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本学での学修について 

1.1 看護学部 看護学科の授業科目構成 

看護学部の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに沿って大きく４領域から編成され、

「全学共通科目」「専門科目」「教職関連科目」「他学部聴講科目」によって構成されて

います。 

 

（１）全学共通科目 

全学共通科目は、「導入教育科目」「基幹科目」「外国語教育と国際交流」「保健体育

科目（健康とスポーツ）」「地域連携とボランティア」「就業力育成科目」からなり、新

潟青陵大学の全ての学部、学科の学生に開講する科目群です。 

ア．導入教育科目 

大学生として必要とされるソーシャルスキルとスタディスキルを学ぶ科目群です。

大学入学後の学修の方法を学び、学修の戸惑いや困難を軽減できる科目を配置してい

ます。１年次前期に配置された「フレッシュマンセミナー」「スタディスキルⅠ」は

全学生必修科目です。また、大学入学時のプレイスメントテストによって、基礎学力

が不足していると診断された学生向けに、国語・数学・英語・ICT（Information and 

Communication Technology,情報通信技術）の基礎力を補強する科目が自由科目として

用意されています。 

イ．基幹科目 

人間の営みを理解するための「人文科学領域」、法的、政治的、経済的に人間の生

活を理解するための「社会科学領域」、生命由来の根源である自然科学の基礎を学ぶ

「自然科学領域」、以上３領域には属さないが複合的で学際的な領域として「複合・

学際領域」の４つを配しています。「自然科学領域」には、講義科目だけでなくICTを

道具として使いこなすための演習科目を配置しました。「複合・学際領域」には、本

学開学以来の特色である、人間を多面的に捉えさせようとする科目と両学部にまたが

るテーマを扱うものを配置しました。なお、看護学部においては、複合・学際領域の

「人の暮らしと社会保障」は、健康生活と社会保障制度を理解する基礎となるものであり、

必修となっています。また、看護専門職として高い倫理観の育成の強化を図るために、

「生命倫理学」を必修としました。 

ウ．外国語教育と国際交流 

英語を中心とした外国語教育科目の他に、「海外研修」と「国際交流」という科目

も配置しました。諸地域の文化や人々の生活に触れ、人々の健康の維持増進にグロー

バルな視点を持って貢献するための国際的な視野を広げることが目的です。英語は１
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年次から４年次まで配置し、１年次の前期と後期に、日本人教員による学習方法の徹

底した指導と、ネイティブスピーカーによる能力別クラスごとの授業が平行して進め

られます。また目的別英語を配置し、各学部・学科の専門性を加味した内容を組み込

んでいます。その他に、異文化への接近として英語以外にさらに３ヶ国語から選択で

きるようになっています。「海外研修」は事前指導を行った上で行われる海外の協力

校での研修を単位化するものです。「国際交流」は、インターネットを介して行われ

る交流と相互訪問によって行われる交流を単位化するものです。交流に使用する言語

は、学生が学ぶ外国語に限らず、海外の教育機関で日本語を学ぶ学生と日本語による

交流も含まれます。 

エ．保健体育科目（健康とスポーツ） 

健康の維持と増進を図るため、基本的な知識と習慣を養う科目を４科目配置しまし

た。人間の健康とスポーツ・運動にについて学修します。 

オ．地域連携とボランティア 

地域、あるいは他職種との連携や協働が重要であることから地域連携とボランティ

アの基礎知識を学修し、実習も配しています。地域連携とボランティアについて学ぶ

講義科目だけでなく、「ボランティア実習Ⅰ・Ⅱ」「地域連携実習Ⅰ・Ⅱ」といった

実社会での実習による学びを奨励し単位化した科目を配置しました。「ボランティア

実習Ⅰ・Ⅱ」については、本学のボランティアセンターと連携を図り、各学生のボラ

ンティア活動履歴をもとに、その時間数に応じて単位を認定するものです。「地域連

携実習Ⅰ・Ⅱ」については、地域での問題発見から始まり、問題解決の検討、フィー

ルド調査、地域で行われる活動への参加など、夏季休業など利用して、小グループの

集中授業で実施されます。 

カ．就業力育成科目 

専門職となるためのキャリアデザインを確実にし、就業力育成能力を育むための科

目を開講します。入学当初から各自のキャリアデザインを考えさせる科目群と、社会

人として身に着けておくべき知識と技能を学ばせる科目群を配置しました。ここには、

平成22(2010)年度に文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」に、新潟青陵大学・

新潟青陵大学短期大学部が共同申請し採択された「ケアから社会を学ぶ、青陵マイン

ドの涵養」の取り組みが生かされています。講義と演習だけでなく、実社会での実習

を希望する学生には「インターンシップ」も配置しました。 

 

（２）専門科目 

看護学及び看護実践の基礎となる学習を行なう領域であり、以下の10区分となっていま

す。このうち基礎専門科目は、他の専門領域すべての基盤となります。 

 

ア．基礎専門科目 
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人間はどのような存在であるかを人体の構造、機能・発育、性などの多方面から基礎的

な知識を学びます。また、人間を取り囲む環境の影響による健康破綻と人体の変化を学び、

健康破綻の予防について学びます。さらに、地域社会における保健、医療、福祉の連携・

協働の推進を理解し、人々を取り巻く保健、医療、福祉のシステムについて学びます。 

イ．基礎看護学 

「看護学概論」「基礎看護実践論Ⅰ・Ⅱ」を１年次、「基礎看護実践論Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ」

は２年次に開講します。また、「看護論演習」「看護学外書講読」「看護教育学」は

３・４年次に開講します。 

ウ．成人老年看護学 

「成人・老年看護学概論」を１年次、他の科目は２年次に開講します。 

エ．母子看護学 

この領域の科目は、すべて２年次に開講します。 

オ．精神看護学 

この領域の科目は、すべて２年次に開講します。 

カ．公衆衛生看護学 

この領域は看護の対象の拡大として、病院から地域、在宅医療と看護、個から集団、

という保健師に求められている役割に対応できる能力の基礎を身につけることを目的

としています。看護師国家試験受験資格及び保健師国家試験受験資格、さらに、助産

師国家試験受験資格に必要な科目も配しています。 

キ．看護学特論 

この領域の科目は保健・医療・福祉等に貢献していくことのできる応用力のある国

際性豊かな人材育成を目指し、学生の主体的な学修姿勢と俯瞰的なものごとの見方の

成長をねらいとしています。 

ク．臨地実習 

この領域は、看護実践力を養うための臨地実習科目を配しています。保健師国家試験

受験資格に必要な科目として、選択科目の「地域看護学実習Ⅰ・Ⅲ」があります。助産

師国家試験受験資格に必要な科目として、選択科目の「リプロダクティブヘルスケア実

習Ⅰ・Ⅱ」の２科目があります。養護教諭希望者向けに、選択科目の「発達支援実習Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ」があります。地域における看護実践を学ぶための選択科目として、「地域健康

支援実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」があります。 

ケ．助産学関連科目 

周産期の母子を中心にすえ、ライフサイクル全体に関わる性と生殖の健康を学ぶ科

目です。助産師国家試験受験資格を得る学生には、必修科目であり、「助産学実習」

を含む以下の科目を配しています。 

「助産学概論」「助産診断学Ⅰ・Ⅱ」「助産実践論Ⅰ・Ⅱ」「助産管理学」 

コ．看護の総合 
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この領域は、基礎専門科目、基礎看護学、成人老年看護学、母子看護学、精神看護学、

公衆衛生看護学を統合し、看護の知識・技術をより発展させ、チーム医療や他職種との

協働、看護師としてのメンバーシップ及びリーダーシップ、看護マネジメントの基礎的

能力などの看護実践の応用編の学習を目的としています。さらに、自己の看護体験を将

来の看護実践に反映させるために必要な基礎的研究能力の育成を目的とします。３年次

後期に基本的な研究方法や研究倫理を学び、それを基盤として4年次に看護研究を完成さ

せます。 

 

（３）教職関連科目 

養護教諭一種免許状に関わる教職関連科目であり、養護教諭一種免許状を取得したい学

生は必修であり、「養護実習」を含む以下の科目を配しています。 

「教師論」「教育本質論」「教育制度論」「教育課程論」「道徳指導法」「特別活動指

導法」「教育方法論」「生徒指導論」「教育相談論（カウンセリングを含む）」「養護実

習」「教職実践演習（養護教諭）」 

 

（４）他学部聴講科目 

看護師、保健師、助産師の国家試験受験資格、そして養護教諭一種免許状が得られる看

護学部にとって、福祉心理学部における専門的知識を学ぶことは意義のあることであり、

幅広い視野を持つことができます。履修可能な科目は以下のとおりです。 

「対人心理学」「社会調査論」「精神保健学Ⅰ」 

 

 

1.2 福祉心理学部 社会福祉学科の授業科目構成 

社会福祉学科の教育課程は、「全学共通科目」「専門科目」及び「他学科聴講科目」に

よって編成され、社会福祉領域の基礎と心理領域とを取り混ぜながら、学年進行に合わせ

て、１年次には基礎的な学習スキルの醸成、２年次以降は、順次、総論から各論へ移行で

きるように配慮した体系的科目配置となっています。 

 

（１）全学共通科目 

全学共通科目は、「導入教育科目」「基幹科目」「外国語教育と国際交流」「保健体

育科目（健康とスポーツ）」「地域連携とボランティア」「就業力育成科目」からなり、

新潟青陵大学の全ての学部、学科の学生に開講する科目群です。 

ア．導入教育科目 

大学生として必要とされるソーシャルスキルとスタディスキルを学ぶ科目群です。

大学入学後の学修の方法を学び、学修の戸惑いや困難を軽減できる科目を配置してい
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ます。1年前期に配置された「フレッシュマンセミナー」「スタディスキルⅠ」は全学

生必修科目です。また、大学入学時のプレイスメントテストによって、基礎学力が不

足していると診断された学生向けに、国語・数学・英語・ICT（Information and 

Communication Technology,情報通信技術）の基礎力を補強する科目が自由科目として

用意されています。 

イ．基幹科目 

人間の営みを理解するための「人文科学領域」、法的、政治的、経済的に人間の生

活を理解するための「社会科学領域」、生命由来の根源である自然科学の基礎を学ぶ

「自然科学領域」、以上３領域には属さないが複合的で学際的な領域として「複合・

学際領域」の４つを配しています。「自然科学領域」には、講義科目だけでなくICTを

道具として使いこなすための演習科目を配置しました。「複合・学際領域」には、本

学開学以来の特色である、人間を多面的に捉えさせようとする科目と両学部にまたが

るテーマを扱うものを配置しました。 

ウ．外国語教育と国際交流 

英語を中心とした外国語教育科目の他に、「海外研修」と「国際交流」という科目

も配置しました。諸地域の文化や人々の生活に触れ、人々の健康の維持増進にグロー

バルな視点を持って貢献するための国際的な視野を広げることが目的です。英語は1年

次から4年次まで配置し、１年の前期と後期に、日本人教員による学習方法の徹底した

指導と、ネイティブスピーカーによる能力別クラスごとの授業が平行して進められま

す。また目的別英語を配置し、各学部・学科の専門性を加味した内容を組み込んでい

ます。その他に、異文化への接近として英語以外にさらに３ヶ国語から選択できるよ

うになっています。「海外研修」は事前指導を行った上で行われる海外の協力校での

研修を単位化するものです。「国際交流」はインターネットを介して行われる交流と

相互訪問によって行われる交流を単位化するものです。交流に使用する言語は学生が

学ぶ外国語に限らず、海外の教育機関で日本語を学ぶ学生と日本語による交流も含ま

れます。 

エ．保健体育科目（健康とスポーツ） 

健康の維持と増進を図るため、基本的な知識と習慣を養う科目を４科目配置しました。

人間の健康とスポーツ・運動に関する基本的知識について学修します。 

オ．地域連携とボランティア 

地域、あるいは他職種との連携や協働が重要であることから地域連携とボランティ

アの基礎知識を学修し、実習も配しています。地域連携とボランティアについて学ぶ

講義科目だけでなく、「ボランティア実習Ⅰ・Ⅱ」「地域連携実習Ⅰ・Ⅱ」といった

実社会での実習による学びを奨励し単位化した科目を配置しました。「ボランティア

実習Ⅰ・Ⅱ」については、本学のボランティアセンターと連携を図り、各学生のボラ

ンティア活動履歴をもとに、その時間数に応じて単位を認定するものです。「地域連
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携実習Ⅰ・Ⅱ」については、地域での問題発見から始まり、問題解決の検討、フィー

ルド調査、地域で行われる活動への参加など、夏季休業など利用して、小グループの

集中授業で実施されます。 

カ．就業力育成科目 

専門職となるためのキャリアデザインを確実にし、就業力育成能力を育むための科

目を開講します。入学当初から各自のキャリアデザインを考えさせる科目群と、社会

人として身に着けておくべき知識と技能を学ばせる科目群を配置しました。ここには、

平成22(2010)年度に文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」に、新潟青陵大学・

新潟青陵大学短期大学部が共同申請し採択された「ケアから社会を学ぶ、青陵マイン

ドの涵養」の取り組みが生かされています。講義と演習だけでなく、実社会での実習

を希望する学生には「インターンシップ」も配置しました。 

 

（２）専門科目 

社会福祉学科では、福祉分野で幅広く活躍できる専門職養成の為に必要な広範な専門科

目126科目を整備しています。これらは、「福祉心理学部共通専門科目」と、「社会福祉学

科専門科目」から構成されています。 

福祉心理学部共通専門科目には、「社会福祉原論Ⅰ」「社会福祉原論Ⅱ」「心理学概説」

「生涯発達心理学Ⅰ」の必修科目をはじめとして、福祉心理学部の学生全体にとって学ぶ

にふさわしい社会福祉学・心理学の科目を配置しています。 

社会福祉学科専門科目は、「社会福祉領域」「精神保健福祉領域」「介護領域」「保育

領域」「社会福祉の総合」「医療事務関連科目」及び「レクリエーション関連科目」に分

かれています。これらのうち「社会福祉領域」「精神保健福祉領域」「介護領域」「保育

領域」は、学びの方向性や取得を目指す資格に配慮した上で科目を分類配置したものとな

っています。これらの領域に配置されている卒業必修科目は、「社会保障論Ⅰ」「社会保

障論Ⅱ」「地域福祉論Ⅰ」「老人福祉論Ⅰ」「児童福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅰ」｢社会福

祉援助技術総論｣「介護概論Ⅰ」ですが、「介護概論Ⅰ」を除く科目はすべて「社会福祉領

域」の科目です。このことは、本学科が学科名称の通り、社会福祉の学びを中軸に置いて

いることを示しています。 

また、社会福祉・精神保健福祉・介護・保育の領域ごとに、基本的理論・制度・人権などの

側面からの学び、対象理解を深める学び、援助対象者の生活課題や発達課題についての学び、

対人援助技術に関する実践的専門的知識や技術の修得が可能となる科目群が用意されています。 

具体的には「社会福祉領域」では、支援対象分野別の学びをする科目として、「公的扶助論」

「地域福祉論Ⅰ」「地域福祉論Ⅱ」「老人福祉論Ⅰ」「老人福祉論Ⅱ」「児童福祉論Ⅰ」「児

童福祉論Ⅱ」「障害者福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅱ（就労支援サービス論を含む）」「司法

福祉論」を設けています。また支援対象分野を横断する制度・政策論関係の科目として、「社

会保障論Ⅰ」「社会保障論Ⅱ」「福祉行財政と福祉計画論」「権利擁護と成年後見制度」「社
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会福祉事業運営論」を配置しています。 

これらの理論・制度、分野別の福祉の学びと共に社会福祉相談職に必要な援助技術につ

いては、「社会福祉援助技術総論」「社会福祉援助技術論Ⅰ」「社会福祉援助技術論Ⅱ」

「社会福祉援助技術論Ⅲ」「社会福祉援助技術論Ⅳ」などの講義科目、「社会福祉援助技

術演習」「相談援助技術演習Ⅰ」「相談援助技術演習Ⅱ」の演習科目により修得し、「社

会福祉援助技術現場実習」「社会福祉援助技術現場実習指導」によって社会福祉の現場に

これらの学びを総合的に体験しながら身につけられるよう配慮しています。また、これら

の学びは１年次から開始し、４年間かけて完了するようバランスよく分散配置されていま

す。 

「精神保健福祉領域」では、「精神保健福祉に関する制度とサービス」「精神障害者の生

活支援システム」などの精神障害者や保健・医療を必要としている利用者支援に必要な制度・

理論に関する科目、援助方法に関する理論科目である「精神保健福祉相談援助の基盤(基礎）)

「精神保健福祉相談援助の基盤(専門）)」「精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ」「精

神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ」、そしてそれらを参加型授業等を通して具体的に学

ぶ演習科目として「精神保健福祉援助演習（基礎）」「精神保健福祉援助演習（専門）Ⅰ」

「精神保健福祉援助演習（専門）Ⅱ」、現場において体験的に学ぶための「精神保健福祉援

助実習」「精神保健福祉援助実習指導」を設け、４年間で社会福祉士関係の科目と併修を可

能とするよう主として３・４年次に配置しています。 

｢介護領域｣では、介護の本質や目的についての理論や介護に関わる制度や現状を理解す

る科目として「介護概論Ⅰ」「介護概論Ⅱ」「介護概論Ⅲ」「介護概論Ⅳ」があります。

これらの科目群は学生の学びの集積（年次）にあわせて、内容を深めていけるように構成

しています。 

介護の対象に関する理解の科目として、「認知症の理解Ⅰ」「認知症の理解Ⅱ」「障害

の理解Ⅰ」「障害の理解Ⅱ」「こころとからだのしくみⅠ」「こころとからだのしくみⅡ」

科目が設けられています。それぞれⅠ・Ⅱの２部形式となり、１年後期、２年前期という

ように年次をまたぐように配置しています。これらは介護実習の１年次実習と２年次実習

とに対応させることで実践と理論の融合をはかることを目的にしています。また担当する

教員も異なる専門領域をもつ２人で担当します。援助対象者の課題分析と課題解決に関す

る科目として「介護過程Ⅰ」「介護過程Ⅱ」「介護過程Ⅲ」を配置しています。これらは

１・２年次におこなう介護実習における実践に対して理論的な側面から考察を深めるとい

う位置づけで設定しています。たとえば１年後期における「介護過程Ⅰ」では、１年次実

習の４週間の実習における実習課題の一つである情報収集と情報解釈に対して理論的な理

解を深めることを目標にしています。援助対象者への介護技術に関する理解と修得の科目

として、「生活援助技術Ⅰ」「生活援助技術Ⅱ」「生活援助技術Ⅲ」「生活援助技術Ⅳ」

「生活援助技術Ⅴ」「医療的ケアⅠ」「医療的ケアⅡ」「医療的ケアⅢ」を設けています。

これらは援助対象者の障害の種類と程度を軸として個に対して展開する介護技術として学
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ぶ科目、あるいは援助対象者の家族を含めた複数者への支援を軸として展開する介護技術

として学ぶ科目、あるいは障害当事者の方の講義による当事者視点を軸として介護技術を

捉え直す科目等、多様な面から介護技術という援助技術を学び修得するように構成してい

ます。このように福祉ケアコースの専門科目群は、介護実習を柱とする介護実践の経験や、

実際の社会で起こっている事象を余すことなく掬う網として機能させ、当たり前に見える

できごとに新たな意義ある知見として見直すことができることを目標にして構成されてい

ます。 

｢保育領域｣では、保育の本質や目的についての理論や保育制度に関する科目として「保

育原理」「教育原理」「保育者論」｢社会的養護｣等を、保育の対象に関する理解の科目と

して「保育心理学演習」「小児保健」「小児保健演習」「子どもの食と栄養」等を配置し

ています。援助対象者の課題に関する科目として「乳児保育」「障害児保育」「社会的養

護内容」等を、対人援助技術に関する実践的専門的知識や技術の修得のために「保育内容

総論」「健康指導法」「人間関係指導法」「環境指導法」「言葉指導法」「表現指導法」

「音楽表現技術Ⅰ・Ⅱ」「造形表現技術」「身体表現技術」「言語表現技術」等の演習科

目及び講義科目「保育課程論」を配置しています。さらに、学外実習での学びを踏まえて

展開される「保育実践演習」も配置しています。これらの各科目の学修内容が有機的に結

合されることで、保育に関する包括的かつ深い学びが可能になるよう配慮されています。

なお、｢保育領域｣の各科目、とりわけ基礎的な科目に関しては１・２年次に集中的に配置

していますが、これは、２年次の学修終了直後から保育実習が始まることを意識してのも

のです。応用的科目及び総まとめ的科目については、３・４年次に配置することで、４年

制大学ならではの発展的学修が可能となるよう意図されています。 

そして、「社会福祉の総合」は、文字通り福祉を総合的に学ぶための科目です。学びの時々

に応じて自分が今学んでいることを総体の中で捉え、また縦軸及び横軸から学んだ福祉を

自らの中で総合的に統合化し俯瞰することを狙いとしています。特に卒業必修科目である

「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」は、それまでの社会福祉学科での学びをふり返り、自ら発展

的テーマを見いだし研究することを目的とした演習科目であり、４年間の学びのまとめに

学生自らが主体的に取り組むことを意図したものです。 

なお、「レクリエーション関連科目」には、レクリエーション・インストラクター、福

祉レクリエーション・ワーカーの資格取得に必要な科目のうち、必修科目を配置していま

す。 

専門科目及び全学共通科目の中から各々に必要な科目を履修することにより、社会福祉

士（国家試験受験資格）、精神保健福祉士（国家試験受験資格）、介護福祉士（国家試験

受験資格）、保育士等の国家資格取得が可能です。のみならず、包括的かつ豊かな人間理

解に基づいたより広範かつ専門的な力量の養成が可能です。 
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（３）他学科聴講科目（臨床心理学科） 

社会福祉学科では、看護・福祉・心理が共に学び合う本学の教育基本理念に則り、当該

学科の学修の妨げにならない範囲において、他学科で開講されている科目の履修を認めて

います。学科を超えて互いに学び合う事により、学科独自の専門的な学びをより広く豊か

にすると共に、将来の他職種連携の基盤を成す学修経験としても期待されます。 

臨床心理学科の心理学系の科目は、社会福祉専門職の援助対象となる利用者全般を理解

する上で有効な学びとなるほか、あらかじめ指定された科目を取ることによって、認定心

理士の資格取得も可能です。 

ただし、他学科聴講科目の単位のうち、卒業認定単位に含まれるのは６単位までです。そ

れを超える単位取得を妨げるものではありませんが、６単位を超えた分については自由科

目扱いとなります。 

 

 

1.3 福祉心理学部 臨床心理学科の授業科目構成 

臨床心理学科の教育課程は、「全学共通科目」「専門科目」及び「他学科聴講科目」に

よって編成され、社会福祉領域の基礎と心理領域とを取り混ぜながら、学年進行に合わせ

て、１年次には基礎的な学習スキルの醸成、２年次以降は、順次、総論から各論へ移行で

きるように配慮した体系的科目配置となっています。 

（１）全学共通科目 

全学共通科目は、「導入教育科目」「基幹科目」「外国語教育と国際交流」「保健体育

科目（健康とスポーツ）」「地域連携とボランティア」「就業力育成科目」からなり、新

潟青陵大学の全ての学部、学科の学生に開講する科目群です。 

ア．導入教育科目 

大学生として必要とされるソーシャルスキルとスタディスキルを学ぶ科目群です。

大学入学後の学修の方法を学び、学修の戸惑いや困難を軽減できる科目を配置してい

ます。１年前期に配置された「フレッシュマンセミナー」「スタディスキルⅠ」は全

学生必修科目です。また、大学入学時のプレイスメントテストによって、基礎学力が

不足していると診断された学生向けに、国語・数学・英語・ICT（Information and 

Communication Technology,情報通信技術）の基礎力を補強する科目が自由科目として

用意されています。 

イ．基幹科目 

人間の営みを理解するための「人文科学領域」、法的、政治的、経済的に人間の生

活を理解するための「社会科学領域」、生命由来の根源である自然科学の基礎を学ぶ

「自然科学領域」、以上３領域には属さないが複合的で学際的な領域として「複合・

学際領域」の４つを配しています。「自然科学領域」には、講義科目だけでなくICTを
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道具として使いこなすための演習科目を配置しました。「複合・学際領域」には、本

学開学以来の特色である、人間を多面的に捉えるための科目と両学部にまたがるテー

マを扱うものを配置しました。 

ウ．外国語教育と国際交流 

英語を中心とした外国語教育科目の他に、「海外研修」と「国際交流」という科目

も配置しました。諸地域の文化や人々の生活に触れ、人々の健康の維持増進にグロー

バルな視点を持って貢献するための国際的な視野を広げることが目的です。英語は１

年次から４年次まで配置し、１年の前期と後期に、日本人教員による学習方法の徹底

した指導と、ネイティブスピーカーによる能力別クラスごとの授業が平行して進めら

れます。また目的別英語を配置し、各学部・学科の専門性を加味した内容を組み込ん

でいます。その他に、異文化への接近として英語以外にさらに３ヶ国語から選択でき

るようになっています。「海外研修」は事前指導を行った上で行われる海外の協力校

での研修を単位化するものです。「国際交流」はインターネットを介して行われる交

流と相互訪問によって行われる交流を単位化するものです。交流に使用する言語は学

生が学ぶ外国語に限らず、海外の教育機関で日本語を学ぶ学生と日本語による交流も

含まれます。 

エ．保健体育科目 

健康の維持と増進を図るため、基本的な知識と習慣を養う科目を４科目配置しました。

人間の健康とスポーツ・運動に関する基本的知識について学修します。 

オ．地域連携とボランティア 

地域、あるいは他職種との連携や協働が重要であることから地域連携とボランティ

アの基礎知識を学修し、実習も配しています。地域連携とボランティアについて学ぶ

講義科目だけでなく、「ボランティア実習Ⅰ・Ⅱ」「地域連携実習Ⅰ・Ⅱ」といった

実社会での実習による学びを奨励し単位化した科目を配置しました。「ボランティア

実習Ⅰ・Ⅱ」については、本学のボランティアセンターと連携を図り、各学生のボラ

ンティア活動履歴をもとに、その時間数に応じて単位を認定するものです。「地域連

携実習Ⅰ・Ⅱ」については、地域での問題発見から始まり、問題解決の検討、フィー

ルド調査、地域で行われる活動への参加など、夏季休業など利用して、小グループの

集中授業で実施されます。 

カ．就業力育成科目 

専門職となるためのキャリアデザインを確実にし、就業力育成能力を育むための科

目を開講します。入学当初から各自のキャリアデザインを考えさせる科目群と、社会

人として身に着けておくべき知識と技能を学ばせる科目群を配置しました。ここには、

平成22年度に文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」に、新潟青陵大学・新潟

青陵大学短期大学部が共同申請し採択された「ケアから社会を学ぶ、青陵マインドの

涵養」の取り組みが生かされています。講義と演習だけでなく、実社会での実習を希
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望する学生には「インターンシップ」も配置しました。 

 

（２）専門科目 

臨床心理学科では、臨床の専門家として、臨床心理学の視点を持ちながら活躍できる人

材を養成する為に必要な専門科目群を整備しています。これらは、福祉心理学部共通専門

科目と、臨床心理学科専門科目から構成されています。 

福祉心理学部共通専門科目には、「社会福祉原論Ⅰ」「社会福祉原論Ⅱ」「生涯発達心

理学Ⅰ」の必修科目をはじめとして、福祉心理学部の学生全体にとって学ぶにふさわしい

社会福祉学・心理学の科目を配置しています。臨床心理学科専門科目は、「心理学領域」

「臨床心理学領域」「対人援助領域」に分かれています。 

「心理学領域」は福祉心理学部共通専門科目に配置されている心理学の科目と併せて、

心理学とその方法論に関する科目群です。この領域は、心理学に関する基本的な内容を理

解するための科目と心理学の研究方法を修得するための科目で構成されます。心理学領域

の学習は、「心理学概説」「学習心理学」「認知心理学」「社会心理学」などの基礎的な

領域を中心とした科目からはじまり、３年次以降には「対人心理学」「文化心理学」など

のより応用的な領域の科目へと進展します。心理学の研究方法は、「心理学研究法Ⅰ」「心

理統計学」の学修からはじまり、「心理学実験」「心理学研究法Ⅱ」などで修得した知識

を深めるとともに、その知識を実際に使えるようなトレーニングが行われます。さらに、

３年次には「心理学文献講読Ⅰ・Ⅱ」で、文献を精緻に読解する能力を養います。 

「臨床心理学領域」の学習は、講義による学習と演習を中心とした学習に分けられます。

講義による学習は、「臨床心理学概説」からはじまり、「カウンセリング論」「家族心理

学」「ストレス心理学」などの各論の学習へと進み、４年次には、より深く臨床心理学を

捉えられるように「心理療法論」などの科目を配置しています。演習を中心とした学習は、

「心理査定法実習」「臨床心理学演習Ⅰ（通年）」で、基礎的な臨床心理学の知識を体験

的に学習することから始まります。さらに「臨床心理学演習Ⅱ（通年）」はゼミナール形

式で行うことで、より学生の関心に沿った学習を進められるようにし、ディスカッション

を少人数で行うことで、学習した内容をさらに深め、応用できる力を養います。４年次の

「臨床心理学演習Ⅲ」では、社会で臨床心理学的知識を適用できるような方向で学習が深

化します。これらの本学科の学習の総まとめとして「卒業研究」が行われます。 

「対人援助領域」の科目は、福祉心理学部共通専門科目に配置されている社会福祉学の

科目と併せて、心理学的な専門的技能だけでなく、社会福祉の知見を備え、地域に還元で

きる力を持った人を養成することを目的に設置されています。 

概論と方法論の基礎科目、及び臨床心理学の演習科目を必修とすることで心理学、臨床

心理学の基礎的な学力を確実に修得することができます。また、講義科目の各論は選択科

目を中心とし、自らの関心や進路に沿った選択ができるように科目を配置しています。 
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（３）他学科聴講科目（社会福祉学科） 

学部全体の設置主旨に沿い、臨床心理学科においても、心理学的知見とともに、社会福祉

学的知見を身につけることが必要です。対人援助は様々な角度から支援する、多様な職種の

連携によって、成り立つことが多いので、社会福祉学科の科目を履修することにより、福祉

領域も含んだ援助のモデルをよりよく理解し、実際の援助の場面で連携しながら、より質の

高い援助を提供することができます。 

このような幅広い学修により、希望者は社会福祉士の国家試験受験資格も取得できます。 

また、社会福祉学科の講義をとおして、専門領域を異にする者同士が学び合うことによ

り、学習の一層の深化が望めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

卒業要件と単位認定 

単位とは、学修量を示す基準です。授業科目を履修し、評価として合格点（本学の場合は 60

点以上）を取ることで、それぞれの授業科目に与えられている単位が認定されます。 学科ごとに

定められた一定の基準に従い履修、修得し、学則に定められた単位数（卒業要件）に達すること

により、卒業の資格が与えられます。 

（１）卒業要件 

卒業要件については、学則で次のように定めています。 

 

看護学部 

「全学共通科目 28 単位以上、専門科目 96 単位以上の計 124 単位以上を修

得すること。」 

福祉心理学部 

「全学共通科目20単位以上、専門科目83単位以上、前記いずれかの科目から21 

単位以上の計 124 単位以上を修得すること。」 

 

また次頁以降の表のように、それぞれの学科において、科目区分ごとに必要な単位数が卒

業要件として定められています。単に総単位数だけでなく、必修科目として指定されている

ものは、すべて単位を取得しなければなりません。履修計画を立てる時は、この表と教育課

程表を参照しながら、4 年間の学修で卒業要件を満たしているかどうか、慎重にチェックする

ようにしましょう。どれかひとつの科目区分の条件を満たしていなくても、どれかひとつの

必修科目の単位を取得していなくても、卒業は認められません。たとえば、看護学部で総単

位数 124 単位以上を取得していても、基礎専門科目の取得単位数が 23 単位未満だったり、必

修科目 1 単位を未取得だと、卒業は認められません。 

卒業要件とは別に、取得しようとする資格には、資格ごとに資格取得要件があります。看

護学部の場合は、卒業要件を満たすと同時に看護師の国家試験受験資格を満たすことができ

ます。保健師・助産師の国家試験受験資格や養護教諭一種免許状の取得条件は、卒業要件と

は別に、それぞれの資格取得要件を満たす必要があります。福祉心理学部の場合は、いずれ

の資格も卒業要件とは別に、各資格の取得要件を満たす必要があります。各資格の取得要件

については、「Ⅱ．履修ガイド」の各学科の資格の概要を参照してください。 

なお、自由科目については、卒業に必要な単位数には算入されませんので、注意してくだ

さい。 

① 看護学部の卒業要件 

看護学部においては、卒業に必要な単位数は全学共通科目 28 単位以上、専門科目 96 単位

以上の計 124 単位以上です。 



 

 

 

看護学部卒業要件 

授業科目の区分 必修単位 選択単位 

全
学
共
通
科
目 

導入教育科目 2   

基幹科目     

  人文科学領域   1 

  社会科学領域   1 

  自然科学領域 1 1 

  複合・学際領域 4 2 

外国語教育と国際交流 

1 5 

  能力別英語 

  目的別英語 

  初修第二外国語 

  国際交流 

保健体育科目   1 

地域連携とボランティア 1 1 

就業力育成科目   1 

上記いずれかの区分   6 

全学共通科目小計 9 19 

全学共通科目合計 28 

専
門
科
目 

基礎専門科目 23 

10 

基礎看護学 8 

成人老年看護学 10 

母子看護学 8 

精神看護学 4 

公衆衛生看護学 4 

看護学特論   

助産学関連科目   

看護の総合 6 

臨地実習 20 3 

専門科目小計 83 13 

専門科目合計 96 

小計 92 32 

合計 124 

 

 



 

 

必修科目は、全学共通科目９単位と専門科目 83 単位の計 92 単位であり、高い倫理性と豊

かな人間性、健康問題解決のための看護実践的能力を育成するものです。選択科目は、全学

共通科目から 19 単位以上、専門科目から 13 単位以上の計 32 単位以上です。ただし、全学共

通科目の選択科目は、人文科学領域、社会科学領域、自然科学領域からそれぞれ１単位以上、

複合・学際領域から２単位以上、能力別英語から２単位以上、能力別英語以外の外国語と国

際交流科目から３単位以上、保健体育科目、地域連携とボランティア、就業力育成科目から

それぞれ１単位以上を含めることとし、科学的思考、学際的視野、地域・国際社会の理解が

促進することをねらっています。 

なお、他学部履修科目については、以下の科目から６単位まで卒業要件の全学共通選択科

目として認めます。 

「対人心理学」「社会調査論」「精神保健学Ⅰ」 

 

② 福祉心理学部 社会福祉学科の卒業要件 

社会福祉学科において、卒業に必要な単位数は全学共通科目 20 単位以上、専門科目 83 単

位以上、いずれかの区分で 21 単位以上、計 124 単位以上です。 

必修科目 34単位（全学共通科目５単位、学部共通専門科目８単位、学科専門科目 21単位）、選

択科目 90 単位以上（全学共通科目から 15 単位以上、学部共通専門科目と学科専門科目から 54 単

位以上、前記いずれかの科目から 21単位以上）を修得し、124単位以上修得すること。ただし、全

学共通科目の選択科目には、人文科学領域、社会科学領域、自然科学領域からそれぞれ１単位以上、

複合・学際領域から４単位以上、能力別英語から２単位以上、能力別英語以外の外国語と国際交流

科目から３単位以上、保健体育科目、地域連携とボランティア、就業力育成科目からそれぞれ１単

位以上を含めること。 

なお、他学科聴講科目については、以下の科目から６単位まで卒業要件の全学共通選択科

目として認める。 

「認知心理学」「学習心理学」「心理学研究法Ⅰ」「心理統計学」「心理・教育測定法」「心理

学実験」「社会心理学実験実習」「生理心理学」「カウンセリング論」「カウンセリング演習」「社

会心理学」「対人心理学」「家族心理学」「コミュニティ心理学」「文化心理学」 



 

 

社会福祉学科卒業要件 

授業科目の区分 必修単位 選択単位 

全
学
共
通
科
目 

導入教育科目 2   

基幹科目     

  人文科学領域   1 

  社会科学領域   1 

  自然科学領域 1 1 

  複合・学際領域   4 

外国語教育と国際交流 

1 5 

  能力別英語 

  目的別英語 

  初修第二外国語 

  国際交流 

保健体育科目   1 

地域連携とボランティア 1 1 

就業力育成科目   1 

全学共通科目小計 5 15 

全学共通科目合計 20 

専
門
科
目 

学部共通専門科目   

54 

社会福祉学系科目 4 

心理学系科目 4 

学科専門科目   

社会福祉領域 13 

精神保健福祉料領域   

介護領域 2 

保育領域   

社会福祉の総合 6 

医療事務関連科目  

レクリエーション関連科目  

専門科目小計 29 54 

専門科目合計 83 

上記いずれかの区分   21 

小計 34 90 

合計 124 

 

 



 

 

③ 福祉心理学部 臨床心理学科の卒業要件 

臨床心理学科において、卒業に必要な単位数は全学共通科目 20 単位以上、専門科目 83 単

位以上、いずれかの区分で 21 単位以上、計 124 単位以上です。 

必修科目 41単位（全学共通科目５単位、学部共通専門科目８単位、学科専門科目 28単位）、選

択科目 83 単位以上（全学共通科目から 15 単位以上、学部共通専門科目と学科専門科目から 47

単位以上、前記いずれかの科目から 21単位以上）を修得し、124単位以上修得すること。ただし、

全学共通科目の選択科目には、人文科学領域、社会科学領域、自然科学領域からそれぞれ１単位

以上、複合・学際領域から４単位以上、能力別英語から２単位以上、能力別英語以外の外国語と

国際交流科目から３単位以上、保健体育科目、地域連携とボランティア、就業力育成科目からそ

れぞれ１単位以上を含めること。 

なお、他学科聴講科目については、以下の科目から６単位まで卒業要件の全学共通選択科

目として認める。 

「社会保障論Ⅰ」「社会保障論Ⅱ」「権利擁護と成年後見制度」「福祉行財政と福祉計画論」

「社会福祉事業運営論」「公的扶助論」「地域福祉論Ⅰ」「地域福祉論Ⅱ」「老人福祉論Ⅰ」「老

人福祉論Ⅱ」「児童福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅱ（就労支援サービス論を含

む）」「司法福祉論」「介護概論Ⅰ」 

 



 

 

 

臨床心理学科卒業要件 

授業科目の区分 必修単位 選択単位 

全
学
共
通
科
目 

導入教育科目 2   

基幹科目     

  人文科学領域   1 

  社会科学領域   1 

  自然科学領域 1 1 

  複合・学際領域   4 

外国語教育と国際交流 

1 5 

  能力別英語 

  目的別英語 

  初修第二外国語 

  国際交流 

保健体育科目   1 

地域連携とボランティア 1 1 

就業力育成科目   1 

全学共通科目小計 5 15 

全学共通科目合計 20 

専
門
科
目 

学部共通専門科目   

47 

社会福祉学系科目 4 

心理学系科目 4 

学科専門科目   

心理学領域 10 

臨床心理学領域 16 

対人援助領域 2 

医療事務関連科目  

レクリエーション関連科目  

専門科目小計 36 47 

専門科目合計 83 

上記いずれかの区分   21 

小計 41 83 

合計 124 
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その他学修に関する規程 

学位規程 

（趣 旨） 

第１条 新潟青陵大学学則第45条の規程に基づき、学士の学位の授与については、この規程の定める

ところによる。 

（学士の学位授与の要件） 

第２条 学士の学位は、本学に４年以上、途中編入の場合は指定された期間在学し、所定の科目およ

び単位数を修得し卒業した者に授与するものとする。 

（学士の学位の授与） 

第３条 学長は、前条の規定により学士の学位を授与すべきものには、学位記を授与する。 

（専攻分野の名称） 

第４条 本学が授与する学士の学位に付記する専攻分野の名称は、次の通りとする。 

     看護学部看護学科       看護学 

     福祉心理学部社会福祉学科   社会福祉学 

     福祉心理学部臨床心理学科   臨床心理学 

（学位記の様式） 

第５条 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。 

 

   附   則 

 この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 
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履修規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、新潟青陵大学学則に定めるもののほか、授業科目（以下「科目」という）の履

修方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（授業科目の年次配当等） 

第２条 各学科の科目、年次配当、必修、選択の区分及び時間数は別表の通りとする。 

２ 毎学年の科目名及び担当教員名は、その学年の初めに発表する。 

（履修登録） 

第３条 学生は、その学期中に履修しようとする科目を本学所定の様式により、学期の初めに指定の

期日までに登録しなければならない。 

２ 単位を修得した科目は再び履修登録することはできない。 

３ 履修科目の登録の上限は、原則として各学期 25単位とする。ただし、集中科目、実習科目、自由

科目はこれに含めない。また、次の基準によりこの上限を調節する。 

 

基準 上限の調整 

16 単位以上取得し、かつ

GPA （ Grade Point 

Average）が（3.0）以上

の場合 

次の学期の履修単位上限数を４単位増やすことが

できる。ただし、学期の履修単位は 32 単位を超え

て増やすことはできない。 

GPA が（1.5）未満の場

合 

次の学期の履修単位上限数を４単位減らさなけれ

ばならない。ただし、学期の履修単位は 12 単位を

下回って減らさない。 

履修単位上限を減らさ絵

れている者が、12 単位以

上修得し、かつ GPA が

（1.5）以上の場合 

次の学期の履修単位上限を 25 単位とする。 

 

（履修指導・退学勧告） 

第 4 条 各学期の GPA が 2.0 未満であった学生は、アドバイザーから学修指導を受けなければならな

い。 

２ 3学期連続して GPAが 1.0未満であった学生は、学長から退学勧告を受ける。 

（単位の認定） 

第５条 各科目の単位の認定は担当教員による成績評価をもって行なわれ、合格者は所定の単位が与

えられる。 

（試 験） 

第６条 試験は、定期試験、臨時試験、追試験及び再試験とし、科目毎にその科目の担当教員がこれ

を行なう。ただし、担当教員に事故がある場合は、他の教員が代わってこれを行なうことができる。 

２ 定期試験は、各科目の所定の授業が終了した学期末に行なう。 

  ただし、担当教員が必要と認めたときは、これに代わってまたはこれ以外に臨時試験を行なうこ

とができる。 

３ 試験は、原則として筆記による。ただし、担当教員が必要と認めたときは、実技又は論文提出等

によることができる。 

（追試験） 
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第７条 病気その他やむを得ない理由により定期試験を受けることのできなかった者は、願い出によ

り、その科目について追試験を受けることができる。 

２ 前項の規定に基づき追試験を受けようとする者は、本学所定の様式に定期試験を受けられなかっ

た理由を証する文書を添えて、指定された期日までに学長に提出しなければならない。 

（再試験） 

第８条 成績評価においてＦ評価となった者は、願い出により、その科目について１回に限り再試験

を受けることができる。 

２ 前項の規定に基づき再試験を受けようとする者は、本学所定の様式に必要事項を記入し、指定さ

れた期日までに学長に提出しなければならない。 

（不正行為） 

第９条 定期試験、授業中に行われる臨時試験（小テストなど）や実技試験、評価にかかわる提出物

において不正行為を行なった者は、当該科目の被評価資格を喪失する。 

（被評価資格） 

第10条 不正行為を行った者、出席時間が当該科目の授業時間数の３分の２に満たない者は、その成

績評価の対象としない。ただし、当該科目の担当教員が欠席の事情をやむをえないと認めたときは

被評価資格を得ることができる。 

２ 実習については、前項の試験科目から除き、別に定めるところによるものとする。 

（成績の評価） 

第11条 成績評価は、100点満点とし、当該科目の担当教員が、次の基準により行なう。ただし、追

試験は80点を、再試験は60点を超えないものとする。 

 

区分 評語 成績評価基準 GP 
評 価 内 容  
（英文内容）  

合 格  S 100～90点  4.0  
特に優れた成績を表します。  

（Excellent）  

 A  89～80点  3.0  
優れた成績を表します。  

（Very Good）  

 B  79～70点  2.0  
妥当と認められる成績を表します。  

（Good）  

 C  69～60点  1.0  
合格と認められる最低限の成績を表します。  

（Satisfactory）  

不合格  F  59点以下  
0.0  

合格と認められる最低限の成績に達していないこと

を表します。（Failure）  

評価なし(N) 
受験資格あるいは被評価資格なし。 

（Not Applicable） 

GPＡ算出 

対象外  

P  合格科目  －  
能力別クラス編成による導入教育等、優劣を示さ

ず、一定基準を満たしかどうか判断する場合。  

（Passed）  

T  単位認定科目  －  
転編入や留学などにより他大学等で修得した科目を

本学の単位として認定したことを表します。  

（Credits Transferred）  

 

２ 前項の成績評価による学業成績を総合的に判断する指標として、GPAを用いる。GPAは、卒業に

必要な単位として算入することのできる授業科目の成績評価のうち、Ｓに4.0、Ａに3.0、Ｂに2.0、Ｃ

に1.0、Ｆに０をそれぞれGPとして与え、各授業科目のGPにその単位数を乗じて得た積の合計を、卒
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業に必要な単位として算入することのできる授業科目の総履修登録単位数からGPA算出対象外の単位

数を引いた数で除して算出する。ただし、再履修により新たに評価を受けた場合は、新しい評価に基

づきGPAを算出する。 

（進 級） 

第12条 学長は、教授会の議を経て、各学年次までの配当された科目について、次年次の学修に支障

を与える科目を履修できなかった者は、次の年次へ進級させないものとする。 

２ 前項の規定により進級できなかった者は、修得を要する科目及び教授会の議を経て学長が決定す

る範囲内の科目を履修するものとする。 

３ その他進級について必要な事項は別に定める。 

 

 

   附   則 

 この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

   附   則 

 この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。平成26年度入学生から適用する。 

 

 別表（学則第22条 別表Ⅰを再掲）省略 

 


