
1前 2前 2後

経済のしくみ 暮らしの中の憲法

人間と仏教（キャ） 環境と自然 暮らしと科学

文学入門 体育理論 健康スポーツ（保）

心理学入門 健康スポーツ（キャ） 海外文化研修

社会福祉概論

英語コミュニケーション（保）

フランス語入門

韓国語入門

情報処理演習Ⅰ

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ

キャリアデザインⅢ

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ

キャリアデザインⅢ

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

ビジネス実務総論 簿記会計学 コンピュータ会計演習 オフィススタディ

情報科学 ビジネス実務演習 キャリアデザインⅢ

情報処理論 プレゼンテーション演習

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ

情報科学 情報処理演習Ⅱ データベース概論 情報環境論

情報処理論 プレゼンテーション演習 マルチメディア演習(2DCG) コンピュータネットワーク

情報処理演習Ⅰ 基礎プログラミング演習

プログラミング演習 データベース演習

簿記検定Ⅰ＊ FP技能士検定対策講座＊ 簿記検定Ⅰ＊ 簿記検定Ⅱ＊

秘書検定講座＊ 簿記検定Ⅱ＊

ホスピタリティ概論＊ 新聞を読む＊

エントリ試験対策講座Ⅰ＊ エントリ試験対策講座Ⅱ＊

仙台の歴史と文化＊ 韓国語会話実践Ⅱ＊ 医療の外国語(英・独・ラテン語)＊

韓国語会話実践Ⅰ＊

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

生涯学習概論 図書館サービス概論 情報サービス論 図書館制度・経営論

図書館概論 情報資源組織論

図書館情報資源概論 図書館情報資源特論 情報サービス演習

児童サービス論 図書館基礎特論 図書館情報技術論

物語を読む＊ ノンフィクションを読む＊

新聞を読む＊

話し言葉の基礎＊ 話し言葉の応用＊ 書き言葉＊ IT時代の表現＊

プレゼンテーション演習＊

創作活動 絵本製作＊ 雑誌製作＊ 創作演習＊

公務員試験対策講座Ⅰ(自治体研究) 公務員試験対策講座Ⅱ(政策提案)

公務員試験対策講座Ⅲ-A(基礎数学) 公務員試験対策講座Ⅲ-B(一般知能・基礎) 公務員試験対策講座Ⅵ(一般知能・実践)

公務員試験対策講座Ⅴ(文章理解・文学) 公務員試験対策講座Ⅳ(理科・社会・政治)

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

医学一般＊ 疾病論 薬理学 公衆衛生学

医療と検査

ライフサイエンス＊

医師事務補助特別講座Ⅱ 医療の外国語(英・独・ラテン語)

医療の制度 医療情報演習(電子カルテ含む)

医事・薬事法規

医師事務補助特別講座Ⅰ

医療事務 医療事務演習Ⅰ 医療事務演習Ⅱ

医事コンピュータ(レセコン) 医療事務演習Ⅲ(調剤報酬)

医療事務特別講座Ⅰ 医事接遇マナー

医療事務特別講座Ⅱ

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

ファッションビジネスⅠ＊ ファッションビジネスⅡ ファッションビジネスⅠ＊ ファッションビジネスⅡ

ファッションアドバイザーⅠ ファッションアドバイザーⅡ ファッションアドバイザーⅠ ファッションアドバイザーⅡ

カラーコーディネートⅠ＊ カラーコーディネートⅡ＊ カラーコーディネートⅠ＊ カラーコーディネートⅡ＊

ファッションデザイン ファッション造形(洋裁)実習 ファッション造形(和裁)実習＊ ステージショー演出

ファッション造形(和裁)実習＊ ファッションコーディネート クリエイティブデザイン ヘアメイク＊

ネイリスト検定講座＊ ジェルネイル検定講座 ベーシックメイク＊ アーティストメイク

ベーシックメイク＊ アーティストメイク

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

食品学Ⅰ 食品衛生学Ⅰ 食環境コーディネ－ト 食文化論

調理方法と調理機器 フードショッププランニング

テーブルコーディネート

栄養学Ａ＊

カフェプランニング カフェスキル演習 カフェドリンク実習Ⅱ

カフェフード実習 カフェデザート実習

カフェドリンク実習Ⅰ

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

食品学Ⅰ 食品学Ⅱ

栄養学Ｂ 栄養学各論

食品衛生学Ⅰ 公衆衛生学Ⅱ

公衆衛生学Ⅰ 衛生法規

食品衛生学Ⅱ 製菓社会論

食品衛生学Ⅲ 製菓理論Ⅲ

食品衛生学Ⅳ（衛生管理） 洋菓子専門

衛生管理 製パン・和菓子専門

製菓理論Ⅰ 洋菓子応用Ⅰ

製菓理論Ⅱ 洋菓子応用Ⅱ

洋菓子入門 校外実習

和菓子入門

製パン入門

製菓衛生師試験対策 製菓衛生師試験対策講座Ⅰ 製菓衛生師試験対策講座Ⅱ

製菓技術Ⅰ 製菓技術Ⅲ

製菓技術Ⅱ 製菓技術Ⅳ

製菓学外実習Ⅰ 製菓学外実習Ⅱ

インターンシップ インターンシップ

フードビジネスマネジメント演習Ⅰ フードビジネスマネジメント演習Ⅱ

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

地域観光論 観光概論＊ 観光事業論

旅行業法 観光ビジネス実務総論 観光ガイドトレーニング

観光関連約款 プレゼンテーション演習＊

旅行業実務Ⅰ 観光ビジネス実務実習

ホスピタリティ概論＊ 旅行業実務Ⅱ

ホスピタリティ概論＊ テーブルマナー演習 ブライダル実務 ゲストサービス演習

ホテル総論＊ ブライダル概論 ブライダルフラワービジネスⅡ

ブライダルフラワービジネスⅠ

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

スポーツ心理学 スポーツ社会学

健康管理と栄養

スポーツ実技Ⅰ（健康スポーツ）＊

スポーツ実技Ⅱ（ジュニアスポーツ）＊

スポーツ生理学＊

トレーニング実技演習 運動障害と救急法 スポーツ方法実習Ⅲ（ダンス）＊

スポーツ実技Ⅲ（球技系スポーツ）＊ 運動処方演習＊

スポーツ実技Ⅳ（ダンス）＊

スポーツ実技Ⅴ（スノーボード）＊

スポーツ方法実習Ⅰ（ジュニアスポーツ）＊

キャリアデザインⅠ キャリアデザインⅡ

心理学入門 ピアヘルパー養成講座

系 ユニット名 1前 1後 2前 2後

人間の尊厳と自立 社会と福祉制度 キャリアデザインⅢ 介護概論Ⅳ

人間関係とコミュニケーション＊ キャリアデザインⅡ 介護概論Ⅲ

生活と福祉 介護概論Ⅱ

社会福祉概論(共通教育科目) コミュニケーション技術概論

キャリアデザインⅠ 生活支援技術Ⅱ

介護概論Ⅰ 生活支援技術Ⅲ

福祉住環境論 生涯発達論Ⅱ 障害の理解Ⅱ 生活支援技術Ⅴ

生活支援技術Ⅰ 認知症の理解Ⅰ＊

こころとからだのしくみⅣ 介護過程Ⅲ

介護実習Ⅱ 介護実習Ⅲ

生涯発達論Ⅰ 障害の理解Ⅰ＊

人体の構造・機能・疾病＊ こころとからだのしくみⅡ こころとからだのしくみⅢ

こころとからだのしくみⅠ 医療的ケアⅠ

初任者研修

ユニット名 1前 1後 2前 2後

秘書検定講座 エントリ試験対策講座Ⅰ エントリ試験対策講座Ⅱ 簿記検定Ⅱ

MOS検定講座(Excel) MOS検定講座(Word) 国内旅行業務取扱管理者試験講座

国内旅行業務取扱管理者試験講座 FP技能士検定対策講座 簿記検定Ⅰ

簿記検定Ⅰ 簿記検定Ⅱ ベーシックメイク

ネイリスト検定講座 公務員試験対策講座Ⅲ-B(一般知能・基礎) 公務員試験対策講座Ⅵ(一般知能・実践)

ベーシックメイク

公務員試験対策講座Ⅲ-A(基礎数学)

ミュージックテクニックの基礎 作詞・作曲の基礎 ミュージックテクニックの基礎 作詞・作曲の基礎

リズムトレーニング リズムトレーニング

ヴォーカルトレーニング ヴォーカルトレーニング

スポーツ実技Ⅰ（健康スポーツ） スポーツ生理学

スポーツ実技Ⅱ（ジュニアスポーツ） スポーツ実技Ⅲ（球技系スポーツ） 運動処方演習＊ スポーツ方法実習Ⅲ（ダンス）＊

スポーツ実技Ⅳ（ダンス）

スポーツ実技Ⅴ（スノーボード）

スポーツ方法実習Ⅰ（ジュニアスポーツ）

ファッションビジネスⅠ カラーコーディネートⅡ ファッションビジネスⅠ カラーコーディネートⅡ

カラーコーディネートⅠ ボイストレーニング(声優) カラーコーディネートⅠ

ファッション造形(和裁)実習 ファッション造形(和裁)実習

コミックアート(漫画・イラスト)

ネットワーク演習 ネットワーク演習 コンピュータ会計演習 データベース演習

簿記会計学 ネットワーク演習 ネットワーク演習

データベース概論

人間関係とコミュニケーション 障害の理解Ⅰ

人体の構造・機能・疾病 認知症の理解Ⅰ

ビジネス実務総論 ビジネス実務演習 栄養学Ａ ライフサイエンス

ホスピタリティ概論 ライフサイエンス 伝記を読む IT時代の表現

ホテル総論 観光概論 書き言葉 創作演習

話し言葉の基礎 仙台の歴史と文化 雑誌製作

韓国語会話実践Ⅰ 韓国語会話実践Ⅱ

図書館実習 病院実習

物語を読む

新聞を読む

話し言葉の応用

プレゼンテーション演習

絵本製作

中国語会話実践

観光英会話＊

ベーシックゼミ

ベーシックゼミ

情報資源組織演習

フリー科目

特別講座

ミュージック
バンドアンサンブル バンドアンサンブル

スポーツ

クリエイティブ・アート

茶道 茶道

情報

保健・医療・介護福祉

教養

観光英会話

スポーツ方法実習Ⅱ（健康スポーツ）＊

観光英会話

中国語会話実践

介護福祉

介護福祉士

リハビリテーション概論

アクティビティ概論

コミュニケーション技術演習

生活支援技術Ⅳ

介護過程Ⅱ

介護過程Ⅰ

介護総合演習Ⅰ 介護総合演習Ⅱ

介護実習Ⅰ

認知症の理解Ⅱ

スポーツ系

健康スポーツ

生涯スポーツ

ピアヘルパー

スポーツ方法実習Ⅱ（健康スポーツ）＊

ホテル・ブライダル

医療的ケアⅡ

医療的ケアⅢ

介護初任者研修 介護初任者研修

ビジネス情報・金融

ビジネス実務士

上級情報処理士

観光

医事業務

医療・調剤事務

公務員

カフェ・フード

フードコーディネート

カフェ

ファッション

ファッションビジネス

ファッションショー

ビューティーファッション

観光実務士

観光英会話＊

日本語表現

金融

中国語会話実践＊

観光英会話＊

専
門
教
育
科
目

ベーシック

ベーシックⅠ

司書・公務員

司書

グローバル

医療事務

医療ベーシック

医師事務補助

製菓

製菓衛生師

製菓エキスパート

文学

ベーシックⅡ
介護総合演習Ⅱ

1後

ボランティア論

ライフデザイン総合

英語コミュニケーション（キャ）

情報処理演習Ⅱ

海外文化研修

聖和総合教育

人間と仏教（保）

ベーシック

ベーシックⅠ

ベーシックⅡ

令和2年度 キャリア開発総合学科 履修系統図

共通教育科目

キャリア開発総合学科専門教育科目


