
28
本大学及び大学院は平成22
年度(財)日本高等教育評価
機構から高い評価をいただ
きました。

2021.5

福祉学部  ○福祉心理学科 ○こども学科 大学院  ○臨床心理学専攻 短期大学部  ○保育学科 ○食物栄養学科 ○情報ビジネス学科

宮代キャンパス
〒960-0181　福島県福島市宮代乳児池 1-1
TEL.024-553-3253（入学広報課直通）　FAX.024-553-3222

福島駅前キャンパス
〒960-8505　福島県福島市本町 2-10
TEL.024-515-3221（代）　FAX.024-515-3225

URL
http://www.fukushima-college.ac.jp/

MAIL
a-o@fukushima-college.ac.jp（入学広報課）

福
島
学
院
大
学
　
大
学
案
内
　
２
０
２
２

福島学院大学は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



DATAでみるフクガク･････････････4

学長メッセージ･･････････････････6

教育理念／学是／沿革････････････7

福島学院大学の特色･･････････････8

教育の方針（３つのポリシー）････9

学科と資格のフローチャート･････16

【学科紹介】

福祉学部･福祉心理学科････････････18

福祉学部･こども学科･･････････････24

大学院･臨床心理学専攻････････････30

短期大学部･保育学科･･･････････････32

短期大学部･食物栄養学科･･･････････38

短期大学部･情報ビジネス学科･･･････44

教育＆評価･････････････････････50

キャリアサポート･･･････････････51

奨学金制度･････････････････････52

学費減免制度･･･････････････････53

他大学履修／進学／編入学･･･････54

社会貢献事業･･･････････････････55

【特集】

地域とココロ、ツナグ･･･････････56

学科トピックス･････････････････58

フクガクの12ヶ月･･･････････････60

クラブ紹介･････････････････････62

フクガク生のライフスタイル･････64

宮代キャンパス紹介･････････････66

福島駅前キャンパス紹介･････････72

アクセス･･･････････････････････76

オープンキャンパス情報･････････78

2 3



D A T A で み る フ ク ガ ク

福島学院大学の
ココココがスゴイスゴイ

伝
統
・
歴
史
が
ス
ゴ
イ

つながりがスゴイ

キャンパスライフがスゴイ

夢の実現がスゴイ

創立

男性保育者
育成開始から

21年

地域連携事業実績多数

就職率

98.0%

図書館蔵書数

約87,000冊

クラブ数

20種

ピアノ室

18部屋
約42,000人
の卒業生を輩出

年80
1941年創立以来、歴史と伝統を紡ぎながら、
真心を持った人材の育成に尽力しています。

2000年から
男女共学となり、
時代に求められる
男性保育者を
養成しています。

各学科の学生が地域企業や団体と協力し、地域活性化
に向けた課題解決に取り組んでいます。

入学年度から卒業年度にわたって、一人ひとりのキャ
リア形成を総合的にサポートします！

令和3年5月実績

学科に関する専門書を中心に、実習で役立つ絵本・
紙芝居なども所蔵。地域の方々も利用できます。

学生生活をもっと楽しく! 様々な活動を通して自分を
磨こう！

冷暖房完備のピアノ個室は空き時間に自由に利用で
きます。スキルアップを目指そう！

多くの卒業生が日本各地で活躍し、
地域の発展に貢献しています。

…

国家試験合格率

福島県内

53.3%

50%

第1位

社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験合格者を輩出。
優秀な人材が活躍しています。

社会福祉士

精神保健福祉士
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教 育 理 念

未来への第一歩を福島学院大学から

福島学院大学 学長　桜田 葉子

福島学院大学は、令和３年２月15日で創立80
周年を迎えました。この日を迎えることができま
したのは、本学の前身となる福島高等洋裁学園が
昭和16年に開校して以降の約４万２千人の卒業生
と御家族の皆様に支えられた賜物と、心より感謝
申し上げます。

『あなたの人生は長く、世界は果てしなく広い。
あなたがその気になれば、可能性は無限にある』
（香月日輪氏の小説より）。

本学の目指す姿は、無限の可能性に挑戦し、何
事にも全力で取り組んで生きる力を育むことがで
きる、ここで学んで良かった、卒業して良かった
といわれる「学生第一」の大学です。そして学生だ
けでなく、地元の企業や行政、地域の人たちに

も私たちの大学と言ってもらえる、地域に根ざし、
地域に貢献できる「地域になくてはならない」と言
いわれる大学です。
本学は、あなたの２年間あるいは４年間の「時
間」という「宝」であなたの未来が切り拓かれるよ
う、建学の精神である「真心」であなたを支え応援
します。何事にも全力で取り組むことが努力する
力を育み、生きる力を育み、可能性を広げること
にもつながっていきます。学業はもちろんのこと、
人や地域社会の方々とふれあう様々な経験に挑戦
し続けていただけるよう、「真心」であなたを支え
応援します。
本学では、地域連携センターを核として、こ
の２年間で地域と連携する事業を120以上実施し
ています。福島県が設置する県立医科大学と連携
しての「ふくしま子どもの心のケアセンター」運営

など大学として地域に貢献する事業ばかりでなく、
食品衛生法で表示が求められる加工食品の栄養分
析や地元の資源を活用した商品開発、温泉街の活
性化プロジェクトに参加したりする等、学生の若
い力で地域が前に進む後押しをする事業も数多く
実施し、あなたの未来の可能性を広げる機会を提
供しています。
新型コロナウイルス感染症との戦いが続いて

いますが、どのような状況においても質の高い教
育を提供できるよう努力を重ね、あなたの無限の
可能性を切り拓く力を育み、あなたの未来への第
一歩となる「宝」の「時間」を大切に重ねられるよう、
本学は「真心」を持ってあなたを支え応援します。
あなたの無限の可能性につながる未来への第一

歩が、福島学院大学で始まることを心から願って
います。

学長メッセージ 感銘と感動を与え、
知的好奇心を喚起する授業の実施を目指すと共に、
自らの人生を創造的に生きようとする学生を受け入れ、支援する

｢真心こそすべてのすべて｣
本学は学則に「教育基本法、学校教育法、および創立者の『真心

こそすべてのすべて』という信念に則り、専門の学芸を教授し、職
業又は実際生活に必要な能力を育成する教育を行うとともに、総合
的な判断力と豊かな人間性を涵養する教育を実施し、併せて地域社
会の向上に寄与することを目的とする」と謳っています。

「真心」を身につけた学生を育成することが、本学の創立者菅野
慶助先生の建学の精神です。

「真心」
真心とはいうまでもなく、誠や至誠などと呼ばれるものと相通じ、

一般的な考え方を示すものとして、広辞苑では、「誠の心。いつわ
りのない真実の心。赤心」と記しています。また、「誠」の項では、「真」、

「実」などの文字とともに、「真実の通りであること。うそでないこ
と」、また、「人に対して親切にして欺かぬこと」と記しています。

このように、真心はまず、自己に対していつわりのないこと。即
ち「自らの良心の声に聞いて恥じないこと」を意味しています。次
に他人に対しては、自己に対するいつわりのない心そのものをもっ
て接し、その人の身になって考える思いやりがあり、他人を決して
欺かないことを意味しています。

「すべてのすべて」
以上のような意味の「真心」こそは、人間の行為のすべてを貫く

ものでなければならないのであって、菅野慶助先生が「一にも真
心、二にも真心」と述べているのはこのことを指しています。さら
に、真心はすべての徳の中でも根本に位するものとして、これらを
とらえることができます。この二つの意味を込めて「すべてのすべ
て」と言っているのです。

1．真心を持って人に接し、人の立場を考えて行動できるひとを育
てます。

真心は人間社会を築く礎であり、人間関係の基本です。心の
こもった対応や接遇を心掛け、相手や他人の立場を理解しよう
とする謙虚さを失うことなく行動ができる人間を育成します。

2．夢とロマンを胸に、自らの人生を創造的に生きようとするひと
を育てます。

夢をもって生きること、ロマンを求めて生きること、その実
現に努力すること、それは自らの青春を美しく磨くことです。

3．的確な判断ができ、自らの知識と技能を生かして社会に貢献で
きるひとを育てます。

的確な判断は、現代社会に必要な知識と教養の獲得と、社会
のいろいろな人との多様な人間関係の錬磨の中から生まれてく
るものです。自らの知識を深め、自らの技能を高めて、社会に
貢献できる人材の育成につとめます。

4．国際的な視野に立ち、多様性を理解し、相互理解の心を持つひ
とを育てます。

情報は一瞬にして世界を駆け巡ります。世界は日本に、また
日本は世界に影響を与えます。国際的な視野に立って考えるこ
とのできる人間の育成につとめます。

5．感銘と感動を素直に表現できるひとを育てます。
感銘と感動のある人生ほど素晴らしいものはありません。一

つひとつの発見や驚きが、人生に若さと新鮮さを与えてくれま
す。そうした「ひとを育てる教育」でありたいと考えます。

昭和 16 年 創立者・菅野慶助、菅野八千代により洋裁教育を通じて婦人の教養及
 び社会的地位向上を目的とし、福島学院大学の前身となる福島高等洋
 裁学院を開校
昭和 41 年 短期大学開学、保育科開設
昭和 43 年 服飾美術科、食物栄養科開設
昭和 46 年 保育科第二部開設
昭和 49 年 附属幼稚園開設
昭和 60 年 秘書科開設
平成 元 年 生活教養科開設（服飾美術科・学科名変更）
平成 12 年 福島学院短期大学（男女共学化）、福島学院短期大学附属幼稚園に名称変更
 生活デザイン科開設（生活教養科・学科名変更）
 情報ビジネスコミュニケーション科開設（秘書科・学科名変更）
平成 13 年 福祉心理科、専攻科福祉専攻第一部開設
平成 14 年 情報ビジネス科開設（情報ビジネスコミュニケーション科・学科名変更）
平成 15 年 福島学院大学開学、福祉学部福祉心理学科開設
 福島学院短期大学生活デザイン科、福祉心理科募集停止（大学へ定員振替）
平成 16 年 福島学院大学短期大学部、福島学院大学附属幼稚園に名称変更
平成 18 年 福島駅前キャンパス開設
平成 19 年 大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻（修士課程）開設
平成 24 年 専攻科臨床栄養専攻開設
 専攻科情報ビジネス専攻開設

平成 25 年 大学院心理学研究科臨床心理学専攻に研究科名変更
 大学院心理学研究科こども心理専攻開設
平成 27 年 福島学院大学福祉学部こども学科開設
 福島学院大学附属幼稚園を幼保連携型福島学院大学認定こども園へ移行
平成 28 年 福島学院大学短期大学部保育科第二部募集停止
平成 29 年 福島学院大学短期大学部専攻科
 福祉専攻第一部、臨床栄養専攻、情報ビジネス専攻廃止
 福島学院大学短期大学部
 保育科第一部を保育学科、食物栄養科を食物栄養学科、
 情報ビジネス科を情報ビジネス学科に学科名変更
令和 元 年 大学院心理学研究科こども心理専攻廃止

建学の精神 本学が育成しようとする人間像

沿 革

学 是

昭和16年4月　福島高等洋裁学院開校式 昭和43年3月　短期大学１期生卒業式
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　福島学院大学の建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）とHospitality（思いやり）の　
現代的意味を深く体得し、生涯にわたって学び続けながら、地域・社会に積極的かつ実践的に貢献する人材を輩出します。

入学に関する基本的な方針（アドミッションポリシー）
　建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）とHospitality（思いやり）の体得に努め、探究
心をもって地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持つ学生を募集します。

【入学前に身につける能力・素養】
◦本学の教養教育、専門教育の基礎となる水準の知識・技能
◦本学での学修に必要となる論理的思考力・判断力・表現力
◦本学での学修を身につけるための主体性・協働性　

【入学者選抜の方針】
◦入学者選抜では、本学で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある者を、あらゆる地域から迎え入れる。
◦入学後の学修の基礎となる知識・技能、論理的思考力・判断力・表現力、および主体性・協働性（学力の三要素）を選抜において確認する。

【評価方法の比重】
◦「入学前に身につける能力・素養」を、各学科の入学者選抜において評価する。

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）
　本学は各学問分野の専門性において、卒業認定・学位授与に求められる能力や素養を身につけるために、学科ごとに体系的教育編成を構築
しています。

【卒業認定・学位授与に求められる体系的教育編成】
◦すべての学生が根拠に基づく（エビデンスベース）思考力と総合力を身につけるための、充実した教養教育の編成。
◦演習・ゼミナールや学生参画型対話型教育（アクティブラーニング）などの双方向型授業を主体とし、フィールドワークも活用したプロジェクト型の教

育を通して、問題発見・解決力、構想・構築力・コミュニケーション力、実践力を培う専門教育の編成。
◦教養教育と専門教育における学生の主体的学びを構築するために、学問分野・レベル・授業形態などをカリキュラムマップ・カリキュラムツリー・ナン

バリングなどによって体系化。
◦学生の自学自修による体系的な学びを、学修ポートフォリオなどによって可視化（みえる化）。

【3 つに大別される科目およびプログラム】
　カリキュラムは、教養教育科目・専門教育科目・体験・実習型科目に大別され、そこに関連する分野の科目によって、卒業認定・学位授与のための体系
的学習が可能です。
①教養教育科目　
　◦広い視野に立ち、学士力の基礎となる基本的な教養（アカデミック・ツール）を提供する。
　◦1～2年次の初年次教育によって、リテラシー（読む・書く・話す）および情報リテラシーを修得する。
②専門教育科目
　◦2～4年次までの専門教育科目によって、研究能力、専門的職業能力を育成するとともに、資格取得のために高い知識・技能の修得を提供する。
③体験・実践型科目
　◦ボランティア、インターンシップ、リーダーシップ教育、留学など、地域と社会で実践的に学びまた貢献する機会を提供する。

【成績評価の可視化（みえる化）】
◦教育課程レベル・科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえておこなう。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　本学の教育研究上の目的に基づき、各学科における学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、学則に定める卒業に必要な条件を満
たした者に対して卒業を認定し、「学士（福祉心理学）（こども学）」「短期大学士（保育学）（食物栄養学）（情報ビジネス学）」の学位
を授与します。

DP1．総合力：人間や文化について幅広い知識を身につけ、広い視野から理解することができる思考力・判断力
DP2．問題発見・解決力：現代社会に関心を持ち、課題を見つけ出して解決に取り組むことができる関心・意欲・態度
DP3．構想・構築力：新たな問題を言語化またはモデル化し、それに対する分析や提案をおこない、論理的に説明する力
DP4．コミュニケーション力：学びによる能力や素養を活かすために、他者との相互理解を実現する力
DP5．実践力：専門性を実践するために必要な知識・能力・技能

教育研究上の目的

教育の方針（３つのポリシー）

基礎力・人間力のスキルを磨く独自の教育を展開しています。福島学院大学の特色

レポートや小論文作成に必須であり、コミュニケー
ション力の向上にもつながる、国語能力の習得を徹
底しています。また、初年次教育を基礎として、専
門分野の正確な知識・技能を身に付けるとともに、
実践的な授業や学内外での活動を通して、自主的・
主体的な問題解決能力を育みます。

一人ひとりの顔が見える距離で、学生の理解度を
把握しながら、きめ細やかな授業を展開。学生と教
員が双方向で意見を交わすことで知識を深め、多角
的な視点から考える力を育みます。

各学科において、専門分野の基礎力向上を図ると
ともに、学生との定期的な個別面談や実習の事前・
事後指導の徹底、各種検定試験に向けた特別講座の
開講や学生主体の自主勉強会の支援などを通して、
免許・資格取得から就職までを強力にサポートして
います。

法人創立80年の伝統を誇る福島学院大学は、各学
科の専門分野において、卒業生が多数活躍する東北
地域の「現場の声」を反映した教育を展開しています。
その学びの成果を学生が主体的に地域社会に還元し、
自己の能力を向上させるため、様々な自治体や企業
との包括的連携協定を締結しています。

リテラシー教育による
確かな学び

こだわりの少人数教育

免許・資格取得を
強力サポート

地域に生きる、地域に根ざす

8 9



教育研究上の目的

福祉心理学科においては、社会福祉、精神保健福祉、臨床心理、カウンセリング等の分野において将来の専門職として必要な教育を行
うとともに、他者の心の痛みに共感でき、心の痛みを抱える人々に積極的な援助活動を行うことができる 人材を育成します。

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

 福祉心理学科の教育研究上の目的に基づき、福祉心理学科教育課程における学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、福島
学院大学学則に定める卒業に必要な要件を満たした者に対して卒業を認定し、「学士（福祉心理学）」の学位を授与します。

DP1．総合力：人間や文化について幅広い知識を身につけ、広い視野から理解することができる思考力・判断力
DP2．問題発見・解決力：現代社会に関心を持ち、課題を見つけ出して解決に取り組むことができる関心・意欲・態度
DP3．構想・構築力：新たな問題を言語化またはモデル化し、それに対する分析や提案をおこない、論理的に説明する力
DP4．コミュニケーション力：学びによる能力や素養を活かすために、他者との相互理解を実現する力
DP5．実践力：対人援助職としての専門性を実践するために必要な知識・能力・技能

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）

　福祉心理学科は、社会福祉、精神保健福祉、臨床心理、カウンセリング等の分野において、卒業認定・学位授与に求められる能力や
素養を身につけるために、体系的教育編成を構築しています。

【卒業認定・学位授与に求められる体系的教育編成】
◦すべての学生が根拠に基づく（エビデンスベース）思考力と総合力を身につけるための、充実した教養教育の編成。
◦演習・ゼミナールや学生参加型対話型教育（アクティブラーニング）などの双方向型授業を主体とし、フィールドワークも活用したプロジェクト型の教育を通して、

問題発見・解決力、構想・構築力・コミュニケーション力、実践力を培う専門教育の編成。
◦教養教育と専門教育における学生の主体的学びを構築するために、学問分野・レベル・授業形態などをカリキュラムマップ・カリキュラムツリー・ナンバリング

などによって体系化。
◦学生の自学自修による体系的な学びを、学修ポートフォリオなどによって可視化（みえる化）。

【２つに大別される科目およびプログラム】
　カリキュラムは、教養教育科目・専門教育科目に大別され、そこに関連する分野の科目によって、卒業認定・学位授与のための体系的学習が可能です。
①教養教育科目　
◦広い視野に立ち、学士力の基礎となる基本的な教養（アカデミック・ツール）を提供する。
◦１～２年次の初年次教育によって、リテラシー（読む・書く・話す）および情報リテラシーを修得する。
②専門教育科目
◦１～４年次までの専門教育科目によって、研究能力、専門的職業能力を育成するとともに資格取得のために高い知識・技能の修得を提供する。
◦学外実習や地域ボランティア活動を通して、地域と社会で実践的に学び、また貢献する機会を提供する。

【成績評価の可視化（みえる化）】
◦教育課程レベルや科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえて行う。

入学に関する基本的な方針（アドミッションポリシー）

　建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）と Hospitality（思いやり）の体得に努め、
探求心を持って地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持ち、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
及び教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、
思考力・判断力・表現力等の能力を備えた将来、対人援助職を目指す人を募集します。

【入学前に身につける能力・素養】
①知識・技能
　高等学校までの履修内容について、科目の偏りがなく総合的に身につけている。
②思考力・判断力・表現力などの能力
　⑴現代社会に関心をもち、物事を筋道立てて考えることができる。
　⑵課題やテーマについて調べ、分かったことや気づいたことを他者に伝えることができる。
③主体性を持って多様な人びとと協働して学ぶ態度
　⑴自分の目標を持って意欲的に学ぶことができる。
　⑵他者を尊重することができる。
　⑶他者と協力して課題に取り組むことができる。

【入学選抜の方針】
◦入学選抜では、福祉心理学科で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある者を、あらゆる地域から迎え入れる。
◦入学後の学修の基礎となる知識・技能、論理的思考力、判断力・表現力、および主体性・協働性（学力の三要素）を入学者選抜において確認する。

【評価方法】
◦「入学前に身につける能力・素養」を、福祉心理学科の入学者選抜において評価する。

福祉心理学科の３つのポリシー
福祉学部

教育研究上の目的

こども学科においては、教育・福祉両面に渡る発達支援、子育て支援を担う専門職を目指し、乳幼児期を中心とした保育および幼児教
育に関する教育研究を行い、将来的に保育教諭、幼稚園教諭ならびに保育士として指導的役割を担うことのできる人材を育成します。

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

　本学の教育研究上の目的に基づき、こども学科における学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、学則に定める卒業に必要
な条件を満たした者に対して卒業を認定し、「学士（こども学）」の学位を授与します 。

DP1．総合力：人間や文化について幅広い知識を身につけ、広い視野から理解することができる思考力・判断力・実行力
DP2．問題発見・解決力：現代社会に関心を持ち、課題を見つけ出して解決に取り組むことができる関心・意欲・態度
DP3．構想・構築力：新たな問題を言語化またはモデル化し、それに対する分析や提案をおこない、論理的に説明する力
DP4．コミュニケーション力：学びによる能力や素養を活かすために、他者との相互理解を協働により実現する力
DP5．実践力：保育・教育の専門性を実践するために必要な知識・能力・技能

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）

　こども学科は、卒業認定・学位授与に求められる能力や素養を身につけるために、次に掲げる体系的教育編成を構築しています。

①総合力
　保育士ならびに幼稚園教諭になるために必要な専門的知識、技能・技術を座学と演習、及び実習により学ぶ。
　乳幼児の保育・教育ならびに子育て支援、子どもや子育て家庭を取り巻く福祉問題など幅広い視野から理解できる思考力・判断力を身につける。
②問題発見・解決力
　子どもを取り巻く環境の変化に関心を持ち、子どもに関する身近な問題を見つけ、その解決方法を検討する。
③構想・構築力
　ゼミナール、卒業論文・卒業制作を通じ、学士（こども学）に相応しい論理的思考により、子どもと子どもの環境についての学びの集大成を形にする。
④コミュニケーション力
　子どもの最善の利益を獲得するための、保護者との協働による保育実践は、密なコミュニケーションから生まれる。大学全体の教職員との挨拶から始まる日々の

コミュニケーションを大切にすることで、コミュニケーション能力を培う。
⑤実践力
　１年次から２年次までの座学と演習をもとに、３年次からの学外実習において保育・教育の実践を行う。その実践の省察からの学びを次への課題として新たな実

践を行うことで実践力を身につける。
【成績評価の可視化（みえる化）】
成績評価は、教育課程レベル・科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえておこなう。

入学に関する基本的な方針（アドミッションポリシー）

　建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）と Hospitality（思いやり）の体得に努め、
探究心をもって地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持ち、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）
及び教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能、
思考力・判断力・表現力等の能力を備えた、将来、保育者を目指す人を募集します。

①知識および技能
　⑴専門科目を学ぶために必要な「音楽」、「家庭」の基礎的な内容を理解していること。
　⑵読解力や語学力の基礎となる「国語」を通して、聞く、話す、読む、書くという基礎的なコミュニケーション能力を身につけている。また、実務的な計算能力

があること。
②思考力・判断力・表現力等
　子どもや子どもの環境に関する問題について、知識や情報を基に論理的に考察し、判断したり、行動したりすることができること。
③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
　子どもや子どもの環境に対する強い興味と関心を持ち、将来、保育者として子どもの福祉に貢献したいという意欲がある。学修課題に積極的に取り組み、主体的

に学ぶことができること。

　以上のような入学者を選抜するために、本学科で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある人を、あらゆる地域から迎え入れ、筆記試験（小論文を含む）、
面接、書類審査等を取り入れた多様な入試を実施します。

こども学科の３つのポリシー
福祉学部
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教育研究上の目的

　大学院心理学研究科は、建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心 = 偽りや飾りのない心）と Hospitality（思
いやり）の現代的意味を深く体得し、かつ、心理学領域の理論および応用を教授研究し、心の問題の今日的な課題に対応できる実践能
力と研究能力を持った高度で専門的な人材を輩出します。

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

　大学院の教育研究上の目的に基づき、学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、大学院規則に定める修了に必要な条件を満
たした者に対して修了を認定し、「修士（臨床心理学）」の学位を授与します。

DP1．総合力：人間やその環境およびそれらへの対応に関する高度で幅広い知識を身につけ、広い視野から臨床心理学的問題について理解することができる思考力・判断力
DP2．問題発見・解決力：現代社会に関心を持ち、臨床心理学的な課題を発見、解決に取り組むことができる関心・意欲・態度
DP3．構想・構築力：新たな問題について、エビデンスに基づく分析をおこない、理論を構築・展開する力
DP4．コミュニケーション力：学びによる能力や素養を活かすために、他者や状況理解に関する高度な視点と態度を持ち、今日的な課題に積極的に対応していく力
DP5．実践力：専門性を実践するために必要な高度な知識・能力・技能を応用していく力

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）

　大学院心理学研究科はその専門性において、修了認定・学位授与に求められる能力や素養を身につけるために、体系的教育編成を構
築しています。
　なお、公認心理師および臨床心理士養成に基づく教育課程を履修し、単位を修得した者に、公認心理師国家試験受験資格、臨床心理
士試験受験資格を得ることができるよう教育課程を編成しています。

【修了認定・学位授与に求められる体系的教育編成】
◦すべての学生が根拠に基づく（エビデンスベース）思考力と総合力を身につけるための、充実した教育の編成。
◦演習・修士論文研究指導や学生参画型対話型教育（アクティブラーニング）などの双方向型授業と多領域にわたる実践的学習である実習を通して、問題発見・解決力、

構想・構築力・コミュニケーション力、実践力を培う専門教育の編成。
◦学生の主体的学びを構築するために、レベル・授業形態などをカリキュラムツリー・ナンバリングなどによって体系化。

【４つに大別される科目およびプログラム】
　カリキュラムは、臨床心理学基礎科目・臨床心理学応用科目・臨床心理実習科目・研究指導科目に大別され、修了認定・学位授与のための体系的学習が可能です。
①臨床心理学基礎科目→ DP1 および２の総合力、問題発見・解決力に関連する科目、資格取得科目をふくむ。
　◦広い視野に立ち、臨床心理学的支援の基礎となる基本的視点と態度に関する知識・技能を提供する。
　◦基礎科目によって、高度で専門的な職業人となるための基礎的知識および技能を修得する。
　◦教育課程レベル・科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえておこなう。
②臨床心理学応用科目→ DP2、3 および 5 の問題発見・解決力、構想・構築力、実践力に関連する科目、資格取得科目をふくむ。
　◦応用科目によって、現代社会の状況を分析し、臨床心理学的問題の発見と支援のあり方に関する新たな視点を提案できる専門的職業能力を育成するとともに、
　　資格取得のために高い知識・技能の修得を提供する。
　◦教育課程レベル・科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえておこなう。
③臨床心理実習科目→ DP4、5 のコミュニケーション力、実践力に関連する科目、資格取得科目をふくむ。
　◦学内外の実習機関において、臨床心理学的な支援について実践・考察する機会を提供する。
　◦教育課程レベル・科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえておこなう。
④研究指導科目→ DP1 ～ 5 のすべてに関連する科目
　◦問題を発見し、探究する上での倫理的な視点と態度を修得する
　◦データから新たな知見を見出し、展開していく力を修得する。
　◦「福島学院大学大学院修士論文に係る評価基準」を踏まえておこなう。

入学に関する基本的な方針（アドミッションポリシー）

　建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）と Hospitality（思いやり）の体得に努め、
広く地域に根ざし、自らの高い知識と高度な技能を生かして社会に貢献しようとする学生、高度な専門性を発揮するために、公認心理
師国家試験受験資格や臨床心理士受験資格の取得を目指している学生を募集します。

【入学前に身につける能力・素養】
◦本学大学院の専門的な教育の基礎となる、学部卒業水準の臨床心理学およびその周辺領域に関する知識・技能
◦本学大学院での学修に必要となる高度な論理的思考力・判断力・表現力
◦本学大学院での学修を身につけるための主体性・協働性

【入学者選抜の方針】
◦入学者選抜では、本学大学院で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある者を、あらゆる地域から迎え入れる。
◦入学後の学修の基礎となる学部卒業水準の知識・技能、 論理的思考力・判断力・表現力、および主体性・協働性を選抜において確認する。

【評価方法の比重】
「入学前に身につける能力・素養」を、入学者選抜において評価する。

臨床心理学専攻の３つのポリシー
大学院心理学研究科

教育研究上の目的

　保育学科においては、多様な保育ニーズに対応できる教養と専門的な知識・技術を持った人材を育成することを教育目標としています。学生に
は幼稚園教諭二種免許状と保育士資格両方の取得を奨励し、将来の保育者として、生涯にわたって学び続けながら地域・ 社会に積極的かつ実践的
に貢献できる人材を輩出します。 免許状・資格取得そのものを卒業要件とはしていませんが、学習成果はこれに沿って以下のように設定しています。
⑴ 幼稚園、保育所、認定こども園にかかわらず、地域社会、家庭、社会的養護など様々な教育・ 保育ニーズに対応し、実践者として活躍できる
保育者となる理論と実践を身につけている
⑵ 学内・学外実習とその事前・事後指導を通して、子どもの発達上の諸課題の把握や 子どもの生活行動を的確に把握して、保育者に必要な知識、
技術、態度を修得している

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

　保育学科の教育研究上の目的に基づき、保育学科教育課程における学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、短期大学部学
則に定める卒業に必要な要件を満たした者に対して卒業を認定し、「短期大学士（保育学）」の学位を授与します。

DP1．総合力：保育・幼児教育を学ぶ者として、人間や文化について幅広い知識を身につけ、広い視野から理解することができる思考力・判断力
DP2．問題発見・解決力：子どもの成長とそれを取り巻く現代社会に関心を持ち、保育・幼児教育や乳幼児の発達に関する課題を見いだし、解決に取り組むことができる関心・意欲・態度
DP3．構想・構築力：近年の子どもと子どもに関する社会等の新たな問題とその背景を言語化またはモデル化し、それに対する分析や提案を行い、論理的に説明する力
DP4．コミュニケーション力：学びによる能力や素養を活かすために、子ども、保育者、保護者、地域の方々といった子どもの成長に関わる他者との相互理解を実現する力
DP5．実践力：保育・幼児教育に関する専門性を実践するために必要な知識・能力・技能

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）

　保育学科は、保育・幼児教育分野の専門性において、卒業認定・学位授与に求められる能力や素養を身につけるために、体系的教育
編成を構築しています。なお、「教員免許課程」および「指定保育士養成」に基づく教育課程を履修し、単位を修得した者に幼稚園教
諭二種免許状、保育士資格が取得できるよう教育課程を編成しています。

【卒業認定・学位授与に求められる体系的教育編成】
◦すべての学生が根拠に基づく（エビデンスベース）思考力と総合力を身につけるための、充実した教養教育科目を編成。
◦演習、実践、学生参画型対話型教育（アクティブラーニング）などの双方向型授業を主体とし、問題発見・解決力、構想・構築力、コミュニケーション力、実践

力を培う専門教育科目を編成。
◦教養教育科目と専門教育科目における学生の主体的学びを構築するために、学問分野・レベル・授業形態などをカリキュラムツリー・ナンバリングなどによって体系化。
◦学生の自学自修による体系的な学びを、学修ポートフォリオ・履修カルテなどによって可視化（みえる化）。

【２つに大別される科目およびプログラム】
　カリキュラムは、教養教育科目、専門教育科目に大別され、そこに関連する分野の科目によって、卒業認定・学位授与のための体系的学習が可能です。
①教養教育科目
　◦広い視野に立ち、短期大学士力の基礎となる基本的な教養（アカデミック・ツール）を提供する。
　◦ 1 年次の初年次教育によって、リテラシー（読む・書く・話す）および情報リテラシーを修得する。
②専門教育科目
　◦ 2 年次までの専門教育科目によって、保育・幼児教育に関する研究能力、専門的職業能力を育成するとともに、資格取得のための高い知識・技能の修得を提供する。
　◦保育・教育実習などの学外実習やボランティア活動を通して、地域と社会で実践的に学び、また貢献する機会を提供する。
　◦本学附属施設の認定こども園、子育て支援センターや地域の福祉施設、保育・教育関連機関と連携をし、実践型学習の機会を提供する。

【成績評価の可視化（みえる化）】
◦教育課程や科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえて行う。

入学に関する基本的な方針（アドミッションポリシー）

　保育学科では、建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）と Hospitality（思いやり）の体得に努め、将
来の保育者として、探究心を持って子どもの心身の成長を支援し、地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持つ学生を募集します。

【入学前に身につける能力・素養】
①保育学科の教養教育科目、専門教育科目の基礎となる水準の知識・技能
　高等学校卒業程度までの基礎的な学力を有し、保育・幼児教育を学ぶにあたって知識や技能を適切に展開できる。
②保育学科での学修に必要となる論理的思考力・判断力・表現力
　これまでに学んできた知識や技能等を活用し、課題に取り組むことができる思考力・判断力を持ち、自分の考えや思いを他者に伝えるための表現力を備えている。
③保育学科での学修を身につけるための主体性・協働性
　保育・幼児教育への学習意欲を強く持ち、学んだ知識・技能を用いて積極的に人々と関わり、地域・社会に貢献しようとする意志がある。

【入学者の方針】
◦入学者選抜では、保育学科で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある者を、あらゆる地域から迎え入れる。
◦入学後の学修の基礎となる知識・技能、論理的思考力・判断力・表現力、および主体性・協働性（学力の三要素）を入学者選抜において確認する。

【評価方法の比重】
◦「福島学院大学短期大学部入学者選抜規程」に基づき、保育学科入学者選抜方針を定め、入学者選抜を実施する。入学者選抜においては、「入学前に身につける能力・

素養」の「①～③」を、書類審査・面接・小論文により総合的に評価する。

保育学科の３つのポリシー
短期大学部
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教育研究上の目的

　福島学院大学の建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）と Hospitality（思いやり）の
現代的意味を深く体得し、生涯にわたって学び続けながら、地域・社会に積 極的かつ実践的に貢献する人材を輩出します。 この目的達成
のために食物栄養学科では、実学を重視して、豊かな教養と、より良い食生活を実現するための理論と実践を身につけた人材を育成します。

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

　本学の教育研究上の目的に基づき、各学科における学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、学則に定める卒業に必要な条
件を満たした者に対して卒業を認定し、「短期大学士（食物栄養学）」の学位を授与します。

DP1．総合力：人間や文化について幅広い知識を身につけ、広い視野から理解することができる思考力・判断力
DP2．問題発見・解決力：現代社会に関心を持ち、課題を見つけ出して解決に取り組むことができる関心・意欲・態度
DP3．構想・構築力：新たな問題を言語化またはモデル化し、それに対する分析や提案をおこない、論理的に思考・説明する力
DP4．コミュニケーション力：学びによる能力や素養を活かすために、他者との相互理解を実現する力
DP5．実践力：専門性を実践するために必要な知識・能力・技能
食物栄養学科では、必要な単位の取得をして卒業が認められた学生は、栄養士資格の申請をすることが出来る。

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）

　本学は各学問分野の専門性において、卒業認定・学位授与に求められる能力や素養を身につけるために、学科ごとに体系的教育編成
を構築しています。

【卒業認定・学位授与に求められる体系的教育編成】
◦すべての学生が根拠に基づく（エビデンスベース）思考力と総合力を身につけるための、充実した教養教育の編成。
◦演習・ゼミナールや学生参画型対話型教育（アクティブラーニング）などの双方向型授業を主体とし、フィールドワークも活用したプロジェクト型の教育を通して、

問題発見・解決力、構想・構築力・コミュニケーション力、実践力を培う専門教育の編成。
◦教養教育と専門教育における学生の主体的学びを構築するために、学問分野・レベル・授業形態などをカリキュラムマップ・カリキュラムツリー・ナンバリングなどによって体系化。
◦学生の自学自修による体系的な学びを、学修ポートフォリオなどによって可視化（みえる化）。

【３つに大別される科目およびプログラム】
　カリキュラムは、教養教育科目・専門教育科目・体験・実習型科目に大別され、そこに関連する分野の科目によって、卒業認定・学位授与のための体系的学習が可能です。
①教養教育科目
◦広い視野に立ち、学士力の基礎となる基本的な教養（アカデミック・ツール）を提供する。
◦１～２年次の初年次教育によって、リテラシー（読む・書く・話す）および情報リテラシーを修得する。
　このことを実現するために食物栄養学科では、基本的な教養を身につける教科、12 教科を配置し、短期大学士力・栄養士力の基礎を涵養します。
②専門教育科目
◦１～２年次までの専門教育科目によって、研究能力、専門的職業能力を育成するとともに、資格取得のために高い知識・技能の修得を提供する。
　具体的には、食の基本、生理 ･ 生化学の基本を修得することを目的とした 17 の専門基礎教育科目、栄養・調理などの修得を目指した 15 の専門教育科目によって論理的な

思考力を涵養し、座学教科を基に、「実習」を通して研究能力、専門的職業能力を育成する。このことで、栄養士資格取得へ向けて必要とされる高い知識と技術を修得します。
③体験・実践型科目
◦ボランティア、インターンシップ、リーダーシップ教育、留学など、地域と社会で実践的に学びまた貢献する機会を提供する。
　栄養士資格取得必修教科である「給食管理実習」では、校内と学外において、それぞれ５日間ずつ実習を行い、給食の現場における判断力・実践力を培います。
　加えて、「特別研究」によって、実社会における「食」への関わりや商品開発など、多面的な学習を進め、学内では修得できない様々な高い実践力を涵養します。

【成績評価の可視化（みえる化）】
◦教育課程レベル・科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえておこなう。

入学に関する基本的な方針（アドミッションポリシー）

　建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）と Hospitality（思いやり）の体得に努め、
探究心をもって地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持つ学生を募集します。

【入学前に身につける能力・素養】
◦本学の教養教育、専門教育の基礎となる水準の知識・技能
◦本学での学修に必要となる論理的思考力・判断力・表現力
◦本学での学修を身につけるための主体性・協働性
◦食物栄養学科では、さらに自然科学系教科の基礎知識が必須であり、高等学校卒業程度の化学 ･ 生物学 ･ 数学の基礎力
◦やり始めたことは最後まで責任を持って成し遂げる、忍耐力 ･ 精神力 ･ 責任感 ･ 体力
◦食を通して地域社会に貢献するために、学び続けようとする強い熱意

【入学者選抜の方針】
◦入学者選抜では、本学で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある者を、あらゆる地域から迎え入れる。
◦入学後の学修の基礎となる知識・技能、論理的思考力・判断力・表現力、および主体性・協働性（学力の三要素）を選抜において確認する。
◦全ての選考において、出身校の調査書、小論文、面接をもとに選抜を行う。推薦選考では小論文、面接を重点に置いて選抜を行い、総合型選考、一般選考では３つの要素をもとに選抜を行う。

【評価方法の比重】
◦「入学前に身につける能力・素養」を、各学科の入学者選抜において評価する。

情報ビジネス学科の教育研究目的

　情報ビジネス学科は、地域社会が求めるコミュニケーション能力、IT スキル、ビジネスマナー、職業意識、基礎学力、課題解決能
力を身につけた人材を育成します。

学位授与の方針（ディプロマポリシー）

　情報ビジネス学科の教育研究上の目的に基づき、学修を通して以下に示す能力・技能等を身につけ、学則に定める卒業に必要な条件
を満たした者に対して卒業を認定し、「短期大学士（情報ビジネス学）」の学位を授与します。

DP1．総合力：人間や文化について幅広い知識を身につけ、広い視野から理解することができる思考力・判断力
DP2．問題発見・解決力：地域社会に関心を持ち、課題を見つけ出して解決に取り組むことができる関心・意欲・態度
DP3．構想・構築力：新たな問題を言語化またはモデル化し、それに対する分析や提案をおこない、論理的に説明する力
DP4．コミュニケーション力：ビジネスゴールの達成のために、多様な年齢層・立場の相手と円滑にコミュニケーションする力
DP5．実践力：専門性を実践するために必要な知識・能力・技能

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）

　情報ビジネス学科は各学問分野の専門性において、卒業認定・学位授与に求められる能力や素養を身につけるために、体系的教育編
成を構築しています。

【卒業認定・学位授与に求められる体系的教育編成】
◦すべての学生が根拠に基づく（エビデンスベース）思考力と総合力を身につけるために、充実した教養教育を編成します。
◦演習・ゼミナールや学生参画型対話型教育（アクティブラーニング）などの双方向型授業を主体とし、フィールドワークも活用したプロジェクト型の教育を通して、

問題発見・解決力、構想・構築力・コミュニケーション力、実践力を培う専門教育を編成します。
◦教養教育と専門教育における学生の主体的学びを構築するために、学問分野・レベル・授業形態などをカリキュラムマップ・カリキュラムツリー・ナンバリング

などによって体系化します。
◦学生の自学自修による体系的な学びを、学修ポートフォリオなどによって可視化します。

【3 つに大別される科目およびプログラム】
①教養教育科目

◦広い視野に立ち、学士力の基礎となる基本的な教養（アカデミック・ツール）を提供します。
◦初年次教育によって、リテラシー（読む・書く・話す）および情報リテラシーを修得します。
◦生涯スポーツや国際理解を目的とした科目を開設します。

②専門教育科目
◦情報ビジネス学科の専門教育科目は、「情報リテラシーの修得」「コミュニケーション能力の修得」「ビジネス実務の修得」「地域課題の理解」「豊かな表現力の
　修得」の５つの分野で編成しています。
◦ビジネスの現場で即戦力として活躍できる資格検定の合格を目指す科目を提供します。
◦専門性を高めるために、2 年次にゼミナールを開設します。

③体験・実践型科目
◦インターンシップ実習、地域連携プロジェクト、ボランティアなど、地域社会と関わって実践的に学び、貢献する機会を提供します。

【成績評価の可視化（みえる化）】
◦教育課程レベル・科目レベルでの「学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）」を踏まえて成績評価を行います。

入学に関する基本的な方針（アドミッションポリシー）

　建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity（真心＝偽りや飾りのない心）と Hospitality（思いやり）の体得に努め、
探究心をもって地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持つ学生を募集します。

【入学前に身につける能力・素養】
◦本学の教養教育、専門教育の基礎となる水準の知識・技能
◦本学での学修に必要となる論理的思考力・判断力・表現力
◦本学での学修を身につけるための主体性・協働性
◦状況の変化に対応できる柔軟性・粘り強さ

【入学者選抜の方針】
◦入学者選抜では、本学で学びたいという高い勉学意欲と知的好奇心のある者を、あらゆる地域から迎え入れる。
◦入学後の学修の基礎となる知識・技能、論理的思考力・判断力・表現力、および主体性・協働性（学力の三要素）を選抜において確認する。

【評価方法の比重】
◦「入学前に身につける能力・素養」を、入学者選抜において評価する。

情報ビジネス学科の３つのポリシー食物栄養学科の３つのポリシー
短期大学部短期大学部
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●企業や医療機関で事務職として活躍！
●デザイン事務所や印刷会社などでデザイナーとして活躍！
●ＩTスキルを生かして、企業で活躍！　など

（
卒
業
後
に
大
学
院
へ
進
学
）

幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を取得すると、
認定こども園で「保育教諭」として活躍できます。

P.44

●精神に障がいを持つ人の相談援助のほか、近年では企業内での
　メンタルヘルス問題への対応など、活躍の場が広がっています！

●大学院修了後、公認心理師の受験資格が得られます。
●公認心理師として、保健・医療・福祉・教育・司法・犯罪・
　産業・労働の分野で活躍が期待されています！
※大学院卒業で公認心理師受験資格取得に必要な科目を修めるか、
　指定の施設での実務経験２年以上（標準 3年）の者に限る。

●公認心理師として、保健・医療・福祉・教育・司法・犯罪・
　産業・労働の分野で活躍が期待されています！
※大学等で公認心理師受験資格取得に必要な科目を修めた方。

P.18

●ソーシャルワーカーとして、保健・医療・児童福祉・高齢者
　福祉・障害者福祉・行政などの社会福祉全分野で、地域に暮
　らす人々を支援 !!

●学校・病院・福祉施設などで、生徒や利用者の栄養管理・献
　立作成などを担うほか、保健所や食品メーカーなどで健康管
　理・食品衛生管理を担う！

●保育所で「保育士」として、０歳から小学校入学までの子ど
　もたちの保育を担う、子育ての専門家になる！

●認定こども園で「保育教諭」として、０歳から小学校入学ま
　での子どもたちの教育・保育、家庭と地域の子育て支援を担
　うスペシャリストを目指す！

●幼稚園で「幼稚園教諭」として、３歳から小学校入学までの
　子どもたちに学びを提供する！

P.38

●「心の専門家」として、学校のスクールカウンセラー、企業
　や医療機関でカウンセラーとして活躍！

P.32

P.24

P.30

おすすめの学科

取得できる主な資格 資格を生かした、将来のビジョン

□会社ですぐ役立つビジネススキルを身につけたい！
□得意分野を生かして地域社会に貢献したい！
□IT の基礎スキルを磨きたい！
□アイディアを形にするスキルを身につけたい！

短期大学部

情報ビジネス学科 ビジネス実務士
情報処理士　ほか

□困っている人の役に立ちたい！
□支援を必要としている人を支えたい！
□心の痛みを抱える人に寄り添いたい！
□福祉と心理を学び広く地域社会に貢献したい！

福祉学部

福祉心理学科 精神保健福祉士
国家試験受験資格

社会福祉士
国家試験受験資格

□食べることが大好き！
□食べ物と健康について興味がある！
□食と健康の分野で人の役に立ちたい！
□早く社会に出て活躍したい！

短期大学部

食物栄養学科 栄養士資格

□子どもが大好き！
□子どもと一緒に感動を分かち合いたい！
□早く社会に出て活躍したい！
□幼稚園・保育所・認定こども園で働きたい！

短期大学部

国家資格

管理栄養士
国家試験受験資格
※栄養士として、実務経験を 3年以上行うことが条件

国家資格

臨床心理士試験受験資格

国家資格
保育学科 幼稚園教諭二種免許状

国家資格
保育士資格

□子どもの成長を支えたい！
□認定こども園で活躍したい！
□子育てで悩む人を支援したい！
□発達障害などで悩む子どもを支えたい！
□子どもの成長と子育てを幅広く学びたい！

福祉学部 国家資格

国家資格

公認心理師
大学院の受験資格

国家資格

公認心理師
国家試験受験資格

国家資格

国家資格

こども学科

大学院 心理学研究科（修士課程）

臨床心理学専攻

幼稚園教諭一種免許状

学科と資格のフローチャート
未 来 の 可 能 性 に 挑 む 道
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心
の
ケ
ア
が
で
き
る
専
門
家
を
育
成
し
ま
す
！

福祉心理学科
福祉学部

国家資格取得を全力支援

地域に暮らす人々を支援するための
生きた知識と実践力を育む

共生社会を創造する担い手を育てる

1

2

3

取得できる資格 社会福祉士／精神保健福祉士／公認心理師／児童福祉司／児童指導員／社会福祉主事

充実のサポート体制
対策セミナーの開講や学生が自主的に行う集

中勉強会での教員の支援体制を強化。仲間と共
に学び合える環境を整えています。

保健・医療・福祉・教育・司法・犯罪・産業・
労働など生活に関わる様々な分野を福祉と心理
の広い視点から学びます。

地域に暮らすすべての人が、孤立せず、その
人らしく生活できる社会の実現のため、住民が
相互に支え合う取組を支援し、地域社会の一員
として共生社会づくりに貢献できる人材を育成
します。

生活に関わる様々な分野を研究します

差別・偏見・格差のない、
支え合える社会の実現を
目指します

福祉心理学科　佐藤 里胡さん（福島県立保原高等学校出身）

幸せな社会づくりを目指す…心のケア

福祉と心理の学びで「ココロ、ツナグ」

入学定員：福祉心理学科 70 名 国家試験合格率福島県内第 1 位！
社 会 福 祉 士･･･53.3%精神保健福祉士･･･50%

保健

福祉と心理の
スペシャリスト

医療労働

福祉産業

教育

司法

犯罪
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MY CAMPUS LIFE

MY CAMPUS LIFE

福祉心理学科

宗像 美樹さん
（福島県立郡山商業高等学校出身）

福祉心理学科

高杉 光之介さん
（秋田県立花輪高等学校出身）

月 火 水 木 金

1

2 英会話Ⅱ A 手話

3 社会保障 福祉機器と支援 障害者・障害児
心理学 児童・家庭福祉 基礎ゼミⅡ

4 地域福祉と
包括支援体制

社会・集団・
家族心理学 障害者福祉 ソーシャルワーク

の理論と方法

5 心理学研究法 高齢者福祉 ソーシャルワーク
演習

月 火 水 木 金

1

2 英会話Ⅱ B 会話演習

3 社会保障 心理学実験 学習・言語心理学 心理学研究法 基礎ゼミⅡ

4 地域福祉と
包括支援体制 心理学的支援法 ソーシャルワーク

の理論と方法 心理学統計法

5 心理学研究法

Q1

Q1

魅力的な授業は？

魅力的な授業は？

　「相談技術演習Ⅰ」です。事例をもと
に意見交換をする授業です。
自分とは違った視点の
意見を聞くことが
でき勉強になります。

　先行実験の追試を行いレポートに
まとめる「心理学実験」は、数をこなす
うちに論理的文章の書き方が
上達し、成長を実感
できて楽しいです。

人の役に立つ仕事がした
いという思いから、最初は
漠然と社会福祉士の道を選
びましたが、大学で専門的
な知識を学ぶにつれ、その
思いが強くなりました。

地元の秋田県で公認心
理師として働くことです。
大学で学んだことを地元
で活かし、生活に難しさ
を感じている人に寄り
添っていきたいです。

夢を叶えるための時間割（2 年生／前期）

夢を叶えるための時間割（２年生／後期）

カリキュラム＆授業ピックアップ

Q2

Q2

将来の夢は？

将来の夢は？

仲間との絆を将来の糧にしたい

人との出会いは大切な財産

ココロツナグ

ココロツナグ

大学で出会った志を共にする仲間とのつながりは、私にとって
とても大切です。今後、支援者として働くときには自ら SOS を
出すことが難しい人たちとつながることで、その方が苦しみを乗
り越える糧となるように頑張りたいと思います。

大学に入ってからサークルやボランティア、学友会などで様々
な経験をし、これまで出会った人やこれから出会う人は自分に
とって大切な財産になることを実感しました。今後も人と人との
出会い、つながりを大切にしていきたいと思います。

授業科目一覧 1年次 2年次 3年次 4年次

教
養
教
育
科
目

教育方針 本学の教育■

表現力向上分野 文章表現Ⅰ■
文章表現Ⅱ■

会話演習
手話

情報教養分野 ICTリテラシー■
データサイエンス■

人間関係分野
生活教養Ⅰ■
地域ボランティア活動■

（地域振興活動）
生活教養Ⅱ

人文社会及び
健康分野

音楽演習
美術演習
心理学概論■
社会学と社会システム（社福、精神共通）
癒しと心
職場とストレス
食生活と健康

国際理解分野

英会話ⅠA■
英会話ⅠB■
時事講座
国際理解論
国際理解演習

英会話ⅡA
英会話ⅡB

体育分野 体育実技

専
門
教
育
科
目

社会福祉士
指定科目

相談援助の基盤と専門職
貧困に対する支援

高齢者福祉
児童・家庭福祉
相談援助演習Ⅰ

相談援助の理論と方法Ⅰ
保健医療と福祉
相談援助演習Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
相談援助の理論と方法Ⅱ
福祉サービスの組織と経営
相談援助演習Ⅲ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

ソーシャルワーク実習
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ
相談援助演習Ⅳ

社会福祉士
精神保健福祉士

共通科目

ソーシャルワークの基盤と専門職
権利擁護を支える法制度

地域福祉と包括的支援体制
社会保障
ソーシャルワークの理論と方法
障害者福祉
ソーシャルワーク演習

社会福祉調査の基礎
刑事司法と福祉

精神保健福祉士
指定科目 現代の精神保健の課題と支援

精神保健福祉の原理
精神保健福祉制度論
精神保健福祉援助演習Ⅰ

ソーシャルワークの理論と方法（専門）
精神障害リハビリテーション論
精神保健福祉援助演習Ⅱ
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ
精神保健福祉援助実習
精神保健福祉援助実習指導Ⅲ
精神保健福祉援助演習Ⅲ

精神保健福祉士
公認心理師
共通科目

精神疾患とその治療■

公認心理師
必要科目

発達心理学
関係行政論
公認心理師の職責
神経・生理心理学

心理学統計法
心理学実験
感情・人格心理学
知覚・認知心理学
社会・集団・家族心理学
心理学的支援法
臨床心理学概論
障害者・障害児心理学
心理学研究法
学習・言語心理学

心理的アセスメントⅠ
心理演習
産業・組織心理学
健康・医療心理学
教育・学校心理学
司法・犯罪心理学
心理的アセスメントⅡ

心理実習

社会福祉士
精神保健福祉士

公認心理士
共通科目

社会福祉の原理と政策■
人体の構造と機能及び疾病■

専門基礎／
専門共通科目

基礎ゼミⅠ■
福祉心理学Ⅰ■

基礎ゼミⅡ■
福祉機器と支援

ゼミナールⅠ■
福祉心理学Ⅱ■
福祉住環境
スクールソーシャルワーク論
専門職連携教育セミナー

ゼミナールⅡ■
総合福祉Ⅰ
総合福祉Ⅱ
卒業研究

■…必修 / 選択必修科目　　※カリキュラムは変更になる場合があります。

地域ボランティア活動

福祉の現状と課題を踏まえ、地
域福祉を理解します。またボラン
ティア実習を通して、その意義や
重要性を学ぶとともに対人援助職
としての心構えを身につけます。

感情・人格心理学

人格研究の歴史的な経緯から、
諸理論の基本的な着眼点やその研
究方法を理解することで、心理学
全体の流れを把握できる知識を獲
得していきます。

相談援助演習Ⅱ

社会福祉士に求められる相談援
助の知識と技術を実践的に習得す
るとともに、専門的援助技術を概
念化・理論化し、体系立てていく
ことができる能力を習得します。

心理実習

福祉、教育、司法・犯罪、産業・
労働等の施設において見学実習を行
います。実習を通じて、支援が必要
な方へのアプローチや多職種連携及
び地域連携等を学びます。

１年次
授業ピックアップ

３年次 ４年次２年次

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP
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卒業生の声

きらり健康生活協同組合 福島市清水東地域包括支援センター
社会福祉士　渡邊 夢佳さん

（福祉心理学科 平成30年度卒業 福島県立福島南高等学校出身）

医療機関
(一財)太田綜合病院、(一財)
竹田健康財団 竹田綜合病
院、(一財)大原記念財団 大
原医療センター、(公財)星
総合病院、(医)五光会 福島
寿光会病院、白河厚生病院、
きくち歯科医院

福祉施設
(福)北信福祉会、(福)わた
り福 祉 会、( 福 ) 安 積 愛 育
園、(福)湖星会、(福)嘉啓会、
(福)白石陽光園、㈱ツクイ、
スタンディ㈱、㈱マインド

社会福祉協議会
(福)福島市社会福祉協議会

公務員
千葉県木更津市（福祉部社
会福祉課）

一般企業
㈱JAライフクリエイト福島、
㈱ヨークベニマル、トヨタカ
ローラ福島㈱、アイネット㈱、
㈱ワールドインテック ファ
クトリー事業部、日本マクド
ナルド㈱、福島県商工信用
組合、㈱エイジェック、㈱北
海屋

進学
福島学院大学大学院（心理
学研究科臨床心理学専攻）

主な進路・就職先（順不同／敬称略）

社会福祉士（国家試験受験資格）

ソーシャルワーカーとして、保健・医療・
児童福祉・高齢者福祉・障がい者福祉・行政
などの社会福祉全分野で、地域に暮らす人々
を支援することができる資格です。

児童福祉司（任用資格※）

子どもや保護者の相談に乗り、抱えている
問題の解決を手助けする仕事です。公的機関
である児童相談所等に所属し、相談業務に従
事し、実際に援助を行います。社会福祉士、
精神保健福祉士資格取得者及び本学を卒業し
て指定施設で 1 年以上の相談援助業務に従
事した者が任用資格を取得できます。

精神保健福祉士（国家試験受験資格）

精神科病院や精神科診療所などで、精神に障が
いを抱える人の相談援助のほか、近年では企業内
でのメンタルヘルス問題への対応など、国民の心
の健康に寄与する職種として活躍の場が広がって
います。

社会福祉主事（任用資格※）

福祉事務所や児童相談所のケースワーカー、老
人福祉施設や障がい者施設の指導員、社会福祉協
議会の福祉活動専門員等として相談業務等に従事
し、実際に援助を行います。

児童指導員（任用資格※）

家庭の事情や心身障害などのため児童福祉施設
で生活する子どもたちが健全に成長できるよう、
生活環境の整備や生活指導を行います。

公認心理師（国家試験受験資格）※

公認心理師は 2015 年（平成 27 年）に公
布された「公認心理師法」で 2017 年（平成
29 年） 9 月 15 日に施行した国家資格です。 
　公認心理師として、保健医療、福祉、教育 、
司法・犯罪、産業・労働のさまざまな分野で 
活躍できる資格です。※大学卒業で公認心理
師受験資格を得るためには、公認心理師の指
定科目をすべて履修し修了した上で、大学院
の必要科目を修了または指定の施設での実務
経験 2 年以上（標準 3 年）のものに限る。

認定心理士
大学で心理学に関する最小限の標準的な基

礎知識と基礎技術を修得したことを日本心理
学会が認定する民間資格です。資格取得に必
要な単位を修得し、申請することで、卒業と
同時に取得できます。

取得できる資格

※「任用資格」とは公務員などに採用され、実際の業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格名称です。

就職・進学

福島県ひきこもり相談支援センター（福島県青少年会館内）
相談員　鈴木 秋絵さん

（大学院心理学研究科臨床心理学専攻 平成30年度卒業 宮城県柴田高等学校出身）

きらり健康生活協同組合
福島市清水東地域包括支援センター
管理者　佐々木 美知子さん

公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構
福島県青少年会館
館長　鈴木 登三雄さん

Q1 Q1

Q2 Q2

Q3 Q3

大学生活で学んだことは？ 大学生活で学んだことは？

この仕事を選んだきっかけは？ この仕事を選んだきっかけは？

仕事のやりがいを感じる時は？ 取得した資格は？

座学で得る知識も大切ですが、実習で福祉の現場を体感したことは、
今の仕事を選ぶ上でもとても役に立ったと感じています。

その方の特性に合ったゴールや目標を一緒に考えていく大切さ。
相談を受ける時には、そのことに留意して臨むように心掛けています。

高齢者の方が地域で元気に暮らしていることを知り、住み慣れた場
所でその人らしい暮らしを続けられるよう支援したいと思いました。

高校在学中に、精神的に落ち込んでしまった知人の心をサポート
したい、そのために専門知識を得ようと思ったのがきっかけです。

紹介したサービスを受けた利用者の方の喜ぶ姿を見た時にやりがい
を感じます。

臨床心理士と公認心理師です。適切に関係機関と連携できるよう、
精神疾患についても学び、制度や法律の勉強もしました。

地域に根ざした支援で 特性に合った解決策を共に考え、
その人らしい暮らしを支えていきたい その方の心を支えるサポーターに

高齢期を安心して暮らし続けられる
地域づくりを支援する

やりがいのある仕事です

高齢者とその家族や地域の方々の思いを受け
止め、人として当たり前の願いを支援していく
ことも社会福祉士として大事な視点。学生時代
に様々な知識を学ぶことはもちろん、渡邊さん
のように相手の思いに寄り添いたいと思う気持
ちが何より大切だと感じています。

専門性を生かして地域貢献する
喜びを感じて欲しい

困難を抱える方の様々な悩みに
応える相談業務は、傾聴する力が
必須。専門知識はもちろん、経験
を積む中で専門性を高める向上心
が求められます。大変な仕事です
が、人や地域のために役立とうと
いう思いが原動力になりますよ。

職場からのメ
ッ

セ
ー

ジ 職
場

か

らのメッセージ

キャリアイメージ
社会福祉と心理を学んで「心のケアのできる専門職」として福祉施設や教育機関、

医療機関で活躍するほか、 一般企業においても顧客や従業員に対して福祉と心理
の知識・スキルを生かすことが期待できます。

一般職
29％

介護職
16％

生活相談員 13％

医療補助
6％

進学（大学院）
7％

職業別
就職先

キャリアイメージの円グラフですが、以下の通り変更をお願いいたします。

・福祉職　35％　枠外に「」の記載をお願いします。

・一般職　56％

・進学　9％

生活支援員・
就労支援員 10％

公務員 3％

社会福祉士・
精神保健福祉士 16％

Message Message
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こども学科
福祉学部

保育・福祉・教育の理念と専門知識、専門技術を深く学ぶ

子どもと保護者を支援する人材を育む

保育界のリーダーとして地域で活躍する人材を輩出

1

2

3

教
育
・
福
祉
両
面
に
わ
た
っ
て
支
援
で
き
る

　
　
　
　
　

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
育
成
し
ま
す

保育・教育に加え、
児童福祉・社会福祉も考える

保育士資格 ＋
幼稚園教諭一種免許状 ＋
社会福祉主事任用資格が
取得できる

発達障害や虐待問題など、複雑化する子育てを取
り巻く問題に積極的に取り組めるよう、保育・教育
だけではなく、福祉や心理学的側面からも学びを深
めます。

子どもと関連づけた研究テーマで卒業研究（論文）
を作成。福祉・保育・教育の分野の課題抽出と論理
的思考の展開で専門性を高め、保育界のリーダーの
資質を養います。

将来は保育園・幼保連携型認定こども園・乳児院・
児童養護施設などの児童福祉施設等での子どもと保
護者の支援、幼稚園で幼児教育を実践していきます。

より高い専門性を身につける

●
幼
児
教
育

●
３
歳
か
ら
就
学
前
の

　
子
ど
も

就学前の教育・保育を
一体として捉え、
一貫して提供します。

以上の機能を備える施設を、
認定こども園として都道府県が認定

就学前の子どもに
幼児教育・保育を

提供

地域における
子育て支援

幼稚園

●
保
育

●
０
歳
〜
就
学
前
の
保
育
が

　
必
要
な
子
ど
も

保育所

機能付加 機能付加

こども学科　武田 颯斗さん（私立福島東稜高等学校出身）

取得できる資格 幼稚園教諭一種免許状／保育士資格／児童福祉司／社会福祉主事

子どもと子どもが育つ環境を科学する

保育・福祉・教育の学びで「ココロ、ツナグ」

入学定員：こども学科 40 名
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MY CAMPUS LIFE

こども学科

榊 郁哉さん
（福島県立福島商業高等学校出身）

月 火 水 木 金

1 乳児保育Ⅰ 英書リーディング

2 保育内容指導法
表現Ⅰ

保育内容指導法
環境

3 教育心理学 教育原理 体育 会話演習 子どもの食と栄養

4 社会的養護Ⅱ クラスセミナー 保育内容指導法
言葉

5 保育実習指導Ⅰ

Q1魅力的な授業は？

　「英書リーディング」。先生が分か
りやすく教えてくれるので理解しや
すいし、笑いが絶えない
雰囲気で、週に一度
の楽しみです。

個々を尊重しながら子ど
もの成長を支援できる保育
者になることです。子ども
たちを取り巻く環境の変化
にも柔軟に対応していきた
いと思います。

こども学科

佐藤 円さん
（宮城県角田高等学校出身）

月 火 水 木 金 土

1 保育者論 図画工作
本学の
教育

2 クラスセミナー 情報機器操作Ⅱ 音楽 保育内容総論

3 子どもの保健 文章表現 発達心理学 英会話Ⅱ

4 生活教養 ピアノ演習Ⅰ 美術演習 国際理解論

5 体育実技

夢を叶えるための時間割（１年生／前期）

夢を叶えるための時間割（2 年生／前期）

カリキュラム＆授業ピックアップ

Q2将来の夢は ?

大切な友達がいてくれるから頑張れる

人とのつながりの大切さを伝えていきたい

ココロツナグ

ココロツナグ

宮城県出身の私は、他県の友達との交流で価値観が広がりまし
た。実習中は学科の仲間や地元の友達と励まし合い、「ひとりじゃ
ない、一緒に頑張っている」と感じながらやり抜くことができ、
友達とのつながりの大切さを実感しています。

人と人とのつながりは互いに支え合うことで生まれるものだと
思うので、子どもたちが成長の過程で多くの人とつながり、互い
に支え合うことができるよう、愛情や友情を育む支援をしていき
たいと思います。

授業科目一覧 1年次 2年次 3年次 4年次

教
養
教
育
科
目

教育方針 本学の教育■

表現力向上分野 文章表現■ 会話演習■

情報教育分野

情報機器操作Ⅰ■ 情報機器操作Ⅲ
スマートフォン活用法／スマートフォンのモラルとリスク情報機器操作Ⅱ■

ウェブ動画制作

人間関係分野 生活教養■

教養分野
音楽演習
美術演習
文学演習

日本国憲法■
テレビ報道に見る現代理解
教養演習Ⅰ
教養演習Ⅱ

地域研究

国際理解分野

英会話Ⅰ■（ベーシックレベル） 英書リーディング■

英会話Ⅱ■（アドバンスレベル）

国際理解論
国際理解演習

体育分野 体育講義■
体育実技■

専
門
教
育
科
目

幼教系列 保育士系列 保育・教育と相談の基本理解 保育・教育と相談対象の理解 保育・教育・相談技術の習得 保育・教育技術の実践力養成

教育の
基礎的理解

保育の
本質・目的

保育者論■
保育原理■
社会的養護Ⅰ■
社会福祉■
子ども家庭福祉■

教育原理■
子ども家庭支援論■ 地域福祉論

保育の
対象の理解

発達心理学■
子どもの保健■

教育心理学■
子ども家庭支援の心理学■
子どもの食と栄養■

教育行政■
特別支援教育■
臨床心理学■
心理査定法
カウンセリング概論
カウンセリング演習
幼児理解の理論と方法■

発達障害
子育て支援政策

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 保育の
内容・方法

保育・教育課程論■

社会的養護Ⅱ■
子育て支援■
乳児保育Ⅰ■
乳児保育Ⅱ■
子どもの健康と安全■

教育方法及び技術■
障害児保育■
教育相談■

領域及び
保育内容の

指導法

音楽■
図画工作■
保育内容総論■

体育■
保育内容指導法 環境■
保育内容指導法 言葉■
保育内容指導法 表現Ⅰ■

国語■
算数■
保育内容指導法 健康■
保育内容指導法 人間関係■
保育内容指導法 表現Ⅱ■

教育実践
幼稚園教育実習■

総合演習 保育・幼稚園教職実践演習■

保育実習

保育実習指導Ⅰ■

保育実習Ⅰ■

保育実習指導Ⅱ■

保育実習Ⅱ■

保育実習指導Ⅲ■

保育実習Ⅲ■

独自科目

ピアノ演習Ⅰ■
器楽演習■ 認定こども園基本実習■

ピアノ演習Ⅱ 学童保育

音楽療法概論
音楽療法演習Ⅰ
音楽療法演習Ⅱ
器楽活用法Ⅰ
器楽活用法Ⅱ

バリダンスレッスンとバリ島幼稚園交流

創作ミュージカル■
園芸
特別研究Ⅰ
特別研究Ⅱ

ゼミナール■

■…必修 / 選択必修科目　■複数学年開講科目　　※カリキュラムは変更になる場合があります。

MY CAMPUS LIFE
Q1魅力的な授業は？

　「音楽」の授業は、歌詞を手話で表現
しながら歌ったり、楽器を手作りした
り、音楽劇をしたりと、
とても面白い内容で
大好きです。

子どもからも保護者から
も信頼される保育士になる
ことです。保護者の思いに
寄り添えるよう、現在は相
談援助の学びに力を入れて
います。

Q2将来の夢は？

図画工作

子どもの造形活動に伴う様々な
素材、画材、道具等の基礎知識と
その具体的な制作活動等について
学び、子どもの造形活動支援の実
際を学んでいきます。

教育心理学

幼児および児童の学びの場面を
想定しながら、教育ならびに保育
の過程における心理学的な法則や
事実を理解し、必要な教育心理学
の基本的事項を修得していきます。

教育相談

教育相談の意義とその実践方法
について学びます。中でも「心の
問題」に関する現代的課題に対応
するためのカウンセリングの基礎
知識を中心に講義を行います。

ゼミナール

教育心理学領域における課題を自
ら見い出し、２年間の継続した履修
を通して研究していく科目です。最
終的に自分の観点で論じ、研究成果
をまとめていきます。

１年次
授業ピックアップ

３年次 ４年次２年次

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP
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卒業生の声

取得できる資格 ※「任用資格」とは公務員などに採用され、実際の業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格名称です。 就職・進学

山形県川西町立北斗幼稚園
５歳児クラス担任　鈴木 菜帆さん

（こども学科 平成30年度卒業 山形県立米沢商業高等学校出身）

学校法人福島学院 福島学院大学認定こども園
満３歳児クラス担任　石垣 陸央さん

（こども学科 平成30年度卒業 宮城県角田高等学校出身）

山形県川西町立北斗幼稚園
園長　小方 恵美子さん

学校法人福島学院 福島学院大学認定こども園
主幹保育教諭　齋藤 正博さん

Q1 Q1

Q2 Q2

Q3 Q3

大学生活で学んだことは？ 大学生活で学んだことは？

この仕事を選んだきっかけは？ この仕事を選んだきっかけは？

取得した資格は？ 取得した資格は？

ミュージカルを作るという経験を通して、人前に出ることが苦手
だった自分を変えることができました。

「子どもの保護者への関わり方も重要」と教わったことを日々実感。
園でも、保護者と連携を取りながら接するように心掛けています。

高校生の職場体験で幼稚園へ行き、保育士を目指すようになりま
した。大学で仕事内容を詳しく学び、身が引き締まる思いでした。

震災の時に近所の避難所の子どもたちと遊んだことが楽しく、子
どもを温かく育てる人になりたいと思ったのがきっかけです。

就職の際に選択肢を少しでも広げようと、短大ではなく四年制大学
へ進学を決め、幼稚園教諭一種免許状と保育士資格を取得しました。

保育士資格と幼稚園教諭一種免許状です。取得は卒業が条件なの
で、大学の勉強を頑張ると共に保育園で自主的に子どもの行動等を
学びました。

観察力を高めて子どもの理解を深め 保護者に寄り添い、子どもを温かく受けとめる
経験を積んで自信をつけたい そんな保育者でありたい

講義はもちろん、実体験で学ぶ
実習を大切にしてほしい

幼稚園は遊びを通して総合的な
指導を行います。「先生」は笑顔
いっぱいで元気が一番。身体が資
本です。そして臨機応変に対応で
きる能力も求められます。見て触
れて聞いて身をもって感じたこと
を大切にしてほしいですね。

保育者の笑顔が輝くクラスは
子どもたちの笑顔も輝いている

私も福島学院大学の卒業生の一人です。卒業
後、保育者として多くの乳幼児に関わってきま
したが、基本的な知識に加え、専門的な観点か
らの対応が求められる毎日です。保育現場で働
く方には「観察」・「理解」・「意図」・「援助」を
基に、子どもたちの成長を支えながら、子ども
たちと同じ目線で、日々出会う物事一つひとつ
に感動できる心を磨いて欲しいと思います。

職場からのメッ
セ

ー
ジ

職
場

か

らのメッセージ

Message Message

幼稚園教諭一種免許状

幼稚園は、満３歳から小学校就学の始期に達するまで
の幼児を教育し、年齢にふさわしい適切な環境を整え、
心身の発達を支援するための「学校教育の始まり」です。
幼稚園教諭免許状は、学校教育法に定められた幼稚園の
教育に携わる「教員」となるために必要な免許です。

幼稚園教諭免許状には、短期大学で取得する「二種免
許状」と4年制大学で取得できる「一種免許状」があり、働
いていく上では一種・二種に大きな違いはありませんが、
将来、幼児教育の指導的立場を目指すためには幼稚園教
諭一種免許状の取得が大切です。さらに高度な専門性や
研究者を目指すために取得する「専修免許」も、その基礎
に一種免許状を取得しているか、取得のための要件を満
たしていることが求められます。また園によっては新卒
採用の際に一種免許状を条件としている事があります。

保育士資格

保育所、児童養護施設などの児童福
祉施設（対象年齢０～ 18歳）で、保護
者に代わり保育を担う子育ての専門家
となるための資格です。現在の保育所
は、早朝保育や夜間保育など保護者の

「働き方の多様性」に合わせた保育を展
開しています。最近では、さらなる女
性の社会進出や核家族化に伴って、子
どもを認可保育所に預けたくても、募
集定員に空きがなく待たされる状態の

「待機児童」が社会的問題となっていま
す。政府や各地方自治体が保育施設の
増設に取り組んでおり、新しく保育士
になるみなさんの活躍が期待される分
野です。

児童福祉司（任用資格※）

子どもや保護者の相談に乗り、抱えている問
題の解決を手助けする仕事です。公的機関であ
る児童相談所等に所属し、相談業務に従事し、
実際に援助を行います。幼稚園教諭（一種）取得
者は指定施設で1年以上、保育士のみの取得者
は指定施設で2年以上の相談援助業務に従事し
たもので指定講習会課程を修了した者が任用資
格を取得できます。

キャリアイメージ
幼稚園教諭一種免許状・保育士資格・児童福祉司（任用資格）・社会福祉主事（任

用資格）を取得し、福島県内・外（首都圏を含む）において幼稚園・保育園・認定こ
ども園で活躍しています。公務員として勤務すること、将来、幼児教育の指導的
立場に立つことも目指していきます。本学で学ぶ幼児教育や保育のスキルは、幅
広い分野で生かすことができます。

保育教諭 6％

公務員
19％

幼稚園教諭
20％

保育士
47％

一般職
8％

職業別
就職先

社会福祉主事（任用資格※）

福祉事務所や児童相談所のケースワーカー、
老人福祉施設や障がい者施設の指導員、社会福
祉協議会の福祉活動専門員等として相談業務等
に従事し、実際に援助を行います。

公務員
福島県郡山市(郡山市立成田保育所)、福島県本宮市(しらさわ保
育所)、福島県喜多方市(堂島こども園)、福島県南相馬市(南相馬
市立かみまの保育園)、福島県伊達郡国見町(国見町立くにみ幼稚
園)、福島県伊達郡川俣町、東京都文京区(汐見育成室)

認定こども園
(学)福島文化学園、(学)熊田学園

幼稚園
(学)三育学園、(学)福島わかば幼稚園、(学)やました学園、(学)宮
沢学園、(学)青葉、(学)浄徳学園、(学)いわき幼稚園

保育園
(福)桜桃会、(福)北信福祉会、(福)福島福祉施設協会、(福)あい
あい福祉会、(福)笑風会、(福)会津若松保育協会、(福)白河学園、
(福)舟形町社会福祉協議会、(福)大樹の会、(福)どろんこ会、㈱小
学館集英社プロダクション、ミアヘルサ㈱

一般職
㈱保志、KOUB〈コウブ〉、㈱サン・ベンディング東北

主な進路・就職先（順不同／敬称略）

28 29



公認心理師受験資格付与にかかる必要科目及び単位数等

臨床心理士受験資格証明書付与に
かかる必要科目及び単位数

①日本臨床心理士資格認定協会では、
大学院間の単位互換を認めていませ
ん。臨床心理士受験資格取得希望者
は、本専攻にて修了に必要な単位を
取得してください。

②修士論文は臨床心理学的研究である
ことが求められます。

ATTENTION！

大学院附属心理臨床相談センタープレイルーム

臨床心理学専攻
入学定員：臨床心理学専攻 7 名

（修士課程）

大学院心理学研究科

1

2

3

4

5

公認心理師受験資格が取得できる人の心に対する
心理学的な理解を深める

臨床心理学の今日的課題への
問題発見・解決力が身に付く

生きた知識と問題解決力を
総合させた研究力を育む

臨床心理士受験資格が取得できる

公認心理師は平成29年に施行された「公認心理師法」に則った心理職初の国
家資格です。本専攻は、公認心理師国家試験受験資格取得のためのカリキュラ
ムを準備しています。このカリキュラムでは、450時間以上の実習時間が求め
られており、医療・福祉・司法など公認心理師が活躍する場で実習を行います。

心の健康の維持や自分らしさを取り戻すため
の支援には、目の前の相手について、具体的に
理解することが必要不可欠です。本専攻は、学
部レベルの心理学の基礎知識をベースに、より
多面的・多角的に、エビデンスをもった深い理
解となるような学びの場（考え、気づき、実践
する場）を提供します。

発達障害児の発達・適応支援や成人の社会復
帰支援、教育現場での成長・就学支援などの今
日的課題の支援方法を学び、解決する実践力を
高めます。

今日では周産期から老年期まで臨床心理学的
なテーマが山積しています。このような様々な
今日的課題には、新たな問いを生み出す力が求
められます。本専攻の教員は、医療、教育、福
祉など幅広い領域での実践経験を有しており、
みなさんの新たな問いの発掘とその追究を支援
します。

本専攻は、( 公財 ) 日本臨床心理士資格認定協会の第１種指定
校です。協会の定める単位を修得し、修士論文のテーマと内容が
臨床心理学に関する研究であり、修士の学位を授与された修了生
に対し、臨床心理士受験資格が付与されます。臨床心理士資格試
験の受験を希望する場合には、臨床心理士受験資格証明書が必要
になります。

心理実践科目

授業科目名 授業
形態 単位 時間

精神医学特論
（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 30

発達障害児心理学特論
（福祉分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 30

教育心理学特論
（教育分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 30

犯罪心理学特論
（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 30

職場メンタルヘルス特論
（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 講義 2 30

臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践） 演習 2 30

臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践） 講義 2 30

家族心理学特論
（家族関係・集団・地域社会における
心理支援に関する理論と実践）

講義 2 30

心の健康教育に関する理論と実践 講義 2 30

実習科目

授業科目名 授業
形態 単位 時間

臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習Ａ） 実習 1 45

心理実践実習Ｂ 実習 5 225

心理実践実習Ｃ 実習 4 180

必修科目
授業科目名 単位

臨床心理学特論Ⅰ 2

臨床心理学特論Ⅱ 2

臨床心理面接特論Ⅰ
(心理支援に関する理論
と実践)

2

臨床心理面接特論Ⅱ 2

臨床心理査定演習Ⅰ
(心理的アセスメントに
関する理論と実践)

2

臨床心理査定演習Ⅱ 2

臨床心理基礎実習 2

臨床心理実習Ⅰ
(心理実践実習Ａ) 1

臨床心理実習Ⅱ 1

小計 16

選択必修科目
授業科目名 単位

A
群

心理統計法特論 2
以上臨床心理学研究法特論

Ｂ
群

発達心理学特論
2

以上教育心理学特論
(教育分野に関する理論と
支援の展開)

Ｃ
群

家族心理学特論
(家族関係・集団・地域社
会における心理支援に関す
る理論と実践)

2
以上

職場メンタルヘルス特論
(産業・労働分野に関する
理論と支援の展開)

犯罪心理学特論
(司法・犯罪分野に関する
理論と支援の展開)

Ｄ
群

精神医学特論
(保健医療分野に関する理
論と支援の展開) 2

以上発達障害児心理学特論
(福祉分野に関する理論と
支援の展開)

Ｅ
群

心理療法特論 2
以上学校臨床心理学特論

小計 10
以上

必修・選択必修合計 26
以上

※必修科目の「特論」「演習」は臨床心理士資格を有する専任の教員が担当す
るものとします。

※必修科目の「臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習Ａ)・臨床心理実習Ⅱ」は、学内外
の実習施設において、実際に受理面接、心理査定、心理面接などを行い、複
数の指導教員によるカンファレンス、スーパーヴィジョンなどを含むものと
します。

※実習に関する科目は、複数の教員が担当し、すべて臨床心理士の資格を有す
る者とします。

※必修科目および選択必修科目Ｅ群は、臨床心理学専攻の学生に特化して開講
するものとします。

※上記の科目のほか、大学において、公認心理師法施行規則第1条に定める「大学における公
認心理師となるために必要な科目」のすべてについて単位を修得していること。ただし、大
学に平成29年度以前に入学し卒業した者の「大学における公認心理師となるために必要な科
目」の取扱いについては、公認心理師法附則第２条第１項第３号および第４号に定める特例
措置が適用されます。なお、特例措置の適用を受けて入学しようとする者は、「大学におけ
る公認心理師となるために必要な科目」を履修したことが確認できる履修証明書を提出する
ものとします。

●計画履修制度
学生が職業を有している等の理由により、修業年限を超えて3年間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する場合、

所定の手続きを経てその履修計画を認める制度があります。

ご案内
福島学院大学大学院心理学研究科臨床心理学専攻説明会
本研究科概要及び入学選抜に関する説明を行います。令和4年度に入学を希望される方は
必ずご参加ください。教員との個別相談、過去問の閲覧、キャンパス案内なども可能です。

日 時：第1回　　 8月21日(土)　9:30～12:30
　　 　第2回　11月20日(土)　9:30～12:30
場 所：福島駅前キャンパス

臨 床 心 理 学 専 攻 の 特 徴

30 31



保育学科
短期大学部

保育者養成55年の歴史に裏付けられた確かな指導

キャンパス内「認定こども園」での基本実習や
学外実習支援が充実

真心を込めた丁寧な個別面談で学習や
学生生活、就職をアシスト

1

2

3

活躍する卒業生は
1 万人以上！

教育・保育現場での実践力の育成を重視
した授業が充実しています。多くの卒業生
が保育施設で活躍しており、保育施設との
広域ネットワークにより、実習や就職時に手
厚いサポートが得られます。

子どもたちをいつでも身近に
感じられる環境

学生も保護者も
安心して相談できる

保育学科　紺野 莉音さん（私立福島成蹊高等学校出身）

取得できる資格 幼稚園教諭二種免許状／保育士資格／児童福祉司／社会福祉主事

子どもの成長と子育てを支える！

保育と幼児教育の学びで「ココロ、ツナグ」

　福島学院大学認定こども園では、実習の
基本を実践的に学ぶ基本実習を実施してい
ます。さらに、安心して学外実習ができる
ように、保育現場の経験豊富な教員による
実習事前・事後指導を強化し、実習支援に
力を入れています。

　定期的な個別面談を通して、学生や保護
者からの相談にも誠実に対応します。就職
内定まで学生にしっかり向き合い、学生生
活全般をサポートします。

入学定員：保育学科 150 名

教
養
と
専
門
の
知
識
・
技
能
を
持
っ
た
保
育
者
を
養
成
し
ま
す
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月 火 水 木 金

1 子ども家庭支援論 保育・教育課程論 子育て支援

2 教育行政 子ども家庭支援の
心理学 教育実習 子どもの健康と

安全 クラスセミナー

3 教養演習Ⅱ 保育内容指導法
健康 幼児と環境

4 社会的養護Ⅱ 保育実習指導Ⅱ 保育実習指導Ⅰ

5 教育方法及び技術 保育実習指導Ⅲ

保育学科

奥山 桃花さん
（福島県立福島明成高等学校出身）

月 火 水 木 金 土

1 子どもの保健 乳児保育Ⅰ 保育内容指導法
環境 体育実技

本学の
教育

2 保育者論 ピアノ演習Ⅰ 幼児と表現
（音楽）

保育内容指導法
言葉 生活教養

3 会話演習 保育内容指導法
表現（造形） 教育実習 クラスセミナー

4 情報機器操作Ⅰ 幼児理解の理論
及び方法 障害児保育

5 文章表現 体育講義 幼児と人間関係

夢を叶えるための時間割（1 年生／前期）

カリキュラム＆授業ピックアップ

MY CAMPUS LIFE

保育学科

岡部 大倭さん
（私立福島東稜高等学校出身）

Q1魅力的な授業は？

　「幼児と表現」の造形の授業では、
絵の描き方を基礎的なことから
丁寧に教えてもらえるので、
しっかりと技術を
学ぶことができます。

体を動かすことが好き
なので、子どもたちと一
緒に体を使った遊びがで
きる幼稚園教諭を目指し、
「幼稚園教諭二種」の免
許取得に向けて頑張りた
いです。

夢を叶えるための時間割（２年生／前期）

Q2将来の夢は？

大学を決めかねていた時、高校の先生からアドバイスされ、学
院大への進学を決めました。先生の手厚い指導と充実の設備で、
毎日実りある勉強ができています。今こうしているのも、あの時
の先生の助言と自分の選択があったからこそだと思っています！

あの時の選択が“今の充実感”につながっている
ココロツナグ

授業科目一覧 1年次 2年次

教
養
教
育
科
目

教育方針 本学の教育■

表現力向上分野
文章表現■
書写演習
会話演習■

情報教育分野

情報機器操作Ⅰ■
情報機器操作Ⅱ■
情報機器操作Ⅲ■
スマートフォン活用法
スマートフォンのモラルとリスク

ウェブ動画制作

現代教養分野
生活教養■
日本国憲法■
教養演習Ⅰ

音楽演習
美術演習
文学演習
テレビ報道に見る現代理解
教養演習Ⅱ

国際理解分野
英会話Ⅰ■
英会話Ⅱ■

国際理解演習

体育分野 体育講義■
体育実技■

専
門
教
育
科
目

幼教系列 保育士系列

教育の
基礎的理解

保育の
本質・目的

教育原理■
保育原理■
保育者論■
社会福祉■
子ども家庭福祉■
社会的養護Ⅰ■

教育行政■
子ども家庭支援論■

保育の
対象の理解

発達心理学■
子どもの保健■

教育心理学■
子ども家庭支援の心理学■
臨床心理学Ⅰ■
臨床心理学Ⅱ■
特別支援教育■
子どもの食と栄養■

保育の
内容・方法

保育内容総論■
幼児と健康■
幼児と人間関係■
幼児と環境■
幼児と言葉■
幼児と表現（造形）■
幼児と表現（音楽）■

保育・教育課程論■

保育内容指導法 健康■
保育内容指導法 人間関係■
保育内容指導法 環境■
保育内容指導法 言葉■
保育内容指導法 表現■

領域及び
保育内容の

指導法

乳児保育Ⅰ■ 
障害児保育■

乳児保育Ⅱ■
子どもの健康と安全■
社会的養護Ⅱ■
子育て支援■

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

幼児理解の理論及び方法■ 教育方法及び技術■
教育相談の理論及び方法■

教育実践
教育実習■

総合演習 保育・教職実践演習（幼稚園）■

保育実習

保育実習指導Ⅰ■

保育実習Ⅰ■
保育実習指導Ⅱ■
保育実習Ⅱ■
保育実習指導Ⅲ■
保育実習Ⅲ■

独自科目

ピアノ演習Ⅰ■
ギター演習■

ピアノ演習Ⅱ
保育内容研究■

バリダンスレッスンとバリ島幼稚園交流

特別研究Ⅰ
特別研究Ⅱ

■…必修 / 選択必修科目　■複数学年開講科目　　※カリキュラムは変更になる場合があります。

母も目指した保育士の夢をつなぐ
ココロツナグ

母親が保育士を目指していたことも、志すきっかけの一つでし
た。私たち兄弟を生み育ててくれた母のように、強く優しい保育
士になれるよう資格取得に励み、母の夢をつないでいけるように
頑張りたいと思います。

MY CAMPUS LIFE
Q1魅力的な授業は？

　「保育者の音楽遊び」という
特別研究Ⅱでは、現場で実際に活用
されている音楽遊びを教わります。
実践を通して楽しく
学べるのが魅力です。

もともと子どもが好きで、
妹や弟の面倒を見るのも好
きだったことから、いつし
か将来は保育士になりたい
と思うようになりました。

Q2将来の夢は？

保育者論

保育者の職務内容やその役割、求
められる資質等の概説のほか、保育
者間で育んでいきたい力などを学
びます。また、連携が必要とされる
専門機関について知識を深めます。

幼児と表現（音楽）

幼児のための歌唱法、身体表現、
楽器奏法、音楽への基礎的な知識、
音楽療法等の知識を学びながら、保
育現場で必要な音楽を習得します。

乳児保育Ⅱ

児童福祉施設における３歳未満
児の保育について学ぶ科目です。
乳児保育の現状と課題を理解し、
乳児保育の技術や技能を実践演習
を通して修得していきます。

教育実習

２年次の教育実習では「幼稚園実
習（３週間）」を行います。そのた
めの事前指導、実習終了後に行う「実
習反省会」などの事後指導を実施し
ます。

１年次
授業ピックアップ

２年次

学外施設等での実習
授業名 実習先 実習日数

教育実習
福島学院大学認定こども園等 1 週間

幼稚園等 3 週間

保育実習Ⅰ
保育所等 概ね10日間

児童福祉施設等 概ね10日間

保育実習Ⅱ 保育所等
概ね10日間

保育実習Ⅲ 児童福祉施設等

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP
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卒業生の声

福島市飯野あおぞら保育所
４歳児担任　山口 咲さん

（保育学科 平成29年度卒業 福島県立福島東高等学校出身）

社会福祉法人福島福祉施設協会 福島隣保館保育所
５歳児担当　家名田 健太さん

（保育学科 平成28年度卒業 福島県立福島北高等学校出身）

福島市飯野あおぞら保育所
所長　鴫原 直美さん

社会福祉法人福島福祉施設協会 福島隣保館保育所
所長　渡邉 由美さん

Q1 Q1

Q2 Q2

Q3 Q3

大学生活で学んだことは？ 大学生活で学んだことは？

この仕事を選んだきっかけは？ この仕事を選んだきっかけは？

取得した資格は？ 取得した資格は？

実習で子どもと向き合うことで、コミュニケーションの大切さを
学び、今まで以上に子どもの成長に携わり、側で見守ることのでき
る素敵な仕事だと感じました。

授業の中で先生から保育の現場の話を聞くことがあったのですが、
こういうことだったのかと実感し、参考になっています。

子どもと関わることが好きで、小学校の卒業アルバムに将来の夢
として書くぐらい、昔から憧れの職業でした。

小学生の頃に小さい子と遊ぶ機会が多かったことから、子どもに
関わる仕事がしたいと思うようになりました。

保育士資格と幼稚園教諭二種免許状です。ピアノが弾けず苦労し
たので、何事も早く始めるに越したことはないと実感しました。

保育士資格と幼稚園教諭二種免許状です。大学生活で、手遊び等
の保育の引き出しをたくさん持っておくと就職したときに役に立ち
ますよ。

子どもの成長や発想、一つひとつに 子どもたちの“初めて”に出会える仕事
毎日感動し癒やされています 個々に寄り添った援助や保育をしていきたい

多くの人と関わり、様々な経験を積んでほしい

保育所は子どもの養護と、就学につながるための教
育を行う場所です。子どもが好きで元気で明るい人や
責任感がある人、多少の困難も乗り越えられる力のあ
る人が向いていると思います。また子ども一人ひとり
の違いを認め、自分の枠にはめることなく、個々の姿
をしっかり受け止めることが大切だと思っています。
大学生活の中で多くの人と出会い、様々な経験を積み
ながら学びを広げていってください。

常に子どもたちのために
何ができるのかを考えられる人に

保育士は、常に子どもたちのために何ができるのか
を考え行動する仕事ですが、その際には物事をポジ
ティブに考えられる力が求められます。「きっと大丈
夫」「きっと出来る」「ありがとう」等のポジティブワー
ドは、子どもたちの心の形成にも欠かせないんですよ。
家名田先生には、これまで自分が蓄えてきた経験を、
次へと引き継いでいって欲しいですね。

Message Message

取得できる資格 ※「任用資格」とは公務員などに採用され、実際の業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格名称です。 就職・進学 公務員
福島県福島市(余目保育所)、
福島県二本松市(二本松市
立小浜保育所)、福島県郡山
市(郡山市日和田保育所、郡
山市富田保育所)、福島県石
川郡石川町(石川町立第二
保育所)、福島県西白河郡泉
崎村(泉崎村立泉崎幼稚園)、
宮城県白石市(白石市越河
保育所)、宮城県岩沼市(岩
沼市立西保育所)、宮城県柴
田郡柴田町(西船迫保育所)

認定こども園
(福)創世福祉事業団、(学)福
島文化学園、(学)白百合学園
(福)千葉福祉会、(福)高田幼
児幼保認定型認定こども園
(学)福島学院、(学)寿なとり
学園、(学)二本松学園、(福)
北杜福祉会、(福)鳴子保育
園、(福)桑の実福祉会、(福)
嘉啓会、(学)城南学園、(学)
熊田学園、(福)松葉福祉会、
(福)常照福祉会、(福)白揚、
(学)愛慈学園

幼稚園
(学)三育学園、(学)恵泉学園、
(学)さくら幼稚園、(学)本田
学園、(学)安斉学園、(学)興
譲学園

保育園
(福)桜桃会、(福)北信福祉
会、(福 )ちゅうりっぷ 福祉
会、(福)福島愛育園、(福)吾
妻福祉会、(医)秀公会、(福)
笑風会、(福)あいあい福祉
会、(福)ゆかり福祉会、(福)
おやま福祉会、(福)うつみね
福祉会、(福)愛和会、(福)和、
(福)川俣町社会福祉協議会、
(福)川谷福祉会、(福)福島福
祉施設協会、(学)鏡石学園、
(特非)森の子会、(福)誠心会、
(福)報徳会、(福)愛光福祉会、
(公財)星総合病院、(福)須賀
川市社会福祉協議会、(学)
幸喜学園、郡山市子育て支
援企業組合、(福)矜持福祉
会、(一社)ヒューマニティー
幼保学園、(福)良育会、(福)
みらい、(福)米沢中央保育

園、(福)東北福祉会 せんだ
んの杜、ミアヘルサ㈱、㈱め
ぐみねっと、㈱たんぽぽわ
た毛の会、㈱ニチイ学館 福
島支店

施設等
(福)青葉学園、(福)いわき福
音協会、(福)陽光会、(福)牧
人会、(福)善き牧者会、(福)
米沢仏教興道会、(福)東京
都社会福祉事業団、寒河江
市学童保育わんぱくクラブ、
合同会社ヴォーチェ

一般企業
福島日産自動車㈱、㈱ピュ
アスポーツ、㈱スタジオアリ
ス、㈱物語コーポレーション
山 久伊 藤 瓦 産 業 ㈱ 、カル
チュア・コンビニエンス・ク
ラブ㈱、米沢電話設備㈱

進学
東北福祉大学(教育学部教
育学科初等教育専攻)

主な進路・就職先（順不同／敬称略）

幼稚園教諭二種免許状

幼稚園は、満3歳から小学校就学の始期に達
するまでの幼児を教育し、年齢にふさわしい適
切な環境を整え、心身の発達を支援するための

「学校教育の始まり」です。幼稚園教諭免許状は、
学校教育法に定められた幼稚園の教育に携わる

「教員」となるために必要な免許です。
幼稚園教諭免許状には、四年制大学で取得で

きる「一種免許状」と短期大学で取得する「二種
免許状」がありますが、一種・二種には幼稚園
の先生として働いていく上で大きな違いはあり
ません。四年制大学では将来的に幼児教育の指
導的立場を目指し、短期大学の保育学科では2
年間の学びの中で、子どもの健やかな育ちを支
える実践的な幼児教育者を目指していきます。

保育士資格

保育所、児童養護施設などの児童福祉
施設（対象年齢0 ～ 18歳）で、保護者に
代わり保育を担う子育ての専門家となる
ための資格です。現在の保育所は、早朝
保育や夜間保育など保護者の「働き方の
多様性」に合わせた保育を展開していま
す。最近では、さらなる女性の社会進出
や核家族化に伴って、子どもを認可保
育所に預けたくても、募集定員に空きが
なく待たされる状態の「待機児童」が社会
的問題となっています。政府や各地方自
治体が保育施設の増設に取り組んでおり、
新しく保育士になるみなさんの活躍が期
待される分野です。

児童福祉司（任用資格※）

子どもや保護者の相談に乗り、抱えている問題の解
決を手助けする仕事です。公的機関である児童相談所
等に所属し、相談業務に従事し、実際に援助を行い
ます。幼稚園教諭（一種）取得者は指定施設で1年以上、
保育士のみの取得者は指定施設で2年以上の相談援助
業務に従事したもので指定講習会課程を修了した者が
任用資格を取得できます。

キャリアイメージ
幼稚園、保育所、認定こども園の他にも、社会福祉

施設や児童福祉施設にも活躍の場が広がっています。
また、一般企業でも接客応対などで幼児教育や保育

のスキルを生かすことができます。

保育士
53％

保育教諭
20％

幼稚園教諭
9％

一般職・その他 9％

公務員 8％

職業別
就職先

進学 1％

社会福祉主事（任用資格※）

福祉事務所や児童相談所のケースワーカー、老人福
祉施設や障がい者施設の指導員、社会福祉協議会の福
祉活動専門員等として相談業務等に従事し、実際に援
助を行います。
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食物栄養学科
短期大学部

※栄養士は必要単位を満たし卒業すれば申請要件が満たされます。管理栄養士はその後、
　実務経験3年以上を経たところで受験資格が授与されます。

「食」「栄養」「健康」の専門性が身につく

地域と連携し、その活性化に貢献できる

男女が協力して問題解決に取り組める

1

2

3

食のスペシャリストを目指す
「栄養学総論」「調理学」「生化学」など

多くの基礎科目を設置し、相互に関連する
基礎を理解した上で、知識や技術を取得で
きるカリキュラムを構成しています。

行政や福島県内の様々な企業・団体と連携し、メ
ニューの開発・販売のサポートなど、「食」を通した
地域活動を積極的に行い、地域のニーズに応えます。

男女共に多くの卒業生が栄養士として社会で
活躍。在学中に共生社会を実践的に学びます。

授業で学んだ知識を活かした活動

手を携え合って
協働する社会の実践

「社会生活と
健康」
科目群

教養教育科目

専門教育科目

「栄養と健康」
科目群

「食品と衛生」
科目群

「人体の構造と
機能」
科目群

「栄養の指導」
科目群

「給食の運営」
科目群

食物栄養学科　折笠 遥紀さん（福島県立安達高等学校出身）食物栄養学科　跡邊 夏生さん（福島県立福島明成高等学校出身）

取得できる資格 栄養士／管理栄養士※

バランスの取れた食生活で、健康を支える！

食と栄養の学びで「ココロ、ツナグ」

入学定員：食物栄養学科 50 名

栄
養
と
健
康
管
理
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
育
成
し
ま
す
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MY CAMPUS LIFE

食物栄養学科

三浦 凜さん
（福島県立福島明成高等学校出身）

夢を叶えるための時間割（1 年生／前期）

カリキュラム＆授業ピックアップ

Q1魅力的な授業は？

　実習がある「調理学」という授業が
おもしろいです。普段、家では
作らないような料理も
作るので、とても
興味深いです。

高校生の時に入院した際、
病院食が唯一の楽しみでし
た。将来は管理栄養士の資
格を取得し、病院で患者さ
んに喜ばれるような食を提
供したいです。

Q2将来の夢は ?

月 火 水 木 金 土

1 食生活論 生活教養

調理学実習 本学の
教育

2 栄養学総論 健康科学

3 文章表現 栄養指導論 クラスセミナー 情報機器操作Ⅰ

食品学総論実験

4 調理学 食品学総論 生化学

5 体育実技

MY CAMPUS LIFE

食物栄養学科

鈴木 光史さん
（福島県立梁川高等学校出身）

Q1魅力的な授業は？

　「教養演習Ⅰ ･ Ⅱ」はお茶の焙煎から
入れ方までなど、普通の生活では
経験できないことを
学べるので新鮮で
楽しく学んで
います。

栄養士のスキルを活か
して、食で人の役に立つ
仕事がしたいと思ってい
ます。そのため今は資格
取得を目指して日々勉強
に励んでます。 日本やアメリカなどの先進国では孤食や肥満の問題がある一方

で、アフリカなどの発展途上国では飢餓や食糧不足に悩む子ども
たちがたくさんいます。世界中の恵まれない子どもたちを、食で
救えるような活動をしたいです！

薬剤師を目指して九州の大学に進学した姉がおり、互いに理系
で似た授業もあるので、分からないところを教えてもらったり悩
みを聞いてもらったりしています。離れていても支え合える姉と
のつながりに感謝しています。

食で世界の子どもたちの命をつなぐ離れていても支えてくれる姉の存在

夢を叶えるための時間割（1 年生／後期）

将来の夢は？

月 火 水 木 金 土

1
食品学各論実験

健康科学 食品学各論

調理学実習 本学の
教育

2 情報機器操作Ⅱ 文章表現

3 生化学

生化学実験

クラスセミナー 解剖生理学 教養演習Ⅰ

4 食品衛生学 栄養指導論

5 体育実技

Q2

ココロツナグココロツナグ

授業科目一覧 1年次 2年次

教
養
教
育
科
目

本学の教育■

文章表現■

情報機器操作Ⅰ■
情報機器操作Ⅱ■

生活教養■
教養演習Ⅰ
教養演習Ⅱ
テレビ報道に見る現代理解

職場の人間関係

国際理解演習 英会話

体育実技■

専
門
教
育
科
目

社会生活と健康 食生活論
公衆衛生学■
公衆衛生学Ⅱ
社会福祉概論■

人体の構造と機能
解剖生理学■
生化学■
生化学実験■

解剖生理学実習
運動生理学■

食品と衛生

食品学総論■
食品学総論実験■
食品学各論
食品学各論実験
食品衛生学■

食品加工学■
食品加工学実習■
食品衛生学実験■

栄養と健康 健康科学
栄養学総論■

栄養学各論■
栄養学各論実習■
臨床栄養学■
臨床栄養学Ⅱ■
臨床栄養学実習■

栄養の指導 栄養指導論■ 栄養指導論実習■
公衆栄養学■

給食の運営 調理学■
調理学実習■

調理学実習Ⅱ■
給食管理■
給食管理実習■

特別研究

特別研究Ⅱ

■…必修 / 選択必修科目　■複数学年開講科目　　※カリキュラムは変更になる場合があります。

公衆栄養学

栄養学実践の基礎となる公衆栄
養学では、栄養サービスを提供す
るプログラムの作成等を通して、
病気を予防し、健康を維持増進す
るために必要な知識を修得します。

給食管理実習

修得した知識・技術を用いて、
献立の立案から調理、盛り付け、
提供といった一連の給食サービス
を学内・学外の両方において行う
ことで、実践力を身に付けます。

食品衛生学実験

食品の細菌検査や有毒化学物質
分析実験を行うとともに、食品関
係者の健康状態や調理室等の環境
についても考察し、飲食物による
健康上の危害を防ぐための方法を
体得します。

臨床栄養学実習

疾病ごとに栄養素や食形態を調
整する治療食を理解するため、代
表的な疾患の特性を知り、常食か
ら展開した献立を作成して調理を
行います。

２年次

調理学実習

科学的、理論的な「調理学」を
理解した上で、和洋中及び諸外国
の料理を調理します。またホテル
にて日本料理、西洋料理のテーブ
ルマナーも学びます。

生化学実験

栄養素がどのように吸収され、
変化して生命活動の維持に繋がる
のかを学ぶため、栄養素の消化吸
収過程とそこで重要な役割を担う
酵素の性質を実験で理解します。

情報機器操作Ⅰ・Ⅱ

パソコンの基本操作であるワー
プロ、表計算、プレゼンテーショ
ン 機 能、 画 像 処 理 な ど の コ ン
ピュータリテラシーを習得するた
めの授業です。

栄養指導論

栄養士業務の根幹をなす栄養指導
の授業です。生命を維持し、病気を
予防し、心身の健全な発育を促す食
生活へ導くための手段や方法を学び
ます。

１年次
授業ピックアップ

PICK UP

PICK UP
PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP
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卒業生の声

一冨士フードサービス株式会社
栄養士　阿久津 莉奈さん

（食物栄養学科 平成30年度卒業 福島県立保原高等学校出身）

社会福祉法人篤仁会 特別養護老人ホーム 愛日荘園
栄養士　菅野 友哉さん

（食物栄養学科 平成22年度卒業 福島県立福島西高等学校）

一冨士フードサービス株式会社
業務責任者　伊藤 ゆかりさん

社会福祉法人篤仁会 特別養護老人ホーム 愛日荘園

理事兼施設長　関根 宏幸さん

Q1 Q1

Q2 Q2

Q3 Q3

大学生活で学んだことは？ 大学生活で学んだことは？

この仕事を選んだきっかけは？ この仕事を選んだきっかけは？

取得した資格は？ 取得した資格は？

調理の現場は時間が限られているため、野菜の切り方など、調理
実習等で培った基本的な知識がとても役に立っています。

仕事はチームプレイだなと思うことが多く、実習や実験等で友人
と試行錯誤しながら取り組んだ経験がとても生かされています。

母の手料理が大好きだったことから志しましたが、栄養学は一人
暮らしでも役立つことがたくさんあるのも魅力でした。

以前、体調を崩しつらい思いをして普段の食生活がいかに大事か
を実感し、人の健康に関わる仕事がしたいと選びました。

栄養士です。今は給食センターで勤務し調理がメインの仕事をし
ているので、調理師の資格も取得したいと考えています。

栄養士と食生活アドバイザー３級を取得し、今は管理栄養士を目
指しています。勉強したことは何でも自身の糧になっています。

「おいしかったよ」をやりがいに
栄養士としての仕事を一つ一つ着実に身に付けて

安全安心でおいしい給食を提供したい
できることを少しずつ増やしていきたい

夢を諦めず自分の
信じる道を進んでほしい

栄養士は調理以外にも学校へ出
向き給食の感想を聞いたり食育の
授業をしたりすることもあります。
調味料だけでも相当な量になるの
で、体力勝負の仕事です。大学で
は自分の信じる道へ突き進む力を
つけてほしいですね。

多職種が協働しながら
ケアサービスを提供しています

菅野さんのような栄養士のほか、
介護職員など様々な職員が勤務し
ているため、採用にあたっては人
柄を重視しています。そのため福
島学院大学様が真心を基本理念に
教育されていることに、とても共
感しています。

職場からのメッ
セ

ー
ジ

職
場

か

らのメッセージ

Message Message

給食サービス
日清医療食品㈱、一冨士フードサービス㈱、㈱グリーンハウス

福祉施設
(福)創世福祉事業団、(福)信達福祉会、(医)昨雲会、
(医)板橋中央総合病院グループ

幼稚園・保育所
(学)三育学園、(福)福島愛育園、(福)おかやま福祉会、
(福)瑞光会、(学)神愛学園

食品製造
トーニチ㈱、㈱ミートコンパニオン

一般企業
エキゾチックアニマルカフェ Ricky

主な進路・就職先（順不同／敬称略）栄養士（国家資格）

栄養士は、専門知識を活かして栄養の指導などを行う資格です。栄養士
の資格を取得するには、短大で 2 年間学び、決められた単位を取得する
ことで都道府県知事から免許証が交付されます。

管理栄養士（国家資格）※卒業後、実務経験 3 年以上

高齢者や傷病者など、さらに高度な専門知識や技術を必要とする方へ
の栄養指導を行うには、「管理栄養士」の資格が必要です。短大を卒業後、
3 年間の実務経験を経ることで「管理栄養士」の国家試験受験資格を得る
ことができます。
※四年制大学の管理栄養士養成課程を修めても管理栄養士の受験資格を得

ることができます。

取得できる資格 就職・進学
キャリアイメージ

栄養士の資格を生かして、学校・病院・福祉施設等の給食提供に関わる他、食
と栄養の専門家としてスポーツクラブ、食品メーカー、外食産業、一般企業でも
活躍できます。

その他 4％

栄養士
84％

生産管理 8％

商品開発
4％

職業別
就職先
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情報ビジネス学科
入学定員：情報ビジネス学科 60 名

短期大学部

リアルな地域連携プロジェクトが充実 ！
社会人との協働を通じて、「社会人基礎力」を磨こう ！

ビジネスに欠かせない「ビジネス実務」と、
実践的な「IT」「デザイン」を組み合わせて学べる ！

現場を熟知した教員と、
少人数のゼミでより深く学べる ！

1

2

3

社
会
で
通
用
す
る「
わ
た
し
だ
け
の
武
器
」を

学
科
で
す

見
つ
け
る

磨
け
る

年間60件以上の
地域連携プロジェクトを展開

企業や団体と連携して、まちづくり、商品開発、情報発信、ブラン
ド構築、イベント企画運営など、年間を通じて様々なプロジェクトに
参加することができます。

実際に社会人と一緒に課題を解決する体験を通じて、日頃の学びを
深めることができるだけでなく、卒業後の仕事でも役に立つチーム
ワークや実行力などの「社会人基礎力」を磨くことができます。

社会学、IT、経営、デザインなど、希望する進路や興味感心に合わ
せて選択できる「ゼミナール」を開講しています。現場を熟知した教員
と、少人数でじっくりと学びを深めることができます。

また、情報ビジネス学科では「ゼミナール」指導教員が進路相談を担
当するので、学生一人ひとりに寄り添ったキャリア支援が可能です。

専門を磨く「ゼミナール」を開講

情報ビジネス学科　小椋 夢萌さん（福島県立福島商業高等学校出身）

取得できる資格 ビジネス実務士／情報処理士／サービス接遇検定、秘書技能検定、医療事務 など

ビジネス実務
どんな職場でも求められる「働くちから」を学ぶことができます。基

本となる言葉遣いやビジネスマナーからはじまり、書類作成や職場で
の人間関係まで、幅広い知識とスキルを身につけます。

ビジネス ×「IT」
パソコン操作は初級レベルから優しくスタートできます。応用科目

では、プログラミングやデータベースなど、実際に企業ですぐに役立
つ知識とスキルを身につけます。

ビジネス ×「デザイン」
グラフィックとウェブデザインを中心に、動画や建築など「ものづ

くり」の科目を学ぶことができます。情報やアイデアを形にしたり、
ユーザーに分かりやすく情報発信したりするスキルを身につけます。

資格も、スキルも、地域連携も！

地域や企業が若者に求めるスキルを
まとめて学べる「欲張りなカリキュラム」が魅力です
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カリキュラム＆授業ピックアップ 興味関心や将来像に合わせて選べる「履修モデル」
※複数の履修モデルを組み合わせて履修することができます。

夢を叶えるための時間割（1 年生／前期）
月 火 水 木 金 土

1 情報科学 色彩学
グラフィック

デザイン演習Ⅰ

ウェブデザイン ウェブデザイン
演習Ⅰ

本学の
教育

2 英会話
インターン

シップ
リテラシー

簿記会計（基礎）

3 クラスセミナー
会話

コミュニ
ケーション

ビジネス実務
総論 文章表現

4 ビジネス実務
演習Ⅰ コンピュータ

基礎演習Ⅰ

体育実技

5 プレゼン
テ―ション演習

ウェブ動画
制作Ⅰ

月 火 水 木 金

1 ウェブデザイン
演習Ⅱ

マルチメディア
演習 時事問題研究

2 クラスセミナー コンピュータ
応用演習 経営概論

3 秘書実務演習 情報管理論
グラフィック

デザイン演習Ⅱ
4 人間関係論 ゼミナールⅠ イベント

プランニング マーケティング論

5 ゼミナールⅡ 地域創生演習

MY CAMPUS LIFE

情報ビジネス学科

榎本 楓希さん
（福島県立福島北高等学校出身）

Q1魅力的な授業は？

　「ウェブデザイン」という、グループ
ワークが中心の授業です。
プレゼンをするにあたって、
効果的な伝え方を
班員と協力して
考えるのが
おもしろいです。 大学の学びで得た情報デ

ザインのスキルを活かせる、
IT 関係の仕事に就きたい
と考えています。これから
も授業を通してさらに学び
を深めたいです。

夢を叶えるための時間割（2 年生／前期）

Q2将来の夢は？

入学当初はやりたいことが定まっていませんでしたが、地域連
携活動で知り合った先輩や企業の方との交流を通して、将来のビ
ジョンが少しずつ見えてきたような気がします。今後もこれらの
交流から多くを吸収して、自分の夢をより明確にしていきたいです。

たくさんの人とのつながりを大事に
ココロツナグ

授業科目一覧 1年次 2年次

教
養
教
育
科
目

建学の精神を学び
豊かな心を育てる 本学の教育■

話す、聞く、伝える力を育てる 文章表現■
会話コミュニケーション■

社会人として求められる
教養知識を身に付ける

英会話■
中国語会話■

時事問題研究■
消費者行動
英和リーディング■

国際理解演習
身体活動を通して

健康な心と体を養う 体育実技■

専
門
教
育
科
目

ビジネス実務能力を
身に付ける

ビジネス実務総論■
ビジネス実務演習Ⅰ
プレゼンテーション演習

経営概論■
ビジネス実務演習Ⅱ
人間関係論
地域創生演習
秘書実務演習
イベントプランニング
マーケティング論
データ分析と統計

情報理論とスキルを
身に付ける

情報科学■
コンピュータ基礎演習Ⅰ■ 
コンピュータ基礎演習Ⅱ■
ウェブデザイン
プログラミング演習

コンピュータ応用演習■
データベース演習
情報管理論
マルチメディア演習

資格取得を目指す

医療事務Ⅰ
医療事務Ⅱ
簿記会計基礎

医療事務Ⅲ

簿記会計応用

ITシステム論Ⅰ ITシステム論Ⅱ
ITパスポート特講

自分で作る・
表現する力を育てる

グラフィックデザイン演習Ⅰ
ウェブデザイン演習Ⅰ

グラフィックデザイン演習Ⅱ
ウェブデザイン演習Ⅱ

ウェブ動画制作Ⅰ
ウェブ動画制作Ⅱ

色彩学
キャラクターイラスト演習
空間リノベーション演習
CAD演習

社会と関わりながら
実践する力を養う

インターンシップリテラシー■

インターンシップⅠ

インターンシップⅡ ゼミナールⅠ
ゼミナールⅡ

■…必修 / 選択必修科目　■複数学年開講科目　　※カリキュラムは変更になる場合があります。

履修モデル名 興味関心 将来像 履修科目セット

① 
事務・⾦融系モデル

正確で効率的な事務・会計
スキルを活かして、職場を
サポートしたいあなたへ

・一般企業（総合職／事務職）
・⾦融／証券業界
・各種団体（業界団体職員）など

・簿記会計（基礎／応用）
・秘書実務演習
・情報管理論

・ビジネス実務演習Ⅰ
・人間関係論
・データベース論　　　　など

②
 医療事務系モデル

医療事務の資格を取得して、
地域医療機関や調剤薬局を
目指すあなたへ

・病院
・クリニック／診療所
・調剤薬局 など

・医療事務Ⅰ
・医療事務Ⅱ
・医療事務Ⅲ

・秘書実務演習
・ビジネス実務演習Ⅰ
・人間関係論　　　　　　など

③ 
営業販売・接客系

モデル

お客様のニーズに応える
サービスを提供し、地域社
会を笑顔にしたいあなたへ

・一般企業（営業販売・接客）
・小売業
・サービス業 など

・消費者行動
・ビジネス実務演習Ⅱ
・プレゼンテーション演習
・イベントプランニング

・マーケティング論
・データ分析と統計
・マルチメディア演習
・ウェブデザイン　　　　など

④ 
デザイン・マスコミ系

モデル

ものづくりのスキルを生か
して、デザインや情報発信
企業を目指すあなたへ

・印刷・出版業
・デザイン関連企業
・通信・マスコミ関連企業 など

・グラフィックデザイン演習Ⅰ･Ⅱ
・ウェブデザイン演習Ⅰ･Ⅱ
・プレゼンテーション演習
・色彩学

・ウェブデザイン
・地域創生演習
・空間リノベーション演習
・ゼミナールⅡ　　　　　など

⑤ 
情報システム系モデル

IT 機器やプログラミングの
知識を生かして情報通信産
業を目指すあなたへ

・情報通信関連企業
・システム開発企業
・一般企業（情報通信担当）など

・IT システム論Ⅰ
・IT システム論Ⅱ
・IT パスポート特講

・プログラミング演習
・マーケティング論
・データ分析と統計　　　など

⑥ 
地域貢献モデル

街が抱える課題を見つけて
解決することで、地域を元
気にしたいあなたへ

・地域公共団体
・観光関連企業
・各種団体（観光協会など）など

・地域創生演習
・ゼミナールⅡ
・空間リノベーション演習
・イベントプランニング

・ウェブデザイン
・プレゼンテーション演習
・グラフィックデザイン演習Ⅰ･Ⅱ
・CAD 演習　　　　　　など

ビジネス実務演習Ⅰ

社会人に必要なビジネスマナー
を身に付け、ビジネス現場で必要
な知識とスキルを養います。また、
サービス接遇検定試験 2 級及び準
1 級を受験し、合格を目指します。

医療事務Ⅰ

医療事務の仕事を理解し、その
基礎や医療費の算定方法を学びま
す。また、医療機関のスタッフと
して必要な患者さんに対する接遇
能力を習得していきます。

グラフィックデザイン演習Ⅱ

デザインを構成する要素やレイ
アウト手法を作例やデザイン史か
ら学び、ポスターコンクールへの
応募作品や、商品パッケージ、フ
ライヤーなどを実制作します。

コンピュータ応用演習

　ビジネスの現場ですぐに活用で
きるWordやExcelの応用操作を身
につけます。特に、Excelを使った
大量のデータ処理など、実際の仕
事を意識した課題に取り組みます。

１年次
授業ピックアップ

２年次

MY CAMPUS LIFE

情報ビジネス学科

関根 美侑さん
（福島県立須賀川桐陽高等学校出身）

Q1魅力的な授業は？

　「グラフィックデザイン演習Ⅰ」
では、ロゴやホームページ等の
デザインを学びます。
自分で作ったものが
形になる喜びを
感じることが
できますよ。 将来は Web デザイナー

になりたいと思っています。
今後は就活に役立てるため、
パソコン関係の資格も積極
的に取得していきたいです。

Q2将来の夢は ?

地域連携活動では、地域の課題解決や活性化のためにはどうす
れば良いかを話し合う機会があり、学院大が地域から頼りにされ
ていることを実感しました。これからも地域とのつながりや信頼
関係を大切に、より一層ふくしまを盛り上げていきたいと思います。

地域と大学とのつながりを大切にしたい！
ココロツナグ

PICK UP

PICK UP

PICK UP

PICK UP
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卒業生の声

医療法人辰星会 枡記念病院
医療事務　渡辺 南さん

（情報ビジネス科 平成24年度卒業 福島県立本宮高等学校出身）

株式会社進和クリエイティブセンター
グラフィックデザイナー　星 伸明さん

（情報ビジネス科 平成19年度卒業 福島県立須賀川高等学校出身）

医療法人辰星会 枡記念病院
院長　太田 守さん

株式会社進和クリエイティブセンター
部長　平 幸広さん

Q1 Q1

Q2 Q2

Q3 Q3

大学生活で学んだことは？ 大学生活で学んだことは？

この仕事を選んだきっかけは？ この仕事を選んだきっかけは？

取得した資格は？ 取得した資格は？

ビジネスマナーの授業が大変勉強になりました。今の仕事でも人
と関わる際の言葉遣いや応対の仕方などに大いに生かされています。

印刷物のデザインをする上では、物事を多面的に見る力が必要。
授業や遊びも含めて大学での様々な経験が生きています。

子どもの時に病院で医療事務の方の優しい笑顔に出会い、それ以
来ずっと憧れていました。

先生に勧められて面白そうな仕事だと興味がわき、知らない世界
だけど飛び込んでみようと思いました。

医療事務の仕事に役立てたいと、在学中にサービス接遇検定や秘
書検定の資格を取得しました。

ビジネス実務士、情報処理士、サービス接遇検定２級です。大学
では資格取得も含めて、様々なことに挑戦してほしいと思います。

正確な事務、笑顔の接客で 印刷物だけでなく動画等の
医療現場をサポートしたい

勤続８年目 勤続13年目

新しいコンテンツにもチャレンジしていきたい

心身両面の癒しを提供できる
真心のある人材を求めています

医療現場では、常に患者さんの
立場にたち、思いやりの気持ちを
持って接することが大切。福島学
院大学の理念「真心こそすべての
すべて」は正に病院で働く人に求
められる資質であり、医療を目指
す人に磨いて欲しい能力ですね。

“自分だからできる”ことが
たくさんある仕事です

デザインの仕事は複雑化する
様々なメディアを使いながら、自
分にしかできない表現や形が必ず
あることを実感でき、そこに喜び
を感じられる仕事です。自分の枠
にとらわれることなく可能性を広
げていってほしいと思います。

職場からのメッ
セ

ー
ジ

職
場

か

らのメッセージ

Message Message

金融・保険業
第一生命保険㈱
医療・福祉・教育
(一財)脳神経疾患研究所、(医)社団緑愛会、(医)財団百葉の会、
(公財)湯浅報恩会、(福)みゆき福祉会、㈱あいの里、(学)福島学院
卸売・小売
㈱いちい、㈱リオン・ドール、㈱ホンダカーズ福島、福島県南酒
販㈱、ファーマライズ㈱、東北コピー販売㈱、㈱ニッテク、㈱仙
台中京医薬品
建設・製造
佐藤工業㈱、㈱福島地下開発、㈱川金ダイカスト工業
IT・情報通信・マスメディア
㈱テレビユー福島、㈱福島映像企画、ティー.ティーコーポレー
ション㈱、㈱ウェブレッジ、㈱アプリネット
印刷・デザイン
キング印刷㈱、福島カラー印刷㈱、タカラ印刷㈱
複合サービス・その他
㈱ニチイ学館、㈱東館、㈱アイ・ステーション、佐川急便㈱、㈱
菅野共栄会計、㈱アクティオ、㈱アポロガス、㈱ワールドイン
テック、㈱エフ・イー・ティーシステム、㈱REVEN STUDIOS、
㈱マーキュリー、㈱ケン・那須リゾート、㈱ワールドコーポレー
ション
編入学
尚絅学院大学、宮城学院女子大学、(学)日本教育財団 HAL東京

主な進路・就職先（順不同／敬称略）

ビジネス実務士Ⓝ

企業組織の構造やビジネスの成り立ちに
ついて理解し、情報収集と活用、企画の立
案、文書作成などの実務能力を身につけるほ
か、現場の課題を見つけメンバーと協働して
解決する力など総合実践力をつけて取得しま
す。新入社員に必要とされる基礎実務能力か
らプロフェッショナルとなれるスキルまで学
びます。

情報処理士Ⓝ

コンピュータシステムと情報通信技術を理解し、
ビジネス現場で必要となる PC の基本操作、イン
ターネット活用、データ管理などを学んで取得し
ます。IT 化が進む現代社会で、「PC や IT に詳し
い事務員」として高度なビジネス活動ができるよ
うになります。またプログラマーやシステムエン
ジニアのような IT の専門職への就職も視野に入
れることができます。

その他の資格

過去数年に合格実績のある資格・検定試験を
紹介します。
◦サービス接遇検定（1 級・準1級・2 級）
◦秘書技能検定（1 級・準1級・2 級）
◦ビジネス文書検定（1 級・2 級）
◦ IT パスポート試験（国家試験）
◦医療事務系（ドクターズクラーク、メディカ
　ルクラーク、　調剤報酬請求事務技能認定、
　ケアクラーク）
◦カラーコーディネーター検定試験 3 級
◦メディア・ユニバーサルデザイン教育検定
　3 級　など

※「ビジネス実務士Ⓝ」「情報処理士Ⓝ」は、（一財）全国大学実務教育協会の認定を受けた大学・短大
で所定の単位を修得すると、卒業時に授与される資格です。

　なお、専門学校では取得することができない資格です。

取得できる資格 就職・進学 就職率 100%!!

キャリアイメージ
どんな職場でも発揮できるビジネ

スマナーと実務能力を養成するので、
本学の他の学科と比べて、最も広い
業種・職種での活躍が期待できます。
例えば「一般企業の事務職」と言って
も⾦融機関から製造業まで多種多様
なので、自分の興味関心に沿って業
界研究を進めます。また、医療事務
の資格を取得して医療現場で活躍す
る、IT 系の資格を取得して SE やプ
ログラマーとして活躍する、デザイ
ンスキルを高めてクリエイティブな
業界で活躍するなど、専門スキルを
活かしたキャリアも実現可能です。

総合職・
営業・販売
41％

事務・医療事務
23％

サービス・接客 6％
デザイン・製造 8％

介護職 6％
その他 4％

編入学 8％

システムエンジニア 4％

職業別
就職先
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学生の学習意欲を高める教育や評価に力を入れています。

 語学教育

 学内合同企業説明会

 クラスセミナーを活用した就職指導  個別相談会の開催

 就職試験対策講座等

 GPA制度

GPAって何？ 

GPA とは、グレード・ポイント・アベレージの略で、成績評定
平均点とも呼ばれます。本学の GPA の算出方法は、単位取得科目
の成績評価点（素点）に単位数を掛けた数値を全単位取得科目につい
て合計し、さらにそれを総取得単位数で割った点数です。本学独自
の GPA で合格した科目の1単位当たりの平均点となります。不合
格科目は計算に入れません。また、検定試験等により単位認定を受
けた科目も計算外となります。

本学ではこの GPA 制度を、進級・卒業の条件や福祉学部から大
学院への進学条件に指定しているほか、学長賞褒賞等の表彰基準に
も活用されます。

本学の成績評価 

単位を取得するためには、履修した科目の評価を受けなければな
りません。100点を満点とし、60点以上で合格（単位取得）、59点
以下は不合格となります。

成績評価の点数は、前期および後期の中間試験、期末試験（通年
科目、半期科目があります）、レポート、作品、実技、小テスト、
小論文、出席状況など、担当教員の定めるところにより行われます。

卒業認定単位とGPA 

卒業には、各学科ごとに定められた単位数を取得しなければなり
ません。本学ではさらに、GPA で70点以上取得することが必要で
す。なお、C・D・F 評価の科目は再履修することができます。

福島学院大学では、「語学教育」に力を入れています。
語学は世界中の人々とのコミュニケーション・ツールであり、特

に国際理解や異文化交流を進めるうえで欠かせない能力です。本学
では、日常生活や社会において実践的に活用できるように、リスニ
ングとスピーキングを中心とした会話力を養い、併せて諸外国の生
活・社会・文化に対する知識を養います。また、福祉学部では英会
話と中国語会話は、Ⅰ（初級会話レベル）とⅡ（日常会話レベル）の2
クラスに分かれているので、レベルに合わせて履修できます。

学生のニーズに合わせ
た企業（病院、施設等）の
合同企業説明会を学内で
開催しています。学内で
の説明会を希望する企業
も多く、内定に結びつく
確率が高いのが特徴です。

各学科のクラスセミナーの時間を利用して、具体的な就職活動の
進め方や求人情報の提供など学年と時期に応じた就職指導を行って
います。また、福島県社会福祉協議会や福島県私立幼稚園・認定こ
ども園協会、福島新卒応援ハローワークなど関係機関と連携したセ
ミナーも実施しています。

各学科において、学生個々の学修状況や学生生活、就職活動など
について、希望されるご家族の方と学生本人が所属学科の教員と個
別に相談が行える「個別相談会」を開催しています。この会では、個
別相談に加え、各学科の教育についての説明や、希望する業界から
内定を勝ち取った学生や社会で活躍する卒業生から就職活動体験談
などを聞く時間も設けています。

学生支援・キャリア支援課では、各学部学科と協力し、学生がそ
れぞれの希望する仕事に就職できるよう、就職適性検査や就職模擬
試験、公務員対策講座などを実施しています。
公務員試験対策講座

競争率が高い公務員試験に対応できるよう公務員受験対策の専門
学校「ケイセンビジネス公務員カレッジ」から講師を招いて開催して
います。また、公務員試験合格に向けて傾向と対策を把握するため
の「公務員試験対策ガイダンス」も実施しています。

GPA計算例

科目名 単位数 素点 単位数×素点 GPA

国語表現 4 85点 340
（480÷6単位）

80点英会話Ⅰ 2 70点 140

（合計） 6単位 480

A+  90点以上 A  80点〜89点 B  70点〜79点

F  50点未満D  50点〜59点C  60点〜69点

本学では、各学部学科にキャリア支援担当教員を配置する他、キャンパス
ごとにキャリア支援担当の職員を配置し、卒業後に生き生きと働きながら
自身の夢や目標を実現できるよう、入学年度から卒業年度にわたって学生
の皆さん一人ひとりのキャリア形成を総合的に支援していきます。

教育 & 評価 キャリアサポート
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応 募 資 格 条 件
福島県民、又は他県から県内の保育士養成施設に入学する学生であって、養成施設を卒業後、福島県内において保育士
としての業務に従事しようとする方（一定の条件があります）。

募 集 人 員 80名程度

資 ⾦ 内 容

卒業後福島県内で保育士として５年間従事すると、奨学⾦の返還が全額免除に！
①修　学　⾦：上限120万円
②入学準備⾦：20万円以内
③就職準備⾦：20万円以内
④生　活　費： 生活保護世帯や非課税世帯等

利 用 対 象 者 入学・在学する学生の保護者で世帯年収（所得）が790万円（600万円）以内等の一定の要件を満たす方

使 い 道 学納⾦、教科書・教材・パソコン代、通学費用、アパート等家賃など

融 資 額 学生1人につき350万円以内（要件によっては450万円以内）

返 済 期 間 在学期間を含む15年以内（要件によっては18年以内）

返 済 利 息 年1.68％（2020年11月2日現在）

返 済 方 法 元利均等毎月払（ボーナス月増額返済可能）

お 問 合 せ 教育ローンコールセンター　　　0570-008656

支 援 対 象 住民税非課税世帯、およびそれに準ずる世帯の学生

申 請 期 間 高校在学中予約採用可（入学後申込も可能）

支 援 内 容 授業料等の減免及び給付型奨学⾦

区分 世帯収入の目安 支援額
授業料等減免上限額 給付型奨学⾦支給額（年額）
入学⾦ 授業料（年額） 自宅 自宅外

第Ⅰ区分
約295万円未満

（住民税非課税世帯）
満額

大学 約260,000円 約700,000円

約460,000円 約910,000円

短大 約250,000円 約620,000円

第Ⅱ区分 約395万円未満 満額の2/3

大学 約170,000円 約470,000円

約310,000円 約610,000円

短大 約170,000円 約410,000円

第Ⅲ区分 約461万円未満 満額の1/3

大学 約90,000円 約230,000円

約150,000円 約300,000円

短大 約80,000円 約210,000円

※同様の制度として福島市保育士等奨学資⾦貸付制度もあります。（福島市こども未来部 幼稚園・保育課）
※日本学生支援機構貸与奨学⾦との併用も可能です。

※振込開始時期は、高校時予約採用の場合5月中旬、入学後4月募集の在学採用の場合、6月11日が目安となります。

※表中の年収目安は、本人・父（給与所得者）・母（無収入）・高校生の4人世帯の場合ですが、世帯構成等により数字は異なるためあくまでも目安です。
なお、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）のWEBサイトに掲載している「進学資⾦シミュレーター」で、収入基準に該当するかどうかのおおよ
その確認ができます。

※日本学生支援機構貸与奨学⾦との併用も可能です（ただし、第一種奨学⾦の貸与月額は制限されます）。

種 類 第一種奨学⾦（無利子貸与） 第二種奨学⾦（有利子貸与）

応 募 資 格 条 件 過去2年間（高校2、3年次）評定平均値が3.5以上 高校時の成績が水準以上

貸 与 月 額

自 宅

54,000円（大学）
53,000円（短大）

2万円から12万円までの間で1万円単位で額を選択

20,000円～40,000円
（１万円単位）

自 宅 外

64,000円（大学）
60,000円（短大）

20,000円～50,000円（１万円単位）

募 集 時 期 4月上旬に説明会を実施。4月末で応募書類の受付締切。※高校在学中に予約採用として申込可能。

福島県保育士修学資金（福島県社会福祉協議会） 高等教育の修学支援新制度

日本学生支援機構奨学金

国の教育ローン（日本政策金融公庫）

教育資⾦を必要とする多くのご家庭の皆さんが利用している公的な融資制度です。

授業料・入学⾦等の免除または減額に加え、給付型奨学⾦の支給が受けられます。詳細については日本学生支援機構ホームページをご参照
ください。

2020年4月よりスタート！

支援を受けられる世帯年収の目安と支援額

返済不要の給付型奨学金
約91万円（年額）支給さらに

（例）「第Ⅰ区分」で「自宅外通学」の学生が支援を受ける場合の例（福祉学部入学生）

入学金
15万円

授業料
80万円

教育充実費
28万円

合計
123万円

合計
123万円が…

合計
38万円

授業料
10万円

入学金
0円

教育充実費
28万円

15万円減免 70万円減免 合計85万円減免＋
学納金
（1年次）

給付型奨学金は学生の生活費
（家賃・教科書代・交通費・資格検定料）に使用できます。

※上記は 1年次で、1年間適用になった場合です。所得の変化等により支援額が変更することがあります。

奨学⾦制度 学費減免制度
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下記の県内の大学・短期大学・高等専門学校12校と単位互換協定を締結しています。これらの大学等で提供される授業科目は、特別聴講
生として無料で履修することができます。この制度を利用して取得した単位は、卒業認定単位に含めることができます。

本学では、大学院・大学・短期大学部の正
規科目を公開しています。科目履修生制度は
本学以外の方が各種資格取得に必要な科目や
興味のある科目を選んで履修できる制度です。
半期もしくは通年の授業となります。

地域連携センターは福島学院大学と地域との連携・交
流活動を推進する組織です。

自治体や企業とともに、地域の課題解決及び活性化の
ための事業を実施することで、地域社会へ教育研究成果
を還元します。

本学の大学院心理学研究科の「臨床心理
学専攻」に進学して、修士号の取得を目指
すことができます。

臨床心理学専攻では、課程を修了するこ
とで公認心理師受験資格及び臨床心理士受
験資格を取得することができます。将来、
心理的援助の専門家として学校や医療機関、
相談機関等で活躍したい方に最適なカリ
キュラムです。

【主な連携協定締結先】
◦福島市産官学連携プラットフォーム
◦伊達市 ◦浪江町
◦福島県立医科大学 ◦福島県食品生産協同組合
◦福島信用⾦庫 ◦福島民報社
◦土湯温泉観光協会 ◦飯坂温泉観光協会
◦株式会社 いちい ◦ NPO 法人 結倶楽部

単位互換対象科目は各大学のウェブサイトよりご確認いただけます。他大学の授業の履修を希望する場合は本学教務課にてお申込みください。

福島学院大学大学院附属心理臨床相談センターでは、教員
の指導のもと、専門的な訓練を受けている本学大学院生が相
談に応じています。相談後、医療的サポートが必要と判断し
た場合は、適切な医療機関を紹介しています。

本人の希望に応じて他大学への編入学も勧めています。推薦指定校への編入学
をはじめ、本学の学習と接続性のある県内外の大学に編入学する学生もいます。

◦福島大学 人文社会学類（現代教養コース）
◦東北学院大学 教養学部（情報科学科）
◦東北学院大学 経営学部（経営学科）
◦宮城学院大学 生活科学部（生活文化デザイン学科）
◦東北福祉大学 通信教育部
◦桜美林大学 芸術文化学群（演劇・ダンス専修）
◦城西国際大学 メディア学部（映像芸術コース）
◦東海学院大学 健康福祉学部（管理栄養学科）
◦仙台白百合女子大学 人間学部（健康栄養学科）
◦植草学園大学 発達教育学部（発達支援教育学科）
◦東海学院大学 健康福祉学部（管理栄養学科）

福島市
◦福島大学　　　　　◦福島県立医科大学
◦桜の聖母短期大学

会津若松市 ◦会津大学　　　　　◦会津大学短期大学部

郡山市
◦日本大学工学部　　◦郡山女子大学
◦郡山女子大学短期大学部

いわき市

編
入
学
実
績

◦医療創生大学　　　◦東日本国際大学
◦いわき短期大学　　◦福島工業高等専門学校

他大学の授業を無料で履修

大学間相互単位互換制度（アカデミア・コンソーシアムふくしま加盟大学間相互単位互換制度）

修士取得を目指す

大学院進学

市民の心の相談機関

心理臨床相談センター（福島学院大学福島駅前キャンパス3階）

公開授業「科目履修生」制度
ふくしま再生に貢献

地域連携センター

他大学でより深く学ぶ

編入学

さらに学習を深めたい方のために、福島学院大学では様々な学びを選択できます。 福島学院大学では、地域に開かれた大学として、様々な事業を行っています。
公開講座や社会人の方が学べる機会、各種相談機関もありますので、ぜひご活用ください。

【面接】
◦受理面接
◦個別面接
◦親子並行面接
◦家族合同面接

【心理検査】
◦知能検査
◦発達検査
◦人格検査（ロールシャッハテスト、描画テスト、
　P-F スタディ等）

他大学履修／進学／編入学 本学が実施している社会貢献事業

福島学院大学
2021年度 公 開 授 業
科目履修生 募集!!
単発の特別講座じゃ物足りない!!
そんな方にオススメです!!

福島学院大学では、大学院・大学・短期大学部の正規科目を福島学院大学では、大学院・大学・短期大学部の正規科目を
公開しています。学生と一緒に、半期・通年でじっくり学んで公開しています。学生と一緒に、半期・通年でじっくり学んで
みませんか？みませんか？

学ぶ楽しさ、
再発見!!

魅力溢れる科目を公開します
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プ
ロジェクトメンバーインタビュー

Project member
interview

プ
ロジェクトメンバーインタビュー

Project member
interview

協力クライアントメッセージ

Client message

×

アナウンサーの知名度向上を
目指して企画を提案しています！

テレビユー福島（TUF）の「若者のテレビ離れに関する調査」からプロジェク
トが始動しました。調査結果を受け課題を抽出し、まずは「アナウンサーの
認知度向上」を目指した企画の提案を進めることとなりました。これまで２
回の役員プレゼンを経て、成果を積み上げています。同時に TUF がリリー
スしたスマホアプリの認知向上に関するプロジェクトに従事。課題の洗い出
しや改善項目を順位付けするなどした、見直し案を採用していただきました。

＜プロジェクトの主な流れ＞
◦ 2019 年５～６月 調査分析ワークショップ・データまとめ
◦ 2019 年８月 チームを編成してプレゼン準備開始
◦ 2019 年９月 若者から見たテレビ局の課題　役員プレゼン
◦ 2020 年３月 アナウンサー認知向上プロジェクト制作開始
◦ 2020 年６～８月 アプリ認知向上プロジェクト始動
◦ 2020 年 10 月 アナウンサー認知向上　役員プレゼン
◦ 2021 年４月 アナウンサー認知向上　商品企画完成（予定）

地元食材をふんだんに使用したお弁当を開発！
地域住民の体験交流施設「りょうぜん里山がっこう」と連携し、伊達市霊山町で採れる新鮮な野菜や

果物をたくさん使用したお弁当の開発に取り組みました。食材の特徴を生かした、栄養価も彩りも良い
4 種のお弁当が完成！地域の皆さんからも好評をいただくことができました。開発したお弁当は霊山町
で販売予定です！

地域の皆さんとの触れ合いから
自身が役に立っていることを実感！

仲間と意見を出し合い、農作物の美しい色味を
より生かせるようなレシピを考案しました。苦手
だった栄養計算の理解度を深めることができ、と
ても良い経験になりました。このお弁当が、たく
さんの人の笑顔につながることを願っています！

チームで心１つになることが、プロジェクト成功のカギ！

複数人の学生からなるチームでプロジェクトを進めるにあたっ
て、スムーズに物事が進まないことが大半でした。仕事の割り振
りやメンバーのモチベーションの維持・スケジュール管理など、
どれかが欠けるとチームとして機能しなくなることを実感。失敗
も重ねましたが、教員や卒業生の方々からアドバイスを受け、着
実に目標に進むことができました。協働する中でチームワーク力
を高めるために、「どう伝えれば相手が上手く行動できるか」を
考えてコミュニケーションが取れるようになりました。

若い感性や新しい発想に感心しました。
今後のさらなる成長を期待しています！

お弁当に取り入れられた若い感性や新しい発想には、私も地
域の農業グループも感心させられたところが多くありました。
学生さんたちの積極的に学ぶ姿勢、しっかりと発言をする態度
がとても好印象で、食べ物を提供する担い手として、ますます
成長されることを期待しています。これからも「食と農の力」
で地域が元気になる協働事業を継続していきましょう。

食物栄養学科

石井 百合さん
（福島県立岩瀬農業高等学校
出身）

情報ビジネス学科

國分 桃香さん
（福島県立福島西高等学校出身）

NPO法人 りょうぜん里山がっこう
高野 ⾦助さん

福島学院大学では、地域に根差した大学として、自治体や企業・
団体との連携協定締結に基づいた連携事業を行っています。

試食会での意見聴取試食会での意見聴取 初回ワークショップ初回ワークショップ試作の様子試作の様子 ２度目の役員プレゼン２度目の役員プレゼン

地域の方との交流地域の方との交流 １度目の役員プレゼン１度目の役員プレゼン

成長を実感！

成長を実感！

特 集

地域とつながる

情報ビジ
ネス学科

地域とつながる

食物栄養
学科

初回ワークショップ ２度目の役員プレゼン

１度目の役員プレゼン

試食会での意見聴取 試作の様子

地域の方との交流

地域とココロ、ツナグ

この他にも、商品開発や、パッケージデザイン、ポスターデザイン、イベント開発などを通じて、
学生のうちから積極的に社会と関わりながら学びを深めています。

CHECK!!

情報ビジネス学科では
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社会福祉協議会
オンデマンド講座開講

減塩サミット 2020 in 福島 
にて減塩レシピの動画を公開

無印良品×浪江町×磐城壽
商品開発プロジェクト

高校生との連携授業で
ロゴマークとパッケージを
制作！

JA 共済主催
「おうちでママフェス」
オンライン動画を撮影！

「地域と家庭のオピニオンズ」
定期掲載 卒業研究中間報告発表会

相談援助実習・精神保健
福祉援助実習 実習報告会

ラジオ番組で
肥満予防レシピを発信！

カロリーアンサー
２台目を導入しました！

飯坂温泉
「温泉むすめ飯坂真尋ちゃん」
プロジェクトARコンテンツ開発

「たにぞう」の
特別公演開催！

キャリア支援の一環として、福島県社会福祉協議会から講師
をお招きし、「福祉・介護の仕事説明会」の動画を撮影、オンデ
マンドで配信しました。講師の皆さんには福祉職が働く環境や、
やりがい、魅力などのお話しを通して、コロナ禍でも就職活動
に励む学生たちにエールを送っていただきました。

福島県立医科大学との連携プロジェクトとして、「健康寿命」
日本一を目標とする「減塩サミット2020 in 福島」に参加しま
した。食物栄養学科の有志学生6名が減塩レシピの開発に挑
戦！塩分摂取1日6g未満を念頭に、薄味でも満足度が高い減塩
レシピ5品を完成させました。完成したレシピは「減塩サミッ
ト」を主催する福島民友の公式サイト及び本学 HP にて動画で
公開しています。

原発事故の影響で復興途上の福島県浪江町にて再稼働する
「磐

いわ

城
き

壽
ことぶき

」の酒粕を活用した商品を提案する連携授業を、情報ビ
ジネス学科２年生「グラフィックデザイン演習Ⅱ」の一環として
開講（全４回／ 2020年10月）。無印良品のコンセプトや、浪
江町と磐城壽の現状などについて詳しく学んだ上で、チームに
分かれて商品開発に関してプレゼン提案しました。酒粕の美容
効果に着目した商品や、酒粕を使ったスイーツなど多様な提出
の中から、特に実現可能性が高いものについて、商品化を目指
してプロジェクトを進めています。

JA 共済が主催する「おうちでママフェス」のオンライン動画
の撮影に、地域の子育て支援の一環として保育学科の学生と本
学職員の子どもたちが出演しました。コロナ禍においても親子
で楽しめる遊びの紹介や、子どもは遊びを通して感性豊かに成
長することを発信。参加した学生は実際に子どもと接し、保育
の喜びを感じることができる貴重な時間となりました。

福島学院大学と福島民報社の連携協定項目に定める「教育研
究のための記事情報の活用支援」に基づき、毎月下旬福島民報
新聞に「地域と家庭のオピニオンズ」を掲載しています。本学の
教育や研究内容を広くお知らせするとともに、地域に根差す学
生の視点から社会への問いかけや情報発信を行い、地域との関
わりを強化しています。

こども学科では3年次に「教育心理学」や「子育て支援」、「子
どもの表現」などのゼミナールを選択し、卒業までにその研究
を深め、論文にまとめます。この卒業研究は、構想発表会、中
間発表会、研究発表会の3段階の発表会を経て完了します。初
夏に行われた中間報告発表会では、各ゼミの代表者が卒業研究
の進捗状況を発表しました。この発表会を通して、ゼミ教員以
外からの助言を受けたり、他ゼミ学生の研究から知見を広げた
りすることで、自身の学びや研究を深め、より良い成果へとつ
なげていきます。

新型コロナの影響で実施が心配された学外実習ですが、各施
設の多大なご理解ご協力の下、無事に終了することができまし
た。報告会では、代表学生が実習内容や学びの成果を発表。実
習を終えた学生たちは、ソーシャルワーカーに必要な価値・知
識・技術等の面で成長を実感していました。報告会に参加した
後輩学生たちも福祉現場への理解を深め、自身の実習への心構
えとしました。

特別研究の一環として、コロナ禍における肥満に着目し、「子
ども世代」「若者世代」「中高年世代」の３チームに分かれて肥
満の現状と原因の調査研究を行いました。この結果を基に福島
県内の食材を使ったレシピ開発を行い、NHK ラジオ番組「こで
らんに５」に出演して県民の皆さまに発信しました。食のスペ
シャリストを目指す学生にとって「食と健康」を考える良い機会
となりました。

2019年11月、本学は福島県食品生産協同組合と連携協定を
締結。同組合よりカロリーアンサー（食品栄養成分簡易分析装
置）の貸与を受け、食品の栄養成分分析を開始しました。同組
合を窓口に、食品を扱う中小企業などから多くの分析依頼があ
り、高い需要が続いています。このことから、2020年12月に
2台目を導入しました。特別研究や食品学各論実験などの授業
でも活用することで、学生の学習や研究にも役立てています。

2019年から飯坂温泉の PR キャラクター「飯坂真尋ちゃん」
プロジェクトに参画。定例会議への出席の他にも、グッズのデ
ザインや声優のトークイベント企画、公衆浴場 PR キャンペー
ンなど様々な活動で中心的な役割を果たしてきました。2020
年度に観光庁の事業として、AR（拡張現実）コンテンツを開発
することになり、学生たちがストーリー構成の提案や、タイト
ル提案、ロゴ制作、パンフレット制作などに取り組みました。

保育系学科への進学を目指す高校生を対象に高大連携授業を
展開していく中で、「ブンバ・ボーン！」や「しゅりけん忍者」の
作詞作曲でおなじみの創作あそび作家「たにぞう」こと谷口國博
氏をお招きし、歌や絵本を通しての子どもたちとのかかわり方
を学びました。学生たちは様々な遊びに込められた意味を確認
しながら、音楽表現や指導法を体得することができました。

福島民報 2020年4月24日掲載

地域とつながる

福祉心理
学科

地域とつながる

こども
学科

地域とつながる

こども
学科

地域とつながる

保育学科
地域とつながる

保育学科

地域とつながる

福祉心理
学科

地域とつながる

食物栄養
学科

地域とつながる

情報ビジ
ネス学科

地域とつながる

情報ビジ
ネス学科

地域とつながる

情報ビジ
ネス学科

地域とつながる

食物栄養
学科

地域とつながる

食物栄養
学科

学 科 ト ピ ッ ク ス

酒米を生産している未来農業㈱が立ち上げた「初酔プロジェク
ト」のロゴマーク及び日本酒のパッケージ制作を請け負いました。
このプロジェクトは、若者に対する郷土文化としての日本酒に
触れるきっかけづくりという目的があるため、福島東稜高校の
生徒の皆さんとの連携授業として取り組みました。学生にとっ
ては、初対面の高校生５名をチームとして機能させる「ファシリ
テーター」としてのスキルを磨く学びの機会となりました。
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4月 ◦入学前研修会（新入生）
 ◦入学式
 ◦クラブ勧誘会
 ◦健康診断
 ◦オリエンテーション
 ◦新入生履修登録説明
 ◦前期授業開始
 ◦実習オリエンテーション（2年生）
 ◦コンピュータオリエンテーション（1年生）

5月 ◦オープンキャンパス
 ◦国家試験対策セミナー（～1月、3・4年生希望者）
 ◦◦PC特別講座（～2月、希望者）
 ◦◦スポーツ大会
 ◦施設実習（2年生）
 ◦ピアノレッスンサポートプログラム（～1月、希望者）
 ◦ご家族個別面談会
 ◦資格対策講座（～12月）

6月 ◦オープンキャンパス
 ◦福祉人材センター説明会（4年生）
 ◦◦ご家族個別面談会（希望者）
 ◦ハンディキャップ体験学習会
 ◦卒業研究中間発表会
 ◦基本実習（～12月、1年生）
 ◦給食管理実習
 ◦サービス接遇検定試験/秘書検定試験
 ◦坐禅・体力錬成研修

7月 ◦オープンキャンパス
 ◦夏期休業（～9月）
 ◦前期末試験（～9月）
 ◦ボランティア/地域振興活動体験発表会
 ◦◦ふくしまキッズ博協力
 ◦◦ご家族個別面談会（希望者）
 ◦◦保育実習（～8月）
 ◦◦私立幼稚園協会就職説明会
 ◦合同交歓会

8月 ◦オープンキャンパス
 ◦◦福島わらじまつり/福島七夕まつり協力
 ◦相談援助実習/精神保健福祉援助実習（～9月）
 ◦給食管理実習（校外）
 ◦インターンシップ（～9月）

9月 ◦国内研修旅行
 ◦オープンキャンパス
 ◦前期成績発表
 ◦◦◦施設見学
 ◦基本実習
 ◦◦幼稚園教育実習
 ◦◦テーブルマナー演習
 ◦インターンシップ発表会

10月 ◦後期授業開始
 ◦のぎく祭
 ◦◦◦ご家族個別面談会
 ◦大学院入学選抜Ａ日程
 ◦社会福祉士/精神保健福祉士全国統一模試（希望者）
 ◦◦福島稲荷神社秋季例大祭協力
 ◦◦保育実習（保育学科～12月）

11月 ◦大学/短大推薦型選抜
 ◦日本語検定試験
 ◦学外移動研修会
 ◦テーブルマナー演習
 ◦サービス接遇検定試験/秘書検定試験
 ◦ハローワーク研修

12月 ◦オープンキャンパス
 ◦冬期休業（～1月）
 ◦◦実習反省会
 ◦スポーツ大会
 ◦協会認定栄養士実力試験
 ◦サービス接遇検定試験（準1級検定）

 1月  ◦卒業生との懇談会/学内パーティー
 ◦大学院入学選抜Ｂ日程
 ◦◦◦短大推薦選抜Ｂ日程
 ◦◦ご家族個別面談会（希望者）
 ◦卒業論文提出締切
 ◦創作ミュージカル発表会

 2月  ◦後期末試験
 ◦創立記念日
 ◦◦大学一般選抜Ａ日程
 ◦社会福祉士/精神保健福祉士国家試験
 ◦卒業研究発表会
 ◦◦国語力アップ特別講座（次年度入学予定者）
 ◦◦ピアノレッスン特別講座（～3月、次年度入学予定者）
 ◦実習反省会
 ◦「ピアノ演習」補習授業
 ◦秘書検定試験
 ◦インターンシップ（～3月）

 3月  ◦成績発表
 ◦大学一般選抜Ｂ日程/短大一般選抜
 ◦卒業記念お別れパーティー
 ◦学位授与式
 ◦オープンキャンパス
 ◦◦PC特別講座（次年度入学予定者）
 ◦インターンシップ発表会

クラスやクラブの仲間たち
と協力してつくりあげる学生
生活最大のイベントが大学祭

「のぎく祭」です。日頃の学習
や活動成果の発表、地域の伝
統芸能の披露、模擬店やス
テージイベントなど、盛りだ
くさんの内容です。実施の有
無、日程や内容は本学ウェブ
サイトにてご案内します。

福島駅前キャンパスを拠点としている多くの学生が、中心市街地
のイベント等に積極的に参加しています。

「福島わらじまつり」「福島七夕祭り」でのイベントボランティア
のほか、「福島稲荷神社秋季例大祭」では、キャンパスのある本町商
店街の一員として山車を引いています。

福島学院大学では、学生の組織として「学友会」があります。学友
会は、本学の教育方針に則って、学生の自主的活動により教養を高
め相互の親睦を深め、学生生活を充実させることを目的に活動します。

クラブ勧誘会や大学祭「のぎく祭」の企画・運営を中心に、各学科
ごとに特色のある活動を展開しています。各学科の学友会では、ク
リスマスパーティーやスポーツ大会などのイベントを企画し、学年
の垣根を越えた交流の場を設けているほか、キャンパス周辺の美化
活動や朝の挨拶運動などを行っています。

年に１度のビッグイベント！
のぎく祭

中心市街地のイベントなど、ボランティアで地域貢献！

地域貢献活動
仲間と一緒に、学生生活を充実させよう！

学友会活動

福島学院大学の行事やイベントをご紹介します。

過年度実施例

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更となる場合があります。

年間スケジュール ◦全学科　◦福祉心理学科　◦こども学科　◦保育学科　◦食物栄養学科　◦情報ビジネス学科

フクガクの12ヶ月
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学生生活をもっと楽しく、
さらに魅力的なものにして
くれるのが「クラブ活動」です。
自分の意外な可能性をここで
見つけられるかも !

文化系クラブ代表

ハンドベルクワイア
オープンキャンパス、ハンドベル連盟の演奏会、
文化祭の演奏のほか、クリスマスシーズンに学
外活動を行っています ! 他学科との交流も盛ん
で和気あいあいと活動しています ! 私たちと音
楽を通して、ボランティア活動をやってみませ
んか？

◦かわうちの湯イルミネーション 光のフォレストファン
　タジー（福島県川内村）
◦イルミネーション点灯式（福島競馬場）
◦クリスマス会演奏（高齢者施設）
◦クリスマスイブ演奏（福島競馬場）
◦クリスマスバイキング演奏（飯坂温泉）

主な学外活動

軽音楽クラブ
主に部内でバンドを組み、演奏してい
ます。「定期演奏会」として数カ月に１
度ライブと年に 2 回合宿を行っていま
す！部員全員でやりたいことをやって
いくのでどんどん来てください !!!

ジャギークラブ
毎月のお昼のコンサートやのぎく祭で
の発表、学外イベントを中心に活動し
ています。週３回で経験者から初心者
まで楽しんで頑張っています。

赤十字奉仕団
「大学生活をより充実させるためにボラ
ンティアをしてみたい！」、「ボランティ
アの探し方がわからない」などの思いが
ある方、一緒に活動しませんか？ 福島
市内の他大学との交流を深めることもで
きます ! ぜひ入部してください !!!

バスケットボールクラブ
主に週２回、試合形式を中心に楽しく
活動しています。初心者でも楽しく交
流し、汗を流しています。経験者、初
心者大歓迎 ! 学科を越えて楽しもう !!!

文芸クラブ
主にのぎく祭の作品展示に向けて小説、
イラストなどの様々なジャンルで個性
を生かした作品制作に取り組んでいま
す。去年から動画制作などの新しいこ
とにも挑戦しています ! 文芸に興味の
ある人は足を運んでください !

バドミントンクラブ
ラリーや試合を自由に楽しく行ってい
ます。初心者の方でも気軽に始められ
る生涯スポーツです。日頃の運動不足
解消にみなさんぜひ始めませんか？

手打ちそばクラブ
月に１回、市のフリースペースなどを
お借りして活動しています。講師を招
き、本格的なそば打ちを初心者でも楽
しめます！初心者大歓迎！身構えずに
気軽に参加して、他学科の学生とも楽
しく交流しましょう！

バレーボールクラブ
毎週火・木曜日に男女混合で試合をし
ています。団体競技でチームプレイが
重要なため、自然と仲良くなれます。
バレーボールが好きな人、学生の輪を
広げたい人はぜひ参加してください !!!

テニスクラブ
自主活動ですが、個人的に大
学の大会に出場しています。
各自が目標に向かって技術の
向上を目指しながら、テニス
を楽しんでいます。

地域貢献クラブ
AMUZ（アムズ）
主に子どもを中心としたイベ
ントにボランティアとして参
加しています。これからも様々
なイベントに参加し、自分た
ちで企画から行っていきたい
です !

アウトドアスポーツクラブ
キャンプや山歩きをし、時に
は外で煮炊きをする完全アウ
トドアなクラブです ! 普段の
活動は用具の管理や顧問の山
岳調査活動の同行などです。
気軽に参加して学科の枠を越
えた交流を楽しみましょう !!!

写真クラブ
活動内容は、キャンパス内の
風景、他のクラブの様子、各
行事での写真撮影です。また、
自然などの風景も撮影してい
く計画も立てています。他の
クラブの写真や各行事の撮影
もやりがいがあると思います。

フットサルクラブ
主にゲームを行い、経験者・
初心者に関わらず楽しく活
動しています ! また、パス・
シュート練習も行い、個人技
術の向上にも努めています。
参加待っています !!!

ローターアクトクラブ
〜国際社会奉仕団〜
社会貢献するための国際的な
団体に加盟して活動していま
す。多くの方と触れ合う機会
が増えて社会勉強になり、良
い経験になります。さらに学
生生活が豊かになると思うの
でぜひ参加してください !!!

ストリートダンスクラブ
ATTIVO
ROCK、HIP-HOP、HOUSE
ダンスが中心です。他大学と
のダンス交流イベント、WS
などへの参加に力を入れてい
ます。これから BREAK、POP、
JAZZ など様々なジャンルに
挑戦していきます。

eスポーツクラブ
e スポーツを通じてゲームの
楽しさや仲間と協力すること
の大切さを学ぶ楽しいクラブ
です。男子も女子もたくさん
いるので、少しでも興味を持っ
た方はゲーム初心者でも大丈
夫なので、友達を誘ってゲー
ムをしに来てください。

卓球クラブ
体育館で主に活動し、個人の
練習したいメニューに励んで
います。卓球を通して部員間
の交流を深め、技術向上を目
的としています。

ボランティアクラブ
P's（ピース）
ボランティアクラブです。地
域ボランティア、施設訪問、
イベントボランティアなどを
学外にて活動しています。ボ
ランティアに興味のある人は
一度足を運んでください !

YOSAKOIクラブ“月下舞流”
私たちは「元気、勇気、やる気、本気、笑顔」をチー
ムの柱として、学内の行事はもちろん、県内外
で開催される様々なイベントへ積極的に参加し
ています。部員全員が一体となり、振りを考え
練習し、たくさんのお客様の前で演舞させてい
ただいたことはとてもよい経験で、学生生活の
よい思い出として深く刻まれています。これか
らも YOSAKOI を通して多くの方に感動と笑顔
を届けたいです。私たちと一緒に踊りませんか。

運動系クラブ代表

◦福島わらじまつり（福島県福島市）
◦うつくしまYOSAKOIまつり（福島県郡山市）
◦釈迦堂川さくら祭り（福島県須賀川市）
◦みちのくYOSAKOIまつり（宮城県仙台市）
◦YOSAKOI in 白石城（宮城県白石市）
◦常陸国YOSAKOI祭り（茨城県大子町）ほか

主な学外活動

クラブ紹介
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忙しくも充実した日々を
送れるのは家族のおかげ

頼れる家族が近くにいるから
資格の勉強に集中できます

整った環境で勉強することが
でき、毎日が充実しています

一人暮らしの自由を満喫
学ぶ意欲も湧いてきます

仲間と励まし合いながら、
夢を実現させたい

自 宅
宮代キャンパス／電車

自 宅
駅前キャンパス／電車

アパート
宮代キャンパス周辺

アパート
駅前キャンパス周辺

本学運営型
アパート
（メゾンFC）

宮澤 美涼さん
こども学科（福島県いわき市出身）

野地 祐聖さん
保育学科（福島県二本松市出身）

岡部　詩乃さん
福祉心理学科（福島県郡山市出身）

西牧 真尋さん
こども学科（福島県小野町出身）

齋藤 龍星さん
福祉心理学科（宮城県利府町出身）

SCHEDULE スケジュール SCHEDULE スケジュールSCHEDULE スケジュール SCHEDULE スケジュール

子どもに関わる仕事がしたいと、学院大のこども学科に進学しました。
住まいはアパートにするか迷いましたが、メゾン FC はピアノ練習室が
完備されていること、電子レンジ以外は家具・家電が揃っていることも
魅力で、オートロック設備など、セキュリティ面がしっかりしているの
も良いですね。当初はホームシック気味でしたが、入居者同士で集まっ
てご飯を食べたり食事や体調の面で支え合ったりと、今では楽しい毎日
を過ごしています。これからもみんなで励まし合いながら勉学に励んで、
自分の夢を実現できるように頑張りたいと思います。

⾦銭面で少しでも親の負担
を減らしたいと、自宅からの
電車通学を選びました。家に
帰れば家族がいて「ただいま、
おかえり」という当たり前の
会話がある生活に幸せを感じ
ていますし、両親も学校での
出来事を知ることができ安心
しているようです。週４～５
日のアルバイトをしながら学
校の課題やクラブ活動もこな
せているのは家族の支えがあ
るからだと感謝しています。
将来は保育士の資格を活かし
た福島県職員や地方公務員に
なるため、採用試験の勉強を
頑張っています。

社会福祉士の資格を取って
ケースワーカーになるのが夢
で、自宅から通える大学を探
していました。自宅通学のメ
リットは、家に帰れば温かい
ご飯が用意されており、困っ
たことがあっても頼れる家族
が近くにいるという安心感が
あること。通学の電車の中で
は資格の勉強をするなど、時
間を有効に使っています。駅
前キャンパスは友人といろん
なお店でランチをしたり、授
業の空き時間や電車の待ち時
間には買い物をしたりできる
ので、とても便利で助かって
います。

物件選びは新築が条件だっ
たので即決でした ! 親元を離
れることに不安もあり、実際
に一人暮らしを始めてみると
生活費のやりくりなどお⾦の
管理は大変でしたが、慣れ
てしまえば自由で楽しい ! ア
パートは全てがきれいですし、
徒歩圏内に学校はもちろん、
駅もありお店も充実している
ので生活は快適です。それで
もやはり実家が大好きなので、
４年間しっかり保育と幼児教
育を学び、幼稚園教諭一種免
許状を取得して、実家から通
える地元の施設に就職したい
と考えています。

このアパートは繁華街や駅
が近く、キャンパスまで自転
車で10分という便利さが気
に入ってます。一人暮らしは
初めてですが、掃除や洗濯も
こまめにやるようにし、自炊
も頑張ってます。責任は伴い
ますが何より自分の好きにで
きる自由さが嬉しいですね。

福祉心理学科は専門的な要
素が多く、高度な授業や課題
も増えてきました。これから
も一層勉強に力を入れ、大学
での学びや生活の中で、自分
の可能性を広げ、将来進むべ
き道を見定めていこうと思い
ます。

メゾン FC（大学・短期大学部　女子学生対象）
ワンルームタイプの個室で、電子錠や防犯セキュリティシステムを
備えています。管理者を委託し、適切な指導とアドバイスをしてい
ます。また、「だんらんの場」としての共用ルームやピアノ練習室
も設けられています。
◎宮代キャンパスまで 1,420 ｍ（自転車で約 9 分）
◎福島交通バス「瀬上橋バス停」まで徒歩 5 分
※光熱水費は別途必要です。
※共益費は共用部分の経費に充当します。

【入居時納入金】
入　 居 　費／20,000円
維持費（年額）／30,000円

【各月納入金】
月 額（ 家 賃 ）／30,000円

（共益費3,000円含む）
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SCHEDULE スケジュール
5
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朝食・準備8

授　業

9
10
11
12

昼　食
13

授　業
14
15
16

ピアノの練習17
18

お風呂
19

夕食・課題・ピアノの練習
など

20
21
22
23

睡　眠24

入学後はどんな大学生活が待っているので
しょうか？一人暮らし・自宅通学、それぞれ
のメリットを生かしながら充実した大学生活
を送っている先輩たちのライフスタイルをご
紹介します！

［宮代キャンパス周辺の家賃の相場］
20,000円〜48,000円（中心20,000円〜40,000円）

［駅前キャンパス周辺の家賃の相場］
22,000円〜55,000円（中心35,000円〜45,000円）

フクガク生の
ライフスタイル
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時間割
1時限 8:50～10:20
2時限 10:30～12:00
昼休み 12:00～12:50
3時限 12:50～14:20
4時限 14:30～16:00
5時限 16:10～17:40

5

1

2

6
3

4

9

10

8

7

11

14

20

15
13

12

16
17

18

19

バリ風庭園

東第２駐車場

八千草門

千草門

カーサ・ファミリア

グラウンド

園庭

宮
代
キ
ャ
ン
パ
ス
編

福島市郊外にある、緑豊かな美しいキャンパスです。

福祉学部

短期大学部

認定こども園

こども学科

保育学科／食物栄養学科

福島学院大学認定こども園

※学修キャンパスの計画は変更されることもあります。変更については、
　本学ウェブサイト等でお知らせいたします。

❶本館（カーサ・ビアンカ）／❷音楽館（カーサ・ムジーカ）／❸ジョージアハウス
❹宮代図書館／❺のぎく館／❻カーサ・フローラ／❼認定こども園
❽体育館／❾イネーブルガーデン／❿カーサ20／⓫カーサ21／⓬すみれ館
⓭クレフォートハウス／⓮温室／⓯工芸棟／⓰ほっとぷれいす／⓱食栄館
⓲ハウスグリンデルワルト、 グリンデルコーナー／⓳しらゆり館
⓴サイクルハウス

❶ 本館（3階 34番教室）
先生と本気でディスカッションができる教室。エア
ダンパーのスプリングが付いて高さも変えられる椅
子が装備されており、快適です。

❷ 音楽館（カーサ・ムジーカ）
音楽教育用の施設。エアコン完備のピアノ個室18
室のほか、電子ピアノやキーボードなども多数設置。
さらにギターなどの器楽系演奏教室などがあります。

❶ 本館（4階 41番教室）
シアター型の座席配置で小規模な報告会なども実施
できるよう設計。

❹ 宮代図書館
宮代図書館には、約7万冊の蔵書があります。2階
には図書館ラウンジがあり、コーヒーサービスを受
けながら読書や会話が楽しめます。また、4階には
アクティブラーニング教室があります。

❻ カーサ・フローラ
「千葉記念ホール」をはじめ、スペイン風の街
並みを模した憩いの場「スペイン広場」や、食
物栄養学科の給食管理実習室「コシーナ」、カ
ラオケ設備を備え、音楽演習やクラスのパー
ティーなどに利用される「FCメイツ」など特
色のある教室や施設があります。

❶ 本館（4階 42番教室）
110名収容の本館内で１番広い教室。デスク上でコ
ンセントが使えるので、パソコンを利用した学習も
可能です。スクリーンも大きく、様々な授業に対応
しています。

❺ のぎく館
大きな時計台がシンボル。館内には学
生食堂や売店があり、学生生活に欠か
せない施設です。

⓫ カーサ21(C32教室）
126名収容の教室。各デスクには、パ
ソコンを教育用コンピュータネット
ワークシステムに接続するための情報
コンセントが設置されています。

❼ 認定こども園
地域の子どもたち 170 名が保育・教育
を受けて生活しています。こども学科・
保育学科の教育実習の場でもあります。

⓫ カーサ21(C22教室）
情報機器操作を学ぶ授業で使用するコ
ンピュータ（Windows）を60台設置
した実習室です。

⓫ カーサ21
情報教育用の施設。Windows系のコンピュータを利用した授業に対応するコン
ピュータネットワークを完備したインテリジェント校舎です。

❻ カーサ・フローラ（千葉記念ホール）
カーサ・フローラ内にある321名収容
の多目的ホール。創作ミュージカルの
発表会、講演会、コンサートなどに利
用しています。

【2022年度】

宮代キャンパス紹介
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学生食堂学生食堂
ランキングランキング

宮代キャンパスの宮代キャンパスの
学生にアンケート!!学生にアンケート!!

玉子チャーハン
(¥350)

味、ボリューム、値段ともに文句なし！
パラパラなご飯と、飽きのこないシン
プルな味付けにリピーター続出！おな
かも心も満たされます！

みそラーメン
(¥380)

麺にしっかり絡む濃厚な味噌スープ
は、会津から取り寄せたこだわりの
味噌を使用。多くの学生が虜になる
のも納得の本格ラーメン。

唐揚げ定食
(¥420)

外はカリッ、中はジューシーなボ
リューム満点の唐揚げに、ご飯と味
噌汁がついた定食が堂々の３位。午
後の活力になること間違いなし！

日替わりランチ
(¥450)

毎日メニューが替わる日替わりラン
チは料理長おすすめの一品。ランチ
タイムが待ち遠しいと学生・教職員
を問わず、人気です！

チキンカツ定食 (¥420) かけうどん (¥310)

1

2

3

4 5

CAFETERIA
Ranking

こちらもオススメ!

栄養バランス
バッチリ!! この日は

オムライス!!

プラス10円で
カレーが付く
裏メニューが

人気！ なんと！
揚げ玉

かけ放題！

宮
代
キ
ャ
ン
パ
ス
編

⓱ 食栄館（1階 調理実習室）
1階には調理を学ぶ実習室が2つと研究室がありま
す。

⓮ 温室
園芸の授業で使用する温室です。全面ガラス張りで、
常時自動で温湿度管理をしています。イネーブル
ガーデンに植える種苗の育成や冬場の実習に使用し
ます。

⓱ 食栄館
南仏プロバンス地方をイメージして建築された食物栄養学科を中心とした実験実習棟です。

⓲ ハウスグリンデルワルト
スイス風の建物の中には、学生支援・キャリア支援課、医務室、学生
相談室などがあります。学生支援課では、学生生活をはじめ、奨学⾦、
アルバイト、アパート紹介など各種相談にも応じています。

⓬ すみれ館
こども学科・保育学科の実習指導室、キャリア相談室、教員研究室な
どがあります。

⓳ しらゆり館
AV機器を完備した教室があり、映像を利用した授
業やディベート等を行う授業に利用しています。

⓯ 工芸棟
２つの工芸教室があり、美術系の授業などで利用さ
れています。

⓴ サイクルハウス
自転車やバイクを約220台駐輪できます。この建物
の隣には駐車場があり、条件を満たせば自動車での
通学も可能です。

❽ 体育館
体育実技などの授業のほか、バスケットボールやバ
レーボールなどのクラブ活動に利用されています。
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197 4353

387

たつみ

東
北
本
線

東
北
新
幹
線

飯坂保原線（北幹線）

北信中学校

豊嶋屋

阿武隈急行

卸町駅

福島東郵便局

鶏笑

大原医療センター

北信支所／北信学習センター

Ｃ
Ｃ

びっくりラーメン
喜乃屋

宮代キャンパス

福島学院前駅

居食厨房
ちゃりちゃり

まいどおおきに食堂

Sweety Shinri

牛角

いちい
モスバーガー

ダイユーエイト
鎌田店

オフィスエイト

Melon de melon

中華料理 喜々飯店

SASYU鎌田店

そば香房 佐吉 鎌田店

猫と木（ぼく）

Maxファンタジスタ

大三元

東福島駅

ヨークベニマル

身体に
やさしい
家庭料理

ファストフードの定番

がっつり
お肉を食べよう

素材にこだわった
ランチは1,000円から

文房具専門店ならココ！

保育・こども学科の
学生御用達。
よく専門書を
買いに行きます

大学から
最寄りのスーパー

友達と楽しく食事会♪
明るいスタッフと
季節により内容が変わる
コースが魅力

タンメンと餃子の店

❽

❶

❷

❸
❺

10

❹

❻

❼

❾

❸ Sweety Shinri（シンリ）
勉強の疲れはケーキでリフレッシュ
店主は福島、仙台、東京の有名
スイーツ店で経験を積んで独立
したそう。材料にこだわり、洗
練されたケーキにはファン多
数！おすすめは「モンブラン」
(460 円 )。栗の風味をしっか
り感じられます。

❷びっくりラーメン 喜乃屋
まさにびっくりする地獄の味！
名物は「地獄らぁーめん」(900 円 )。「地獄
の一丁目」はピリ辛、二丁目は中辛で 30 円
増し、三丁目は激辛で 50 円増し。地獄の釜
のごとく熱く、辛いラーメンをぜひ一度、ご
賞味あれ。あんかけ焼きそばもおすすめ！

❼猫と木（ぼく）
かわいい猫たちが出迎えます！
かわいい猫に囲まれながら、お茶や食事を楽
しめる、猫好きにはたまらない猫カフェ。マ
ンチカンなど人気の猫たちと触れ合えます！
見た目も性格も違う猫たちの中で、お気に入
りの一匹を見つけては？

※価格は税込です。

❶橋元堂 豊嶋屋 鎌田店
老舗菓子店で贈り物選び
江戸時代から続く菓子店。和菓子の他、焼き
菓子なども揃います。どら焼きやスイートポ
テト、さっくさくのシュークリームが絶品で
す！ちょっとしたお返しや差し入れ、手土産
にもおすすめです。

❽中津しょうゆからあげ専門店　
　鶏笑（とりしょう）福島店
こだわりの絶品からあげ

「からあげグランプリ」で最高⾦賞を受賞し
た実績を持つ、テイクアウトのから揚げ店。
大分県中津のしょう油をベースにした秘伝の
タレに漬け込んでおり、あっさり。揚げたて
を提供してくれるのも魅力。唐揚げとチキン
南蛮がのった弁当なども人気です♪

❺中華料理　喜々飯店（しきはんてん）
心もお腹も大満足！
中華の定番メニューの他、ホテ
ルなどで経験を積んだ店主なら
ではのメニューが揃います。お
すすめはランチタイム限定の

「若鶏のから揚げ定食」（900
円）。モモ肉が300gとボリュー
ムたっぷり！学割もうれしい♪

❿Melon de melon（メロン・ドゥ・メロン） 福島鎌田店
中はふわふわ、外はサクサク !!

『SASYU 鎌田店』隣のメロン
パン専門店。スタッフが店内で
丁寧に焼き上げたメロンパン
(190 円 ) を味わえます。ふん
わりやわらかなパン生地の上に
はさっくりしたビスケット生地。
日替わりメロンパン、期間
限定商品もあります。

❹ダイユーエイト 福島鎌田店
生活用品が何でも揃う
日常に必要な生活用品から文化
祭の買い出しまで豊富な品揃え
が魅力的なホームセンター。休
日に DIY を楽しむのもいいか
も。近くには『オフィスエイト 
福島鎌田店』もあり、勉強に必
要な文具も揃います。

❻そば香房 佐吉 鎌田店
リーズナブルに本格二八そばを楽しもう！
　テーブル席の他にカウンター
席もあり、一人でも立ち寄りや
すいそば処。そばは香り良く、
のど越し抜群。更科そば、田舎
そば、うどん、よもぎうどんの
４種類をリーズナブルに常時味
わえるのも魅力だ。

❾Max ファンタジスタ
みんなで楽しくフットサル
授業終わりに友達と楽しくス
ポーツをして汗を流してみて
は？人工芝のコートの『Max
ファンタジスタ』は、ボールの
貸し出しや休憩スペース、シャ
ワールームも完備されており、
とっても便利！ナイター設備も
あるので、夜も利用できます。

宮
代
キ
ャ
ン
パ
ス
編

一人暮らしの学生も多い宮代キャンパス周辺は、生活必需品がすぐ手に入る便利な
お店や、通いやすい飲食店が勢揃い！ CJ スタッフがキャンパスライフを充実さ
せるイチ推しスポットをお教えします！

河原 愛美さんCJスタッフ

情報ビジネス学科 平成21年度卒

電車に乗れば
福島市街にも
すぐ行けるよ♪

閑静な住宅街で
女性の一人暮らしも

安心！

紹介する
お店は

すべてキ
ャンパス

から

徒歩圏内
！

福島学院大卒のタウン情報誌　　　　 のスタッフおすすめ

宮代キャンパス周辺ガイド

＝コンビニ
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時間割
1時限 9:40～11:10
2時限 11:20～12:50
昼休み 12:50～13:40
3時限 13:40～15:10
4時限 15:20～16:50
5時限 17:00～18:30

6時限（大学院） 17:50～19:20
7時限（大学院） 19:30～21:00

6F

◦教室4～8
◦６階小談話室
◦駅前図書館
◦６階学生談話室兼喫茶室
◦自習室

5F

◦教室3
◦セミナールーム
◦事務室
◦実習指導室兼キャリア支援担当室
◦キャリア支援資料室

4F

◦カウンセリング実習室　
◦演習室1・2
◦グループワーク実習室1・2
◦心理系科目演習室
◦医務室
◦学生相談室

3F

◦心理臨床相談センター[相談室、プレイルーム]
◦音楽療法室
◦臨床心理学専攻院生研究室
◦臨床心理学専攻院生談話室

2F

◦教室1・教室2
◦PC実習室1・2
◦PCサポートルーム
◦２階学生談話室

1F
◦1階学生談話室
◦1階学生ラウンジ兼イベント用オープンスタジオ
◦ホールギャラリー

B1F
◦ロッカールーム
◦スポーツルーム
◦学友会室

B1F

2F3F

6F

4F5F

1F

福
島
駅
前
キ
ャ
ン
パ
ス
編

福島市中心部にあるシティ型キャンパスです。

大学院

福祉学部

短期大学部

附属施設等

心理学研究科臨床心理学専攻（修士課程）

福祉心理学科

情報ビジネス学科

心理臨床相談センター

【2022年度】

ロッカールームスポーツルーム
学生のための福利厚生スペース。卓球台、ビ
リヤード台、サッカーゲームを設置した軽ス
ポーツルームです。

PC実習室1
情報ビジネス学科の「グラフィックデザイン」などの授業で使用するコン
ピュータ（Mac）を設置した実習室です。

心理臨床相談センター
精神科医、公認心理師、臨床心理士、カウンセラーなどのスタッフが
県内外の発達・情緒障がいがある児童・生徒やそのご家族の相談に応
じている、大学院附属の子どもの精神保健相談施設です。

実習指導室
卒業後、自らの能力を発揮し、社会的及び職業
的自立を図るために必要な能力を培うことがで
きるように、独自の就業能力向上プログラムを
開設しています。

キャリア支援相談室・資料室
求人情報の提供、就職関係資料の閲覧
を行うことができます。

駅前図書館
福祉や心理などの専門書を中心に約1万3千冊を蔵書。学生のみならず、地域
の方々にも貸し出しを行っています。また、隣の自習室には、机を28台設置。
勉学に集中できる環境が整備されています。

自習室

心理系科目演習室
「教育心理学実験実習」などの授業に
て使用。心理学の基本的なテーマに関
する実験・データの分析方法などを実
践を通して学びます。

１階学生ラウンジ兼イベント用オープンスタジオ
テレビ局のスタジオセット風の学生ラウンジには、ステージ
とフルオートライティング・カラオケシステムを装備。学校
行事などで広く利用できるスペースです。

福島駅前キャンパス紹介
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4

13

148

310

東
北
新
幹
線

福
島
駅

福
島
駅

東
口

西
口

中央通り

文化通り

パ
セ
オ
通
り

並木通り

福島県庁

福島警察署

福島県
観光物産館

東
北
本
線

阿
武
隈
急
行

こむこむ

街なか交流館

ラウンドワン
スタジアム

イトー
ヨーカドー

東邦銀行本店

大原綜合病院

キョウワグループ・テルサホール
（福島テルサ）

福島中町
郵便局

福島栄町
郵便局

Curry Kitchen Eddie

エスパル福島 笑夢

上町テラスMelon de melon

西沢書店
大町店

CANDY-DO

パセナカミッセ はらくっち

まちなか夢工房魚よし

珈琲グルメ

赤井食堂

Lamp120

食樂

Pentonote

松北園茶舗
Miss Moon Cafe

SAKAMOTO COFFEE

砂馬

Grill Jamaica

まんなむ

オジマ

手打ちそば よしなり

阿
武
隈
川

Mellow Out

福島駅前
キャンパス

Ｃ

Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

多彩なスパイス使いが

クセになる

焼肉ランチが

おすすめ！

惣菜パンが

おいしい

かわいいパンケーキ屋さん

ラーメン店や
カフェ併設のケーキ店も

ランチが安くてうまい

老若男女問わず
人気の喫茶店

洋服屋、カフェ、書店、雑貨など
立ち寄りスポット満載 本格スパイスカレー

メロンパン専門店

本がたくさん！
書籍を探すならここ

ボリューム満点
ランチ！

手づくりランチに
大満足

飲食店など多彩なお店が集結

❶

❷
10

❸

❾

❽

❹

❺

❼

❻

❸ Grill Jamaica（グリル ジャマイカ）
スパイシーさがクセになる‼
福島駅前で本格ジャマイカ料理
を食べられます。料理に使うス
パイスやハーブは本場・ジャマ
イカから取り寄せるこだわりで
す。店の看板メニュー「ジャー
クチキン」をお試しあれ。深い
旨みと辛みを味わえますよ！

❷煮豚亭 砂馬（ざば） 置賜店
幅広い世代に愛される人気店‼
豚骨ベースのラーメンを味わえる、人気ラー
メン店『砂馬』の駅前店。麺類の大盛りが無
料で学割があるのもうれしい！ 17 時から翌
３時まで営業してるから、授業終わりや飲み
会の締めにもピッタリ。

❼ SAKAMOTO COFFEE
　（サカモトコーヒー）
日常においしいコーヒーを
イートインでもテイクアウトでも、気軽に
コーヒーを楽しめるコーヒースタンド。豆は
浅煎りから深煎りまであって、その日の気分
や好みで選ぶことができます。すてきなラテ
アートも“映え”ポイント！

❶ Pentonote（ペントノート）
文具店で楽しむカフェタイム‼

「文化堂」の２階にあり、文具店に併設して
いるカフェ。パニーニを中心とした軽食やド
リンクを味わえます。万年筆やノートなどの
文房具から雑貨まで揃うので、あなただけの
お気に入りがきっと見つかるはず！

❽手打ちそば よしなり
ランチに香り豊かなそばはいかが？
カフェのような居心地の良いおしゃれな空間
で本格的なそばを食べられます。20 日間か
けて作る、まろやかな味わいのそばつゆにも
注目。店主の吉成さんは学院大の手打ちそば
クラブの先生でもあります。

❺韓国セレクトショップ まんなむ
一点物の雑貨に出会えます
話題の韓国コスメや「BTS」な
どのグッズが揃う、韓国好きに
はたまらないお店。雑貨はオー
ナー自ら韓国に買い付けに行く
ので、レアな一点物がいっぱい。
奥には“ふわさら”なかき氷「ピ
ンス」を味わえるカフェも併設。

❿Mellow Out（メロウアウト）
所狭しと並ぶ古着にワクワク！
メンズとレディースのレギュ
ラー古着、アメカジ、アウトド
アなどを取り扱う服飾雑貨店。
買いやすさもあり、オープン以
来多くの若者と古着好きが集ま
ります。服選びに迷ったら、相
談するのもいいかも！

❹Miss Moon Cafe（ミスムーンカフェ）
ピンク一色の店内でタピる？
ピンクを基調としたかわいらし
い店内。授業の空きコマを使っ
て、お茶をするのも GOOD。
インスタ映えする店内でタピオ
カドリンクやワッフルを楽しん
で。新商品も続々登場するので
行くたびに発見があるかも！

❻松北園茶舗
お茶屋さんのソフトクリーム
日本茶専門店。日本茶はもちろ
ん、急須などの茶器、お茶と一
緒に味わいたいお菓子も販売し
ています。ソフトクリームは 3
月初旬から 12 月中旬までの提
供で、２週間ごとに抹茶とほう
じ茶が入れ替わります。

❾パン・洋菓子・喫茶 オジマ
老舗パン店で味わう昔ながらの味
創業 80 年以上の老舗パン店。
ショーケースに並ぶパンや焼菓
子は、初代の製法をほとんど変
えずに手作りされています。店
の奥にはレトロな喫茶室もあり、

「ホットケーキ」（480 円）な
どを味わえます。

安くてウマイが
学生の鉄板！

病院や銀行も
近くて便利!

何度でも
食べたく
なる味！

福島駅前
キャンパ

スは

いろんな
ジャンル

の

お店がい
っぱい！

福島駅前キャンパス周辺には、電車の待ち時間や授業の空き時間にフラっと立ち寄
れるスポットがたくさん ! さらにリーズナブルかつおいしい飲食店、学割がある
お店など、学生に耳寄りな情報も♪

福島学院大卒のタウン情報誌　　　　 のスタッフおすすめ

福島駅前キャンパス周辺ガイド

＝コンビニ
河原 愛美さんCJスタッフ

情報ビジネス学科 平成21年度卒

※価格は税込です。

福
島
駅
前
キ
ャ
ン
パ
ス
編
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福島県

福島市

いわきJCT

郡山JCT

福島飯坂IC
福島西IC

東
北
自
動
車
道

宇都宮IC

至仙台

磐越自動車道

常
磐
自
動
車
道

至盛岡

至山形

至東京

磐越西線

奥羽本線
山形新幹線

磐越東線

東
北
本
線

東
北
新
幹
線

至
会
津
若
松

至
い
わ
き

福島

仙台

郡山

白河

須賀川

米沢

槻木

角田

福島学院前
阿武隈急行線

高速バス

福島─東福島（6分）
●定期券代（1ヶ月）…3,720円

角田─福島学院前（50分）
●定期券代（1ヶ月）…24,630円

福島─福島学院前（9分）
●定期券代（1ヶ月）…7,990円

阿武隈急行線

仙台─福島（84分）
●定期券代（1ヶ月）…18,900円

仙台─福島（22分）
●定期券代（1ヶ月）…54,860円

JR
東北本線

東福島東福島

白石白石

岩沼岩沼

米沢─福島（45分）
●定期券代（1ヶ月）…10,100円

米沢─福島（31分）
●特急券代（自由席）…760円

仙台─福島（70分）
●定期券代（1ヶ月）…36,000円

会津若松─福島（90分）
●定期券代（1ヶ月）…29,160円

いわき─福島（120分）
●回数券代（4枚綴り）…4,200円

南相馬─福島（90分）
●片道…1,100円（往復券有）

【通学時間】
●JR東北本線 上り
　（福島駅まで）
　白石（33分）
　↑
　岩沼（60分）
　↑
　名取（70分）
　↑
　仙台（84分）

【通学時間】
●JR奥羽本線 上り
　（福島駅まで）
　米沢（45分）
　↑
　高畠（56分）
　↑
　赤湯（62分）

【通学時間】
●JR東北本線 下り
　（福島駅まで）
　二本松（25分） 
　↑
　本宮（35分） 
　↑
　郡山（47分）
　↑
　須賀川（76分）

【通学時間】
●阿武隈急行線 上り
　（福島学院前駅まで）
　保原（12分）
　↑
　梁川（20分） 
　↑
　丸森（41分）
　↑
　角田（50分）

JR
東北新幹線

郡山─福島（50分）
●定期券代（1ヶ月）…11,290円

郡山─福島（13分）
●定期券代（1ヶ月）…42,970円

JR
東北本線

JR
東北新幹線

白河─福島（96分）
●定期券代（1ヶ月）…20,530円

新白河─福島（31分）
●定期券代（1ヶ月）…57,230円

JR
東北本線

JR
東北新幹線

須賀川─福島（71分）
●定期券代（1ヶ月）…13,980円

須賀川─郡山─福島（43分）
●定期券代（1ヶ月）…45,660円

（本線） （新幹線）

JR
東北本線

JR
東北新幹線

JR
奥羽本線

JR
山形新幹線

JR
東北本線

13

4

115

115

JR奥羽本線

至郡山

イオン

JA

福島北
警察署

福島西
IC

福島
飯坂IC

福島
JCT

至山形

至山形

至仙台

至郡山

至仙台

至相馬

大町

福
島
駅

東
福
島
駅

福島駅前キャンパス

宮代キャンパス

東
北
本
線

東
北
新
幹
線

山形新幹線

福島

郡山

会津
若松 いわき

白石

仙台

岩沼

須賀川

至白河

東福島

阿武隈急行線

東
北
本
線

東
北
本
線

奥
羽
本
線

富野

宮代キャンパス

東福島駅より徒歩約10分
福島学院前駅より徒歩すぐ

福島駅前
キャンパス

福島駅より徒歩約5分

庭坂

米沢

赤湯

福島学院前

9:40
始業

8:50
始業

6:35 発＞8:09 着（福島学院前）
6:35 発＞8:12 着（東福島）

【宮代 1限】

【駅前 1限】 8:05 発＞9:29 着（福島）

7:06 発＞8:09 着（福島学院前）
7:06 発＞8:12 着（東福島）

【宮代 1限】

【駅前 1限】 8:42 発＞9:29 着（福島）

7:55 発＞8:12 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 9:22 発＞9:30 着（福島）

7:18 発＞8:12 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 8:08 発＞8:53 着（福島）

7:01 発＞8:12 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 7:42 発＞8:53 着（福島）

7:01 発＞8:19 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 7:45 発＞9:08 着（福島）

7:52 発＞8:19 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 8:34 発＞9:08 着（福島）

7:25 発＞8:19 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 8:08 発＞9:08 着（福島）

8:03 発＞8:32 着（福島学院前）【宮代 1限】

【駅前 1限】 8:40 発＞9:18 着（福島）

6:10 発＞8:41 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 7:10 発＞9:13 着（福島）

会津若松駅前バスターミナル

6:35 発＞8:41 着（東福島）【宮代 1限】

【駅前 1限】 8:00 発＞9:29 着（福島）

高速バス高速バス

※定期券代は、令和3年3月現在のものです。
　定期券代は学生割引料⾦を記載しています。

【宮代キャンパス】
⃝阿武隈急行線「福島学院前駅」すぐ
⃝ JR東北本線「東福島駅」より徒歩約10分
⃝福島交通バス「福島学院前」より徒歩約3分

【福島駅前キャンパス】
⃝福島駅東口より徒歩約5分
⃝福島交通バス「大町」より徒歩約1分 ※令和3年3月現在の時刻表に準拠しています。

※上記の他に、新幹線や高速バスを併用することもできます。

「宮代キャンパス」は阿武隈急行線「福島学院前駅」の目の前、「福島駅前キャンパス」は JR 福島駅東口より徒歩約5分、
福島市の中心市街地にあります。

福島県は福島から白河までの地域、宮城県は仙台周辺、山形県も米沢周辺など
広範な地域から多くの学生が通学しています。

主要駅からのアクセス時間 & 金額 一限目に間に合うには？

「宮代キャンパス」、「福島駅前キャンパス」とも交通の便に大変恵まれています。アクセス
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本学への入学を希望される方はもちろんのこと、進路についてまだ迷っている方も、

大学がどんなところなのかを知っていただく絶好のチャンスです。

ぜひ気軽に参加してみてください!

オ ー プ ン キ ャ ン パ ス 情 報

福島学院大学の「いま」をぜひ体感してみませんか？

O P E N  C A M P U S
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28
本大学及び大学院は平成22
年度(財)日本高等教育評価
機構から高い評価をいただ
きました。

2021.5

福祉学部  ○福祉心理学科 ○こども学科 大学院  ○臨床心理学専攻 短期大学部  ○保育学科 ○食物栄養学科 ○情報ビジネス学科

宮代キャンパス
〒960-0181　福島県福島市宮代乳児池 1-1
TEL.024-553-3253（入学広報課直通）　FAX.024-553-3222

福島駅前キャンパス
〒960-8505　福島県福島市本町 2-10
TEL.024-515-3221（代）　FAX.024-515-3225

URL
http://www.fukushima-college.ac.jp/

MAIL
a-o@fukushima-college.ac.jp（入学広報課）

福
島
学
院
大
学
　
大
学
案
内
　
２
０
２
２

福島学院大学は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。


