
2020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

FAA100 介護概論Ⅰ FAA130 介護概論Ⅱ

FAA135
⾼齢者に対する⽀援と
介護保険制度

FAA140 コミュニケーション技術Ⅰ FAA200 コミュニケーション技術Ⅱ
FAA105 ⽣活レクリエーション FAA205 介護予防 FAA240 セラピー概論

FAA110 ⽣活⽀援技術Ⅰ FAA145 ⽣活⽀援技術Ⅱ FAA210 ⽣活⽀援技術Ⅲ
FAA215 ⽣活経営・管理の技法 FAA245 居住環境整備の技法

FAA250 家事⽀援の技法Ⅰ・被服
FAA220 家事⽀援の技法Ⅱ・栄養 FAA255 家事⽀援の技法Ⅲ・調理

FAA115 介護過程Ⅰ FAA150 介護過程Ⅱ FAA225 介護過程Ⅲ FAA260 介護過程Ⅳ
FAA120 介護総合演習Ⅰ FAA155 介護総合演習Ⅱ FAA230 介護総合演習Ⅲ FAA265 介護総合演習Ⅳ
FAA125 介護実習Ⅰ FAA160 介護実習Ⅱ FAA235 介護実習Ⅲ
FAB100 コミュニケーション演習 KAB205 ⼈権と差別 FAB210 権利擁護と成年後⾒制度
KBB200 ⽇本の憲法 FAB200 こども家庭福祉
FAB105 社会福祉概論 KAB200 社会学
KBC100 数の世界 BAA115 経営学総論 FAB205 社会調査法
FAB110 グリーンプランニングⅠ FAB115 グリーンプランニングⅡ※ 
KAB100 ⼼理学 FAC205 ⾼齢者の⼼理

FAC110 発達と⽼化の理解
FAC100 解剖⽣理学 FAC115 ⽣活援助⽅法論

FAC120 嚥下と⼝腔衛⽣
FAC125 認知症の理解Ⅰ FAC200 認知症の理解Ⅱ

FAC105 障害の理解Ⅰ FAC130 障害の理解Ⅱ
FAD200 医療的ケアⅠ FAD205 医療的ケアⅡ 医療的ケア

FAE100 相談援助の基盤と専⾨職 FAE200 相談援助の理論と⽅法
KAB100 ⼼理学 KAB200 社会学

FAB205 社会調査法
FAE205 福祉⾏財政と福祉計画
FAE210 社会保障 FAE230 地域福祉の理論と⽅法

FAB105 社会福祉概論 FAE105
低所得者に対する⽀援と
⽣活保護制度

FAB200 こども家庭福祉 CHAA215 障害者福祉

FAE215 保健医療サービス FAB210 権利擁護と成年後⾒制度
FAE235 社会福祉施設経営

FAE110 相談援助演習Ⅰ
FAE115 相談援助演習Ⅱ FAE225

FAE120

FAE125 相談援助実習

M100 ⽣活と未来
FAB110 グリーンプランニングⅠ FAB115 グリーンプランニングⅡ※ 
FAB100 コミュニケーション演習 FAA140 コミュニケーション技術Ⅰ FAA200 コミュニケーション技術Ⅱ

FAA105 ⽣活レクリエーション
FAA110 ⽣活⽀援技術Ⅰ FAA145 ⽣活⽀援技術Ⅱ FAA210 ⽣活⽀援技術Ⅲ

FAA255 家事⽀援の技法Ⅲ・調理
FAA120 介護総合演習Ⅰ FAA155 介護総合演習Ⅱ FAA230 介護総合演習Ⅲ FAA265 介護総合演習Ⅳ
FAA125 介護実習Ⅰ FAA160 介護実習Ⅱ FAA235 介護実習Ⅲ

BAA115 ゼミナールⅠ
FAE110 相談援助演習Ⅰ
FAE115 相談援助演習Ⅱ FAE225 相談援助演習Ⅲ
FAE120 相談援助実習指導
FAE125 相談援助実習

M100 ⽣活と未来 FC200 専⾨ゼミナール
FAA110 ⽣活⽀援技術Ⅰ FAA145 ⽣活⽀援技術Ⅱ FAA210 ⽣活⽀援技術Ⅲ

FAA215 ⽣活経営・管理の技法 FAA245 居住環境整備の技法
FAA220 家事⽀援の技法Ⅱ・栄養 FAA250 家事⽀援の技法Ⅰ・被服

FAA115 介護過程Ⅰ FAA150 介護過程Ⅱ FAA225 介護過程Ⅲ FAA260 介護過程Ⅳ
FAA125 介護実習Ⅰ FAA160 介護実習Ⅱ FAA235 介護実習Ⅲ

BAA115 ゼミナールⅠ
FAE110 相談援助演習Ⅰ
FAE115 相談援助演習Ⅱ FAE225 相談援助演習Ⅲ
FAE120 相談援助実習指導
FAE125 相談援助実習

※ 隔年開講のため、2回⽣で受講の場合もあります

後期
 １回⽣

前期 後期 前期
２回⽣ 学修成果を得るために

必要な項⽬

介護
（介護サービスを提供す
る対象、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）
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こころとからだのしくみ
（介護実践に必要な知識
という観点から、からだ
とこころのしくみについ
ての知識を学ぶ）

ソーシャルワーク
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後期

前期
２回⽣

後期
学修成果を得るために

必要な項⽬

前期
２回⽣

⾼齢者に対する⽀援と介護
保険制度

⼈間と社会
（介護を必要とする者に対す
る全⼈的な理解や尊厳の保
持、介護実践の基盤となる教
養、総合的な判断⼒及び豊か
な⼈間性を⾝に付ける）

学修成果を得るために
必要な項⽬

 １回⽣
前期 後期

FAA135

 １回⽣
前期 後期

相談援助演習Ⅲ
相談援助実習指導



2020年度⼊学⽣ 基礎教養科⽬ カリキュラム・ツリー

KAA100 英語Ⅰ KAA100 英語Ⅰ

KAA115 英語Ⅱ

KAA105 英会話

KAA110 フランス語Ⅰ KAA120 フランス語Ⅱ

KAB100 ⼼理学

KAB200 社会学

KAB205 ⼈権と差別 KAB205 ⼈権と差別

KAB105 ⽇本語・⽇本事情Ⅰ KAB110 ⽇本語・⽇本事情Ⅱ

KAC100 ⽂字とことばの歴史 KAC115 奈良の伝統⾏事

KAC105 奈良とお茶 KAC120 奈良の伝統⼯芸

KAC110 奈良の⾷と⽂化

KAD100 健康・スポーツ論 KAD200 健康・スポーツ実習 健康

KBA100 国語表現法 KBA100 国語表現法

KBA105 ⽇本語Ⅰ KBA105 ⽇本語Ⅱ KBA105 ⽇本語Ⅲ KBA105 ⽇本語Ⅳ

KBB200 ⽇本の憲法 憲法

KBC100 数の世界 数学

KBD100 基礎ゼミナールⅠ KBD105 基礎ゼミナールⅡ

KBD110 キャリアデザイン

KBE100 情報概論

KBE110 情報処理演習Ⅰ KBE115 情報処理演習Ⅱ KBE200 情報処理演習Ⅲ KBE205 情報処理演習Ⅳ

キャリア

情報

１回⽣ ２回⽣ 学修成果を得るために
必要な項⽬前期 後期 前期 後期
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