系】
論語の学習や幅広い人たちからの
感化をとおして、現代社会を生き抜
く人間力（知恵と勇気）を身につけ
ます。

●人間力の育成

ビジネスガイダンス

●生命倫理学Ⅱ●生命倫理学Ⅰ

論語を学ぶI 論語を学ぶII

脳科学基礎

日本の祭り（東北編）

自然環境と人間
（春集中）福島原発事故

と災害復興

法学

●コミュニケーションⅠ

地域活性論

日本語ⅡB

【キャリア系】

ビジネスマナー、業界研究、企業研
究、自己啓発の方法を身に付けま
す。

●情報処理演習ⅠA ●情報処理演習ⅠB

★英語ⅠA ★英語ⅠB 英語ⅡA

★中国語ⅠA ★中国語ⅠB 中国語ⅡA 中国語ⅡB

★韓国語ⅠA ★韓国語ⅠB 韓国語ⅡA

●コミュニケーションⅡ

●情報処理演習ⅡA ●情報処理演習ⅡB

３　年　次

春学期 秋学期
科目領域の学修・教育目標

春学期 秋学期

１　年　次 ２　年　次

春学期 秋学期

４　年　次

英語ⅡB

韓国語ⅡB

【教養系】（人間力育成系）
人間力の滋養・実践に必要かつ幅
広い世界観を身につけます。

公務員講座、教職課程などの資格取得に向け、高度で専門的知識を学びます。

健康スポーツコース：心身の健康維持・増進に必要な基礎知識およびそれらの実現に必要な対人支援技能を身につけます。福祉ソーシャルワークコース：福祉サービスを必要とする人々への高度な援助技術および、少子高齢化社会
で大事な心身の専門的知識を学びます。　　心理コース：現代社会におけるメンタルヘルスケアに関わる基礎知識およびその支援に必要な知識と技能を身につけます。介護福祉コース：主として介護福祉士として必要な専門的知識・技

専門性と応用力を習得するための基礎を学びます。

【教養系】（社会人基礎力系）
人間、自然、文明、社会法制度、や
ICT技術など、幅広い教養を学びま
す。
また、ソーシャルワークの理解に不
可欠な基礎的教養を身につけま
す。

グローバル化と人的異動

科目区分

教養科目

共通専門基礎科目

専門科目

資格関連科目

                                                                                  内　　　　容

幅広い知識と豊かな教養を身に付けます。

春学期 秋学期



＜専門分野科目＞　履修科目全体は、全コースに共通する科目（基礎分野科目）と各コースにおける専門的な科目（専門分野科目）に分かれています。
●必修科目
★選択必修科目（「総合科目」区分内）

▲社会福祉士国家試験受験資格科目＜指定科目＞

■精神保健福祉士国家試験受験資格科目＜指定科目＞　　

必修科目 ＳＳＴ、ＳＳＰ
社福科目 ＳＷＴ、ＳＷＰ
精神科目 ＰＳＴ、ＰＳＰ
社精共通科目ＳＰＴ、ＳＰＰ
実技・コーチングＨＣＴ、ＨＣＰ
マネージメントＭＳＴ，ＭＳＰ
健康科学 ＢＨＴ，ＢＨＰ
基礎・臨床 ＰＣＴ，ＰＣＰ
応用・派生 ＰＡＴ、ＰＡＰ
介護の理解 ＣＷＴ，ＣＷＰ
介護の実践 ＣＳＴ、ＣＳＰ

心
理
介
護

【福祉と健康に関する基礎科目】
各コースに共通して必要な福祉・
健康にかかわる基礎的知識や
教養を身につけます。

各
コ
ー

ス
共
通

●専門演習Ⅰ
S-e-SSP311

●専門演習Ⅱ
S-e-SSP321

●基礎演習ⅠＡ
S-e-SSP111

●基礎演習ⅠＢ
S-e-SSP121

●基礎演習ⅡＡ
S-e-SSP211

●基礎演習ⅡＢ
S-e-SSP221

●キャリア演習Ⅰ
S-e-SSP411

●キャリア演習
S-e-SSP421

スポーツテーピング
S-g-HCP113

社
福

ス
ポ

●心理学
S-c-SST212

●健康スポーツ論
S-c-SST114

●社会学
S-c-SST213

■精神保健学Ⅱ
S-c-PST321

■精神保健福祉援助技術総論Ⅱ

S-c-PST222
■精神保健福祉援助技術総論Ⅰ

S-c-PST212

▲■地域福祉の理論と方法Ⅱ

S-c-SPT222

▲■福祉行財政と福祉計画Ⅰ

S-e-SPT311
▲■福祉行財政と福祉計画Ⅱ

S-e-SPT321

▲社会調査の基礎
S-c-SWT215

▲■障害者に対する支援と障害

者自立支援制度Ⅱ S-c-
SPT224

▲■障害者に対する支援と障害

者自立支援制度Ⅰ S-c-
SPT214

▲■保健医療サービス
S-e-SPT322

▲相談援助の理論と方法ⅠA

S-c-SWT213

医療ソーシャルワーク
S-e-SWT314

▲相談援助の理論と方法ⅠB

S-c-SWT223

▲高齢者に対する介護保険制度

ⅡA      S-c-SWT212
▲高齢者に対する介護保険制度

ⅡB S-c-SWT222

▲就労支援サービス
S-e-SWT312

ターミナルケア
S-e-PCA324

家族心理
S-e-PCA314

▲■相談援助の基盤と専門職
Ⅰ S-cSWT112

▲■相談援助の基盤と
専門職Ⅱ S-c-SWT122

■精神保健福祉援助技術各論Ⅰ

S-e-PST313
■精神保健福祉援助技術各論Ⅱ

S-e-PST323

■精神医学Ⅰ
S-c-PST211

■精神医学Ⅱ S-c-
PST221

■精神保健学Ⅰ
S-c-PST311

▲■相談援助演習ⅠB
S-e-SPP221

▲■相談援助演習ⅡA
S-e-SWP311

▲■相談援助演習ⅡB
S-e-SWP321

■精神保健福祉援助演習
Ⅰ S-e-PSP311

心理療法Ⅱ
S-e-PCP212

家族関係論Ⅰ
S-c-PCA213

発達障害児療育論
S-e-PCA311

精神保健福祉行政論
S-e-PCA321

学校カウンセリング
S-e-PCA312

小児発達支援論Ⅰ
S-e-PCA313

小児発達支援論Ⅱ
S-e-PCA323

心理アセスメント
S-c-PCA221

家族関係論Ⅱ
S-c-PCA223

■精神保健福祉援助実習指導Ⅰ

S-e-PSP211
■精神保健福祉援助実習指導Ⅱ

S-e-PSP312

児童心理学
S-c-PCA214

心
理
コ
ー

ス

【心理関連科目】
現代社会におけるメンタルヘ
ルスケアに関わる基礎知識
およびその支援に必要な知
識と技能を身につけます。

臨床心理学
S-c-PCP211

福祉レクリエーション
S-e-PCA211

介護過程Ⅱ
S-c-CWP123

介護過程Ⅲ
S-e-CWP212

ストレスマネージメント
S-c-PCP112

介護の基本ⅢB
S-e-CWT222

生活支援技術Ⅰ
S-c-CWP112

生活支援技術Ⅱ
S-c-CWP122

生活支援技術Ⅲ
S-e-CWP211

生活支援技術Ⅳ
S-e-CWP221

介護過程Ⅰ
S-c-CWP113

心理療法Ⅰ
S-c-PCP111

介
護
福
祉
コ
ー
ス

【介護福祉士に関する科目】
主として介護福祉士として必
要な専門的知識・技能を身に
つけます。

コミュニケーション技術Ⅰ
S-c-CWP111

コミュニケーション技術Ⅱ
S-c-CWP121

介護の基本ⅢA
S-e-CWT212

    学校ソーシャルワー
ク S-e-PCA322

▲■人体の構造と機能及び疾病

Ⅱ S-c-SPT122

▲■社会理論と社会システム

S-c-SPT114

▲児童や家庭に対する支援と児

童・家庭福祉制度Ⅰ S-c-
SWT211

【相談援助・精神保健福祉援
助実習・演習に関する科目】
社会福祉士および精神保健
福祉士に必要な知識・技能
を、現場実習のために演習・
実習を通して身につけます。

▲■社会保障Ⅱ
S-c-221

▲児童や家庭に対する支援と児

童・家庭福祉制度Ⅱ S-c-
SWT221

▲相談援助演習Ⅲ
S-e-SWP331

■精神保健福祉援助実習
S-e-PSP323

■精神保健福祉援助演習
Ⅱ S-e-PSP321

▲相談援助実習指導Ⅰ
S-e-SWP211

▲相談援助実習指導Ⅱ
S-e-SWP312

▲相談援助実習指導Ⅲ
S-e-SWP322

■精神保健福祉論Ⅱ
S-c-PST223

■精神保健福祉に関する制度と

ｻｰﾋﾞｽⅠ  S-e-PST314
■精神保健福祉に関する制度と

ｻｰﾋﾞｽⅡ      S-e-PST324

▲■相談援助演習ⅠA
S-e-SPP211

■精神保健福祉論Ⅰ
S-c-PST213

▲相談援助実習
S-e-SWP323

▲■現代社会と福祉
Ⅰ     S-c-SPT111

▲■現代社会と福祉
Ⅱ      S-c-SPT121

▲■地域福祉の理論と方法Ⅰ

S-c-SOT212

■精神保健福祉援助実習指導Ⅲ

S-e-PSP322

▲福祉サービスの組織と
経営 S-e-SWT311

科目区分
教養科目
共通専門基礎科目

専門科目

資格関連科目

春学期 秋学期

専門性と応用力を習得するための基礎を学びます。
健康スポーツコース：心身の健康維持・増進に必要な基礎知識およびそれらの実現に必要な対人支援技能を身につけます。福祉ソーシャルワークコース：福祉サービスを必要とする人々への高度な援助技術および、少子高齢化社会で大事な心身の専門的知識を学びます。　　心理コース：
現代社会におけるメンタルヘルスケアに関わる基礎知識およびその支援に必要な知識と技能を身につけます。介護福祉コース：主として介護福祉士として必要な専門的知識・技能を身につけます。

公務員講座、教職課程などの資格取得に向け、高度で専門的知識を学びます。

３　年　次 ４　年　次２　年　次

                                                                                  内　　　　容
幅広い知識と豊かな教養を身に付けます。

秋学期春学期 秋学期春学期 秋学期

１　年　次

春学期
科目領域の学修・教育目標

現代スポーツ論Ⅱ
S-c-BHT222

福
祉
ソ
ー

シ

ャ
ル
ワ
ー

ク
コ
ー

ス

▲更生保護制度
S-e-SWT313

▲■権利擁護と成年後見制度

S-e-SPT312

スポーツ経営学
S-c-MST111

地域スポーツクラブマネイジメント

S-c-MST112

▲相談援助の理論と方法ⅡA

S-c-SWT214

▲■社会保障Ⅰ
S-c-SPT211

▲相談援助の理論と方法ⅡB

S-c-SWT224
■精神科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学Ⅰ

S-e-PST312

▲■心理学理論と心理的支

援   S-c-SPT113

▲■人体の構造と機能及び疾病

Ⅰ S-c-SPT112

▲高齢者に対する支援と介護保

険制度Ⅰ        S-c-SWT111

【相談援助・精神保健福祉援
助に関する科目】
主として社会福祉士および精
神保健福祉士として必要な専
門的知識・技能を身につけま
す。

■精神科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学Ⅱ
S-e-PST322

▲■低所得者に対する支援と生

活保護制度   S-c-SPT213

●少子高齢化社会概
論          S-c-SST112

●福祉まちづくり論
S-c-SST211

●福祉環境論
S-c-SST111

●社会福祉概論
S-c-SST113

健
康
ス
ポ
ー

ツ
コ
ー

ス

【健康スポーツ関連科目】
心身の健康維持・増進に必
要な基礎知識およびそれら
の実現に向けた対人支援に
必要な知識と技能を身につ
けます。

スポーツⅠＡ
S-g-HCP111

スポーツコーチングⅠ
S-c-HCP211

スポーツコーチングⅡ
S-c-HCP221 チームケア論

S-c-HCT311
スポーツマッサージ

S-g-HCP112
リハビリテーション論

S-c-BHT211
障害原理論
S-c-BHT213 指導のための理論と実

際 S-e-HCP312
スポーツ科学演習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ  S-g-HCP114,124,134

現代スポーツ論Ⅰ
S-c-BHT212 スポーツにおける情報戦

略 S-e-HCP313

障害者スポーツ論Ａ
S-c-BHT112

生涯スポーツ論
S-g-BHT111

スポーツ経営論演習
S-e-MSP211

スポーツマーケティング
論 S-c-MST211

スポーツサービス産業論
S-e-MST311

人間関係とコミュニケー
ション S-c-CST111

人間の尊厳と自立 S-c-
CST121

社会の理解Ⅰ
S-c-CST112

社会の理解Ⅱ
S-c-CST122

介護の基本ⅠA
S-c-CWT111

介護の基本ⅠＢ
S-c-CWT121

介護の基本ⅡA
S-e-CWT211

介護の基本ⅡB
S-e-CWT221

こころとからだの仕組みⅡ
B S-e-CWT223

生活支援技術Ⅴ
S-e-CWP222

介護総合演習ⅠA
S-c-CWP114

介護総合演習ⅠB
S-c-CWP124

介護総合演習ⅡA
S-e-CWP213

介護総合演習ⅡB
S-e-CWP223

介護実習Ⅰ
S-c-CWP115

介護実習Ⅱ
S-c-CWP125

介護実習Ⅲ
S-e-CWP224

障害の理解Ⅰ
S-c-CWT113

障害の理解Ⅱ
S-c-CWT123

医療的ケアⅠ
S-e-CWP215

医療的ケアⅡ
S-e-CWP225

認知症の理解Ⅱ
S-e-CWT223

こころとからだの仕組みⅠ
A S-c-CWT114

こころとからだの仕組みⅠ
B S-c-CWT124

こころとからだの仕組みⅡA
S-e-CWT214

発達と老化の理解Ⅰ
S-c-CWT112

発達と老化の理解Ⅱ
S-c-CWT122

認知症の理解Ⅰ
S-e-CWT213


