２年課程通信制の 2005 年春開設めざす各校の予定

2004 年 2 月 19 日・日本医労連看護闘争委員会調べ

Ａ 校

Ｂ 校

Ｃ 校

Ｄ 校

Ｅ 校

Ｆ 校

Ｇ 校

Ｈ 校

予定定員

２５０名

１００名

５００名

２００名

２５０名

２５０名

２５０名

２５０名

予定学費

８５万円程度

約８０万円

１０１万円程度 ★

５８万円程度

８０〜８６万円

未定

未定

未定

31 単位程度は自校で開講せず､放
送大学での修得とする予定

一定の科目は自校で開
講せず､放送大学を活
用する予定

31 単位は自校で開講せず､放送大学での修得
とする予定

半分程度は自校で開講
せず､放送大学での修
得とする予定

予定されている放
送大学の活用方法

基
礎
分
野
の
対
応
科
目

★現時点の予定であり､変更もありうる。1 校は未定部分多く掲載せず

科学的思考の
基盤
および
人間と人間生
活の理解

心理学２… 心理学初歩､カウン
セリング概説､臨床心理学､人格心
理学
統計学２… 統計学入門､統計の
考え方､社会調査の基礎
社会学･家族論２… 社会学入門､
現代の社会心理学､コミュニティ
ー論､立憲主義と日本国憲法､家族
論､家族と生活ストレス､現代にお
けるライフコース
外国語１… 英語Ⅰ､ドイツ語Ⅰ､
中国語Ⅰ､韓国語Ⅰ

解剖生理学Ⅰ２… 人体の構造と
機能
病理学Ⅱ２… 疾病の成立と回復
促進
リハビリテーション２… リハビ
リテーション

31 単位は自校で開講せず､放送
大学を活用する予定
☆自校開講科目については放
送大学と同様に､ＣＳ放送で実
施する予定
１科目２単位… 基礎生物学､
ゲノム生物学､食品の成分と機
能
２科目４単位… 教育社会学､
社会学入門､家族論､生涯発達
心理学､文化人類学､光電子技
術とＩＴ社会､バイオテクノロ
ジー､英語Ⅲ､英語Ⅳ

１科目２単位… 人体の構造
と機能
１科目２単位… 疾病の成立
と回復促進
１科目２単位… 感染症と生
体防御
１科目２単位… 現代科学と
医療
２科目４単位… 患者から見
た医療､高齢者福祉論､障害者
福祉論､障害者福祉

人体の構造と
機能
および
疾病の成り立
ちと回復促進

専
門
分
野
の
対
応
科
目

基礎看護学

基礎看護学概論４… 看護学概
説､基礎看護学

２科目４単位… 看護学概説､
基礎看護学

在宅看護論

在宅看護論概論２… 在宅看護論

１科目２単位… 在宅看護論

成人看護学

具体的な科目は未定

社会福祉２… 社会福祉入門､高
齢者の心と身体
具体的な科目は未定

成人看護学概論２… 成人看護学

老年看護学

老年看護学概論２… 老年看護学

小児看護学

小児看護学概論２… 小児看護学

母性看護学

母性看護学概論２… 母性看護学

精神看護学

精神看護学概論２… 精神看護学

科学的思考の基盤４… 放
送大学が認定可能と発表し
ている科目ならどれでもよ
い（２科目まで）
人間と人間生活の理解４…
放送大学が認定可能と発表
している科目ならどれでも
よい（２科目まで）

具体的な科目は未定

専
門
基
礎
分
野
の
対
応
科
目

社会保障制度
と生活者の健
康

全科目を自校で開講するが､
入学後も含めて､14単位程度
を限度に､放送大学等の修得
単位を認定する予定

１科目２単位… 成人看護学
具体的な科目は未定

１科目２単位… 老年看護学
１科目２単位… 小児看護学

３科目３単位まで… 人体
の構造と機能､疾病の成立と
回復促進､感染症と生体防
御､現代科学と医療
★各科目１単位として認定

４科目４単位まで… 社会
福祉入門､変動する社会と暮
らし､公衆衛生､国際共生と
健康､患者から見た医療､児
童家庭福祉
★各科目１単位として認定

統計学２… 統計学入門､確立と統計､データ
の科学
心理学２… 心理学初歩､知覚心理学､生涯発
達心理学､現代の社会心理学､教育心理学通
論､乳幼児心理学､心の健康と病理､人格心理
学､臨床心理学概説､児童の臨床心理学､発達
障害児の心と行動､次世代育成を考える､老年
期の心理と病理､感情と認知､自己を見つめ
る､生涯学習と自己実現､学習科学､カウンセ
リング概論､労働と生活の心理学､心理学研究
法
社会学２… 社会学入門､科学･技術･社会､家
族論､教育社会学､環境社会学､芸術･文化･社
会､都市と人間､生活の経営､
現代社会におけるライフコース､家族のスト
レスとサポート､マスメディア論､バイオテク
ノロジー､情報工学と社会､光電子技術とIT 社
会､現代社会とスポーツ
外国語２… 英語Ⅰ〜Ⅵなどの外国語
解剖･生理学２… 人体の構造と機能
微生物学２… 微生物機能に学ぶ化学
疾病論２… 疾病の成立と回復促進(現代科
学と医療)
薬理学２… 薬の歴史･開発･使用(感染症と
生体防御)
リハビリテーション看護２… リハビリテー
ション
公衆衛生学２… 公衆衛生(国際共生と健康)
社会福祉２… 社会福祉入門(児童課程福祉､
障害者福祉､高齢者福祉論､地域福祉論､公的
扶助､社会福祉の国際比較､身体福祉論､患者
から見た医療､社会保障と市民生活)

具体的な科目は未定

６単位は自校で開講せず､放
送大学での修得とする予定
自校開講の科目についても､
放送大学等での修得単位を
認定する予定
倫理学２（必修）… 技術者
倫理
心理学･家族関係論･社会学･
芸術４（選択必修として２科
目）… 心理学初歩､家族論､
社会学入門､芸術･文化･社会
★上記は､自校で開講せず､
放送大学での修得とする予
定の科目。残る 1 単位分は自
校で開講する

具体的な科目は未定

★自校で開講するが､放送大
学での修得単位についても､
入学後の修得も含め認定す
る予定

具体的な科目は未定

★自校で開講するが､放送大
学での修得単位についても､
入学後の修得も含め認定す
る予定

31 単位は自校で開講せず､放送大学
での修得とする予定
１科目２単位… 国語学概論､日本
文学における住まい､日本語の歴史､
日本の散文−古典編､上代の日本文
学､平安の文学､近世の日本文学､近
代の日本文学､科学の思考と論理
１科目２単位… 自己を見つめる､
次世代育成を考える､問題解決の発
送と表現､心理学初歩､教育心理学通
論､人間科学の可能性､カウンセリン
グ概論
１科目２単位… 社会学入門､変動
する社会と暮らし､家族論､家族のス
トレスとサポート､環境社会学､ジェ
ンダーの社会学､都市社会の人間関
係､マスメディア論
１科目１単位… 英語Ⅰ

１科目２単位… 人体の構造と機能
１科目２単位… 疾病の成立と回復
促進
１科目２単位… 感染症と生体防御
１科目２単位… 食品の成分と機能
１科目２単位… 脳の健康科学､現
代科学と医療､リハビリテーション､
がんの健康科学
１科目２単位… 国際共生と健康､
公衆衛生
１科目２単位… 社会福祉入門､社
会福祉の国際比較､社会保険と市民
生活､法の世界
基礎看護学４… 看護学概説､基礎
看護学
在宅看護論２… 在宅看護論

具体的な科目は未定
今のところ､認定は予定して
いない

★未定だが､31 単位は自校で開講しないのだ
から､専門分野で 5 科目 10 単位は認定可能と
するものと思われる

具体的な科目は未定

★自校で開講するが､放送大
学での修得単位についても､
入学後の修得も含め認定す
る予定
母性看護学２… 母性看護学

１科目２単位… 精神看護学

精神看護学２… 精神看護学

注１)上記の表は､各種情報をもとに､日本医労連の責任で作成したものである。なお､あくまで２月初旬段階の各校の予定であり､今後変更もありうる
注２）各校科目名の後の数字は単位数。その単位数を超えて修得しても､単位数内でしか認定されない
注３）放送大学の科目
はすべて２単位だが､１単位として認定する予定になっている場合がある
注４）基礎分野の認定可能単位の合計が８単位となる養成所については､８単位で基礎分野７単位と見なされる
注５）Ｃ校の学費については､教育訓練給付金の指定を受けるため努力中であり､指定され
た場合には給付金で実質軽減される
注６）Ｅ校のカッコ内の科目も認定可能だが､カッコの前に記載されている科目が本来の指定科目

