文学部社会学科社会福祉学専攻

2020年度カリキュラム

卒業必要単位数：124単位

福祉の諸問題を客観的、科学的に分析し、実践的に対処できるための基本的で幅広
い知識と専門知識・技術を身につけ、現代社会の多様性に柔軟に対応できるための社会人・職業人を育成すること
を目的とし、以上に述べた事項を達成するために必要な科目を修めた学生に対して卒業を認定し、学士（社会福祉
学）を授与する。
(DP1) 建学の理念を実践する力〔理解、関心、意欲、態度、主体性〕
必修科目である「仏教と人間」を履修することにより、仏教の教えと禅の精神についての理解を深め、自分を高める自己形成と社会学という学問領域を密接に関連付けることができる駒澤大学の学生としてのアイデンティティを身に着けているこ
と。

卒業認定・学位授与の方針
（ディプロマ・ポリシー：DP）

(DP2) 幅広い教養、多様性の理解と尊重〔知識、理解、関心、意欲、態度、主体性、多様性、協働性〕
多様な教養科目、専門科目を履修することにより、豊かな感性と鋭い洞察力、幅広い教養を身につけ、国内外の多様な文化・価値観の違いを理解し、他者を尊重することができること
(DP3) 情報分析力と問題解決力〔技能、思考力、判断力、表現力〕
社会学におけるカリキュラムを十分に習得することにより、データ処理に関する情報リテラシーを体得し、また演習科目を履修することにより、主体的な問題意識と問題解決能力を体得していること
(DP4) コミュニケーション能力〔技能、思考力、表現力、主体性、多様性、協働性〕
他者と主体的に協働する能力と自らの考えを論理的かつ明確に伝えるプレゼンテーション能力と文章力を身につけていること
(DP5)専門分野の知識・技能の活用力〔知識、技能、思考力、判断力、表現力、主体性、多様性、協働性〕
体系的に習得した社会学における専門知識や社会調査にかかわる技能・技術を、実際に直面する状況・課題に対して臨機応変に活用し、社会に発信・貢献できる能力を身につけていること
教育課程は、社会福祉学の基礎知識の獲得を目指すための理論教育、社会福祉実践の基礎となる方法論教育、及び社会福祉の援助技術の獲得に向けた演習・実習科目（学外の配属実習を含む）、主体的な課題発見能力と問題解決能力を獲得させるた
めの少人数による演習科目と卒業論文の執筆、将来の職業選択を踏まえたキャリア関連科目等を体系的に配置し、福祉の専門的能力及び社会人としての応用能力を涵養する。また、福祉の専門的実践分野を志向する学生については、社会福祉士、精
神保健福祉士の国家資格取得を目指す。

教育課程の編成方針
（カリキュラム・ポリシー：CP）

実施項目
・初年次教育を充実させ、社会福祉の体験的理解を通じて、基本的な福祉実践力と人権意識を涵養する。
・卒業後の希望進路に応じた履修モデルを提示し、進路選択やキャリア形成を見据えた系統だった指導カリキュラムを通じ、学生の進路希望や適性に応じた指導を展開する。
・社会福祉士・精神保健福祉士をはじめ、福祉関連の資格取得に向けた実践的なカリキュラムを用意し、指導を展開する。
・専門教育科目は、【理論】、【方法論】、および【演習・実習】の3 つの領域により構成する。4 年間を通して、理論・方法論から実践へと体系的に配置された専門科目を学習することによって、社会福祉学の専門性と実践力・応用力を備えた人
材を養成する。
①福祉に関する制度や政策の分析能力、問題発見能力、課題解決能力を養うため、福祉と人権・社会保障論をはじめ社会福祉の各分野論（「公的扶助論」、「児童福祉論」、「老人福祉論」、「障害者福祉論」、「精神保健福祉論」、「地域福祉
論」等）を配置する。
②援助の方法及び技術を活用し、主体的な思考と判断に基づき実践できる能力を高めるため、「社会福祉援助技術総論」、「社会福祉援助技術各論」、「精神保健福祉援助技術各論」を配置する。
③講義形式だけでなく、実践能力を体験的に修得するため、「ソーシャルワーク演習」、「社会福祉援助技術演習」、「社会福祉援助技術現場実習」（学外の配属実習を含む）、「精神保健福祉援助演習」、「精神保健福祉援助実習」（学外の配属
実習を含む）をそれぞれ配置する。
・2 年次において、社会福祉の諸問題に主体的にアプローチし、社会福祉の研究に関する基礎力を養成する社会福祉基礎演習を配置する。この習得を条件に3 年次の社会福祉専門演習Ⅰ、さらには4 年次の社会福祉専門演習Ⅱにおいて研究テーマの
設定、研究の実施へと発展させ、4 年次に集大成としてのゼミ論・卒業論文を執筆する。これにより、社会福祉への主体的な問題解決能力をもった人材形成を行う。
・学科内の社会学分野にかかわる科目や、法学、心理学、経済学、政治学などの隣接学問分野の科目を配置して一般教養的授業科目を編成することによって、幅広く深い教養や判断力を養い、豊かな人間性を育成する。
・専門科目の必修科目（28 単位）、選択科目（52 単位以上）の単位数については、所期の目的を達成するために妥当な配分とする。
・通常の成績評価と異なる評価としては、社会福祉援助技術現場実習において、国からその指導者資質を認可された学外の専門家（配属実習先の施設・機関の実務者）の評価を踏まえて総合的に判定する。

一般入試
社会学科社会福祉学専攻では、高い人権意識を有し、福祉社会の形成に寄与できる人材を養成するため、社会福祉の諸問題に対して強い関心を持ち、積極的に社会に貢献したいと考える学生を求めている。
<判断基準>
①国語、②英語、③政治・経済、世界史、日本史、地理、数学のうちの１科目、の3 教科について学力試験を実施し、総合的に判定する。

入学者受け入れ方針
（アドミッション・ポリシー：AP）

推薦入試
社会学科社会福祉学専攻では、①社会福祉の理論を幅広く理解する基礎的学力を有している②自ら問題意識をもって主体的に学びを深めることができる③ボランティア活動などの社会的活動に意欲的に熱意をもって取り組める④将来、社会福祉の専
門的知識技術を得て、国内外での活躍を希望するような学生を求めている。
判断基準
・福祉に関する国内外の社会問題について、単に課題に対する知識量を測るのではなく、提示された資料や問題の基礎的理解力、分析力、および論理的思考能力を有していること。
・社会福祉学を学ぼうとする意欲を有していること。
・社会福祉の諸問題の理解力、ボランティア活動等の社会福祉に関する実践経験を有していること。

2020年度履修モデル（精神保健福祉士をめざす場合）
科目分野

1年次前期

1年次後期

●民法(4)

［DP2］

●社会政策a(2)

［DP2］

［DP2］

3421048300

●労働法(4)

［DP2］

3441194000

■必修：
28単位
●選択：
52単位

［DP2］

3651083310

［DP2］

3651083320

［DP2］

3221106110

＊●発達臨床心理学(2)

＊●老年心理学(2)

［DP2］

3231194110

＊●青年心理学(2)

＊●産業心理学(2)

［DP2］

3211075805

＊●スポーツ心理学(2)

＊●司法・犯罪心理学(2)

［DP2］3231168330

［DP2］

［DP2］

＊●環境心理学(2)

［DP2］

［DP4］

3121085800

●心理検査法(4)

［DP5］

3231102000

●社会福祉学特講Ⅲ(4)

［DP5］

3121086000

●福祉心理学(4)

［DP5］

3211171370

［DP5］

3121086100
［DP4］

［DP5］

●就労支援サービス(2)

精神保健福祉士の受験資を
取得するために履修するモデ
ル
（ピンク色は指定科目）
（１～４年次）

3121193810

●社会調査の基礎(2)

［DP5］3121090210

●児童福祉論(2)

●社会福祉援助技術各論ⅠA(2)

［DP5］

●社会福祉援助技術各論ⅡA(2)

［DP5］3121084900

●公的扶助論(2)

［DP5］

●福祉行財政と福祉計画(2)

3121084500

3121064410
［DP5］3651171310

＊●犯罪と逸脱の社会学(2)
＊●宗教文化論(2)

●障害者福祉論(2)

［DP5］

3011169860

［DP5］

3121111600

●家庭福祉論(4)

［DP5］

3121022500

［DP2］

［DP2］

3111168312

3111090003

［DP5］

4年次前期

4年次後期

任意選択科目群
各学生の関心に基づき、将来役立つ知識習得
のために任意に加えて履修する科目群
（主に１～３年次に履修）
＊印は１年次履修不可

3121022300

＊●福祉社会学(2)

［DP2］

3111084250

＊●歴史社会学(2)

［DP2］

3111084260

＊●現代家族論(2)

〔DP2〕

3111056670
〔DP2〕

3121084700
3121085100

［DP3］

［DP5］

3111103380

［DP5］

3461055210

3121171360

●司法福祉論(2)

●精神科リハビリテーション学(4)
●精神保健福祉援助技術各論(4)

3121118400
［DP5］3121118500

3011086400

●ソーシャルワーク演習(2)

［DP5］

［DP5］

3121079220

任意選択科目群
社会福祉士の受験はしないが、支援の幅を拡
げるために任意に加えて履修する科目群
（主に１～３年次）

3121006310

3121117810

●精神保健福祉実習指導Ⅰ(2)

専門教育科目
(演習・卒業論文)

●福祉サービスの組織と経営(2)

3121106401

［DP5］

●精神保健福祉論Ⅱ(2)

3121085310

3111083810

［DP5］

［DP5］

3121090801

［DP5］

［DP5］

●権利擁護と成年後見制度(2)

■社会福祉基礎演習(4)
●社会福祉援助技術現場実習Ⅰ(1)

［DP5］

●社会福祉援助技術各論ⅡB(2)

［DP5］

●精神保健福祉論Ⅰ(4)
3441087500

［DP3］

●女性福祉論(4)

●家族療法(4)

3221116310

3211023210

●社会福祉援助技術各論ⅠB(2)

●医療福祉論(2)

●精神医学（福祉）(4)

［DP5］

3221168250

＊●ジェンダー・セクシュアリティ論(2)

●老人福祉論(2)

■ヒューマンサービス演習(4)

3年次後期

3121020600

3121020400

●社会保障論(4)

3年次前期

3221120290

［DP2］

●社会福祉学特講Ⅰ(4)

●介護技術(2)

［DP5］

＊●児童心理学(2)

3611052000

●社会政策b(2)

●社会福祉学特講Ⅳ(4)

●介護概論(2)

2年次後期

3411187300

●行政法(4)

●経済原論(4)

専門教育科目：
80単位

2年次前期

［DP5］

3121126650
3121118315

3121117900
3121118200

●精神保健学(4)

［DP5］

5431118000

●地域福祉論(4)

［DP5］

3121134400

■社会福祉専門演習Ⅰ(4)
［DP4］

［DP5］
［DP5］

［DP3］

3013086900

●社会福祉援助技術演習Ⅰ(4)

［DP4］

3123084301

●社会福祉援助技術演習Ⅱ(4)

［DP4］

3123084401

●社会福祉学特講Ⅱ(4)

［DP5］

■社会福祉専門演習Ⅱ(4)
●卒業論文(8)
●精神保健福祉援助演習(4)

●精神保健福祉実習A(6)
●精神保健福祉実習B(1)
［DP3］

■社会福祉原論(4)

［DP5］

［DP5］

3013087000

3023131600

［DP5］

●精神保健福祉実習指導Ⅱ(4)

■情報処理論(4)

［DP3］
［DP3］

3121085900

3123118100

［DP5］
［DP5］

3123118316

3123118310

3123118311

1111110800
3121086700

専門(基礎)
■社会福祉援助技術総論(4)

［DP5］

3121085500

●精神科ソーシャルワーク論(2)
仏教と人間(4)

宗教教育科目
ライフデザイン分野

全学共通科目：
14単位

教養教育科目
(人文・社会・自然・
ライフデザイン)

社会学（福祉）(2)

新入生セミナー(2)

［DP1］

心理学（福祉）(2)

英語ⅠAa(1)

3231117890

［DP2］

医学一般(2)

外国語科目

［DP5］

［DP1］

［DP4］

英語ⅠAb(1)

［DP2］
［DP2］
［DP4］

広域選択30単位

履修モデル単位数
（赤枠は専門科目＋全学共通科目）

年間履修制限単位数

各科目区分の卒業必要単位数を超えて修得した単位

13科目

36単位

49単位以下

12科目

29単位

49単位以下

7科目

28単位

49単位以下

7科目

31単位（卒論8単位含む）

49単位以下

2020年度履修モデル（社会福祉士をめざす場合）
科目分野

1年次前期

1年次後期

●民法(4)

［DP2］

●社会政策a(2)

■必修：
28単位
●選択：
52単位

［DP2］

2年次後期

●家族療法(4)

［DP5］

［DP2］

3421048300

＊●児童心理学(2) ［DP2］

3221106110

＊●発達臨床心理学(2)

●労働法(4)

［DP2］

3441194000

＊●老年心理学(2) ［DP2］

3231194110

＊●青年心理学(2) ［DP2］

＊●産業心理学(2) ［DP2］

3211075805

＊●スポーツ心理学(2) ［DP2］

［DP2］

3651083310

3611052000

●社会政策b(2)

［DP2］

3651083320

＊●司法・犯罪心理学(2) ［DP2］3231168330

●社会福祉学特講Ⅰ(4)

［DP4］

3121085800

●心理検査法(4)

［DP5］

3231102000

●社会福祉学特講Ⅲ(4)

［DP5］

3121086000

●福祉心理学(4)

［DP5］

3211171370

●社会福祉学特講Ⅳ(4)

［DP5］

3121086100

●介護技術(2)

●精神医学（福祉）(4)

［DP5］
［DP5］

●介護概論(2)

［DP5］

●障害者福祉論(2)

3121090801

●社会保障論(4)
［DP5］

［DP5］ 3441087500

［DP3］

3011169860

3121117810

専門教育科目
(基礎)

■社会福祉原論(4)

［DP5］

■社会福祉援助技術総論(4)

仏教と人間(4)
ライフデザイン分野

全学共通科目：
14単位

教養教育科目
(人文・社会・自然・
ライフデザイン)

社会学（福祉）(2)

［DP5］3121118500

［DP5］

年間履修制限単位数

3111084250

［DP2］

3111084260

3111090003

3111056670
3111103380

●精神保健学(4)

［DP5］
［DP5］

［DP5］

任意選択科目群
精神保健福祉士の受
験はしないが、支援
の幅を拡げるために
加えて履修する科目

3131117900
3121118200

5431118000

3121090210

3111083810
3121084700

3121084900 ●社会福祉援助技術各論ⅡB(2) ［DP5］

3121085100

3651171310

●福祉サービスの組織と経営(2) ［DP5］

3121064410
3461055210

■社会福祉基礎演習(4)

3121171360

●医療福祉論(2)

［DP5］

3121006310

●司法福祉論(2)

［DP5］

3121079220

［DP5］

3121134400

［DP3］

3011086400

3121085310 ●ソーシャルワーク演習(2) ［DP4］3121126650

■社会福祉専門演習Ⅰ(4)

［DP3］

3013086900

●社会福祉援助技術現場実習Ⅱ(2)

［DP5］

3123085402

●社会福祉援助技術現場実習Ⅲ(6)

［DP5］

3123085401

●社会福祉援助技術演習Ⅰ(4)

［DP4］

3123084301

●社会福祉援助技術演習Ⅱ(4)

［DP4］

3123084401

●社会福祉学特講Ⅱ(4)
［DP5］
3121085900
■社会福祉専門演習Ⅱ(4)
［DP3］
3013087000
●卒業論文(8)

［DP3］

3023131600

3121085500
3231117890

新入生セミナー(2) 〔DP1〕
［DP2］
［DP2］

［DP4］

英語ⅠAb(1)

［DP2］
［DP4］

広域選択30単位
履修モデル単位数
（赤枠は専門科目＋全学共通科目）

［DP2］

＊●歴史社会学(2)

［DP2］

［DP1］

医学一般(2)

英語ⅠAa(1)

＊●福祉社会学(2)

＊●宗教文化論(2)

3121086700

［DP5］

心理学（福祉）(2)

外国語科目

＊●犯罪と逸脱の社会学(2) ［DP2］
3111168312

任意選択科目群
各学生の関心に基づ
き、将来役立つ知識
習得のために任意に
加えて履修する科目
群

1111110800

●精神科ソーシャルワーク論(2) ［DP5］

宗教教育科目

3121022500

●精神保健福祉援助技術各論(4)

専門教育科目
(演習・卒業論文)

［DP3］

3121111600

［DP5］

●精神科リハビリテーション学(4)

3121118400

3121084500 ●社会福祉援助技術各論ⅠB(2) ［DP5］

●社会福祉援助技術現場実習Ⅰ(1)［DP5］

■情報処理論(4)

［DP5］

●家庭福祉論(4)

＊●ジェンダー・セクシュアリティ論(2) 〔DP2〕

●社会調査の基礎(2) ［DP5］

●地域福祉論(4)

■ヒューマンサービス演習(4)

4年次前期 4年次後期

3121020600

●社会福祉援助技術各論ⅡA(2) ［DP5］

●権利擁護と成年後見制度(2)［DP5］

3121106401

●女性福祉論(4)

＊●現代家族論(2) 〔DP2〕

●就労支援サービス(2)

3121193810

●福祉行財政と福祉計画(2) ［DP5］

●児童福祉論(2)

3221116310

3211023210

●社会福祉援助技術各論ⅠA(2) ［DP5］

●公的扶助論(2) ［DP5］

3年次後期

3121020400

［DP5］

●老人福祉論(2) ［DP5］

3221168250

3221120290

［DP4］

●精神保健福祉論Ⅱ(2)

社会福祉士の受験資格を
取得するために履修するモデ
ル
（黄色は指定科目）
（指定科目は主に１～３年次

［DP2］

＊●環境心理学(2) ［DP2］

●精神保健福祉論Ⅰ(4)

3年次前期

3121022300

●行政法(4)

●経済原論(4)

専門教育科目：
80単位

2年次前期

3411187300

各科目区分の卒業必要単位数を超えて修得した単位
14科目

38単位

49単位以下

19科目

41単位

49単位以下

5科目

20単位

49単位以下

3科目

16単位（卒論8単位含む）

49単位以下

2020年度履修モデル（社会福祉士・精神保健福祉士の両資格をめざす場合）
科目分野

1年次前期

1年次後期

●民法(4)

［DP2］

2年次前期

2年次後期

3411187300

●介護技術(2)

［DP4］

3年次前期

3年次後期

［DP2］

3421048300

＊●児童心理学(2)

［DP2］

3221106110

＊●発達臨床心理学(2)

［DP2］

3221168250

●女性福祉論(4)

［DP5］

3121111600

●労働法(4)

［DP2］

3441194000

＊●老年心理学(2)

［DP2］

3231194110

＊●青年心理学(2)

［DP2］

3221120290

●家庭福祉論(4)

［DP5］

3121022500

＊●産業心理学(2)

［DP2］

3211075805

＊●スポーツ心理学(2)

［DP2］

3221116310

［DP2］

3611052000

＊●ジェンダー・セクシュアリティ論(2)

専門教育科目：
80単位
■必修：
28単位

●社会政策a(2)

［DP2］

●選択：
52単位

3651083310

●社会政策b(2)

［DP2］

3651083320

＊●司法・犯罪心理学(2)

［DP2］3231168330

＊●環境心理学(2)

［DP2］

●社会福祉学特講Ⅰ(4)

［DP4］

3121085800

●心理検査法(4)

［DP5］

3231102000

●社会福祉学特講Ⅲ(4)

［DP5］

3121086000

●福祉心理学(4)

［DP5］

3211171370

●社会福祉学特講Ⅳ(4)

［DP5］

3121086100

●家族療法(4)

［DP5］

●精神医学（福祉）(4)

●介護概論(2)

社会福祉士及び精神保健福
祉士の
両受験資格を取得するため
に
履修するモデル
（黄色は社会福祉士の指定
科目、ピンク色は精神保健
福祉士の指定科目）
（１～４年次に履修）
（精神保健福祉士の指定科
目の読替及び免除科目につ
いては社会福祉士の指定科
目で標記）

●障害者福祉論(2)
●老人福祉論(2)

［DP5］

3211023210

＊●犯罪と逸脱の社会学(2)
＊●宗教文化論(2)

［DP2］

［DP5］
［DP5］

［DP5］

3121090801
3121193810

●児童福祉論(2)

［DP5］

3441087500

●社会福祉援助技術各論ⅡA(2)

［DP5］3121084900

3121084500

3121064410

●権利擁護と成年後見制度(2)［DP5］

3461055210

●地域福祉論(4)

［DP5］3121106401
■ヒューマンサービス演習(4)

［DP3］

3111084260

＊●福祉社会学(2)

［DP2］

3111084250

＊●歴史社会学(2)

［DP2］

3111084260

3121118400

●精神保健福祉論Ⅱ(2)

［DP5］

3121118500

●就労支援サービス(2)

［DP5］

3121090210

［DP5］

3111083810

●社会福祉援助技術各論ⅠB(2)

［DP5］

3121084700

●社会福祉援助技術各論ⅡB(2)

［DP5］

3121085100
●福祉行財政と福祉計画(2)

●社会保障論(4)

3111090003

［DP2］

3011169860

■社会福祉基礎演習(4)
●社会福祉援助技術現場実習Ⅰ(1)

［DP5］

3651171310

●福祉サービスの組織と経営(2)

［DP5］

3121006310

●精神科リハビリテーション学(4)

●司法福祉論(2)

［DP5］

3121079220

●精神保健福祉援助技術各論(4)

3121134400

［DP3］

3121085310

［DP5］

●医療福祉論(2)

［DP5］

専門教育科目
(演習・卒業論文)

●精神保健学(4)

3011086400

●ソーシャルワーク演習(2)
●精神保健福祉実習指導Ⅰ(2)

専門教育科目
(基礎)

［DP3］
［DP5］

■社会福祉援助技術総論(4)

［DP4］
［DP5］

3121126650
3121118315

●社会福祉援助技術現場実習Ⅱ(2)
●社会福祉援助技術現場実習Ⅲ(6)

全学共通科目：
14単位

教養教育科目
(人文・社会・自然・
ライフデザイン)

社会学（福祉）(2)

新入生セミナー(2)

［DP5］

年間履修制限単位数

［DP5}
［DP4］
［DP4］

3123085402
3123085401
3123084301
3123084401

■社会福祉専門演習Ⅱ(4)
［DP3］
3013087000
●卒業論文(8)

［DP3］

●精神保健福祉援助演習(4)
3123118100
●精神保健福祉実習指導Ⅱ(4)
3123118316

3023131600
［DP5］
［DP5］

●精神保健福祉実習A(6)
［DP5］
3123118310

3231117890

［DP1］

［DP2］

［DP4］

英語ⅠAb(1)

［DP2］
［DP2］
［DP4］

広域選択30単位
履修モデル単位数
（赤枠は専門科目＋全学共通科目）

［DP5］

［DP5］

［DP1］

医学一般(2)

英語ⅠAa(1)

3013086900

●社会福祉学特講Ⅱ(4)
3121085900

3121085500

心理学（福祉）(2)

外国語科目

3121118200

5431118000

［DP3］

3121171360

3121086700

●精神科ソーシャルワーク論(2)

ライフデザイン分野

［DP5］

3121117900

1111110800

［DP5］

仏教と人間(4)

宗教教育科目

［DP5］

■社会福祉専門演習Ⅰ(4)

●社会福祉援助技術演習Ⅱ(4)
■情報処理論(4)

［DP5］

［DP5］

●社会福祉援助技術演習Ⅰ(4)

■社会福祉原論(4)

任意選択科目群
各学生の関心に基づき、
将来役立つ知識習得のた
めに任意に加えて履修す
る科目群
（主に１～３年次）
＊印はⅠ年次履修不可

3121117810

●社会調査の基礎(2)

［DP5］

［DP5］

3111168312

＊●現代家族論(2)

3111084250

3121020400

●社会福祉援助技術各論ⅠA(2)

●公的扶助論(2)

［DP2］

［DP2］

3121022300

［DP5］

●精神保健福祉論Ⅰ(4)

4年次後期

3121020600

●行政法(4)

●経済原論(4)

4年次前期

各科目区分の卒業必要単位数を超えて修得した単位

14科目

38単位

49単位以下

21科目

49単位

49単位以下

10科目

36単位

49単位以下

6科目

30単位（卒論８単位含む）

49単位以下

2020年度履修モデル（福祉教養系）
科目分野

1年次前期

1年次後期

●民法(4)

［DP2］

●行政法(4)

●社会政策a(2)

■必修：
28単位

3611052000

●社会政策b(2)

2年次後期

●家族療法(4)

3421048300

［DP2］

［DP2］3651083310

専門教育科目：
80単位

3411187300

［DP2］

●経済原論(4)

2年次前期

［DP2］3651083320

●社会福祉学特講Ⅲ(4)

［DP5］

3121086000

●社会福祉学特講Ⅳ(4)

［DP5］

3121086100

［DP5］

3年次前期
●女性福祉論(4)

［DP2］

3221106110

＊●発達臨床心理学(2)

［DP2］

3231168250

＊●老年心理学(2)

［DP2］

3231194110

＊●青年心理学(2)

［DP2］

3221120290

＊●犯罪と逸脱の社会学(2)

＊●産業心理学(2)

［DP2］

3211075805

＊●スポーツ心理学(2)

［DP2］

3231116310

＊●宗教文化論(2)

＊●司法・犯罪心理学(2)

［DP2］

3231168330

＊●環境心理学(2)

［DP2］

●心理検査法(4)

［DP5］

3231102000

●福祉心理学(4)

［DP5］

3211171370

●介護技術(2)

［DP2］

［DP2］

［DP5］

3111168312

3111090003

＊●歴史社会学(2)

●障害者福祉論(2)
●老人福祉論(2)

［DP4］

●精神医学（福祉）(4)

［DP5］

3121117810

●精神科リハビリテーション学(4)

●精神保健福祉論Ⅰ(4)

［DP5］

3121118400

●精神保健福祉援助技術各論(4)
3121118500

●精神保健学(4)

［DP5］

3121090801

●就労支援サービス(2)

3121193810

［DP5］

●児童福祉論(2)

［DP5］

［DP5］

●社会調査の基礎(2)

［DP5］

3121084500

●社会福祉援助技術各論ⅠB(2)

［DP5］

3121084700

●社会福祉援助技術各論ⅡA(2)

［DP5］

3121084900

●社会福祉援助技術各論ⅡB(2)

［DP5］

3121085100

■情報処理論(4)

［DP3］

■社会福祉原論(4)

専門教育科目
(基礎)

3011169860

全学共通科目：
14単位

教養教育科目
(人文・社会・自然・
ライフデザイン)

社会学（福祉）(2)

新入生セミナー(2)

［DP5］

［DP4］

●医療福祉論(2)

［DP5］

3121006310

［DP5］

●司法福祉論(2)

［DP5］

3121079220

3461055210

［DP5］

年間履修制限単位数

3121085800
3121022500

●福祉サービスの組織と経営(2)［DP5］3121171360

3121134400

■社会福祉基礎演習(4)

［DP3］

3011086400

●キャリア発達演習(4)

［DP3］

1011042280

［DP5］

■社会福祉専門演習Ⅰ(4)

［DP3］

3013086900

■社会福祉専門演習Ⅱ(4)
［DP3］
3013087000
●卒業論文(8)
［DP3］
3013131600

3231117890

［DP2］

［DP4］

英語ⅠAb(1)

［DP2］
［DP2］
［DP4］

広域選択30単位

履修モデル単位数
（赤枠は専門科目＋全学共通科目）

3231118000

［DP1］

医学一般(2)

英語ⅠAa(1)

［DP5］

3121118200

［DP1］

心理学（福祉）(2)

外国語科目

［DP5］

3231117900

3121085500

●精神科ソーシャルワーク論(2)

ライフデザイン分野

［DP5］

3121086700

［DP5］

仏教と人間(4)

3111103380

1111110800

［DP5］

■社会福祉援助技術総論(4)

宗教教育科目

3121064410

●地域福祉論(4)
［DP3］

〔DP2〕

3111083810

［DP5］

●権利擁護と成年後見制度(2)

3121106401
■ヒューマンサービス演習(4)

専門教育科目
(演習・卒業論文)

3441087500

3111056670

3121090210

●福祉行財政と福祉計画(2)［DP5］3651171310

●社会保障論(4)

〔DP2〕

任意選択科目群
各学生の関心に基づき、
将来役立つ知識習得の
ために任意に加えて履
修する科目群
（主に１～３年次）
＊印は１年次履修不可

3121020400

［DP5］

［DP5］

3111084260

3121020600

●社会福祉援助技術各論ⅠA(2)

●公的扶助論(2)

［DP2］

3111084250

＊●ジェンダー・セクシュアリティ論(2)

●家庭福祉論(4)

［DP5］

［DP2］

＊●現代家族論(2)

●社会福祉学特講Ⅰ(4)

●介護概論(2)

3121111600

＊●福祉社会学(2)

3211023210

●精神保健福祉論Ⅱ(2)［DP5］

福祉教養の履修モデル
（黄色は社会福祉士の指定
科目、ピンク色は精神保健
福祉士の指定科目）
（主に１～３年次）

4年次前期 4年次後期

3121022300

＊●児童心理学(2)

●選択：
52単位

3年次後期

各科目区分の卒業必要単位数を超えて修得した単位

14科目

38単位

49単位以下

16科目

38単位

49単位以下

5科目

16単位

49単位以下

2科目

12単位（卒論8単位含む）

49単位以下

