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科目名

15 筆記テスト

13 心の問題へのアプローチ（アセスメントと支援） 第12章

14 全体の振り返り（予備日）

11 なんだかいやな気持ち（ストレスと心の病気） 第10章

12 発達の偏りと多様性（発達障害） 第11章

9 感情はどのような役割を果たしているのか（感情心理学） 第8章

10 いい人？悪い人？（社会心理学） 第9章

7 心は機会に置き換えられるのか（認知心理学） 第6章

8 ヒトは白紙で生まれてくるのか（発達心理学） 第7章

5 心は脳のどこにあるのか（神経心理学） 第4章

6 それぞれのヒトにそれぞれの心（個人差心理学） 第5章

3 心は見えないが行動は見える（学習心理学） 第2章

4 ヒトの心の特徴（進化心理学） 第3章

1 授業オリエンテーション・心は目に見えない（計量心理学） 序章

2 目は心の一部である（知覚心理学） 第1章

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
ゼロから始める心理学・入門（有斐閣）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

対人援助職である社会福祉士として、人間を精神的な存在としても見ていくなかで、心の機能・はたらきを知

り、心の状態・変化をとらえる視点を持ち、心を安定化する技術や知識を獲得することを目的とし、細分化

されている心理学の知識を横断的に学ぶ。テキスト中心に講義形式で行ない、講義内容について学生の理解

を深めるため適宜、質問する（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
心理学という学問の基礎の理解と習得

実務授業の有無

30時間

心理学

担当教員 西山　大史 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2



実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の

対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりませ

ん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。
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科目名

60時間

社会福祉原論

担当教員 工藤　大地 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数

実務授業の有無

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 社会福祉の原理　社会福祉の原理を学ぶ視点

授業概要、目的、

授業の進め方

社会福祉の原理をめぐる思想・哲学と理論を理解する。社会福祉の歴史的展開の過程と社会福祉の理論を踏まえ、欧米と

の比較によって日本の社会福祉の特性を理解する。社会問題と社会構造の関係の視点から、現代の社会問題について理解

する。福祉政策を捉える基本的な視点として、概念や理念を理解するとともに、人々の生活上のニーズと福祉政策の過程

を結びつけて理解する。福祉政策の動向と課題を踏まえた上で、関連施策や包括的支援について理解する。福祉サービス

の供給と利用の過程について理解する。・福祉政策の国際比較の視点から、日本の福祉政策の特性について理解する。

（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

日本の社会福祉を支えてきた歴史的人物を通して、時代背景について歴史的な視点をもって福祉活動の意味

について理解することができる。福祉国家成立や現代までの展開を理解し、視野を広げ、福祉制度の仕組み

について理解し、社会福祉の今後について考えることができる

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
社会福祉の原理と政策（中央法規）

4 社会福祉の歴史　日本の社会福祉の歴史的展開Ⅱ

5 社会福祉の歴史　日本の社会福祉の歴史的展開Ⅲ

2 社会福祉の歴史　社会福祉の歴史を学ぶ視点

3 社会福祉の歴史　日本の社会福祉の歴史的展開Ⅰ

8 社会福祉の歴史　欧米の社会福祉の歴史的展開Ⅱ

9 社会福祉の歴史　欧米の社会福祉の歴史的展開Ⅲ

6 社会福祉の歴史　日本の社会福祉の歴史的展開Ⅳ

7 社会福祉の歴史　欧米の社会福祉の歴史的展開Ⅰ

12 社会福祉の思想・哲学、理論　社会福祉の対象とニーズ

13 社会問題と社会構造　現代における社会問題

10 社会福祉の思想・哲学、理論

11 社会福祉の思想・哲学、理論　社会福祉の論点

14 社会問題と社会構造　社会問題の構造的背景

15 前期のまとめ、前期振り返り試験



16 福祉政策の基本的な視点　福祉政策の概念・理念

17 福祉政策におけるニーズと資源

18 福祉政策の構成要素と過程　福祉政策の構成要素

19 福祉政策の構成要素と過程　福祉政策の過程

20 福祉政策の動向と課題　福祉政策と包括的支援Ⅰ

24

25

26

22 福祉政策と関連施策　関連政策Ⅰ

23

21 福祉政策の動向と課題　福祉政策と包括的支援Ⅱ

福祉政策と関連施策　関連政策Ⅱ

福祉サービスの供給と利用過程　福祉供給部門

福祉サービスの供給と利用過程　福祉供給過程

福祉サービスの供給と利用過程　福祉利用過程

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。1

年間を通してレジュメを配布するので、各自ファイルを準

備しファイリングすること。

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

30

27

28

29

福祉政策の国際比較　福祉政策の国際比較Ⅰ

福祉政策の国際比較　福祉政策の国際比較Ⅱ

福祉政策の国際比較　福祉政策の国際比較Ⅲ

期末試験、全体のまとめ
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科目名

必修・選択 必修 単位数 4 時間数 60時間

地域福祉と包括的支援体制

担当教員 廣川　真之輔 〇

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期・後期

実務授業の有無

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
ガイダンス：授業の進め方やワーク、課題の提出について

地域福祉とは、第1章地域社会の変化と多様化・複雑化した地域生活課題
ｐ1-36

授業概要、目的、

授業の進め方

地域福祉の基本的な考え方、展開、動向について理解する。地域福祉における主体と対象を理解し、住民の主体形成の概

念を理解する。地域福祉を推進するための、福祉行財政の実施体制と果たす役割について理解する。地域福祉計画をはじ

めとした福祉計画の意義・目的及び展開を理解する。包括的支援体制の考え方と、多職種及び多機関協働の意義と実際に

ついて理解する。人びとの暮らしや地域のあり方が多様化している中、地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路

で社会とつながり参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現を目指すことが

求められています。他の科目と結びつけて地域の問題を解決し、誰もが安心して暮らし続けられる地域社会を目指して、

実践的な学びを得て行きましょう。（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
地域福祉についての概念・内容・方法・実際を体系的に理解することができる

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
地域福祉と包括的支援（中央法規）

4 子ども食堂まとめ：みんなの意見を聞いてみようGW ｐ37-74

5 地域共生社会の実現に向けた包括支援体制：包括ケアシステム ｐ37-74

2
子ども食堂の活動から見る、地域課題解決のプロセスの整理

問題解決型思考と目標型思考・解決型思考
ｐ1-36

3 地域共生社会の実現に向けた包括支援体制：包括ケアシステム ｐ37-74

8 障がい者アート：ＧＷ ｐ76-113

9 地域ケア会議と合意形成：コンセンサスゲーム、ペアワーク ｐ76-113

6 地域福祉ガバナンスと他機関協働 ｐ76-113

7
問題提起  障害者アート：なぜアートに障害を付けるのか、商売に

すること、作者の権利擁護

12
KJ法：災害に遭ったらブレインストーミング 避難所に行くと：私

はどんな状態になるのか、そこにはどんな人がいるのか
ｐ200-235

13
自分たちの住む地域を災害に備えられる地域にするためにできるこ

と
ｐ200-235

10 地域を基盤としたソーシャルワークの展開 ｐ158-196

11 高齢者に関する地域課題：買い物支援バスの取り組み ｐ158-196

14 前期のまとめ、テスト、夏休みの課題について

15
地域福祉とは、身近な地域課題って何がある？GW：自分たちができること 夏休み課題（私の住む街

の防災、地域活動に参加する、ボランティアに参加する）



16 課題発表GW 夏休み課題からのグループワーク、グループ編成

17 GW　地域の課題を解決するアイデア「実現可能な企画」を考える GW

20 ポートフォリオ、プロジェクト学習 GW

21 発表資料の作成 GW

18 ポートフォリオ、プロジェクト学習 GW

19 ポートフォリオ、プロジェクト学習 GW

24
自身の発表した内容をもとに、実際に地域で活躍する人にインタ

ビューしてみよう

25
自身の発表した内容をもとに、実際に地域で活躍する人にインタ

ビューしてみよう
グループ毎の振り返り、学生同士の共有

22 発表 学生同士の評価を行いながらの参加

23 発表 学生同士の評価を行いながらの参加

28 福祉行財政システム ｐ285-323

29 福祉行財政システム ｐ285-323

26 福祉計画の意義と種類、策定と運用 ｐ240-283

27 福祉計画の意義と種類、策定と運用 ｐ240-283

実務経験教員の経歴
地域包括支援センター等における社会福祉士としての実務経験を活かして、現在の高齢者

福祉を取り巻く現状を伝えながら、各制度やサービスの理解を深めていく。

30 まとめ 地域福祉論で学んだことについて、小論提出

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。
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科目名

15 これまでの振り返り

13 高齢者と家族等に対する支援の実際 事前学習として指定テキストＰ２１０～２４３

14 高齢者と家族等に対する支援の実際 事前学習として指定テキストＰ２１０～２４３

11
高齢者に対する関連諸制度（バリアフリー法・高齢者住まい法・高年齢者

雇用安定法・育児・介護休業法・市町村独自の高齢者支援）
事前学習として指定テキストＰ１３８～１６７

12 県内の高齢者虐待の状況と高齢者虐待防止法
１．事前学習として指定テキストＰ１３３～１３７　２．令和２年度における県内の高

齢者虐待の件数と高齢者虐待の種類及び内容を調べてくる。

9 介護保険制度（ケアマネジメント） 事前学習として指定テキストＰ７７～８６

10
高齢者に対する関連諸制度（高齢者福祉の法体系・老人福祉法・高

齢者医療確保法）
事前学習として指定テキストＰ１１１～１３２

7 介護保険サービスの体系（居宅サービスと施設サービス） 事前学習として指定テキストＰ９６～１１０

8 介護保険制度（ケアマネジメント） 事前学習として指定テキストＰ７７～８６

5 地域支援事業と地域包括支援センターについて
１．事前学習として指定テキストＰ８７～９５　２．地域包括支援センターに配置され

ている職種と社会福祉士の役割を調べてくる。

6 介護保険制度（制度の概要と要介護認定）
事前学習として指定テキストＰ７０～７７

3 高齢者を取り巻く環境

１．事前学習として指定テキストＰ３４～４４　２．新潟県内の高齢化率と各自が住ん

でいる自治体の高齢化率を調べてくる　３．各自が住んでいる半径１ｋｍ圏内にある

フォーマルとインフォーマルサービスを調べてくる

4 高齢者の社会生活における諸問題

１．事前学習として指定テキストＰ８７～９５　２．前回、意見を出しあった内容を基

に充実しているサービス（フォーマル・インフォーマル）と不足しているサービスを考

えてくる。

1 高齢者の定義と特性 事前学習として指定テキストＰ１～Ｐ１５

2 少子高齢化の到来と高齢者の生活実態 事前学習として指定テキストＰ１６～Ｐ３３

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
高齢者福祉（中央法規）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

高齢者の心身の特性と疾病の特徴を理解すること、高齢者を取り巻く福祉課題を把握すること、高齢者の生

活課題を支援する法制度を理解することを目的としながら、高齢者の疾病、高齢者を取り巻く環境を理解す

るとともに、高齢社会の背景及び高齢者の生活実態を把握し、高齢者に関する法制度をはじめ、サービスの

体系、高齢者及び家族に対する相談援助を学ぶ。（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

高齢者を取り巻く福祉課題を把握し考察できる。

高齢者に関する法制度を理解し、多職種連携の必要性について理解を深める

30時間必修・選択 必修 単位数 2

高齢者福祉

担当教員 伊藤　裕輔 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期

実務授業の有無



・成績評価は単元ごとに小テストを実施する

・成績評価内容は、科目終了時の筆記試験、小テスト、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
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科目名

15

サービス管理責任者の役割と実際、生活支援員等の役割と実際、居宅介護等従業者の役割と実際多職

種連携・ネットワーキング　多職種連携の意味、医療・教育・労働関係機関との連携、多職種連携の

方法と実際

準備学習として指定テキストP227～P267

13
障害者にかかわる専門職の価値・倫理、障害者総合支援法

に基づく主な専門職、相談支援専門員の役割と実際
準備学習として指定テキストP211～P226

14 テスト

11
行政機関の役割、指定障害福祉サービス事業者および指定

障害者支援施設の役割
準備学習として指定テキストP179～P197

12
国民健康保険団体連合会の役割、労働機関の役割、教育機

関の役割
準備学習として指定テキストP198～P210

9
地域生活支援事業、障害福祉計画・障害児福祉計画、

苦情解決、審査請求
準備学習として指定テキストP140～P156

10
障害者自立支援制度と介護保険制度の関係、障害児に対す

る支援、障害児福祉施策の現状
準備学習として指定テキストP157～P177

7 障害者総合支援法の理念等、自立支援給付 準備学習として指定テキストP105～P124

8 支給決定のプロセス、自立支援医療費、補装具 準備学習として指定テキストP125～P139

5
バリアフリー新法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法

障害者優先調達推進法
準備学習として指定テキストP71～P80

6 障害者にかかわるその他の法体系、各省庁の障害者施策等 準備学習として指定テキストP81～P104

3 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法 準備学習として指定テキストP48～P58

4 発達障害者支援法、障害者虐待防止法、医療観察法 準備学習として指定テキストP59～P70

1
オリエンテーション

障害者を取り巻く社会情勢、障害者の生活実態
準備学習として指定テキストP1～P26

2 障害とは、障害者基本法 準備学習として指定テキストP27～P47

テキスト・教材・参考図書・そ

の他資料
障害者に対する支援と障害者自立支援制度（中央法規）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

障害者の現状や取り巻く環境、歴史を理解し、障害者に関連する法制度、サービスを学ぶ。障害者の実態を

理解する。障害者福祉に関する手帳制度や法律を理解する。障害者総合支援法の概要を理解する。（授業方

法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

障害者福祉に関する手帳制度や法律の概要について説明できる

障害者総合支援法の概要について説明できる

実務授業の有無

30時間

障害者福祉論

担当教員 工藤　大地 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2



評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し
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科目名

15 成年後見制度 テキストＰ188～229　プリント

13 権利擁護にかかわる組織・団体・専門職 テキストＰ152～185　プリント

14 成年後見制度 テキストＰ188～229　プリント

11 権利擁護活動と意思決定支援 テキストＰ106～150　プリント

12 権利擁護にかかわる組織・団体・専門職 テキストＰ152～185　プリント

9 権利擁護の意義と支える仕組み テキストＰ70～103　プリント

10 権利擁護活動と意思決定支援 テキストＰ106～150　プリント

7 法の基礎 テキストＰ46～68　プリント

8 権利擁護の意義と支える仕組み テキストＰ70～103　プリント

5 行政法 テキストＰ34～44　プリント

6 行政法 テキストＰ34～44　プリント

3 民法 テキストＰ21～33　プリント

4 民法 テキストＰ21～33　プリント

1 オリエンテーション・権利擁護に必要な法制度 テキストＰ２～8　プリント

2 憲法 テキストＰ9～20　プリント

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
権利擁護を支える法制度（中央法規）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの法的支援や自己実現に向けての支援を理

解する。判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などを支援するために必要な機関や専

門職と連携しチーム支援を行うときのソーシャルワーカーが担う役割を理解する。ソーシャルワーカーとし

て判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の権利を代弁したり、代行したりする役割

を果たすために、日本国憲法の基本原理、民放、行政法、社会法、成年後見制度に関する法律を踏まえ理解

する。授業方法は、プリントを配布し講義形式で行っていく。事例を提示しGWを行い使える制度、サービ

スについて理解を深める。（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

権利擁護にかかわる法律と、成年後見制度の概要を理解する。

判断能力の低下した対象者に対する支援について具体的にイメージすることができる。

実務授業の有無

30時間

権利擁護と成年後見制度

担当教員 笠原　悦子 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2



実務経験教員の経歴 無し

履修上の注意評価方法・成績評価基準

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験80%、授業態度10％、学習意欲10%

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

14 食事の介助③口腔ケア P59～77

15 実技試験 P59～77

12 食事の介助①食事環境 P59～77

13 食事の介助②食事の支援 P59～77

10 移動・移乗の介助⑤車いすの基本 P19～56

11 移動・移乗の介助⑥車いすの移乗・移動 P19～56

8 移動・移乗の支援③臥床、寝返り P19～56

9 移動・移乗の支援④ベッドからの移乗 P19～56

6 移動・移乗の支援①体位 P19～56

7 移動・移乗の支援②座位、立位 P19～56

4 環境整備・ベッドメーク 資料配布

5 環境整備・ベッドメーク

2
介護者としての心構え

コミュニケーション技術
P2～18

3
リネンの取り扱い

睡眠の介護
資料配布

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
オリエンテーション

介護者として大切なこと

授業概要、目的、

授業の進め方

介護が必要な人の生活をイメージでき、必要な支援を組み立てるための知識と技術を習得する。基本的な身

体介護の技術を学び実践できるようにする。高齢者に対し適切な介護技術を選択し援助することができるよ

う、事例を使用し、実技中心にすすめる。テキストで基礎を確認、そのうえで実技を行う。安全安楽の視点

で介護技術を展開する。（授業方法：講義・演習／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

生活支援におけるICFの視点を理解している。ボディメカニクスを活用した介護を理解し、実施できる。居住

環境の整備、福祉用具の活用等により、利用者の環境を改善するための知識を習得する。介護技術の基本

（移動・移乗、食事、清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔）を習得する。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
本人の視点に基づく介護技術ハンドブック（中央法規）

60時間

介護技術演習

担当教員 渡辺　義之 〇

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

実務授業の有無



・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
高齢者施設で介護福祉士として実務経験ある教員が、実践を通して介護技術を指導し、科学的な根拠に基づ

いた技能の理解を目指す科目である。

30 実技試験

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

28 衣服の着脱⑤座位での着脱 P117～138

29 衣服の着脱⑦座位での着脱 P117～138

26 衣服の着脱③座位での着脱 P117～138

27 衣服の着脱④臥床での着脱 P117～138

24 衣服の着脱①着脱の環境 P117～138

25 衣服の着脱②座位での着脱 P117～138

P94～116

22 入浴の介助②支援の実際 P94～116

23 入浴の介助③支援の実際 P117～138

21 入浴の介助①入浴の効果と留意点

18 排泄の介助③オムツ P78～93

P78～9319 排泄の介助④オムツ

20 排泄の介助⑤尿器、便器 P78～93

16 排泄の介助①排泄のしくみと環境 P78～93

17 排泄の介助②トイレ P78～93
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科目名

必修・選択 必修 単位数 1 時間数 60時間

体験実習指導

担当教員 廣川　真之輔 ○

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期・後期

実務授業の有無

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 オリエンテーション

授業概要、目的、

授業の進め方

体験実習にむけての心構えや目標の立て方を理解する。さまざまな福祉施設の理解に努める。授業概要は体

験実習に向けて心構えを学ぶ。体験実習に向けた準備として個人作業・グループワークを行い、発表の機会

を多く設ける。（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
8日間の体験実習（Ｃ評価以上）

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
配布資料

4 体験実習報告会（3年生発表）

5 体験実習報告会（3年生発表）

2 体験実習報告会（2年生発表）

3 体験実習報告会（2年生発表）

8 自己開示

9 自己開示

6 コミュニケーション技術

7 コミュニケーション技術

12 価値観の理解

13 価値観の理解

10 自己覚知

11 自己覚知

14 施設見学①事前学習

15 施設見学①（高齢者施設）



16 施設見学①振り返り レポート提出

17 施設見学②事前学習

20 実習先について（事前学習）

21 実習先について（事前学習）

18 施設見学②（障害者施設）

19 施設見学②振り返り レポート提出

24 実習目標作成

25 実習目標作成

22 実習先について（事前学習）

23 実習目標作成

28 誓約書等書類作成 １月中に補講で行う

29 実習日誌記録について １月中に補講で行う

26 実習目標作成

27 実習前オリエンテーションについて １月中に補講で行う

実務経験教員の経歴
福祉施設で社会福祉士として実習指導経験がある教員が、実習の心構えや、目標の立て方を学ぶ科目であ

る。

30 実習前注意事項 １月中に補講で行う

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容はレポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

１.　科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の

対象とならずＤ評価となり実習をやり直し。２.　評価がC以上と

ならない場合は２年次体験実習に進むことができません。３.　実

習開始時に出席率８０％以上ない者は実習を行うことができな

い。４.　出席率を満たしていても必要な授業に参加していなけれ

ば、補講を受けない限り実習を行うことができない。５.　授業

態度、身だしなみ等で学校のルールを順守できない者は実習を行

うことができない。
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科目名

45時間

体験実習

担当教員 実習指導者 〇

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

デイサービスでの実習を通して施設や利用者の理解を深めることを目的とし、社会福祉施設等で２月～３月

に体験実習（8日間）を行う。（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

デイサービスの理解を深める。

積極的に利用者及び職員とコミュニケーションが取れる。

安全で楽しいレクリエーションお実施することができる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
体験実習の手引き、各種フォーマット等を適宜配布

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 オリエンテーション

2 利用者の理解

3 利用者の理解

4 利用者の理解

5 施設理解

実務授業の有無

実務経験教員の経歴
実習先の各分野の施設における社会福祉士としての経験を活かし、相談員の心構えや施設での役割、利用者

との関わり方等を教える。

8 レクリエーションの実施

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は実習先評価（実習姿勢、利用者や施設の理解等）と巡回担当

教員による評価

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

１.　科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対

象とならずＤ評価となり実習をやり直し。２.　評価がC以上とな

らない場合は２年次体験実習に進むことができません。３.　実習

開始時に出席率８０％以上ない者は実習を行うことができない。

４.　出席率を満たしていても必要な授業に参加していなければ、

補講を受けない限り実習を行うことができない。５.　授業態度、

身だしなみ等で学校のルールを順守できない者は実習を行うこと

ができない。

6 施設理解

7 施設理解
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科目名

14 画像データの利用 P192～209

15 まとめ課題④ プリント配布

12 まとめ課題③ プリント配布

13 図形の作成と装飾 P171～191

10 表作成 P137～165

11 表の装飾 P137～165

8 便利な機能（タブとリーダー、インデントなど） P112～126

9 まとめ課題② プリント配布

6 まとめ課題① プリント配布

7 便利な機能（あいさつ文、オートフォーマット） P102～111

4 段落編集、罫線 P72～83

5 印刷の設定と実行 P88～97

2
Word画面について

ファイルの操作、データの管理など
P4～19、P36～38

3 文字編集 P39～71

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
入力の基本（変換、削除など）

ファンクションキーの利用、記号、単語登録など
P25～35

授業概要、目的、

授業の進め方

コンピュータを使いこなす能力は、我々現代人に求められる基本的なスキルともいえる。本演習ではビジネ

ス文書作成について、その操作方法や基本的な知識や技術を身につけることを目的とし、コンピュータ操作

の基本である入力操作を正しく習得し、ビジネス文書などの作成のほか、作表やグラフィックス、データの

管理などの応用力も身につける。オンデマンド上の課題を自主学習にて進めていけるようにマネジメントし

ていく。（授業方法：講義・演習／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
Word文書処理技能認定試験3級の合格を目指す

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
クイックマスター基礎編（ウイネット）・Word文書処理技能認定試験問題集（サーティファイ）

60時間

Word実習

担当教員 坂井　義道 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数

実務授業の有無



評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況（Word文書処理技能認定試

験3級）、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

30 Word文書処理技能認定試験（3級）

28 Word検定対策 検定問題集

29 Word検定対策 検定問題集

26 Word検定対策 検定問題集

27 Word検定対策 検定問題集

24 Word検定対策 検定問題集

25 Word検定対策 検定問題集

検定問題集

22 Word検定対策 検定問題集

23 Word検定対策 検定問題集

21 Word検定対策

18 エクスプローラーを使用したデータ管理 プリント配布

プリント配布19 インターネットの活用など

20 確認テスト プリント配布

16 自主制作課題（自己紹介文、ポスターなど） プリント配布

17 自主制作課題（自己紹介文、ポスターなど） プリント配布



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

14 苦情やクレームに対応する ｐ６８～７２

15 理解度チェック、演習 ｐ７３～７７

12 第3章　被援助者の理解と情報の交換、行動化の支援 ｐ５６～６２

13 交流分析 ｐ６３～６７

10 敬意を伝えるコミュニケーション ｐ４４～５０

11
相手に敬意を払う態度と表現

理解度チェック、演習
ｐ５１～５５

8 好感・信頼感を高めるコミュニケーション ｐ３６～３９

9
肯定的な表現

理解度チェック、演習
ｐ４０～４３

6
第2章　被援助者との関係を築くコミュニケーション

好感・信頼感を高めるコミュニケーション１
ｐ２３～３０

7
好感、信頼感を高める立ち居振る舞い

理解度チェック、演習
ｐ３１～３５

4
ケアコミュニケーションの基本的な心構え

医療や介護におけるコミュニケーションの役割
ｐ１２～１６

5
ケアコミュニケーションの基本的な心構え

理解度チェック
ｐ１７～２２

2

第1章　ケアコミュニケーションの基本的な心構え

医療や介護におけるコミュニケーションを考える視点
ｐ２～７

3
ケアコミュニケーションの基本的な心構え

理解度チェック、演習
ｐ８～１１

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 自己紹介 クラスメイトを理解する。

授業概要、目的、

授業の進め方

さまざまな援助場面で専門職としての適切なコミュニケーションの方法を理解する。さまざまな症状や障害を理解し、そ

れに応じたコミュニケーション技法を学ぶ。福祉分野で働くうえで、利用者、家族を理解し、信頼関係を築くことが援助

の第一歩となる。また、援助をするためには、職場、関係機関との連携する力も求められる。そのために必要な、コミュ

ニケーションスキルの基礎を身につける。福祉分野で働くうえで、利用者、家族を理解し、信頼関係を築くことが援助の

第一歩となる。また、援助をするためには、職場、関係機関との連携する力も求められる。そのために必要な、コミュニ

ケーションスキルの基礎を身につける。（授業方法：講義・演習／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

利用者、家族の尊厳と自立をサポートするためにコミュニケーションの基本技術、知識を理解し、実践でき

るようになる。チームケアを行う上で必要なコミュニケーションの基本技術、知識を理解し、実践できるよ

うになる。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

ケア・Care Communication コミュニケーション（ウイネット）

ケア・コミュニケーション問題集（サーティファイ）、配布資料、視覚教材

60時間

コミュニケーション技術

担当教員 坂井　義道 〇

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数

実務授業の有無



成績評価は原則各科目終了時に実施

成績評価内容は試験、模擬テスト、検定取得状況(ケアコミュ二ケーション検

定）、授業態度等　授業態度：模試：検定試験＝２：３：５の割合で判断す

る・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
高齢者施設で相談員経験のある教員が、相談援助に必要なコミュニケーション技術を演習や、トレーニング

により習得することを目指す科目である。

30 ケアコミュニケーション検定試験

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

28 ケアコミュニケーション問題集

29 模擬テスト試験

26 認知症の被援助者とのコミュニケーション ｐ１４６～１５３

27 人生最後を迎える被援助者とのコミュニケーション ｐ１５４～１５５

24 第５章　その人らしさを大切にするコミュニケーション ｐ１４０～１４３

25
言語障害を持つ被援助者とのコミュニケーション

演習
ｐ１４４～１４５

ｐ１１０～１１５

22
コミュニケーションのミスやエラーを防ぐ

理解度チェック、演習
ｐ１１６～１２３

23
建設的でさわやかに対話する

理解度チェック、演習
ｐ１２４～１３９

21 第４章　チームワークとコーチング

18 主体的な選択や行動を引き出す ｐ９０～９７

ｐ９８～１０２19 コーチングの各ステップにおける表現

20 理解度チェック、演習 ｐ１０３～１０９

16 わかりやすく説明し、同意を確認する ｐ８０～８５

17 理解度チェック、演習 ｐ８６～８９



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

15 実技試験：高齢者想定のレク（アイスブレーキング）実践 演習（個々に指導者の前で実践・評価を受ける）

13 支援方法の確認と実践/高齢者想定のレク企画・プレ実践 講義　指定テキスト・配布プリントト

14 支援方法の確認と実践/高齢者想定のレク企画・プレ実践 講義　指定テキスト・配布プリントト

11
レクリエーション活動への動機づけ

/主体的に楽しむための支援
講義　指定テキスト・配布プリントト

12 支援方法の確認と実践/高齢者想定のレク企画・プレ実践 講義　指定テキスト・配布プリントト

9
良好な関係づくりのための技法

/アイスブレーキング
講義　指定テキスト・配布プリントト

10
レクリエーション活動への動機づけ

/主体的に楽しむための支援
講義　指定テキスト・配布プリントト

7
レクリエーション支援に必要なコミュニケーション技術

/効果的な自己紹介

講義　指定テキスト（Ⅰ）・配布プリント・DVD（高齢者

福祉の歴史）

8
良好な関係づくりのための技法

/アイスブレーキング
講義　指定テキスト・配布プリントト

5 レクリエーションプログラムの実際と支援のながれ 講義　指定テキスト・配布プリント

6
レクリエーション支援に必要なコミュニケーション技術

/効果的な自己紹介
講義　指定テキスト・配布プリント

3 レクリエーション活動の楽しさをとおした心の元気づくりの理解 講義・演習　指定テキスト・配布プリント

4 対象者の心の元気づくりへの課題 講義・演習　指定テキスト・配布プリント

1
オリエンテーション／レクリエーションインストラクターとは何か

(資格取得方法と役割）
講義・演習　指定テキスト・配布プリント

2 レクリエーションとは（意義と目的）/ベットサイドレク 講義・演習　指定テキスト・配布プリント

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
楽しさをとおした心の元気づくり　レクリエーション支援の理論と方法（日本レクリエーション協会）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

レクリエーションとは何かを学び、支援の具体的な方法及びプログラムの組み立てを行う。様々なレク支援

の技法を体験し実践する。高齢者施設でのレクリエーション支援の実践計画。レクリエーションインストラ

クター養成課程。グループごとにレク材を調べ、からだを動かすレクや制作などの計画・実践を行う。グ

ループワーク、演習中心。PCを使用し、レク材検索をしながら企画運営する。各自一回ずつ企画運営を行

う。（授業方法：講義・演習／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

レクリエーションとは何かを理解する

支援の具体的な方法を習得し支援プログラムの組み立てができる

高齢者施設におけるレクのあり方を理解する

実務授業の有無

30時間

レクリエーション活動援助法

担当教員 本間　なつみ ○

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1



・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
介護福祉士として高齢者施設での実務経験を活かし、レクリエーション援助の基本を伝えるとともに高齢者

を対象としたレクリエーション援助の実践力を養う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

15 各グループによる調査内容報告会 ・クラス全体

13 地域住民調査を踏まえてオレンジリボン運動活動計画 ・個人ワーク、グループワーク、クラス全体

14 活動の実施 ・グループワーク

11
地域住民（コミュニティ協議会等）の方へのインタビュー調査イン

タビュー
・地域へ

12 調査のまとめ ・個人ワーク、グループワーク

9
地域住民（コミュニティ協議会等）の方へのインタビュー調査等に

向けた準備―インタビュー先の事前学習
・グループワーク→クラス全体で共有

10
地域住民（コミュニティ協議会等）の方へのインタビュー調査イン

タビュー
・地域へ

7
自分達が学校地域でオレンジリボン運動で児童虐待をなくすために

何ができるか？
・グループワーク→クラス全体で共有

8
自分達が学校地域でオレンジリボン運動で児童虐待をなくすために

何ができるか？
・グループワーク→クラス全体で共有

5 児童虐待につい調べる（現状、国の施策、民間の取り組み） ・グループワーク→クラス全体で共有

6 児童虐待につい調べる（現状、国の施策、民間の取り組み） ・グループワーク→クラス全体で共有

3 「ぶどう木」を観ての感想の共有 ・グループ→全体

4 オレンジリボン運動という取り組み、先輩の活動記録
・配布資料

・先輩の活動記録

1
なぜフィールドワークがソーシャルワーカーにとって学ぶべき科目

なのか考える
・個人ワーク、グループワーク

2 児童虐待について関心を持つ
・配布資料・グループワーク・DVD教材「ぶどうの木」を

見て、感想、知りたいこと

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

配布資料

「まちづくりプロジェクトの教科書」小地沢将之著・森北出版

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

学校のある地域周辺を中心とし、インタビュー調査などを実施することで地域に関して関心を持ち、地域住

民や関係機関等との関りを通じて、地域の特性や地域の課題について理解する。児童虐待をテーマにし、自

分達の学校周辺地域について調べ、他人事ではなく自分事として考え自分達が「オレンジリボン運動」を通

して何ができるか考える、活動できることを目的とする。（授業方法：講義／対面授業と遠隔授業の併用実

施）

学習目標

（到達目標）

学校周辺地域の児童虐待についての住民の実態、実像を調査し、地域の問題を解決していくための地域への

働きかけの方法を体験的に学ぶことができる。

実務授業の有無

30時間

フィールドワーク活動

担当教員 坂井　義道 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2



・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は授業態度、個人ワーク、グループワークで作成した資料、報

告書等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

13 演習　イベントを考える　七夕企画　実施/フォトコン 演習

14 演習　イベントを考える　七夕企画　実施/フォトコン 演習

15 まとめ

10 演習　イベントを考える　七夕/（夏フェス）企画を考える 演習

11 演習　イベントを考える　七夕/（夏フェス）企画を考える 演習

12 演習　イベントを考える　七夕/（夏フェス）企画を考える 演習

7 演習　プロフィールシートの発表 演習

8 演習　イベントを考える　七夕/（夏フェス）企画を考える 演習

9 演習　イベントを考える　七夕/（夏フェス）企画を考える 演習

4 演習　私の構成要素、ペアワークで他己紹介 演習

5 演習　プロフィールシートの作成 演習

6 演習　プロフィールシートの作成/発表 演習

1
オリエンテーション、「自分をプレゼンしてみる」/発表とプレゼ

ンの違い
資料配布

2 演習　クラスの目標を決めよう 資料配布、演習

3 演習　私の構成要素、ペアワークで他己紹介 資料配布、演習

授業概要、目的、

授業の進め方

自分の伝えたい情報を効率的に伝達する方法、相手との効果的コミュニケーションの方法など、ビジネスシーンで活用で

きるプレゼンテーション技術を習得する。コミュニケーション能力を向上させるために開発されたコミュニケーション技

法での学びを補填強化するために、多種多様なコミュニケーション、プレゼンテーション場面をワークショップ形式で学

習する。ワークショップ（実習）が学習活動のメインとなる。ワークショップを一つのきっかけとして、プレゼンテー

ションまたはコミュニケーションする機会を数多く創り出し、学生たちが自分の考えや意見をグループやクラス全体に発

表等をする機会を通じて、コミュニケーションへの気づき、スキルアップのための練習を繰り返し行う。（授業方法：講

義・演習／対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

豊かな表現力を身に付けるために、論理的に考え、自分の意見をわかりやすく伝えることができるようにな

る

テキスト・教材・参考

図書・その他資料

プレゼンテーション技法（ウイネット）、ファシリテーターになろう！（解放出版社）、元気になる会議

（解放出版社）、ミニホワイトボード

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

プレゼンテーション技法

担当教員 近藤　倫代 実務授業の有無 ×

前期・後期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数 60時間

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期



評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりま

せん。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験

し、合格しなければ当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

18 演習　イベントを考える　ハロウィン企画 資料配布、演習

19 演習　イベントを考える　ハロウィン企画 演習

16 演習　第1回写真とエッセイ「美しいにいがた」エントリー 資料配布

17 演習　イベントを考える　ハロウィン企画 資料配布、演習

22 演習　イベントを考える　ハロウィン企画　実施/フォトコン 演習

23 演習　新入生歓迎会を企画する 演習

20 演習　イベントを考える　ハロウィン企画プレゼン 演習

21 演習　イベントを考える　ハロウィン企画プレゼン 演習

26 演習　新入生歓迎会を企画する 演習

27 演習　新入生歓迎会を企画する/プレゼン 演習

24 演習　新入生歓迎会を企画する 演習

25 演習　新入生歓迎会を企画する 演習

30 まとめ

28 演習　新入生歓迎会を企画する/プレゼン 演習

29
演習　ポジティブフィードバック/メッセージ交換レクリエーショ

ン
演習



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務経験教員の経歴 無し

全90回

1～90回

オンデマンド

（医学概論、心理学、社会学、社会福祉原論、ソーシャルワークの

基盤と専門職Ⅰ、ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ、福祉経営序

論、スタートアップセッション、、学びの技法Ⅰ（文書の読解と作

成）インターネット演習Ⅰ、福祉社会入門）

各自パソコンを用いてオンデマンド学習をすすめていく

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は日本福祉大学科目修了試験結果、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

１．科目修了試験の申込期間までにオンデマンド学習を終

了していなければ科目修了試験を受験できません。

２．年間4回の科目修了試験で受験できる回数は最大で2回

までです。仮に受験科目が2回D評価となった場合は科目

未履修となり次年度へ持ち越しとなります。その場合は追

加履修登録料金が発生しますので注意すること。

テキスト・教材・参考

図書・その他資料
パソコン、該当科目のテキスト、その他資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

オンデマンド授業にて科目履修、合格に向け各自で科目を選びつつ学習を進める。日本福祉大学より示され

た当該科目の学習目標に準ずる。科目修了試験ごとにクラス担任が「進捗状況確認表」にて、随時進捗状況

を確認しながら進めていく。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
1年次に指定されている科目をすべて履修する

実務授業の有無

180時間

オンデマンドⅠ

担当教員 担　　任 ×

対象学科 福祉心理学科 対象学年 1年 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 12


