平成30年度入学生

生活未来科

生活福祉コース

カリキュラム・ツリー

１回生
1205 介護概論Ⅰ

後期
高齢者に関する支援と介護保険制度

1225 介護予防
1310 生活支援技術Ⅱ

1230 セラピー概論
1325 居住環境整備の技法
1330 家事支援の技法Ⅰ・被服

1335 家事支援の技法Ⅱ・栄養

1340 家事支援の技術Ⅲ・調理

1405 介護過程Ⅰ

1410 介護過程Ⅱ

1415 介護過程Ⅲ

1420 介護過程Ⅳ

1450 介護総合演習Ⅰ

1456 介護総合演習Ⅱ

1461 介護総合演習Ⅲ

1465 介護総合演習Ⅳ

1472 介護実習Ⅰ

1478 介護実習Ⅱ

1481 介護実習Ⅲ
8105 人権と差別
8145 社会学

3150 経営学総論

対象、場によらず、あらゆ
る介護場面に汎用できる基
本的な介護の知識・技術を
学ぶ）

Ⅰ
1741 権利擁護と成年後見制度

人間と社会
（介護を必要とする者に対

8135 日本の憲法
1115 社会福祉概論

介護
（介護サービスを提供する

1315 生活支援技術Ⅲ
1320 生活経営・管理の技法

8195 数の世界

必要な項目

後期

1265 コミュニケーション技術Ⅱ

1220 生活レクリエーション
1305 生活支援技術Ⅰ

前期

1210 介護概論Ⅱ
1215

1260 コミュニケーション技術Ⅰ

学修成果を得るために

２回生

前期

1655 児童家庭福祉

1700 社会調査法

する全人的な理解や尊厳の
保持、介護実践の基盤とな

福
祉

る教養、総合的な判断力及

に

1610 グリーンプランニングⅠ

び豊かな人間性を身に付け

関

1105 コミュニケーション演習

る）

す

1540 解剖生理学

る

1510 高齢者の心理

8125 心理学
1541 生活援助方法論
1542 嚥下と口腔衛生

1525 障害の理解Ⅰ

識を学ぶ）

1581 医療的ケアⅡ

1115 社会福祉概論

8145 社会学

1605 社会福祉施設経営

1700 社会調査法

1715 地域福祉の理論と方法

1720 福祉行財政と福祉計画

知

医療的ケア

と
技

1710 相談援助の理論と方法

生活保護制度

の
識

1530 障害の理解Ⅱ
1571 医療的ケアⅠ

低所得者に対する支援と

門

ころのしくみについての知

1520 認知症の理解Ⅱ

1705 相談援助の基盤と専門職

1730

専

（介護実践に必要な知識と
いう観点から、からだとこ

1505 発達と老化の理解
1515 認知症の理解Ⅰ

こころとからだのしくみ

術

1655 児童家庭福祉
1725 社会保障
1215
8125 心理学

51020

障害者福祉

高齢者に関する支援と介護 1735 保健医療サービス
保険制度

1590 介護保険実務

ソーシャルワーク

1741 権利擁護と成年後見制度

1745 相談援助演習Ⅰ
1770 相談援助演習Ⅱ

1780 相談援助演習Ⅲ

1755 相談援助実習指導
1760 相談援助実習
１回生
前期

学修成果を得るために

２回生
後期

前期

1630 生活と未来

後期
1615

必要な項目

グリーンプランニングⅡ

1105 コミュニケーション演習
1220 生活レクリエーション
1260 コミュニケーション技術Ⅰ

1265 コミュニケーション技術Ⅱ

1305 生活支援技術Ⅰ

1310 生活支援技術Ⅱ

Ⅱ
1315 生活支援技術Ⅲ
1340 家事支援の技術Ⅲ・調理

1450 介護総合演習Ⅰ

1456 介護総合演習Ⅱ

1461 介護総合演習Ⅲ

1472 介護実習Ⅰ

1478 介護実習Ⅱ

1481 介護実習Ⅲ

1465 介護総合演習Ⅳ

働
・
協

3930 ゼミナールⅠ

調

1745 相談援助演習Ⅰ
1770 相談援助演習Ⅱ

協

力

1780 相談援助演習Ⅲ

1755 相談援助実習指導
1760 相談援助実習
１回生
前期

前期

1630 生活と未来
1305 生活支援技術Ⅰ

学修成果を得るために

２回生
後期

後期

必要な項目

1635 専門ゼミナール
1310 生活支援技術Ⅱ

1315 生活支援技術Ⅲ
1320 生活経営・管理の技法

1325 居住環境整備の技法

1335 家事支援の技法Ⅱ・栄養

1330 家事支援の技法Ⅰ・被服
1420 介護過程Ⅳ

Ⅲ

1405 介護過程Ⅰ

1410 介護過程Ⅱ

1415 介護過程Ⅲ

1472 介護実習Ⅰ

1478 介護実習Ⅱ

1481 介護実習Ⅲ

題

3930 ゼミナールⅠ

解
決

1745 相談援助演習Ⅰ
1770 相談援助演習Ⅱ
1755 相談援助実習指導
1760 相談援助実習

課

1780 相談援助演習Ⅲ

力

平成30年度入学生

基礎教養科目

カリキュラム・ツリー

１回生
前期
8305 英語Ⅰ

２回生
後期

前期

学修成果を得るために
後期

必要な項目

8305 英語Ⅰ
8310 英語Ⅱ
語学

8325 英会話
8330 フランス語Ⅰ

8335 フランス語Ⅱ

8125 心理学

8125 心理学

知
8145 社会学
8105 人権と差別

8205 日本語・日本事情Ⅰ

8210 日本語・日本事情Ⅱ

8115 文字とことばの歴史

8118 奈良の伝統行事

8116 奈良とお茶

8119 奈良の伝統工芸

自己理解・
8105 人権と差別

相互理解

識
と
教
養

地域・奈良

8117 奈良の食と文化
8250 健康・スポーツ論
8110 国語表現法

8255 健康・スポーツ実習

8250 健康・スポーツ論

8110 国語表現法

国語
8135 日本の憲法

憲法

8195 数の世界
8001 基礎ゼミナールⅠ

健康

数学

会
貢
献

8005 基礎ゼミナールⅡ
キャリア
8190 キャリアデザイン

の
基
盤

8425 情報概論
情報
8405 情報処理演習Ⅰ

社

8410 情報処理演習Ⅱ

8415 情報処理演習Ⅲ

8420 情報処理演習Ⅳ

