
 

特別学期 特別学期 特別学期 特別学期

DP1：知識・理解

1-1
心理学に関する基礎的・専門的知識を有して
いる。

1-2
社会福祉学に関する基礎的・専門的知識を有
している。

1-3
レクリエーション学に関する基礎的・専門的知
識を有している。

後期 前期 後期

心理・社会福祉学科
（ 心理コース ）

1年 2年 3年 4年

前期 後期 前期 後期 前期

DP3：思考・判断

3-1
必要な情報を収集・整理し、あらたな問題を発
見することができる。

3-2
問題に対する解決策を立案し、実行することが
できる。

3-3

身の周りの様々な現象を既有の専門知識と結
びつけて分析的・論理的に考えることができ
る。

DP2：技能・表現

2-1

科学的な視点に基づき、様々な課題の解決に
心理学の専門的知識を統合し活用できる能力
を有している。

2-2

人と社会との関係を理解し、様々な課題の解
決に社会福祉学の専門的知識を統合し活用で
きる能力を有している。

2-3

自らの考えを他者に伝えられるコミュニケー
ション能力およびプレゼンテーション能力を有
している。

2-4
他者との円滑な関係を構築し、それを維持しな
がら多様な人々と協働することができる。

2-5
コンピュータを使って、収集したデータを適切に
処理し、文書を作成することができる。

DP4：態度・志向性

4-1

社会環境および人間関係における課題を自ら
発見し、解決しようとする積極的な姿勢をも
つ。

4-2

個人および個人と他者との関係に関心をもち、
多様な場面において人との関係づくりができ
る。

4-3
社会の一員としての役割を見いだし、人を援助
することができる。

社会学

心理学概論A

心理学概論B 発達心理学

臨床心理学概論

心理学研究法

心理学的支援法

司法・犯罪心理学

知覚・認知心理学（認知）

感情・人格心理学(人格)

心理的アセスメント(概論)

卒業論文

卒業論文

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB

精神疾患とその治療A
精神疾患とその治療B

精神保健福祉援助技術総論
人体の構造と機能及び疾病

ソーシャルワーク概論A ソーシャルワーク概論B

権利擁護と成年後見制度

精神科リハビリテーション学B

社会福祉事業史

社会保障論A

公的扶助論

社会保障論B

更生保護制度

保健医療サービス

レクリエーション概論

心理学実験Ⅰ 心理学実験Ⅱ

心理学統計法(基礎) 心理学統計法(応用)

心理的アセスメント（概論）

学習・言語心理学（言語）

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB

専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

健康・医療心理学

心理的アセスメント(実習)

卒業論文

高齢者福祉論

障害者福祉論

児童・家庭福祉論

英語Ⅰ 英語Ⅱ

Oral Communication Ⅰ Oral Communication Ⅱ

理系女性のキャリアパス設計論

心理学英語文献講読

レクリエーション指導技術

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB 専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

レクリエーションアクティビティ

多職種協働グループワーク実践論

レクリエーションの企画と運営

情報リテラシー データ処理論Ⅰ データ処理論Ⅱ 専門演習ⅠA 専門演習ⅠB 専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB 専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

レクリエーションマネジメント

初期演習Ⅰ

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB 専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

障害とスポーツレクリエーション

生命科学と倫理を巡る知性と感性

地域活性化システム論

プレプロフェッショナル教育

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB
専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

神経・生理心理学(生理)

学習・言語心理学（学習）

社会・集団・家族心理学（家族）

レクリエーションマネジメント

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB 専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

卒業論文

専門演習ⅠA 専門演習ⅠB
専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

障害とスポーツレクリエーション

スクールソーシャルワーク

虐待とソーシャルワーク

レクリエーションの企画と運営

専門教育科目基礎教育科目 心理学科目 社会福祉学科目 レクリエーション学科目 コース共通科目 コース共通広域大学連携科目

心理実習

感情・人格心理学（感情）

公認心理師の職責

障害とスポーツレクリエーション

心理調査概論

障害者・障害児心理学

心理実習指導

関係行政論
福祉心理学

心理調査概論

心理演習

心理演習

神経・生理心理学(神経)

卒業論文

卒業論文

卒業論文

卒業論文

卒業論文

卒業論文

卒業論文

福祉心理学

精神疾患とその治療B

障害者・障害児心理学
精神疾患とその治療A

知覚・認知心理学（知覚）

精神保健学Ａ 精神保健学Ｂ

精神保健学Ａ 精神保健学Ｂ

精神科リハビリテーション学Ａ

専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

関係行政論

卒業論文

卒業論文

教育・学校心理学

産業・組織心理学

福祉心理学

社会・集団・家族心理学（社会・集団）

消費者心理学

医療ソーシャルワーク

初期演習Ⅱ（心理・社会福祉）

初期演習Ⅰ 初期演習Ⅱ（心理・社会福祉）



特別学期 特別学期 特別学期 特別学期

DP4：態度・志向性

4-1
社会環境および人間関係における課題を自ら発見
し、解決しようとする積極的な姿勢をもつ。

4-2
個人および個人と他者との関係に関心をもち、多
様な場面において人との関係づくりができる。

4-3
社会の一員としての役割を見いだし、人を援助す
ることができる。

DP2：技能・表現

2-1

科学的な視点に基づき、様々な課題の解決に心理
学の専門的知識を統合し活用できる能力を有して
いる。

2-2

人と社会との関係を理解し、様々な課題の解決に
社会福祉学の専門的知識を統合し活用できる能
力を有している。

2-3
自らの考えを他者に伝えられるコミュニケーション
能力およびプレゼンテーション能力を有している。

2-4
他者との円滑な関係を構築し、それを維持しながら
多様な人々と協働することができる。

2-5
コンピュータを使って、収集したデータを適切に処
理し、文書を作成することができる。

DP3：思考・判断

3-1
必要な情報を収集・整理し、あらたな問題を発見す
ることができる。

3-2
問題に対する解決策を立案し、実行することができ
る。

3-3
身の周りの様々な現象を既有の専門知識と結びつ
けて分析的・論理的に考えることができる。

後期 前期 後期

心理・社会福祉学科
（ 社会福祉コース ）

1年 2年 3年 4年

前期 後期 前期 後期 前期

DP1：知識・理解

1-1
心理学に関する基礎的・専門的知識を有してい
る。

1-2
社会福祉学に関する基礎的・専門的知識を有して
いる。

1-3
レクリエーション学に関する基礎的・専門的知識を
有している。

健康・医療心理学

障害とスポーツレクリエーション

レクリエーションマネジメント

専門教育科目基礎教育科目 心理学科目 社会福祉学科目 レクリエーション学科目 コース共通科目 コース共通広域大学連携科目

福祉行財政と福祉計画

ソーシャルワーク論ⅡA

精神保健福祉援助技術各論A

精神保健福祉援助技術各論B 精神保健福祉援助演習Ⅰ 精神保健福祉援助演習Ⅱ

ソーシャルワーク演習ⅡA ソーシャルワーク演習ⅡB

虐待とソーシャルワーク

就労支援

更生保護制度

障害とスポーツレクリエーション

ソーシャルワーク論ⅡB

現代社会と福祉A

社会保障論A

関係行政論

社会学
現代社会と福祉B

保健医療サービス

社会保障論B

公的扶助論

福祉サービスの組織と経営

福祉心理学

障害者・障害児心理学

レクリエーション概論

英語Ⅰ 英語Ⅱ

Oral Communication Ⅰ Oral Communication Ⅱ

理系女性のキャリアパス設計論

レクリエーションアクティビティ

多職種協働グループワーク実践論

生命科学と倫理を巡る知性と感性

地域活性化システム論

情報リテラシー

高齢者福祉論

障害者福祉論

児童・家庭福祉論

レクリエーションの企画と運営

地域福祉論A

介護概論

地域福祉論B

社会調査法

ソーシャルワーク演習ⅠB

レクリエーション指導技術

ソーシャルワーク演習ⅠA

社会・集団・家族心理学

（家族）

卒業論文

専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

社会・集団・家族心理学

（社会・集団）

ソーシャルワーク演習Ⅲ 社会福祉特講

精神保健福祉援助実習A 精神保健福祉援助実習B

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ

専門演習ⅡA 専門演習ⅡB

レクリエーションマネジメント

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

プレプロフェッショナル教育

障害とスポーツレクリエーション

専門演習ⅠA

ソーシャルワーク実習

専門演習ⅠA

専門演習ⅠB

専門演習ⅠB

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ

障害者福祉論

児童・家庭福祉論

レクリエーションの企画と運営

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

スクールソーシャルワーク

精神保健福祉援助技術総論 人体の構造と機能及び疾病

ソーシャルワーク概論B

権利擁護と成年後見制度

ソーシャルワーク概論A

精神保健学A 精神保健学B

精神疾患とその治療A

精神科リハビリテーション学A 精神科リハビリテーション学B

精神保健福祉制度論A

精神障害者の生活支援システム

ソーシャルワーク論ⅠA

精神保健福祉制度論B

ソーシャルワーク論ⅠB

医療ソーシャルワーク

精神疾患とその治療B

発達心理学

心理学研究法

臨床心理学概論

心理学概論A

心理学概論B

精神保健学B精神保健学A 精神疾患とその治療A 精神疾患とその治療B

知覚・認知心理学（知覚）

人体の構造と機能及び疾病

福祉心理学

障害者・障害児心理学

感情・人格心理学（人格） 心理学的支援法 教育・学校心理学

関係行政論

社会福祉事業史

初期演習Ⅰ 初期演習Ⅱ（心理・社会福祉）

初期演習Ⅰ 初期演習Ⅱ（心理・社会福祉）
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