
●共通基礎科目

科目
コード

科目名 開講地 開講日

AA1031 禅のこころ 仙台 6/3・6/4

AB1002 ボランティア論 仙台 未定

AB1032 科学的な見方･考え方 仙台 未定

AB1033 基礎演習 仙台

4/22・4/23

7/15・7/16

11/18・11/19

AB1034 情報処理の基礎 仙台 4/29～5/1

AB1035
データ分析と
プレゼンテーション技法

仙台 1/20・1/21

AH1049 人権と福祉 仙台 未定

AH1050 社会福祉学入門 仙台 未定

AJ1038 歴史を読み解く 仙台 10/21・10/22

AK1040 睡眠改善学 仙台 3/2・3/3

AL1011 コミュニケーション英語 仙台 1/6～1/8

●専門必修科目（社会福祉学科）

科目
コード

科目名 開講地 開講日

CB3078 医学概論

東京 5/20・5/21

仙台 10/28・10/29

CC2068 福祉心理学

仙台 6/10・6/11

札幌 1/20・1/21

CC2169 社会学と社会システム 仙台 8/5・8/6

CC3085 社会福祉原論A

仙台 9/30・10/1

札幌 10/14・10/15

CC3086 社会福祉原論B 仙台 11/4・11/5

CC3087
ソーシャルワークの
基盤と専門職

仙台 4/29・4/30

CD4088 社会保障論Ⅰ

仙台 7/22・7/23

札幌 10/21・10/22

CE3090 権利擁護を支える法制度

仙台 7/15・7/16

東京 10/21・10/22

CA4108 公的扶助論

盛岡 4/15・4/16

仙台 5/27・5/28

CB3063 福祉法学

仙台 7/15・7/16

東京 10/21・10/22

CC2103
CC2149

福祉心理学

仙台 6/10・6/11

札幌 1/20・1/211 2



●専門選択科目（社会福祉学科）

科目
コード

科目名 開講地 開講日

CC3091
ソーシャルワークの基盤と
専門職（専門）

仙台 5/13・5/14

CC3092 社会福祉調査の基礎
仙台 4/22・4/23

東京 12/2・12/3

CC3093
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅰ

仙台 未定

CC3094
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅱ

仙台 未定

CC3095
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅲ

仙台 未定

CC3096
ソーシャルワークの理論と
方法Ⅳ

仙台 未定

CC3097
地域福祉と包括的支援体制
Ａ

札幌 8/19・8/20

仙台 10/7・10/8

東京 10/7・10/8

CC3098
地域福祉と包括的支援体制
Ｂ

仙台 3/2・3/3

CC4099 福祉サービスの組織と経営
仙台 未定

札幌 12/2・12/3

CD2170 高齢者福祉

東京 6/10・6/11

仙台 5/20・5/21

盛岡 3/9・3/10

CD2171 障害者福祉

新潟 未定

東京 9/17・9/18

仙台 9/2・3

CD2172 児童・家庭福祉

仙台 12/16・12/17

新潟 未定

札幌 3/2・3/3

CD4089 社会保障論Ⅱ
仙台 10/28・10/29

東京 1/20・21

CD4175 公的扶助論
盛岡 4/15・4/16

仙台 5/27・5/28

CE4173 保健医療と福祉
新潟 未定

仙台 6/10・6/11

CF3174 刑事司法と福祉 仙台 8/5・8/6

CN3251
ソーシャルワーク演習
（社会福祉士）

仙台 未定

札幌 未定

東京 未定

新潟 未定

CN4252 ソーシャルワーク演習Ⅰ

仙台 未定

札幌 未定

東京 未定

新潟 未定

CP4254
ソーシャルワーク実習指導
Ⅰ-１

仙台 未定

札幌 未定

東京 未定

新潟 未定

CP4254
ソーシャルワーク実習指導
Ⅰ-２

仙台 未定

札幌 未定

東京 未定

新潟 未定

CP4254
ソーシャルワーク実習指導
Ⅰ-３

仙台 未定

札幌 未定

東京 未定

新潟 未定

CP4254
ソーシャルワーク実習指導
Ⅰ-４

仙台 未定

札幌 未定

東京 未定

新潟 未定

CQ4178 精神医学と精神医療Ⅰ 仙台 未定3 4



CR3182 精神保健福祉の原理Ⅰ 仙台 6/17・6/18

CR3183 精神保健福祉の原理Ⅱ 仙台 未定

CS4184
ソーシャルワークの理論と方法
（精神専門）Ⅰ

仙台 8/12・8/13

CS4185
ソーシャルワークの理論と方法
（精神専門）Ⅱ

仙台 12/16・12/17

CT3186 精神障害リハビリテーション論 仙台 11/25・11/26

CT3187 精神保健福祉制度論 仙台 5/6・5/7

CW3283
ソーシャルワーク演習
（精神保健福祉士）

仙台 未定

CW4258精神保健福祉演習Ⅰ 仙台 未定

CX4260 精神保健福祉実習指導Ⅰ 仙台 未定

CC3079 医学一般

東京 5/20・5/21

仙台 10/28・10/29

CC4080 福祉行財政と福祉計画

東京 4/15・4/16

仙台 11/3・11/4

CD2118 障害者福祉論 仙台 8/11～8/13

CD4075 保健医療サービス論

新潟 未定

仙台 6/10・6/11

CE3071 社会福祉援助技術論Ａ 仙台 未定

CE3072 社会福祉援助技術論Ｂ 仙台 未定

CE4073 社会調査の基礎

仙台 4/22・4/23

東京 12/2・12/3

CE4074 福祉経営論 仙台 未定

CL2064 高齢者福祉論

東京 6/10・6/11

仙台 5/20・21

盛岡 3/9・3/10

CL2065 介護概論 仙台 12/2・12/3

CM3069 更生保護制度論 仙台 8/5・8/6

CM4076 就労支援サービス論 仙台 10/14・10/15

CN3082 社会福祉援助技術演習Ａ

仙台 未定

札幌 未定

盛岡 未定

東京 未定

新潟 未定

CN4083 社会福祉援助技術演習Ｂ

仙台 未定

札幌 未定

盛岡 未定

東京 未定

新潟 未定

CN5084
社会福祉援助技術演習Ｃ
（実習免除者用）

仙台 未定

CP3190 社会福祉援助技術実習指導Ａ

仙台 未定

札幌 未定

盛岡 未定

東京 未定

新潟 未定

CP3190
社会福祉援助技術実習指導Ａ
（科目等履修生用）

仙台 未定

CP5191
社会福祉援助技術実習指導Ｂ-１
+演習Ｃ-１

仙台 未定

札幌 未定

盛岡 未定

東京 未定

新潟 未定5 6



CP5191 社会福祉援助技術実習指導Ｂ-２

仙台 未定

札幌 未定

青森 未定

秋田 未定

盛岡 未定

山形 未定

郡山 未定

東京 未定

新潟 未定

CP5191
社会福祉援助技術実習指導Ｂ-３+
演習Ｃ-２

仙台 未定

札幌 未定

盛岡 未定

東京 未定

新潟 未定

CQ4140 精神医学 仙台 5/19～5/21

CW3157 精神保健福祉援助演習Ａ 仙台 未定

CW4141 精神保健福祉援助演習 仙台 未定

CW4158
精神保健福祉援助演習Ｂ
（実習免除者用）

仙台 未定

CW4158
CX4188

精神保健福祉援助演習Ｂ-１+
実習指導Ａ-１

仙台 未定

CW4158
CX4188

精神保健福祉援助演習Ｂ-２+
実習指導Ａ-２

仙台 未定

CW5159
精神保健福祉援助演習Ｃ
（実習免除者用）

仙台 未定

CW5159
CX5189

精神保健福祉援助演習Ｃ-１+
実習指導Ｂ-１

仙台 未定

CW5159
CX5189

精神保健福祉援助演習Ｃ-２+
実習指導Ｂ-２

仙台 未定

DA2050 社会福祉の基礎 仙台 未定

DD2241 介護論 仙台 12/2・12/3

DD3161
DD3168

発達障害者の理解と支援 仙台 1/20・1/21

DD4124
DD4196

ケアマネジメント論 仙台 未定

DE2113 NPO論 仙台 11/25・11/26

DF3122 リハビリテーション論 仙台 2/3・2/4

DH3144
DH3164

家族法 仙台 9/23・9/24

DH4111
DH4165

社会福祉法制 仙台 3/23・3/24

DT2222
特講・社会福祉学22（精神科
多職種アウトリーチ支援）

仙台 10/21・10/22

DT2223
特講・社会福祉学23（コミュニ
ティ・ソーシャルワークⅣ）

仙台 未定
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●専門選択科目（福祉心理学科）

科目
コード

科目名 開講地 開講日程

CC3081 人体の構造と機能及び疾病

東京 5/20・5/21

仙台 10/28・10/29

CQ4166 精神疾患とその治療Ⅰ 仙台 5/19～5/21

FB2534 心理学実験ⅠB

仙台 未定

東京 未定

FB3535 心理学実験ⅡA 仙台 8/5・8/6

FB3536 心理学実験ⅡB 仙台 7/29・7/30

FB3537 心理学統計法 仙台 未定

FB4539 心理学研究法Ｂ 仙台 12/9・12/10

FC2541
社会・集団・家族心理学Ｂ
（家族心理学）

仙台 12/9・12/10

FC2515 家族心理学 仙台 12/9・12/10

FC3542 産業・組織心理学 仙台 6/24・6/25

FD2544 老年心理学A 仙台 未定

FD2545 老年心理学B 仙台 未定

FD3546 発達臨床心理学 仙台 9/30・10/1

FE2547
教育・学校心理学Ａ
（教育心理学）

仙台 11/25・11/26

FE2513 教育心理学 仙台 11/25・11/26

FE3548
教育・学校心理学Ｂ
（学校心理学）

仙台 1/20・1/21

FE3549 障害者・障害児心理学 仙台 11/18・11/19

FF3550 感情・人格心理学 仙台 9/23・9/24

FF3551 司法・犯罪心理学 仙台 7/16・7/179 10

●専門必修科目（福祉心理学科）

科目
コード

科目名 開講地 開講日程

CC2068 福祉心理学
仙台 6/10・6/11

札幌 1/20・1/21

FA2531 心理学概論A 仙台 1/8・1/9

FA2532 心理学概論B 仙台 1/6・1/7

FB2533 心理学実験ⅠA
仙台 8/19・20

東京 未定

FB3538 心理学研究法Ａ 仙台 未定

FC2540
社会・集団・家族心理学Ａ
（社会・集団心理学）

仙台 6/17・6/18

東京 未定

FD3543 発達心理学 仙台 4/8・4/9

FF3552 臨床心理学概論Ⅰ 仙台 10/8・10/9

CC2103
CC2149

福祉心理学
仙台 6/10・6/11

札幌 1/20・1/21

FA2501 心理学概論
仙台 1/6～1/9

東京 未定

FB2505 心理学実験Ⅰ
仙台 未定

東京 未定

FB2506 心理学実験Ⅱ 仙台 未定

FB3508 心理学研究法Ⅰ 仙台 未定

FC2514 社会心理学
仙台 6/17・6/18

東京 未定

FD2502
FD2563

生涯発達心理学 仙台 4/8・4/9

FF3503
FF3564

臨床心理学 仙台 10/8・10/9



FF3553 心理的アセスメントⅠ 仙台 11/11・11/12

FF2519 心理アセスメント 仙台 11/11・11/12

FF3554 心理学的支援法Ⅰ 仙台 9/18・9/19

FF3557 心理学的支援法Ⅱ 仙台 9/16・9/17

FF4556 心理的アセスメントⅡ 仙台 2/17・2/18

FF4559 健康・医療心理学 仙台 12/16・12/17

FG2682 カウンセリングⅠ 仙台 7/8・7/9

FG2683 カウンセリングⅡ 仙台 10/28・10/29

FG3695 カウンセリング演習Ⅰ 仙台 1/27・1/28

FG3696 カウンセリング演習Ⅱ 仙台 8/11・8/12

FH3561 学習・言語心理学 仙台 6/3・6/4

FH3512 学習心理学 仙台 6/3・6/4

FJ3562 神経・生理心理学 仙台 3/9・3/10

FP5571
福祉心理学演習
担当：山口奈緒美先生

仙台
8/20・9/24・

10/1

FT2605
特講・福祉心理学 5
（自分さがしの心理学）

仙台 5/3・5/4

●特講（防災士研修講座）

科目
コード

科目名 開講地 開講日程

DT2250 特講（防災士研修講座） 仙台 未定

●幼保特例講座

科目
コード

科目名 開講地 開講日程

HH2804 乳児保育
幼保

特例講座
11/25・11/26
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