
回 日　程 時　限 授業内容 分　野 会　場

第1回

7月22日（月）

1限
ヒューマンライフとサービス
現代社会生活における人間関係とコミュニケーション

心理

伊勢崎キャンパス
池袋キャンパス

第2回 2限
ライフステージと自分を考える①
守られ、育てられるインフォーマルエデュケーション

保育

第3回 3限
ライフステージと自分を考える②
自立と集団参加、社会における役割

保育

第4回

7月23日（火）

1限
ライフステージと自分を考える③
働くということ、社会への責任とキャリアプランニング

教育

伊勢崎キャンパス
池袋キャンパス

第5回 2限
ライフステージと自分を考える④
社会貢献のためのコンピテンシー、キャリア・スキル

教育

第6回 3限
ヒューマンサービスの分野
福祉、保育、教育、心理

教育

第7回

7月24日（水）

1限
ヒューマンサービス①
育児に対するソーシャルサポート

保育

伊勢崎キャンパス
池袋キャンパス

第8回 2限
ヒューマンサービス②
乳幼児に関わる専門性

保育

第9回 3限
ヒューマンサービス③
文化の伝承、学校教育、社会教育

教育

第10回

7月25日（木）

1限
ヒューマンサービス④
教育に携わる専門性

教育

伊勢崎キャンパス
王子キャンパス

第11回 2限
ヒューマンサービス⑤
社会における心の健康とケア

心理

第12回 3限
ヒューマンサービス⑥
企業における人間関係

心理

第13回

7月26日（金）

1限
ヒューマンサービス⑦
生活支援をする人と必要とする人

社会福祉

伊勢崎キャンパス
池袋キャンパス

第14回 2限
ヒューマンサービス⑧
福祉職の専門性

社会福祉

第15回 3限
共に生きる社会について
自己省察と自己課題

社会福祉

2019

2019

2 3

対　象 高校生（全学年）

高校生のうちに
大学の講義が受講できる！

履修願に参加を希望する時限をご記入の上ご提出ください。あわせて、受講を希望する会場もご記入をお願いいたします。
・各日程とも参加を希望する時限開始の 30 分前に集合してください（簡単な受講についての説明があります）。
・入学後の本学単位認定には 3/4（12 時間）以上の参加および、レポート提出を行い、成績が 60 点以上であることが必要になります（詳細は希望の方にお知らせいたします）。

東京福祉大学 高大連携講座

● 2019年度高大連携講座スケジュール
科目名：ヒューマンライフとサービス （2単位）
1限（9：30～11：00）、2限（11：15～12：45）、3限（13：30～15：00）

開催科目「ヒューマンライフとサービス」
保育児童学部・教育学部・心理学部・社会福祉学部の総合教育科目。本学の専門領域を基礎から幅広く学ぶことができる科目です。

日　時 2019年 7/22（月）・23（火）・24（水）・25（木）・26（金） 計5日間

会　場 東京福祉大学　伊勢崎キャンパス、※池袋キャンパスまたは王子キャンパス
※日程により池袋または王子キャンパスで開講

申込方法 別紙「高大連携講座履修願」に
必要事項を記入のうえ、各キャン
パスへご連絡ください。

◎この講座により修得した単位は、本学に入学した場合、本学で修得した単位として認定します。
※昨年度単位修得者数23名。　※単位の認定には、一定の条件があります。

期間中 3/4（12 時間）以上の授業への参加および、講習
終了後にレポート提出を行い 60 点以上の成績をとれば、
入学後、本学の「ヒューマンライフとサービス」の修得単
位として認められます。（詳細は希望者にお知らせします）

「東京福祉大学　高大連携講座」は、高校在学中に本学総合教育科目「ヒューマンライフとサービス」を受講していただき、

高校教育から大学教育へのスムーズな移行を図る講座です。夏休みの5日間に集中授業の形で行われますので受講しやす

く、この履修した単位は本学に入学した場合、所定のレポート記入等により、修得した単位として認定いたします。

ぜひ高校在学中のうちに本学のアクティブ・ラーニングを体験してください。

※各日程を通しての参加だけではなく、興味のある時間単位での参加も可能です。

費　用 無　料

　大学の授業内容や雰囲気を知りたい
と思い参加しました。私は教育分野に
興味がありましたが、講座を通して他
分野の知識を得たことで、考えの幅を
大きく広げることができました。
　特にこの講座の良いところは、グルー
プワークや意見交換といったアクティ
ブ・ラーニング型の授業を楽しく体験
できることです。そのおかげで、受講
生同士の中が深まり、受験の際にも応
援し合える友達として非常に心強い存
在になります。
　大学生活でスタートダッシュを決め
たい人におススメのイベントです。

伊勢崎キャンパス
教育学部教育学科　学校教育専攻 1 年

森田 玄太さん
埼玉県立深谷第一高等学校出身

参加してみて
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※写真1枚を受講時にご提出ください。
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