
（2023．1 現在）スクーリング開講日程および開講地（予定）

（注 1）科目等履修生は履修できません。
（注 2）特修生は履修できません。
（注 3）科目等履修生、特修生は履修できません。
※開講日が同じ科目は、いずれか 1 科目しか選択できません。
※スクーリング科目の科目修了試験は、原則としてスクーリング授業時間内に行います。
※各科目の担当教員、概要、日程、テーマ等については変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

開講日 開講科目 担当教員 会場 開講都市

5／13（土） 福祉経営序論 藤森克彦ほか 美浜キャンパス 美浜

5／20（土）～ 5／21（日）

福祉・介護のマネジメントとリーダーシップ 尾林和子 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

基礎から学ぶ発達障害の理解と支援 小野尚香 名古屋サンスカイルーム 名古屋

論文・レポート作成基礎Ⅰ 杉本浩章 Zoom オンライン

5／27（土）～ 5／28（日）
精神障碍者と福祉実践Ⅰ 青木聖久 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

地域共生社会と地域づくり 渋谷篤男 新大阪丸ビル別館 大阪

6／ 3（土）～ 6／ 4（日）
論文・レポート作成基礎Ⅰ 新谷　司 名古屋サンスカイルーム 名古屋

ユニバーサルデザインと暮らし 星川安之・森川美和 新大阪丸ビル別館 大阪

6／24（土） フォローアップセッションⅠ（効果的な学び）（注 1） 教員（学習指導） 新大阪丸ビル別館 大阪

6／24（土）～ 6／25（日）

司法と福祉の連携とソーシャルワーク 鷲野明美 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

多職種連携実践（IPW）と多職種連携教育（IPE）の展開 上山崎悦代 名古屋サンスカイルーム 名古屋

地域福祉と災害ソーシャルワーク 篠原辰二 Zoom オンライン

6／25（日） フォローアップセッションⅠ（効果的な学び）（注 1） 教員（学習指導） Zoom オンライン

7／ 1（土） フォローアップセッションⅠ（効果的な学び）（注 1） 教員（学習指導） あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

7／ 1（土）～ 7／ 2（日）

社会保障の制度と課題 李　忻 ACU － A 札幌

地域包括ケアシステムと未来型先端テクノロジー 尾林和子 ソニックシティ さいたま

精神障碍者と福祉実践Ⅱ 田中和彦 新大阪丸ビル別館 大阪

7／ 8（土）～ 7／ 9（日）

医療福祉サービス組織の人材マネジメント 岩田　純 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

国際開発と貧困問題 斎藤千宏 アクトシティ浜松コングレスセンター 浜松

単身世帯と社会政策 藤森克彦 神戸ファッションマート 神戸

ソーシャルワークと専門職 安藤健一・平松和弘 Zoom オンライン

7／15（土）～ 7／16（日）

福祉とテクノロジー活用 巖淵　守 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

基礎から学ぶ発達障害の理解と支援 小野尚香 長野ターミナル会館 長野

司法と福祉の連携とソーシャルワーク 鷲野明美 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

ソーシャルワークと専門職 杉本浩章・山田妙韶 梅田センタービル 大阪

7／22（土）～ 7／23（日）

社会福祉と権利擁護 明星智美 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

子どもの貧困の現状と支援 後藤澄江 金沢商工会議所 金沢

日本企業の経営・会計 新谷　司 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

社会保障の制度と課題 李　忻 新大阪丸ビル別館 大阪

7／29（土）～ 7／30（日）

ユニバーサルデザインと暮らし 星川安之・森川美和 ソニックシティ さいたま

ソーシャルワークと専門職 鷲野明美・金子毅司 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

地域包括ケアシステムと未来型先端テクノロジー 尾林和子 新大阪丸ビル別館 大阪

地域共生社会と地域づくり 渋谷篤男 福岡県中小企業振興センター 福岡

8／26（土）～ 8／27（日）
認知症ケアと多職種連携 中島民恵子 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

福祉・介護のマネジメントとリーダーシップ 尾林和子 広島国際会議場 広島

9／ 2（土）～ 9／ 3（日）

多様なニーズに応える特別支援教育 小野尚香 タワー 111 富山

スクールソーシャルワークと学校現場 安藤健一 長野ターミナル会館 長野

社会福祉法人のマネジメントと会計 新谷　司 福岡県中小企業振興センター 福岡

論文・レポート作成基礎Ⅱ 杉本浩章 Zoom オンライン

9／ 9（土）～ 9／10（日）

社会福祉政策国際比較 藤森克彦 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

多職種連携実践（IPW）と多職種連携教育（IPE）の展開 上山崎悦代 新大阪丸ビル別館 大阪

社会福祉と権利擁護 明星智美 Zoom オンライン

9／16（土）～ 9／17（日）
地域共生社会と相談支援の仕組み 渋谷篤男 TKP ガーデンシティ PREMIUM 横浜西口 横浜

障害者政策と自立支援 綿　祐二 新大阪丸ビル別館 大阪

9／23（土） フォローアップセッションⅡ（実践的な学び）（注 1） 教員（学習指導） Zoom オンライン

9／24（日） 障害者スポーツ研究（注 3） 荒賀博志 美浜キャンパス 美浜

9／30（土）～10／ 1（日）
社会福祉政策国際比較 藤森克彦 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

地域包括ケアシステムと未来型先端テクノロジー 尾林和子 Zoom オンライン

10／ 7（土）～10／ 8（日）
基礎から学ぶ発達障害の理解と支援 小野尚香 Zoom オンライン

精神障碍者と福祉実践Ⅰ 青木聖久 Zoom オンライン

10／14（土）～10／15（日）
福祉マーケットと経営戦略 名内敏裕 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

論文・レポート作成基礎Ⅱ 新谷　司 梅田センタービル 大阪

10／21（土）～10／22（日）

ケアマネジメント入門 綿　祐二 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

認知症ケアと多職種連携 中島民恵子 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

地域共生社会と相談支援の仕組み 渋谷篤男 岡山国際交流センター 岡山

10／28（土）～10／29（日）

福祉とテクノロジー活用 巖淵　守 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

スクールソーシャルワークと学校現場 安藤健一 新大阪丸ビル別館 大阪

ケアマネジメント入門 綿　祐二 沖縄市町村自治会館 沖縄

11／ 4（土） フォローアップセッションⅡ（実践的な学び）（注 1） 教員（学習指導） Zoom オンライン

11／ 4（土）～11／ 5（日）
医療福祉制度と暮らし 李　忻 香川県社会福祉総合センター 高松

精神障碍者と福祉実践Ⅱ 田中和彦 Zoom オンライン

11／25（土）～11／26（日）
多様なニーズに応える特別支援教育 小野尚香 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

福祉・介護のマネジメントとリーダーシップ 尾林和子 Zoom オンライン

12／ 2（土）～12／ 3（日） 地域共生社会と相談支援の仕組み 渋谷篤男 Zoom オンライン

12／ 9（土）～12／10（日）
医療福祉システムの理論と実践 李　忻 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

国際開発と貧困問題 斎藤千宏 広島国際会議場 広島

12／16（土）～12／17（日）

子どもの貧困の現状と支援 後藤澄江 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 東京

認知症の人と地域包括ケア（注 2） 中島民恵子 ウインクあいち 名古屋

単身世帯と社会政策 藤森克彦 明治安田生命名古屋ビル 名古屋

1／ 6（土）～ 1／ 7（日）
精神・発達障害者の理解と共働（注 2） 青木聖久 ウインクあいち 名古屋

ソーシャルワークと専門職 杉本浩章・柏木志保 Zoom オンライン

1／13（土）～ 1／14（日）
多様なニーズに応える特別支援教育 小野尚香 Zoom オンライン

社会福祉法人のマネジメントと会計 新谷　司 Zoom オンライン

1／20（土）～ 1／21（日）
アディクションと生きる社会を考える（注 2） 田中和彦 ウインクあいち 名古屋

エンドオブライフとソーシャルワーク 杉本浩章 明治安田生命名古屋ビル 名古屋


