
中九州短期大学 2020年度経営福祉学科 国際・ビジネスコース カリキュラムマップ 

  1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 

社会生活におけるマナーの習得 半期 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅠ （注 1） ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅡ （注 1） ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅢ （注 1） ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞⅣ （注 1） 

他者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 半期 哲学Ⅰ・倫理学Ⅰ・英会話Ⅰ 
哲学Ⅱ・倫理学Ⅱ・英語基礎・英会話

Ⅱ 
英語応用 

 

自分の考えを表現する力 半期 文学Ⅰ・文章技法Ⅰ 文学Ⅱ・文章技法Ⅱ 

 

システム設計 

社会に対する理解 半期 
社会学概論Ⅰ・海外研修・日本の歴史

と文化 

社会学概論Ⅱ・情報ビジネス論Ⅰ・日

本の歴史と文化 
税理事務実習・情報ビジネス論Ⅱ 

 

社会における企業の役割 半期 

 

中小企業論 経営学Ⅰ 経営学Ⅱ 

社会の経済活動 半期 

 

経済統計 経済学Ⅰ・総合政策論 経済学Ⅱ・国際経済論 

身近な法律に対する基礎的な理解 半期 法学Ⅰ 法学Ⅱ 所得税法 

 

パソコン活用能力 半期 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ概論 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ演習Ⅰ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ演習Ⅱ 

情報収集整理能力 半期 社会学Ⅰ 社会学Ⅱ e-ビジネス論 

 

数的問題解決能力 半期 簿記 簿記演習 情報ビジネス論Ⅲ 会計学 

 （注 1）ライフプランニングは卒業必修です。 



中九州短期大学
経営福祉学科　介護福祉士コース　カリキュラムマップ

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

半期 倫理学Ⅰ・文学Ⅰ・社会学概論Ⅰ・法学Ⅰ 倫理学Ⅱ・文学Ⅱ・社会学概論Ⅱ・法学Ⅱ・海外研修 [主]心理学 [主]地域福祉論

半期 英会話Ⅰ・日本語基礎演習 英語基礎・英会話Ⅱ・日本語基礎演習 英語応用

通年

半期

〔介〕生活支援技術Ⅰ
〔介〕生活支援技術Ⅱ
〔介〕生活支援技術Ⅲ
〔介〕介護の基本Ⅰ
〔介〕コミュニケーション技術Ⅰ
〔介〕介護過程Ⅰ
〔介〕介護総合演習Ⅰ
〔介〕介護実習Ⅰa
〔こ〕発達と老化の理解Ⅰ
〔こ〕認知症の理解Ⅰ

〔介〕生活支援技術Ⅳ
〔介〕生活支援技術Ⅴ
〔介〕生活支援技術Ⅶ
〔介〕介護の基本Ⅱ
〔介〕介護の基本Ⅴ
〔介〕コミュニケーション技術Ⅱ
〔介〕介護過程Ⅱ
〔介〕介護総合演習Ⅱ
〔介〕介護実習Ⅰb
〔こ〕発達と老化の理解Ⅱ
〔こ〕認知症の理解Ⅱ
〔こ〕医療的ケア概論Ⅰ

〔介〕生活支援技術Ⅵ
〔介〕生活支援技術Ⅷ
〔介〕生活支援技術Ⅸ
〔介〕介護過程Ⅲ
〔介〕介護総合演習Ⅲ
〔介〕介護実習Ⅰc
〔こ〕障がい理解Ⅰ
〔こ〕からだのしくみⅡ
〔こ〕医療的ケア概論Ⅱ

〔介〕生活支援技術Ⅹ
〔介〕介護の基本Ⅳ
〔介〕介護の基本Ⅵ
〔社〕人間関係とコミュニケーション
〔介〕介護過程Ⅳ
〔介〕介護総合演習Ⅳ
〔介〕介護実習Ⅱ
〔こ〕障がい理解Ⅱ
〔こ〕からだのしくみⅢ
〔こ〕医療的ケア概論Ⅲ
〔こ〕医療的ケア演習

半期
〔介〕介護の基本Ⅰ
〔介〕介護実習Ⅰa
〔こ〕認知症の理解Ⅰ

〔介〕介護実習Ⅰb
〔介〕介護の基本Ⅲ
〔介〕介護実習Ⅰc

〔介〕介護過程Ⅳ
〔介〕介護実習Ⅱ

半期 〔介〕介護過程Ⅰ　

〔介〕コミュニケーション技術Ⅱ
〔介〕介護過程Ⅱ
〔介〕介護総合演習Ⅱ
〔介〕介護実習Ⅰb

〔介〕介護総合演習Ⅲ
〔介〕介護実習Ⅰc

〔介〕介護過程Ⅳ
〔介〕介護実習Ⅱ

半期 ライフプランニングⅠ（注1） ライフプランニングⅡ（注1） ライフプランニングⅢ（注1） ライフプランニングⅢ（注1）

他者と協働する力

記録・記述する力

ライフプランニング

記号について
［こ］こころとからだ領域の科目（介護福祉士資格必修科目） ［社］人間と社会領域の科目（介護福祉士資格必修科目　［介］介護領域の科目（介護福祉士資格必修科目）
［主］社会福祉主事任用資格の必修科目　　（注1）ライフプランニングは卒業必修です。

介護に関連する諸制度 半期 〔社〕社会の理解Ⅰ
〔社〕社会の理解Ⅱ
〔介〕介護の基本Ⅲ

〔介〕介護実習Ⅱ

コミュニケーション能力 半期
〔介〕コミュニケーション技術Ⅰ
〔介〕介護過程Ⅰ
〔介〕介護実習Ⅰa

〔介〕コミュニケーション技術Ⅱ
〔介〕介護過程Ⅱ
〔介〕介護実習Ⅰb

〔介〕介護過程Ⅲ
〔介〕介護実習Ⅰc

〔社〕人間関係とコミュニケーション

〔社〕人間関係とコミュニケーション

他者に共感できる力 半期
〔介〕介護の基本Ⅰ
〔介〕コミュニケーション技術Ⅰ
〔こ〕認知症の理解Ⅰ

〔介〕介護の基本Ⅱ 〔社〕人間関係とコミュニケーション

介護福祉士資格 資格取得のための科目

専
門
教
育
科
目

介護の専門性（介護の知識、技術）

〔こ〕からだのしくみⅠ

介護職としての人権擁護意識、倫
理観

半期 〔介〕介護の基本Ⅰ　
〔社〕[主]社会福祉概論
〔介〕介護の基本Ⅱ
〔介〕介護の基本Ⅴ

教
養
科
目

教養科目 教養科目

外国語以外

外国語



中九州短期大学
幼児保育学科　カリキュラムマップ

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

半期 文学【選】（※） 海外研修【選】 心理学【選】
人間研究【選】
［教］日本国憲法（注1）

通年

半期 ［教］外国語コミュニケ―ション

通年

半期 ［保・教］体育実技 ［保・教］体育講義

保育士資格 幼稚園教諭二種免許

半期 ［保・教］保育者論 ［保・教］教育原理

半期 ［保・教・ピア・准学］保育の心理学 ［保・ピア・准学］こどもの理解と援助
［保・教・准学］特別支援教育論
［保・教］保育・教育課程論（計画と評価）

［教］教育制度論（注1）
［教］教育史　　　　（※)

半期
［保］こどもの発達障害【選】
［保］保育現場の人間関係【選】
［保］保育現場のこどもと遊び【選】（※）

［保］こども家庭支援の心理学

通年

半期
［保］社会的養護Ⅱ
［保・教］こどもの健康と安全
［保］乳児保育Ⅱ

［保］子育て支援

通年

半期

［保・教］保育内容【表現Ⅰ】
［保・教］保育内容【言葉】
［保・教］こどもと健康
［保・教］こどもと人間関係

［保・教］保育内容総論
［保・教・ピア］保育内容【人間関係】
［保・教］保育内容【環境】
［保・教］こどもと言葉
［保・教］こどもと表現

［保・教］国語表現法

通年

道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒
指導、教育相談等に関す
る科目

半期 ［教］教育方法論【保・選】（注1） [教・准学］保育臨床相談（注1）

総合演習 半期 ［保・教］保育・教職実践演習（幼稚園）

保育実習 通年

半期 キャリアスタディ【必修】（注2）

通年

教
養
科
目

教養科目 教養科目

外国語・体育以外

［教］情報機器演習（注１）

外国語
英会話【選】（※）

体育

専
門
教
育
科
目

保育の本質・目
的に関する科目

半期

領域及び保育内容の指
導法に関する科目

保育の対象理解
に関する科目

［教］保育内容指導法【保・選】（注1）
［保・教］保育内容【表現Ⅱ】
［保・教］基礎音楽

［保・教］こどもの保健

[保］こどもの音楽遊び【選】
[保］幼児造形【選】

［保］こどもの食と栄養
［保・ピア］臨床心理学【選】

教育の基礎的理解に関
する科目

資格取得のための科目

［保・教］こども家庭福祉
［保］こども家庭支援論
［保・スポ］障害総論【選】

［保・教］保育原理
［保］社会福祉
［保］社会的養護Ⅰ

記号について
［保］保育士資格必修科目　［ピア］ピアヘルパー試験受験のための必修科目　［准学］准学校心理士資格取得のための必修科目　［スポ］初級障害者スポーツ指導員資格取得のための必修科目（他の必修科目は便覧参照）
［教］幼稚園教諭二種免許必修科目　　【選】選択科目（ただし6単位以上選択のこと）　　　　　（※）2019年度は閉講
（注1）この科目は保育士資格の必修ではありませんが、幼稚園教諭二種免許取得のためには必修の科目です。　（注2）卒業必修です。

保育の内容・方
法に関する科目

教育実践に関する科目
［保］保育実習指導Ⅰ／保育実習Ⅰ

［保］保育実習指導Ⅱ・Ⅲ／保育実習Ⅱ・Ⅲ
［教］教育実習指導／教育実習（注1）

職業選択等に関する科目

専門演習 基礎ゼミ（注2） 卒業研究（注2）

［保・教］保育内容【健康】

半期
[保］こどもの遊びと運動学【選】
[保］こどもの造形遊び【選】

［保］乳児保育Ⅰ
［保］障害児保育



中九州短期大学
幼児保育学科　カリキュラムマップ

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

半期 文学【選】（※） 海外研修【選】 心理学【選】
人間研究【選】
［教］日本国憲法（注1）

通年

半期 ［教］外国語コミュニケ―ション

通年

半期 ［保・教］体育実技 ［保・教］体育講義

保育士資格 幼稚園教諭二種免許

半期 ［保・教］保育者論 ［保・教］教育原理

半期 ［保・教・ピア・准学］保育の心理学 ［保・ピア・准学］こどもの理解と援助
［保・教・准学］特別支援教育論
［保・教］保育・教育課程論（計画と評価）

［教］教育制度論（注1）
［教］教育史　　　　（※)

半期
［保］こどもの発達障害【選】
［保］保育現場の人間関係【選】
［保］保育現場のこどもと遊び【選】（※）

［保］こども家庭支援の心理学

通年

半期
［保］社会的養護Ⅱ
［保・教］こどもの健康と安全
［保］乳児保育Ⅱ

［保］子育て支援

通年

半期

［保・教］保育内容【表現Ⅰ】
［保・教］保育内容【言葉】
［保・教］こどもと健康
［保・教］こどもと人間関係
［保・教］こどもと環境

［保・教］保育内容総論
［保・教・ピア］保育内容【人間関係】
［保・教］保育内容【環境】
［保・教］こどもと言葉
［保・教］こどもと表現

［保・教］国語表現法

通年

道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒
指導、教育相談等に関す
る科目

半期 ［教］教育方法論【保・選】（注1） [教・准学］保育臨床相談（注1）

総合演習 半期 ［保・教］保育・教職実践演習（幼稚園）

保育実習 通年

半期 キャリアスタディ【必修】（注2）

通年

教
養
科
目

教養科目 教養科目

外国語・体育以外

［教］情報機器演習（注１）

外国語
英会話【選】（※）

体育

資格取得のための科目

専
門
教
育
科
目

保育の本質・目
的に関する科目

半期
［保］保育原理
［保］社会福祉
［保］社会的養護Ⅰ

［保］こども家庭福祉
［保］こども家庭支援論
［保・スポ］障害総論【選】

保育の内容・方
法に関する科目

［保］乳児保育Ⅰ
［保］障害児保育

領域及び保育内容の指
導法に関する科目

［教］保育内容指導法【保・選】（注1）
［保・教］保育内容【表現Ⅱ】
［保・教］基礎音楽

教育の基礎的理解に関
する科目

保育の対象理解
に関する科目

［保・教］こどもの保健
［保］こどもの食と栄養
［保・ピア］臨床心理学【選】

［保・教］保育内容【健康】

半期
[保］こどもの遊びと運動学【選】
[保］こどもの造形遊び【選】

[保］こどもの音楽遊び【選】
[保］幼児造形【選】

記号について
［保］保育士資格必修科目　［ピア］ピアヘルパー試験受験のための必修科目　［准学］准学校心理士資格取得のための必修科目　［スポ］初級障害者スポーツ指導員資格取得のための必修科目（他の必修科目は便覧参照）
［教］幼稚園教諭二種免許必修科目　　【選】選択科目（ただし6単位以上選択のこと）　　　　　（※）2019年度は閉講
（注1）この科目は保育士資格の必修ではありませんが、幼稚園教諭二種免許取得のためには必修の科目です。　（注2）卒業必修です。

教育実践に関する科目
［保］保育実習指導Ⅰ／保育実習Ⅰ

［保］保育実習指導Ⅱ・Ⅲ／保育実習Ⅱ・Ⅲ
［教］教育実習指導／教育実習（注1）

職業選択等に関する科目

専門演習 基礎ゼミ（注2） 卒業研究（注2）
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