
4年次

性格心理学 教育心理学 認知心理学 発達心理学研究

産業心理学 被服心理学 健康心理学

発達心理学Ａ・Ｂ

福祉環境論Ａ コミュニティ心理学 家族心理学 環境政策論

ボランティア論Ａ 家族社会学 福祉環境論Ｂ 環境保全論

衛生学入門 高齢社会論 公衆衛生学

レクリエーション論 ボランティア論Ｂ リハビリテーション論

地域福祉論

福祉行財政と福祉計画

人間福祉総論 福祉文化論 キリスト教人間学 人間福祉学特論B

現代社会と福祉 地域社会論 人間福祉学特論Ａ

社会学 心理学研究法

法学 心理学実験実習Ａ 心理学実験実習Ｂ

心理学 専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ

卒業研究Ⅰ 卒業研究Ⅱ

統計学 社会調査の基礎

社会調査の実際 卒業論文

人間福祉の探求

社会心理学 NPO・NGO論(国際協力) 精神科リハビリテーション学Ｂ

NPO・NGO論(非営利組織) スクールソーシャルワーク論

精神科リハビリテーション学Ａ 社会福祉運営管理論

死生学 精神医学 カウンセリング論 スピリチュアルケア論

生命倫理学 臨床心理学 犯罪心理学 高齢者保健福祉特論

社会心理学 公的扶助論 児童福祉特論

精神保健福祉に関する制度とサービス 権利擁護と成年後見制度 障害者福祉特論

精神障害者の生活支援システム 更生保護制度

精神保健学

医療福祉論

人体の構造と機能および疾病 人間関係論 福祉心理学 精神保健福祉援助演習(専門)Ｂ

介護概論 福祉英語Ａ 福祉英語Ｂ 精神保健福祉援助実習指導B

介護技術 保険医療サービス 就労支援サービス 精神保健福祉援助実習指導C

相談援助の基盤と専門職 社会保障論 障害者福祉論Ａ・Ｂ 精神保健福祉援助実習

児童福祉論Ａ・Ｂ 社会福祉援助技術論Ｂ

高齢者福祉論Ａ・Ｂ 社会福祉援助技術現場実習

社会福祉援助技術論Ａ 精神保健福祉援助技術各論

社会福祉援助技術演習 精神保健福祉援助演習(専門)Ａ

精神保健福祉援助技術総論 精神保健福祉援助実習指導Ａ

精神保健福祉援助演習(基礎)

2年次

福祉のこころを育み、人格を高める

人間福祉学科カリキュラムマップ

課題解決を図る力を身につける

3年次1年次

人を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につける

社会を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につけ
る

論理的に物事を考え、表現する力を身につける

情報を整理・分析し、説明する力を身につける

人格を尊重して人とかかわることのできる力を身につけ
る

身につける力

人
と
社
会
の
理
解

福
祉
の

こ
こ
ろ

論
理
的
思
考
・
表
現
力

対
人
支
援
力

対人支援の実践力を身につける



4年次

性格心理学 教育心理学 認知心理学 発達心理学研究

産業心理学 被服心理学 健康心理学

発達心理学Ａ・Ｂ

福祉環境論Ａ コミュニティ心理学 家族心理学 環境政策論

ボランティア論Ａ 家族社会学 福祉環境論Ｂ 環境保全論

衛生学入門 高齢社会論 公衆衛生学

レクリエーション論 ボランティア論Ｂ リハビリテーション論

地域福祉論

福祉行財政と福祉計画

人間福祉総論 福祉文化論 キリスト教人間学 人間福祉学特論B

現代社会と福祉 地域社会論 人間福祉学特論Ａ

社会学 心理学研究法

法学 心理学実験実習Ａ 心理学実験実習Ｂ

心理学 専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ

卒業研究Ⅰ 卒業研究Ⅱ

統計学 社会調査の基礎

社会調査の実際 卒業論文

人間福祉の探求

社会心理学 NPO・NGO論(国際協力) 精神科リハビリテーション学Ｂ

NPO・NGO論(非営利組織) スクールソーシャルワーク論

精神科リハビリテーション学Ａ 社会福祉運営管理論

死生学 精神医学 カウンセリング論 スピリチュアルケア論

生命倫理学 臨床心理学 犯罪心理学 高齢者保健福祉特論

社会心理学 公的扶助論 児童福祉特論

精神保健福祉に関する制度とサービス 権利擁護と成年後見制度 障害者福祉特論

精神障害者の生活支援システム 更生保護制度

精神保健学

医療福祉論

人体の構造と機能および疾病 人間関係論 福祉心理学 精神保健福祉援助演習(専門)Ｂ

介護概論 福祉英語Ａ 福祉英語Ｂ 精神保健福祉援助実習指導B

介護技術 保険医療サービス 就労支援サービス 精神保健福祉援助実習指導C

相談援助の基盤と専門職 社会保障論 障害者福祉論Ａ・Ｂ 精神保健福祉援助実習

児童福祉論Ａ・Ｂ 社会福祉援助技術論Ｂ

高齢者福祉論Ａ・Ｂ 社会福祉援助技術現場実習

社会福祉援助技術論Ａ 精神保健福祉援助技術各論

社会福祉援助技術演習 精神保健福祉援助演習(専門)Ａ

精神保健福祉援助技術総論 精神保健福祉援助実習指導Ａ

精神保健福祉援助演習(基礎)

対人支援の実践力を身につける

1年次

人を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につける

社会を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につけ
る

論理的に物事を考え、表現する力を身につける

情報を整理・分析し、説明する力を身につける

人格を尊重して人とかかわることのできる力を身につけ
る

対
人
支
援
力

2年次

福祉のこころを育み、人格を高める

人間福祉学科カリキュラムマップ（社会福祉士）

課題解決を図る力を身につける

3年次身につける力

人
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の
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ろ
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的
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・
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力



4年次

性格心理学 教育心理学 認知心理学 発達心理学研究

産業心理学 被服心理学 健康心理学

発達心理学Ａ・Ｂ

福祉環境論Ａ コミュニティ心理学 家族心理学 環境政策論

ボランティア論Ａ 家族社会学 福祉環境論Ｂ 環境保全論

衛生学入門 高齢社会論 公衆衛生学

レクリエーション論 ボランティア論Ｂ リハビリテーション論

地域福祉論

福祉行財政と福祉計画

人間福祉総論 福祉文化論 キリスト教人間学 人間福祉学特論B

現代社会と福祉 地域社会論 人間福祉学特論Ａ

社会学 心理学研究法

法学 心理学実験実習Ａ 心理学実験実習Ｂ

心理学 専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ

卒業研究Ⅰ 卒業研究Ⅱ

統計学 社会調査の基礎

社会調査の実際 卒業論文

人間福祉の探求

社会心理学 NPO・NGO論(国際協力) 精神科リハビリテーション学Ｂ

NPO・NGO論(非営利組織) 社会福祉運営管理論 スクールソーシャルワーク論

精神科リハビリテーション学Ａ

死生学 精神医学 カウンセリング論 スピリチュアルケア論

生命倫理学 臨床心理学 犯罪心理学 高齢者保健福祉特論

社会心理学 公的扶助論 児童福祉特論

精神保健福祉に関する制度とサービス 権利擁護と成年後見制度 障害者福祉特論

精神障害者の生活支援システム 精神保健学

更生保護制度

医療福祉論

人体の構造と機能および疾病 人間関係論 福祉心理学

介護概論 福祉英語Ａ 福祉英語Ｂ

介護技術 保険医療サービス 就労支援サービス

相談援助の基盤と専門職 社会保障論 障害者福祉論Ａ・Ｂ

児童福祉論Ａ・Ｂ 社会福祉援助技術論Ｂ

高齢者福祉論Ａ・Ｂ 社会福祉援助技術現場実習 精神保健福祉援助演習(専門)Ｂ

社会福祉援助技術論Ａ 精神保健福祉援助技術各論 精神保健福祉援助実習指導B

社会福祉援助技術演習 精神保健福祉援助演習(専門)Ａ 精神保健福祉援助実習指導C

精神保健福祉援助技術総論 精神保健福祉援助実習指導Ａ 精神保健福祉援助実習

精神保健福祉援助演習(基礎)

人格を尊重して人とかかわることのできる力を身につけ
る

対人支援の実践力を身につける

福祉のこころを育み、人格を高める

人を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につける

社会を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につけ
る

論理的に物事を考え、表現する力を身につける

情報を整理・分析し、説明する力を身につける

対
人
支
援
力

2年次 3年次

人間福祉学科カリキュラムマップ（精神保健福祉士）

課題解決を図る力を身につける

1年次身につける力

人
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解
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力



4年次

心理学 教育心理学 認知心理学 発達心理学研究

性格心理学 被服心理学 健康心理学

人体の構造と機能および疾病 発達心理学Ａ・Ｂ

産業心理学 コミュニティ心理学 犯罪心理学 環境政策論

福祉環境論Ａ 社会心理学 福祉環境論Ｂ 環境保全論

ボランティア論Ａ 家族社会学 公衆衛生学

衛生学入門 高齢社会論

社会学 ボランティア論Ｂ

現代社会と福祉 地域福祉論

福祉行財政と福祉計画

人間福祉総論 福祉文化論 キリスト教人間学 人間福祉学特論B

地域社会論 人間福祉学特論Ａ

法学 心理学実験実習Ａ 心理学実験実習Ｂ 卒業研究Ⅱ

専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ 卒業論文

卒業研究Ⅰ

統計学 心理学研究法 人間福祉の探求

社会調査の基礎 社会調査の実際

NPO・NGO論(国際協力) 精神科リハビリテーション学Ｂ スクールソーシャルワーク論

NPO・NGO論(非営利組織) 社会福祉運営管理論

精神科リハビリテーション学Ａ

死生学 精神医学 公的扶助論 スピリチュアルケア論

生命倫理学 精神保健福祉に関する制度とサービス 権利擁護と成年後見制度 高齢者保健福祉特論

精神障害者の生活支援システム 精神保健学 児童福祉特論

更生保護制度 障害者福祉特論

医療福祉論

レクリエーション論 人間関係論 福祉心理学

介護概論 臨床心理学 家族心理学

介護技術 福祉英語Ａ カウンセリング論

相談援助の基盤と専門職 保険医療サービス リハビリテーション論

社会保障論 福祉英語Ｂ 精神保健福祉援助演習(専門)Ｂ

児童福祉論Ａ・Ｂ 就労支援サービス 精神保健福祉援助実習指導B

高齢者福祉論Ａ・Ｂ 障害者福祉論Ａ・Ｂ 精神保健福祉援助実習指導C

社会福祉援助技術論Ａ 社会福祉援助技術論Ｂ 精神保健福祉援助実習

社会福祉援助技術演習 社会福祉援助技術現場実習

精神保健福祉援助技術総論 精神保健福祉援助技術各論

精神保健福祉援助演習(基礎) 精神保健福祉援助演習(専門)Ａ

精神保健福祉援助実習指導Ａ

対
人
支
援
力

対人支援の実践力を身につける

福祉のこころを育み、人格を高める

人を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につける

社会を理解し、問題意識を持ちかかわる力を身につけ
る

論理的に物事を考え、表現する力を身につける

情報を整理・分析し、説明する力を身につける

人格を尊重して人とかかわることのできる力を身につけ
る

2年次 3年次

人間福祉学科カリキュラムマップ（認定心理士）

課題解決を図る力を身につける

1年次身につける力
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4年次

教師論 教育課程論 学校と教育の歴史

教育原理 教育方法論

教育社会学

教育経営

情報処理論

教育心理学

青年心理学

道徳教育の研究 福祉科教育法Ⅲ

生徒指導論（進路指導を含む。） 福祉科教育法Ⅳ

教育相談（カウンセリングを含む。） 特別活動の理論と方法

高等学校教育実習

教職実践演習（中等）

教職課程及び指導法に関する基礎的な知識を身につける

生徒の心身の発達及び学習過程に関する知識を身につける

道徳・特別活動・生徒指導・教育相談ならびに各教科の指
導法を身につける

教職に関する知識・技能を教育現場等の実習・体験を通し
て実践的に身につける

2年次

人間福祉学科カリキュラムマップ（高校教諭）

3年次1年次身につける力


