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学部・⼤学院

⽣涯スポーツ学部
学部⻑挨拶

スポーツ教育学科
・教員紹介

健康福祉学科
・教員紹介

 

  

1 DIPLOMA POLICY
 

学位授与⽅針

本学科では、以下に⽰す資質・能⼒等を修得した者に学位を授与します。
 

【知識・理解】
 

(1) 豊かな⼈間性と社会⼈として必要な幅広い教養を⾝に付けている。
 

(2) 福祉と健康に関する専⾨知識を⾝に付けている。特に介護福祉学の学位を取得

する者は介護福祉に関する専⾨知識、健康福祉学の学位を取得する者は健康福祉に

関する専⾨知識を⾝に付けている。
 

(3) 社会福祉⼠、介護福祉⼠、健康運動指導者等を⽬指す学⽣は、各養成課程で求

められる知識と技能を⾝に付けている。
 

(4) 少⼦⾼齢社会を⾒据え、介護予防や認知症予防の重要性を理解している。
 

【思考・判断】
 

(5) 現代社会が抱える課題に対し、福祉と健康の両学問領域で学んだ知識を活⽤

し、解決策を考えることができる。
 

健康福祉学科

健康福祉学科の特⻑

 
＞健康福祉学科の特⻑についてのチラシはこちら

 ＞国家試験受験対策のチラシはこちら
 ＞⼩冊⼦「もしも私が福祉のプロだったら？」はこちら

 ＞「健康福祉学科で何を学ぶ？あなたと分野の相性診断」はこちら
 ＞職場体験「介護のしごと１ＤＡＹチャレンジ！」のチラシはこちら

3つのポリシー
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【関⼼・意欲・態度】
 

(6) 福祉課題について関⼼を持ち、数⼗年先を⾒据えた⻑期的な視野で取り組む意

欲がある。
 

(7) 多様な価値観を持つ⼈々が暮らす社会において、⾃らの役割を⾃覚するととも

に、他者と連携して活動することができる。
 

【技能・表現】
 

(8) 円滑なコミュニケーション⼒と福祉と健康に関する専⾨技術を⾝に付けてい

る。

2 CURRICULUM POLICY
 

教育課程編成⽅針

本学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる⽬標を達成するため、以下の⽅針に基

づき教育課程を編成します。
 

【教育内容】
 

(1) 豊かな⼈間性と社会⼈としての幅広い教養については、全学教育の教養科⽬、

キャリア科⽬、発展科⽬を中⼼に４年間かけて学びを積み重ねていく。併せて初年

次の基礎教育セミナーでも、学びに必要な能⼒を育成する。
 

(2) 福祉と健康に関する専⾨知識については、初年次に必修科⽬の「健康学」「健

康福祉学概論」を配置し、最低限の知識を⾝に付ける。さらに学⽣が⾃ら希望する

専⾨分野を中⼼に学べるように教育課程を配置している。
 

(3) 社会福祉⼠、介護福祉⼠、健康運動指導者等多数の資格に必要な知識や実践⼒

を段階的に学ぶことができるよう教育課程を編成している。また健康＋福祉、社会

福祉＋介護福祉、さらには介護予防や認知症予防を含めて、複数の専⾨を組み合わ

せて学ぶことができるよう科⽬を配置している。
 

【教育⽅法】
 

(1) 学⽣が着実に知識を積み上げていけるように、基礎的な学修から専⾨的な学修

へ段階的に学ぶカリキュラム構成となっている。
 

(2) 学⽣の主体的な学びを促進するために、アクティブ・ラーニングを積極的に取

り⼊れている。
 

(3) 現場で活かせる実践⼒を⾼めるため、学外での実習を充実させている。
 

(4) 他者とのコミュニケーションや⾃分の考えを述べることを重視し、基礎教育セ

ミナーやキャリアデザイン、専⾨演習など、少⼈数での授業を展開している。
 

【教育評価】
 

(1) 各授業科⽬において、ディプロマ・ポリシーで⽰した能⼒が醸成されているか

どうかを⾒極める課題（レポート、試験）を⾏う。また、地域での福祉ボランティ

ア活動等に積極的に参加しているかどうかを含めて評価する。
 

(2) 学期ごとの確認テストを⾏うなど、学びの習熟度を学⽣⾃ら確認できるように

する。
 

(3) 専⾨演習Ⅲや卒業研究、資格取得状況等から、４年間の学びの成果を総合的に

評価する。

3 ADMISSION POLICY
 

⼊学者受け⼊れ⽅針

本学科では、以下に⽰す資質・能⼒等を⾝に付けた者を受け⼊れます。
 

(1) ⾼等学校の教育課程を修了し、⾼等学校卒業に相当する学⼒を⾝に付けてい

る。
 

(2) 健康分野及び福祉分野の勉学意欲が⾼く、その専⾨家として活躍することを希

望している。
 

(3) 他者とのコミュニケーションを積極的に図る。

カリキュラムマップ



2019/4/16 健康福祉学科 | ⽣涯スポーツ学部 | 学部・⼤学院・短⼤⼀覧 | 北翔⼤学

www.hokusho-u.ac.jp/school/lifesport/healthwelfare/index.html 3/7

 PDFはこちら

学びのステップ

1年次 健康福祉に関する基礎を学ぶ
 前学期 後学期

専⾨科⽬［⼀例］
●健康福祉学概論 ●児童・家庭福祉論 ●医学概論 ●ソー
シャルワーク概説Ⅰ

●介護概論Ⅰ ●ソーシャル
ワーク論Ⅰ

学部共通科⽬［⼀
例］

●⽣涯スポーツ学 ●⽣涯学習論 ●健康学 ●介護予防論 ●栄養と健康

全学共通科⽬
全学共通科⽬は、導⼊科⽬、基礎科⽬、外国語科⽬、教養科⽬、就業⼒養成科⽬から構成
されています。

2年次 適性や進路に合った資格取得・課程選択
 前学期 後学期

http://www.hokusho-u.ac.jp/school/lifesport/healthwelfare/files/cmap_healthwelfare_2018.pdf
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本来の相談援助に加えて、健康づくりの視点からの⽀援がで
きる社会福祉⼠となります。各施設の中で⾝体を使った活動
や⾏事の企画・実践ができます。

介護福祉と健康づくりの専⾨性を⾝につけることで、介護が
必要な⽅に実践的な運動指導ができます。⽇常的な介護の中
で⾏う「⽣活リハビリテーション」の効果の向上に貢献でき
ます。

社会福祉⼠と介護福祉⼠の国家資格を
ダブルで取得することができます。相
談援助と介護福祉の2つの専⾨性を⾝
につけることで、将来のキャリアアッ
プにも役⽴ちます。

レクリエーションは、参加者が打ち解
け、楽しく活動することに役⽴ちま
す。施設やデイサービスなどで、効果
的な企画を⽴て実施することができま
す。

 前学期 後学期

専⾨科⽬［⼀例］
●レクリエーション実技 ●⾼齢者福祉
論Ⅰ ●相談援助演習Ⅰ

●介護実習Ⅰ ●公的扶助論 ●⽣涯スポーツ指
導演習（エアロビック）

学部共通科⽬［⼀
例］

●地域⽀援実習 ●地域⽀援実習

全学共通科⽬
全学共通科⽬は、導⼊科⽬、基礎科⽬、外国語科⽬、教養科⽬、就業⼒養成科⽬から構成
されています。

3年次 ゼミを選択し、専⾨性をより深く追究
 前学期 後学期

専⾨科⽬［⼀例］
●相談援助実習（通年） ●相談援助演習
Ⅲ・Ⅳ ●運動処⽅ ●介護実習Ⅱ

●介護技術演習Ⅴ ●障害のある⼈の理解
●医療的ケアⅡ ●地域福祉論Ⅱ

学部共通科⽬［⼀
例］

 ●⽣涯学習展開論 ●就業⼒特別演習Ⅰ

全学共通科⽬ ●キャリア演習Ⅰ ●就業⼒特別講義Ⅱ ●キャリア演習Ⅱ ●インターンシップ

4年次 確実な資格取得と専⾨職への準備
 前学期 後学期

専⾨科⽬［⼀例］
●福祉実践実習（通年） ●健康福祉専⾨職演習
Ⅰ ●専⾨演習Ⅲ

●健康福祉専⾨職演習Ⅱ ●卒業研
究 ●専⾨演習Ⅳ

学部共通科⽬［⼀
例］

●就業⼒特別演習Ⅱ ●コミュニケーション論 ●就業⼒特別演習Ⅲ

全学共通科⽬ ●キャリア演習Ⅲ ●キャリア演習Ⅳ

          

健康福祉学科の養成モデル
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取得できる免許状・資格

免許状・資格 介護福祉⼠養成課程 ※1 介護福祉⼠養成課程以外

介護福祉⼠国家試験受験資格 ※1 ●  

社会福祉⼠国家試験受験資格 ● ●

健康運動実践指導者受験資格 ● ●

レクリエーション・インストラクター ● ●

初級障がい者スポーツ指導員 ● ●

任⽤資格

社会福祉主事任⽤資格 ● ●

⾝体障害者福祉司任⽤資格 ● ●

知的障害者福祉司任⽤資格 ● ●

児童福祉司任⽤資格 ● ●

児童指導員任⽤資格 ● ●

社会教育主事任⽤資格 ● ●

学びを活かせる将来像

職種
介護福祉⼠養成課程

※1
介護福祉⼠養成課程

以外

介護福祉⼠ ●  

社会福祉⼠ ● ●

児童指導員（児童福祉施設等） ● ●

⽣活⽀援員（障害者⽀援施設等） ● ●

⽣活相談員（⾼齢者福祉施設等） ● ●

福祉活動専⾨員（社会福祉協議会） ● ●

公務員 ● ●

健康運動実践指導者 ● ●

健康増進施設指導者 ● ●

フィットネスクラブインストラクター ● ●

地域スポーツ指導者 ● ●

公務員（市町村教育委員会） ● ●

障害者スポーツセンター ● ●

⼀般企業 など ● ●

※1 介護福祉⼠養成課程（定員30名）に登録するのは1年次後期からです。定員を超えて履修希望があった場合、選抜を⾏う
ことがあります。

就職について
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※地域福祉学科→旧・介護福祉学科／医療福祉学科→旧・⽣活福祉学科

 ※平成27年度については2016年5⽉1⽇現在、平成28年度については2017年5⽉1⽇現在、
  平成29年度については2018年3⽉31⽇現在のデータを掲載しています。

  また、就職率につきましては、就職者数÷就職希望者数で算出しています。詳細はこちらをご確認ください。

健康福祉学科の最新情報 ⼀覧を⾒る

健康福祉学科

健康福祉学科新1年⽣始動！

健康福祉学科

別れがあれば出会いがある。⼦ど
も⾷堂・地域⾷堂活動...

健康福祉学科

健康福祉学科の1年⽣が地域と協
働で多世代交流イベント...

健康福祉学科

みんなでワイワイ！お寺カレー♪

健康福祉学科

「認知症予防」の集中講義を⾏い

健康福祉学科

地域の居場所づくり活動、イベン

APR

11
2019

MAR

21
2019

MAR

05
2019

MAR

01
2019

MAR

01
2019

FEB

21
2019

http://www.hokusho-u.ac.jp/courseandemploy/courseemploydata/
http://www.hokusho-u.ac.jp/info/?cldcat=7
http://www.hokusho-u.ac.jp/info?i=1899
http://www.hokusho-u.ac.jp/info?i=1884
http://www.hokusho-u.ac.jp/info?i=1870
http://www.hokusho-u.ac.jp/info?i=1869
http://www.hokusho-u.ac.jp/info?i=1867
http://www.hokusho-u.ac.jp/info?i=1864
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