
卒業要件必修 卒業要件必修

養護教諭養成コース必修 養護教諭養成コース必修

3年次 4年次 1・2年次 3年次

人間科学概論　(HASJ-HSS001) T2単位 比較文化論　(HASJ-HSS121) T2単位

看護教員養成コース

人間科学概論　(HASJ-HSS002) S2単位 比較文化論　(HASJ-HSS122) S2単位

ストレスマネジメント

行動科学概論　(HASJ-HSS003) T2単位 東洋文化論　(HASJ-HSS123) T2単位

認定心理士

行動科学概論　(HASJ-HSS004) S2単位 西洋文化論　(HASJ-HSS124) T2単位

認定心理士／ストレスマネジメント

生命科学概論　(HASJ-HSS005) T2単位 西洋文化論　(HASJ-HSS125) S1単位

生命科学概論　(HASJ-HSS006) S2単位 日本文化論　(HASJ-HSS126) T2単位

ストレスマネジメント

文明科学概論　(HASJ-HSS007) T2単位 日本仏教の世界　(HASJ-HSS127) T2単位

文明科学概論　(HASJ-HSS008) S2単位 日本仏教の世界　(HASJ-HSS128) S1単位

心身健康科学概論　(HASJ-HSS009) T2単位 比較芸術論　(HASJ-HSS129) T2単位

心身健康ㇾクリエイターP

心身健康科学概論　(HASJ-HSS010) S2単位 宗教人類学　(HASJ-HSS130) T2単位

ストレスマネジメント／心身健康ㇾクリエイターP

人間科学論　(HASJ-HSS011) T2単位 人間観　(HASJ-HSS131) T4単位

人間科学論　(HASJ-HSS012) S2単位 現代社会と生涯学習　(HASJ-HSS132) T4単位

健康科学論　(HASJ-HSS013) T2単位 地域の福祉　(HASJ-HSS133) T4単位

養護教諭養成コース

健康科学論　(HASJ-HSS014) S2単位 高齢社会と福祉・医療　(HASJ-HSS134) T4単位

ストレスマネジメント／養護教諭養成コース

ストレスと健康　(HASJ-HSS015) T2単位 現代の養生訓　(HASJ-HSS135) T2単位

認定心理士

ストレスと健康　(HASJ-HSS016) S2単位 伝承医学　(HASJ-HSS136) T2単位

認定心理士／ストレスマネジメント／心身健康ㇾクリエイターP

心身医学　(HASJ-HSS017) T2単位 医療職と生涯学習　(HASJ-HSS137) T2単位

認定心理士

心身医学　(HASJ-HSS018) S1単位 食べもの学　(HASJ-HSS138) T4単位

認定心理士／ストレスマネジメント／

生命倫理学　(HASJ-HSS019) T2単位 食べもの学　(HASJ-HSS139) S1単位

生命倫理学　(HASJ-HSS020) S1単位 地球と生命の誕生　(HASJ-HSS140) T2単位

看護教員養成コース

人間関係論　(HASJ-HSS021) T2単位 いのちの文化人類学　(HASJ-HSS141) T2単位

認定心理士

人間関係論　(HASJ-HSS022) S2単位 地球の環境問題　(HASJ-HSS142) T4単位

認定心理士／ストレスマネジメント

発達心理学　(HASJ-HSS023) T2単位 異文化コミュニケーション　(HASJ-HSS143) T4単位

認定心理士

発達心理学　(HASJ-HSS024) S1単位 ヒトへの進化　(HASJ-HSS144) T2単位

認定心理士／ストレスマネジメント

青年期心理学　(HASJ-HSS025) T2単位 教育学概論　(HASJ-HSS145) T2単位

認定心理士 養護教諭養成コース／看護教員養成コース／社会福祉主事

青年期心理学　(HASJ-HSS026) S1単位 法学（日本国憲法）　(HASJ-HSS146) T2単位

認定心理士／看護教員養成コース 養護教諭養成コース

産業心理学　(HASJ-HSS027) T2単位 プレゼンテーション論　(HASJ-HSS147) T1単位

認定心理士 看護教員養成コース

社会心理学　(HASJ-HSS028) T2単位 リーダーシップ論　(HASJ-HSS148) T1単位

認定心理士 看護教員養成コース

交流分析　(HASJ-HSS029) T2単位 地球・生命・文化の歴史　(HASJ-HSS149) T4単位

認定心理士

交流分析　(HASJ-HSS030) S1単位 食文化論　(HASJ-HSS150) T2単位

認定心理士

カウンセリング論　(HASJ-HSS031) T2単位 地球規模での微生物と人間　(HASJ-HSS151) T2単位

認定心理士

カウンセリング論　(HASJ-HSS032) S2単位 野外レクリエーション実践Ⅰ　(HASJ-HSS152) S1単位

認定心理士／養護教諭養成コース 心身健康ㇾクリエイターP履修者のみ

カウンセリング実践　(HASJ-HSS033) S2単位 野外レクリエーション実践Ⅱ　(HASJ-HSS153) S1単位

認定心理士／心身健康ㇾクリエイターP 心身健康ㇾクリエイターP履修者のみ

現代家族論　(HASJ-HSS034) T2単位 野外レクリエーション実践Ⅲ　(HASJ-HSS154) S1単位

認定心理士 心身健康ㇾクリエイターP履修者のみ

心の防衛機制と反応　(HASJ-HSS035) T2単位 哲学　(HASJ-HSS155) T1単位

認定心理士 交流校のみ

教育心理学（学習と発達）　(HASJ-HSS036) T2単位 教育学　(HASJ-HSS156) T1単位

認定心理士／養護教諭養成コース／看護教員養成コース 交流校のみ

臨床心理学実践　(HASJ-HSS037) S2単位 生物学　(HASJ-HSS157) T1単位

認定心理士／ストレスマネジメント 交流校のみ

心理学研究法　(HASJ-HSS039) T2単位 物理学　(HASJ-HSS158) T1単位

認定心理士 交流校のみ

心理統計学Ⅰ　(HASJ-HSS040) T2単位 論理学　(HASJ-HSS159) T1単位

認定心理士 交流校のみ

心理統計学Ⅰ　(HASJ-HSS041) S2単位 倫理学　(HASJ-HSS160) T1単位

認定心理士 交流校のみ

心理統計学Ⅱ　(HASJ-HSS042) S2単位 心理学基礎実験Ⅰ　(HASJ-HSS043) S1単位 心理学基礎実験Ⅱ　(HASJ-HSS044) S1単位 生涯学習特別講義　(HASJ-HSS161) S1単位

認定心理士 認定心理士 認定心理士

心理学概論　(HASJ-HSS038) T2単位 心理検査法実習Ⅰ　(HASJ-HSS045) S1単位 心理検査法実習Ⅱ　(HASJ-HSS046) S1単位 生涯学習特別講義　(HASJ-HSS162) S1単位

認定心理士／社会福祉主事／社会福祉主事 認定心理士 認定心理士

精神保健　(HASJ-HSS047) T2単位 生涯学習特別講義　(HASJ-HSS163) S1単位

認定心理士／養護教諭養成コース／社会福祉主事

精神看護　(HASJ-HSS048) T4単位 生涯学習特別講義　(HASJ-HSS164) S1単位

精神看護　(HASJ-HSS049) S1単位 UHASセミナーⅠ　(HASJ-HSS165) T1単位

養護教諭養成コース

コミュニティ心理学　(HASJ-HSS050) T2単位 UHASセミナーⅡ　(HASJ-HSS166) T1単位

認定心理士

コミュニティ心理学　(HASJ-HSS051) S2単位 UHASセミナーⅢ　(HASJ-HSS167) T1単位

認定心理士／心身健康ㇾクリエイターP

産業カウンセリング　(HASJ-HSS052) T2単位 UHASセミナーⅣ　(HASJ-HSS168) T1単位

高齢期心理学　(HASJ-HSS053) T2単位 人間総合科学の探究Ⅰ(HASJ-HSS169) T4単位 人間総合科学の探究Ⅱ(HASJ-HSS170) S4単位

人間理解へのアプローチ　(HASJ-HSS054) S1単位 人間総合科学の理解Ⅰ(HASJ-HSS171) T4単位 人間総合科学の理解Ⅱ(HASJ-HSS172) S4単位

人間発達学　(HASJ-HSS055) S1単位 英語～速読演習　(HASJ-HSS173) T2単位

心身健康ㇾクリエイターP 養護教諭養成コース

身体の構造と機能　(HASJ-HSS056) T2単位 情報処理演習　(HASJ-HSS174) S2単位

養護教諭養成コース 養護教諭養成コース

身体の構造と機能　(HASJ-HSS057) S2単位 論文の書き方　(HASJ-HSS175) S1単位

ストレスマネジメント／養護教諭養成コース

栄養と代謝　(HASJ-HSS058) T2単位 大学入門ゼミ　(HASJ-HSS176) S1単位

養護教諭養成コース

栄養と代謝　(HASJ-HSS059) S1単位 体育Ⅲ　(HASJ-HSY001) S1単位

養護教諭養成コース 養護教諭養成コース登録者のみ

脳科学論　(HASJ-HSS060) T2単位 体育Ⅳ　(HASJ-HSY002) S1単位

養護教諭養成コース登録者のみ

脳科学論　(HASJ-HSS061) S1単位 教職概論　(HASJ-HSY003) T2単位

養護教諭養成コース

病気の成り立ち　(HASJ-HSS062) T2単位 教育課程論　(HASJ-HSY004) T1単位

養護教諭養成コース／看護教員養成コース

病気の成り立ち　(HASJ-HSS063) S1単位 教育方法論　(HASJ-HSY005) T1単位

ストレスマネジメント 養護教諭養成コース／看護教員養成コース

臨床薬学　(HASJ-HSS064) T2単位 道徳教育指導論　(HASJ-HSY006) T2単位

養護教諭養成コース 養護教諭養成コース

保健学　(HASJ-HSS065) T2単位 特別活動論　(HASJ-HSY007) T1単位

養護教諭養成コース 養護教諭養成コース

女性のからだと健康　(HASJ-HSS066) T2単位 生徒指導論　(HASJ-HSY008) T2単位

高齢者のからだと健康　(HASJ-HSS067) T2単位 教育相談　(HASJ-HSY009) T1単位

自律神経生理学　(HASJ-HSS068) T2単位 教職実践演習　(HASJ-HSY010) S2単位

認定心理士／養護教諭養成コース 養護教諭養成コース登録者のみ

自律神経生理学　(HASJ-HSS069) S1単位 養護実習Ⅰ　(HASJ-HSY011) S1単位 養護実習Ⅱ　(HASJ-HSY012) S4単位

認定心理士／養護教諭養成コース 養護教諭養成コース登録者のみ 養護教諭養成コース登録者のみ

運動生理学　(HASJ-HSS070) T1単位 学校保健　(HASJ-HSY013) T2単位

認定心理士／養護教諭養成コース 養護教諭養成コース

運動生理学　(HASJ-HSS071) S1単位 養護概説　(HASJ-HSY014) T2単位

認定心理士／養護教諭養成コース 養護教諭養成コース

環境とホルモン　(HASJ-HSS072) T2単位 健康相談活動　(HASJ-HSY015) T2単位

養護教諭養成コース

健康教育概論　(HASJ-HSS073) T2単位 看護実習　(HASJ-HSY016) S1単位

養護教諭養成コース登録者のみ

応用看護学　(HASJ-HSS074) T2単位 看護論　(HASJ-HSN001) T1単位

看護教員養成コース

老化・寿命の科学　(HASJ-HSS075) T2単位 看護論演習　(HASJ-HSN002) S1単位

看護教員養成コース

免疫学　(HASJ-HSS076) T2単位 看護教育論　(HASJ-HSN003) T1単位

養護教諭養成コース 看護教員養成コース

免疫学　(HASJ-HSS077) S1単位 看護教育制度　(HASJ-HSN004) T1単位

ストレスマネジメント／養護教諭養成コース 看護教員養成コース

予防栄養学　(HASJ-HSS078) T2単位 看護教育課程論　(HASJ-HSN005) T1単位

養護教諭養成コース 看護教員養成コース

予防栄養学　(HASJ-HSS079) S1単位 看護教育課程論　(HASJ-HSN006) S1単位

養護教諭養成コース 看護教員養成コース

生命と遺伝子　(HASJ-HSS080) T2単位 看護教育課程演習　(HASJ-HSN007) S2単位

看護教員養成コース

生命と遺伝子　(HASJ-HSS081) S1単位 看護教育方法論　(HASJ-HSN008) T2単位

看護教員養成コース

高齢者の健康増進　(HASJ-HSS082) T2単位 看護教育方法論　(HASJ-HSN009) S1単位

看護教員養成コース

成人看護学　(HASJ-HSS083) T2単位 看護教育方法演習　(HASJ-HSN010) S3単位

養護教諭養成コース 看護教員養成コース

生活習慣と健康　(HASJ-HSS084) T4単位 看護教育実習　(HASJ-HSN011) S2単位

看護教員養成コース

看護学概論　(HASJ-HSS085) T4単位 専門領域別看護論　(HASJ-HSN012) T1単位

養護教諭養成コース／社会福祉主事 看護教員養成コース

リハビリテーション概論　(HASJ-HSS086) T2単位 専門領域別看護論演習　(HASJ-HSN013) S2単位

社会福祉主事 看護教員養成コース

スポーツ障害学　(HASJ-HSS087) T2単位 看護教育評価論　(HASJ-HSN014) T1単位

看護教員養成コース

基礎から学ぶいのちの科学　(HASJ-HSS088) T2単位 看護教育評価演習　(HASJ-HSN015) S1単位

看護教員養成コース

老年看護　(HASJ-HSS089) T2単位 研究方法　(HASJ-HSN016) T1単位

看護教員養成コース

クリティカルケア　(HASJ-HSS090) T2単位 研究方法　(HASJ-HSN017) S1単位

看護教員養成コース

緩和ケア　(HASJ-HSS091) T2単位 看護学校管理　(HASJ-HSN018) T1単位

看護教員養成コース

障害からの回復　(HASJ-HSS092) T2単位

体育Ⅰ　(HASJ-HSS093) T1単位

養護教諭養成コース

体育Ⅱ　(HASJ-HSS094) T1単位

養護教諭養成コース

地域保健　(HASJ-HSS095) T2単位

細胞といのちの営み　(HASJ-HSS096) T2単位

レクリエーション理論・実践　(HASJ-HSS097) S1単位

心身健康ㇾクリエイターP

セラピューテックレクリエーション理論　(HASJ-HSS098) T1単位

心身健康ㇾクリエイターP

子どもを対象としたレクリエーション実践　(HASJ-HSS099) S1単位

心身健康ㇾクリエイターP

障がい者と高齢者のレクリエーション・スポーツ　(HASJ-HSS100) S1単位

心身健康ㇾクリエイターP

リラクゼーション実践　(HASJ-HSS101) S2単位

心身健康ㇾクリエイターP

基礎看護学Ⅰ　(HASJ-HSS102) T1単位

交流校のみ

基礎看護学Ⅱ　(HASJ-HSS103) T1単位

交流校のみ

基礎看護学Ⅲ　(HASJ-HSS104) T1単位

交流校のみ

基礎看護学Ⅳ　(HASJ-HSS105) T1単位

交流校のみ

小児看護学Ⅰ　(HASJ-HSS106) T1単位

交流校のみ

小児看護学Ⅱ　(HASJ-HSS107) T1単位

交流校のみ

小児看護学Ⅲ　(HASJ-HSS108) T1単位

交流校のみ

看護管理と医療安全　(HASJ-HSS109) T1単位

交流校

運動学　(HASJ-HSS110) T1単位

交流校のみ

リハビリテーション医学　(HASJ-HSS111) T1単位

交流校のみ

臨床医学Ⅰ　(HASJ-HSS112) T4単位

交流校のみ

臨床医学Ⅱ　(HASJ-HSS113) T2単位

交流校のみ

理学療法概論　(HASJ-HSS114) T1単位

交流校のみ

理学療法評価学　(HASJ-HSS115) T1単位

交流校のみ

理学療法治療学　(HASJ-HSS116) T1単位

交流校のみ

義肢装具学　(HASJ-HSS117) T1単位

交流校のみ

高次脳機能障害学　(HASJ-HSS118) T1単位

交流校のみ

地域理学療法学　(HASJ-HSS119) T1単位

交流校のみ

生活環境論　(HASJ-HSS120) T1単位

教職に関する

科目

養護に関する

科目

看護教員養
成コース

専門分野

（看護教育の

理解）

1・2年次 4年次

コア科目 専門分野 分野別科目

文化・社会の

理解

統合科目

専門分野 分野別科目

こころ・精神

の理解

特別講義

総合演習

基礎科目

分野別科目

からだ・保健

の理解

養護教諭養成

コース

教育職員免許法

施行規則第66条

の6に定める科目


