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最新情報を手に入れよう!
人間健康学部ホームページ
URL

https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_hw/

人間健康学部のさらに詳しい情報、最新のトピックスを知るには
「人間健康学部ホームページ」
をご確認くだ
さい。学部の特色や卒業生の声、
「 学生の一日」
などのキャンパスライフ情報など、人間健康学部に触れる
ここだけの情報が充実しています。

関西大学入学試験情報総合サイト
URL

Kan-Dai web

https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/
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入試関連イベントの情報や最新情報など受験生を応援するコンテンツが満載！
イベント情報以外にも、研究紹介、学生インタビューなども随時更新しています。

1 イベント情報

2

入試イベントの詳細を掲載！

4 DAILY VLOG

キャンパスライフをバーチャル体験！

4

3

5

オープンキャンパスや入試説明会など、入試イベントの最新
情報と参加メリットをいち早くお伝えします。受験生は必見！

2 入試情報

6

関西大学の入試日程やポイントをチェック！

1

関大生の1日を動画で体験！キャンパスの雰囲気、
ゼミ
やサークルの魅力を感じてみよう
！

5 関西大学入試センター
×LINE公式アカウント

2
入試関連イベントや関大生の
学生生活など、役立つ情報を
お届けします。2次元コードを
読み取って、
「 友だち追 加」
を
してください。

パソコン・
スマートフォン
どちらからでも
アクセスできます。

学部別・日程別などで入試情報をわかりやすく紹介しま
す。入試シーズンは志願者・合格者数速報を掲載。

3

3 キャッチ！Kan-Daiニュース

6 関西大学入試センター
公式Instagram

関西大学に関するニュースをまとめました。最新情報を
キャッチしよう
！

各種イベントやキャンパス風景などを切り取った写真・
動画を通し、関西大学の魅力を発信します。

関西大学の最新ニュースをお届けします。

人間健康学科
ス ポーツと健 康コース
福 祉と健 康コース
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南海電鉄でのアクセス

京都府
兵庫県

高槻キャンパス
大阪国際
（伊丹）空港

高槻ミューズキャンパス

千里山キャンパス

三重県

神戸空港
関西国際空港

滋賀県

大阪府

堺キャンパス
奈良県

和歌山県

南海高野線「浅香山」駅（なんば駅から約20分）下車、
すぐ。

新幹線
「新大阪」
駅からのアクセス
JR
「新大阪」
駅からOsaka Metro御堂筋線
「なかもず
（方面）
」
行で、
「なんば」
駅下車、南海高野線に乗り換え
「浅香山」駅下車、
すぐ。

大阪国際
（伊丹）
空港からのアクセス
大阪国際空港から空港リムジンバスでなんば駅前下車、南海高野線に
乗り換え、
「浅香山」駅下車、
すぐ。

人間健康学部

URL https://www.kansai-u.ac.jp/Fc̲hw/ 〒590-8515 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-11-1
Tel.（072）229-5022 e-mail sakai1@ml.kandai.jp
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人 間 健 康 学 部 に は、
「スポーツ」や「福祉」の枠組みを超えた幅広い知識と実践的スキルの修得をめざす。

こころ、からだ、
くらしを

人間健康学プログラム群

「健幸」にする学び がある。

人間健康学
プログラム群

い知識や視野、柔軟な思考力を養

スポーツがもつ魅力と可能性を
広い視点から研究したい！

福祉の観点から、地域の人々が
共に支え合うくらしを実現したい！

留学や資格取得などを通して
視野を広げたい！

人間健康学部で過ごす4年間で
どのように成長できるか知りたい！

スポーツと健康コース

P.03へ

福祉と健康コース

P.05へ

カリキュラム紹介

P.07へ

将来を見据えた成長

P.09へ

います。
これらのプログラムの学び
を通じて、他者を尊重し、互いに支

地域デザイン学プログラム

や「 福 祉 」の 枠 組 みを超えた 幅 広

ユーモア学 プログラム

スポーツと
健康コース

幸”を実現するために、
「スポーツ」

人 間 関 係 学 プログラム

「こころ」
「 からだ 」
「くらし」の “ 健

仲 間 や 地 域 と 関 わ り な が ら 、あ な た ら しく 学 び ま せ ん か？

福祉と
健康コース

え合うくらしを身につけます。

健康

健康

ささえる

人間関係学プログラム

健康

はぐくむ

ユーモア学プログラム

つながる

地域デザイン学プログラム

レクリエーションやアドベンチャープログラム

健やかで幸せなくらしを構成するユーモアと笑

などの体験学習法と、
ソーシャルワークなどの

いについて、
その特徴と機能を専門的に学びま

グローバル化する世界の動向を踏まえて、地
域社会に根差してローカルに活躍できる人材

社会福祉学に関する科目を合わせて学びま

す。多様な領域を接合する科目群を用意して、

を育成します。地域連携、地域活性化などを

す。多様な人々が互いを尊重し、誰もが健康

人々の健康と幸福のさまざまな側面について話

キーワードとして、地域が抱える課題や可能性

に居心地の良さを感じられるような、良好な

し合う能力を養い、知識と共感に支えられた人

を発見し、全ての人々が健康でくらせるよう

関係の集合体としての
「場づくり」
の経験を積

間理解の態度を育成します。

に、
これからの社会に適した地域デザインの

んでいきます。

あり方を考えていきます。

関 西 大 学 人 間 健 康 学 部をめざす 皆さんへ

体 験と関わりを基に、地球規模で「 健 幸 」を考えましょう。
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人間健康学部では、学びのメインテーマを
「健康（health）」
と
「健幸（well-being）」においています。
自分が病
気やストレスを抱えず「健康」
でいるだけでなく、みんなが「健幸」にくらせる社会を実現するために、
「こころ」、
「から

学部長メッセージ

01

カリキュラム紹介

07

人間健康学部の活動

13

だ」、
「くらし」のあらゆる面で
「より良い生き方」
とは何かを追求していきます。
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02

将来を見据えた成長

09

人間健康学部 Q&A

13

スポーツと健康コース

03

卒業生インタビュー

11

データでみる人間健康学部

13

福祉と健康コース

05

就職実績

12

堺キャンパス紹介

14

現在、みんなが「健幸」にくらせる社会は、地球全体のつながりを抜きに考えることはできません。
そのため人間
健康学部では、国連サミットで採択された
「SDGs（ 持続可能な開発目標）」
を軸に教育・研究を進めています。
「誰
ひとり取り残さない」
を意識し、一人ひとりが地球全体の「健幸」
を自分事化しアクションを起こすことをめざします。
あなたも人間健康学部で、他者を尊重し互いに支え合う体験学習や、地域との実践的な関わりの体験を積み
ながら、地球全体の「健幸」づくりに取り組んでみませんか。
01

人間健康学部長

村川 治 彦 教 授
02

コース・プログラム 紹 介

〜ス ポ ー ツと 健 康 コ ース〜
学生インタビュー

こんな あな た を 待っています

「スポーツ」が 人を 豊 か にできることを 子どもたちに
伝えられる教 員になりたい
「 みる」
「ささえる」といったいろんな 視 点 から、
「スポーツ」のもつ 魅 力を 研 究したい

P I C K UP 講 義

PICK UP 講 義

スポーツ感 性学

救 急安 全 法

レクリエーション支援論

志岐 幸子 教授

灘 英世 教授

涌井 忠昭 教授

スポーツにおいて最高の能力を発揮す
る
「ゾーン」でトップアスリートや指導者
が働かせている感性の事例を取り上げ
ながら、感性の仕組みや働きを理論的
に解説します。
また心理学や東洋思想、
脳科学などの知見も紹介し、
ゾーンの意
義についての理解を深めます。

とっさのときやスポーツ活動中のけが、病
気に対する正しい手当の知識と技術を身
に付け、
日常生活の中で実践することで、
自分自身の身を守るだけでなく急病人やけ
が人を正しく救助することができます。
より
積極的に健康な生活を築いていけるよう、
心肺蘇生法やAED（自動体外式除細動
器）
の正しい使用方法、傷や骨折の手当、
包帯法などの知識と技術を習得し、救急
安全の具体的な方法を学びます。

教職相談室

P ICK UP 講 義

わが国におけるレクリエーション活動は、
人間にとっての「楽しみ」
を創り出す領域
として発展してきました。近年はその対象
が拡張され、
「人間交流」
の場づくりや、高
齢者や障がい者の「楽しみ」や「生きが
い」
づくりなどを支援するためのプログラム
が開発されています。本講義では、
こうした
レクリエーション支援の基礎的な理論と
実際について、学習します。

保健体育科教員を
めざす学生にとっての活動拠点

青嶋さんの時間割を
Webでも紹介しています。

教員を志望する学生のみなさん
を支援するために、
さまざまな教
職に関する情報提供のみなら
ず、学校現場の現状や課題に
熟知し、実務経験豊富な担当
教員が、
教員採用試験に向けて
のアドバイスや教員採用試験模
擬面接などを日々行っています。

スポーツと健康コース 4年次生

青嶋 優さん

雑古 哲夫教授

灘 英世教授

神谷 拓教授

志岐 幸子教授

河端 隆志教授

谷所 慶教授

研究分野
学生の研究テーマ例

体育科教育学
スポーツ教育学
運動部活動における自治集団活動の意義と課題
異質協同のグループ学習の分析
−中学校の水泳授業を対象にして−

スポーツ・環境生理学
運動・環境適応学
スポーツ選手における５-ＡＬＡの摂取が運動時に与える
影響についての研究
陸上長距離走におけるトレーニ
ング量とパフォーマンス向上、
怪我の発症の関係について
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バイオフィードバック
運動生理学
緊張を抑制し、最高のパフォーマンスを
過緊張がスポーツに及ぼす影響力

感性論
スポーツ感性学
プロ野球におけるユニフォームの色彩と競技成績
ソフトダーツ競技におけるゾーン状態時と平常時の脳血
流量の比較検討

健康・スポーツ科学
レジャースポーツの指導に関する調査
準備運動における遊びの導入が
運動意識の変化に及ぼす影響

富山／県立小杉高校出身

バレーボールの歴史を振り返り、
生徒への指導に生かす。
教育学のゼミでバレーボールの歴史を追
究しています。以前は「ドリブル」や「9イニ
ング制」
など現在とは大きく異なるルール
が採用されていました。
そこで当時のルー
ルを再現して自分たちで体験。競技の特
性を理解して改善点や課題を考えること
で、生徒たちがスポーツに興味をもてるよ
う指導することの重要性を実感しました。

TOPICS

教員採用試験に
14名※が合格 （2021年度実績）
※既卒合格者含む
スポーツの技術指導だけでなく、子どもたちが生涯にわたっ
てスポーツに関われるような資質を育てる授業を企画できる
教員を育成しています。
また学校内だけでなく地域との連携
をコーディネートしたり、
スポーツを行う上での子どもたちの
悩みの相談にも乗ってあげられるカウンセラーとしての役割
も担える教員養成をめざしており、教員採用試験では高い合
格実績を残しています。

教員紹介

スポーツ・運動を自分の興味や

スポーツと 健康 コース

将来の進路に応じたアプローチで

学べるのが魅力

ス ポ ーツ が 築く幸 福 なくらしを 探 究 する

自分の興味に応じて多角的に学ぶことができる。
スポーツの方法論を理解して自身の柔道競技に生かす、教育学を
学んで指導法を身に付ける、統計学の視点からデータ分析を行い
研究するなど、
自分の興味のある分野や進路に応じて学びを深める
ことができるのがこのコースのいいところだと思います。

小室 弘毅准教授

村川 治彦教授

涌井 忠昭教授

西山 哲郎教授

森 仁志教授

弘原海 剛教授

久保 友美特別任用准教授

原田 純子教授

安田 忠典教授

浦 和男准教授

秋原 悠特別任用助教

救急安全
学校教育における共生社会の形成について
−パラスポーツの教育的価値−
生徒の実態を踏まえた体育の授業改善

スポーツ社会学
文化社会学
過去の五輪大会から考える2020年東京五輪に
おけるオリンピック・レガシ−
日本でのeスポーツ文化の普及・促進に対するー考察

舞踊教育学
舞踊学
創作ダンスの体験における変化と成長
ー授業における質問紙調査と作舞体験よりー
舞踊作品における衣装の役割

身体性哲学
身体文化論
日本の教育を変える
エディブル・ユニバーシティの可能性 −畑のある大学−
「防災×スポーツ」
による地域防災の試み 〜防災活動
への市民の主体性を高めるために〜

文化人類学
文化史
革新的なアイデアを生み出す方法
女子サッカーの普及
−セレッソ大阪堺レディース・プロジェクト−

人間健康論
体験学習法とまちづくり −アドベンチャープログラムと
地域での実践活動の接続−
大学生による自主防
災組織の創設と防災キャンプ活動の普及

健康・スポーツ科学
レクリエーション
レクリエーション活動が認知症高齢者に及ぼす効果
レクリエーション活動が大学生の身体活動量、
ストレ
ス、気分および体調に及ぼす影響

運動生理学
運動処方
炭水化物マウスリンスが運動パフォーマンスに及ぼす影響
パプリカキトサンフィル摂取が認知機能に及ぼす影響

比較文学
比較文化論
アートとユーモアの関係性
スポーツ指導におけるユーモアの必要性

ホリスティック教育学
身心教育学
日本の健康至上主義を問い直す −幸福な国々の「死生観」から見
る健康−
生きるためのファッション −ファッションを読む−
見えない空気を考える −エンタメにおける人の雰囲気と場の空気ー

地域デザイン学
スポーツが他世代交流に与える影響について
スポーツを活用した地域人材教育のアプローチについて

健康・スポーツ科学
スポーツ運動学
体組成と体力テストの関係
スクワット時の足幅とパフォーマンスの関係
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コース・プログラム 紹 介

〜 福 祉 と 健 康 コ ース〜
学生インタビュー

こんな あな た を 待っています

多 様なくらしの「ニーズ 」にあわ せた「 福 祉 サービス」の
提 案 ができるソーシャルワーカーになりたい
「 福 祉 」の 観 点 から、共 に支え合う
「くらし」を築きたい

P IC K UP 演 習

PICK U P 講 義

P ICK U P 講 義

ソーシャルワーク演習 Ⅱ

地 域福祉論Ⅰ
・Ⅱ

子ども家庭福祉論

西川 知亨 教授

所 めぐみ 教授

山縣 文治 教授

この講義では、社会福祉専門職に求め
られる相談援助に必要な知識と技術を
学びます。児童虐待や高齢者の在宅介
護など、相談援助における課題別のケー
ス検討を通して、基本的視点やアプロー
チを学ぶとともに、少人数でのワークを
通じて、援助過程の理解を深めます。最
終的には総合的かつ包括的な実践活
動に必要な知識の修得をめざします。

地 域 福 祉とは 何 か 、なぜ 地 域 福 祉な
のか 。また、誰が 、
どのような人々や 団
体・機関と、
どのようなしくみの中で、
ど
のような方 法ですすめている（すすめ
ようとしている）のか。
「 地域福祉」の理
念・概 念を、国 内 外の実 践とその歩み
に学び、地 域 福 祉 実 践の主 体 形 成や
地 域 の 福 祉 力 の 醸 成と向 上 に つ い
て、
その課題を検討します。

子どもが 生まれな がらに 備 えている
「 生きる力 」を伸 ばす支 援をするため
に 、今 の 親 子 が 置 か れている虐 待 や
貧 困 、障がい、待 機 児 童といった社会
状況について学んでいきます。
また「子
ども家 庭 福 祉 」
という概 念が 出てきた
背 景 や 内 容 、政 策 動 向などについて
理解を深めます。

福 祉 実 習 担 当室
社会福祉士をめざす学生に
とっての活動拠点

水田さんの時間割を
Webでも紹介しています。

社 会 福 祉 士 国 家 試 験の受 験
に必要な実習に関する手続き
や各種情報提供を行っていま
す。社 会 福 祉 士をめざす学 生
のみなさんがスムーズに安 心
して実 習 が 行えるよう専 門ス
タッフが全面的にサポートして
います。

福祉と健康コース 4年次生

水田 有希乃さん

兵庫／神戸市立六甲アイランド高校出身

誰もがくらしやすい社会の実現に向けて学ぶ。
学生同士や先生とのつながりが心地よく、楽しく学びを深め、高め
合うことができています。福祉を学ぶ中で、今まであたり前だと思っ
ていた自分のくらしと、知らなかった自分以外の人の生きづらさを
何度も立ち止まって考えるようになりました。

TOPICS

社会福祉士国家試験合格率
72.7% 32名が合格

（2022年３月卒業生実績）

「福祉と健康コース」では、一定の要件を満たせば社会福祉
士国家試験の受験資格を取得することができます。本学部で
は社会福祉士の国家試験対策のための講座を開設してお
り、
「自主勉強会」
も定期的に開催しています。
また、福祉実習
担当室のサポートも充実しており、社会福祉士国家試験で
は、全国平均の約30％を上回る高い合格率を誇っています。

教員紹介

利用者を主体とした支援が重要。
放課後等デイサービスでの相談援助実
習を経験して、支援とは利用者が主体と
なっていることが大切であると実感。支
援者の想いが先行していないか、常に意
識することが必要です。
その子自身の生
活や特性を知り将来を見据えた上で、今
必要な支援を考え、
そのための具体的な
関わり方を学びました。

研究分野
学生の研究テーマ例

植田 紀美子教授

公衆衛生学（障がい児者）
小児臨床遺伝学
母子保健学
障がいをもつ子どもや
そのご家族の心身の健康と生活
マルトリートメントからみた
妊娠期からの子育て支援
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相談援助実習での経験を通して

福 祉 と 健 康 コース

利用者にとって必要な

支援のあり方を考え直しました

超 高 齢 社 会 に 求 められ る 幸 福 を 探 究 する

岡田 忠克教授

社会福祉政策
社会福祉協議会から見る地域の
特性とこれからの課題
児童虐待防止に向けて
〜親子の支援と家族再統合の必
要性〜

所 めぐみ教授

地域福祉論
ソーシャルワーク
福祉教育
人と人がつながる地域づくりを目
指した福祉教育のありかた
〜和歌山県有田市でのフィールドワークから〜
再犯者に対する自立支援の考察
−特別調整支援を受ける高齢出
所者の語りから考える−

西川 知亨教授

福祉社会学
社会病理学
社会的相互作用論
歴代魔法少女アニメの変遷と社
会状況
食品ＣＭから見るワークライフバラ
ンスの変化

山縣 文治教授

子ども家庭福祉
子育て支援について
〜地域子育て支援拠点事業の
意義と役割〜
児童養護施設の小規模化と
子どもの生活

種橋 征子准教授

高齢者福祉
介護福祉
福祉経営
認知症高齢者と家族の支援
介護職員の働きやすさ

福田 公教准教授

社会福祉学
子ども家庭福祉論
里親登録者数増加に向けて
ひとり親家庭の現状と支援に
おける今後の課題

森田 亜矢子准教授

心理学
認知科学
陸上中長距離選手の心理的スキル
SNSによるトラブル事例と防止策
ソーシャルスキルトレーニングとインク
ルーシブ教育
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カリキュラム 紹 介
1 年次
基礎
科目

各コース共通

授 業 科目で の 知 識 の 習 得を 土 台 に、実 践 的なフィールドワークを

2 年次

人間健康論
スポーツ生理学 1
スポーツと健康

各コース共通

応用科目

専門教育科目

スポーツと
健康コース

身体表現と健康
健康の文化史
体育史

こころと健康
衛生学及び公衆衛生学
医学一般

社会調査法
当事者福祉論
精神保健福祉論

からだと
健康を考える

スポーツ原理
スポーツ教育学
スポーツ社会学

スポーツ心理学
スポーツ栄養学
運動処方論

グループダイナミクス演習
体力科学
臨床バイオフィードバック

こころと
健康を考える

身体教育学 3
身体表現論
武道論

身体の文化人類学
学びの身体技法
人間行動論

笑いの文学
笑いの民俗学
笑いの行動学

くらしと
健康を考える

リハビリテーション論
フィールド調査法
家族福祉論

臨床死生学
コミュニケーション演習

スポーツ運動学
スポーツ経営学
スポーツ医学
学校保健

レクリエーション支援論
スポーツ感性学
トレーニング論
コーチング論
地域スポーツデザイン論
スポーツ文化論
スポーツ動作の仕組みと制御

連携科目

3 身体教育学

基礎演習

選択科目

スポーツ方法実習Ⅸ(球技2)
寄附講座(各テーマ)
国際健康福祉実習(各テーマ)

スポーツ方法実習Ⅰ(陸上競技)
スポーツ方法実習Ⅲ(器械運動)
スポーツ方法実習Ⅶ(ダンス) 5
スポーツ方法実習Ⅷ(球技1)
野外教育実習(野外活動)
トレーニング実習Ⅰ・Ⅱ

健康運動実習Ⅰ・Ⅱ
レクリエーション実技Ⅰ・Ⅱ
身体表現Ⅰ・Ⅱ
野外活動特別演習
運動処方実習
予防医学

ソーシャルワーク演習Ⅰa・Ⅰｂ
ソーシャルワーク実習指導Ⅰａ・Ⅰｂ
ソーシャルワーク実習Ⅰ

教職概説
教育原理

教育制度論
人権教育論
教育心理学
特別活動論
道徳教育の理論と方法
教育の方法及び技術(情報通信技術の活用を含む)

教育相談論
保健体育科教育法（一）
・
（二）
学校経営と学校図書館
情報資源組織論
図書館情報資源概論

学習指導と学校図書館
読書と豊かな人間性
情報メディアの活用

自由科目

Program

人間関係学プログラム

配当
年次

演 習・
実 習 科目

授 業 科目

配当
年次

人間関係学入門
ソーシャルワーク論Ⅰ

1年次
1年次

2年次
2年次
2年次
2年次
2年次
3年次
3年次

コーチング論
レクリエーション支援論
家族福祉論
コミュニケーション演習
グループダイナミクス演習
福祉レクリエーション論
障害者スポーツ論

2年次 野外活動特別演習
2年次 レクリエーション実技Ⅰ・Ⅱ
2年次 野外教育実習(野外活動)
2年次 身体表現Ⅰ・Ⅱ

授 業 科目
ユーモア学入門
笑いと健康

地域デザイン学プログラム
配当
年次

授 業 科目

1年次
1年次

地域デザイン学入門
健康支援の社会システム

2年次 笑いの文学
2年次 笑いの民俗学
2年次 笑いの行動学
2年次 レクリエーション支援論
2年次 ユーモアコミュニケーション演習
3年次 心理学演習
3年次 福祉レクリエーション論

2年次
2年次
2年次
2年次
2年次
2年次
3年次
3年次

地域スポーツデザイン演習
レクリエーション支援論
スポーツ文化論
地域福祉論Ⅰ
スポーツ経営学
地域スポーツデザイン論
社会起業論
生涯スポーツ論

2年次 レクリエーション実技Ⅰ・Ⅱ

1年次
2年次
3年次

国際健康福祉実習(各テーマ)
レクリエーション実技Ⅰ・Ⅱ
地域スポーツ演習

国 際 的な 学 び

国際健康福祉実習

いずれの実習も、
グローバル社会が進展するなかで重要

▶インドネシア

▶ ハワイ

となる多文化社会のあり方と国際的なwell-being（ 健

現地の学生と協働して児童養護施
設の施設改善プロジェクトへの貢献
や、現地の高校において日本語や日
本文化の紹介を行うことで、グロー
バル人材の養成をめざします。また、
ホームステイをしながら文化や宗教、
生活様式を経験し、国際人としての
基礎力の涵養をめざしています。

屋外および屋内におけるレ
クリエーション・プログラム
の受講、
福祉施設の見学をと
おして、
地域社会における農
園を活用した福祉の実際や、
ハワイにおける多文化社会
の構造、現地の福祉制度の
実情を体験的に学びます。

幸）
の状況を理解することを目的とします。
また、現地での実習前には、言語・文化・地域福祉等の
基礎的な知識の取得と英語および母国語でのコミュニ
ケーション能力向上のための学習指導を行います。実習
後には、実習での学びをまとめるプレゼンテーションを行
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身体文化論
ユーモアコミュニケーション演習
心理学演習

くらしと
健康を考える

福祉レクリエーション論
老人・障害者の理解
社会福祉調査法

スポーツ方法学
生涯スポーツ論
障害者スポーツ論
スポーツ統計学

4 公的扶助論

卒業演習Ⅰ・Ⅱ
卒業論文 卒業研究

5 スポーツ方法実習Ⅶ(ダンス)

社会福祉制度研究Ⅰ・Ⅱ（各テーマ）
実技研究
健康運動指導演習
増健科学演習
ソーシャルワーク演習Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導Ⅱ
ソーシャルワーク実習Ⅱ

スポーツ方法実習Ⅱ（水泳）
スポーツ方法実習Ⅳ（武道1）
スポーツ方法実習Ⅴ（武道2）
スポーツ方法実習Ⅹ（球技3）
スポーツ方法実習Ⅺ（球技4）
地域スポーツ演習

ソーシャルワーク演習Ⅲ
社会福祉制度研究Ⅲ・Ⅳ(各テーマ)

特別支援教育論
カリキュラム開発論
総合的な学習の時間の指導法
生徒・進路指導論
教育実習事前指導
保健体育科教育法（三）
・
（四）

教育実習（一）
・
（二）
教職実践演習（中等)

Qualiﬁcation
取 得 できる資 格

ユーモア学プログラム

1年次
1年次

Global
います。

こころと
健康を考える

専門演習Ⅰ・Ⅱ

人 間 健 康 学プログラム群 対 象 科目

応 用 科目

笑いと健康
人間関係学入門
地域デザイン学入門

テーマ研究Ⅰ・Ⅱ（各テーマ）
導入演習

基 礎 科目

地域スポーツデザイン演習

選択科目

4 年次

ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ
介護概論
ユーモア学入門

2 救急安全法

演習科目

社会企業論
社会福祉経営論
司法福祉
社会保障論Ⅰ・Ⅱ
権利擁護と成年後見制度

演習科目

プログラム名

臨床心理学
救急安全法 2
社会福祉政策Ⅰ・Ⅱ

地域福祉論Ⅰ・Ⅱ
医療福祉論

ソーシャルワーク論Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
高齢者福祉論
子ども家庭福祉論
障害者福祉論
公的扶助論 4

福祉と
健康コース

応用科目

3 年次

社会福祉概論
健康支援の社会システム
身体文化と健康

1 スポーツ生理学

基礎科目

通じて人 間 の 幸 福を 学びます

スポーツと健康コースで取得できる資格

福祉と健康コースで取得できる資格

社会福祉士国家試験 受験資格（定員あり）
中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体育）
司書教諭 ※1
※2
日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
健康運動指導士 受験資格
健康運動実践指導者 受験資格
レクリエーション・インストラクター
初級障がい者スポーツ指導員

※1 司書教諭の資格取得に関する科目を履修する場合は、千里山キャンパスでの受講が必要です。 ※2 資格取得に必要な基礎的な科目の修得が可能です。

任用資格（公務員として採用され、特定の職業ないし職位に任用されるための資格）

社会福祉主事
児童福祉司
知的障害者福祉司

身体障害者福祉司

▶ 取得できる資格の一例

健康運動指導士・健康運動実践指導者
認定団体：公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

活躍できる職種
フィットネスクラブ、病院、
介護老人保健・福祉施設など

レクリエーション・インストラクター
認定団体：公益財団法人 日本レクリエーション協会

活躍できる職種
幼児保育・学校、
高齢者福祉施設など

保健医療関係者と連携し、個々人に対応した運動プログラムを作成する
（健康運動指導士）、医学的
基礎知識に基づき健康づくりのための運動プログラム実践指導を行う
（健康運動実践指導者）
といっ
た活動を通し、
その知識・技能を生かして人のサポートをする資格です。

子どもから高齢者まで幅広い対象に向けて、
スポーツや集団遊び、野外活動といったレクリエーション
活動を効果的に活用し、
「 集団をリードする」
「コミュニケーションを促進する」
「 楽しい空間をつくる」
と
いった
「こころの元気づくり」
を行う資格です。

公認スポーツ指導者

初級障がい者スポーツ指導員

認定団体：公益財団法人 日本スポーツ協会

活躍できる職種
総合型地域スポーツクラブ、学校など

スポーツの価値やスポーツの未来への責任を自覚し、
プレーヤーズセンタードの考え方のもとに暴力や
ハラスメントなどあらゆる反倫理的行為を排除し、常に自らも学び続けながらプレーヤーの成長を支援す
ることを通して、豊かなスポーツ文化の創造やスポーツの社会的価値を高めることに貢献する資格です。

交換派遣留学

認定団体：公益財団法人 日本パラスポーツ協会

活躍できる職種
地域スポーツクラブ、
学校など

障がい者のスポーツ参加のきっかけ作りを支援したり、健康や安全管理に配慮した指導を行い、
スポーツの喜びや楽しさを伝える資格です。

認定留学

語学セミナー

期間：1〜2学期間
行き先：下記の協定校
単位認定：有

期間：１〜２学期間
行き先：正規大学付属の語学学校
単位認定：有

期間：約3〜4週間（夏季、春季休業中）
行き先：北米、
ヨーロッパ、
オセアニア、
アジア など 単位認定：有

関西大学と学生交換協定を結んでいる外国の大
学に留学し、
専門分野を学ぶ制度です。外国語
で学ぶ力を養い、
専門分野に関する見識を広げる
ことができます。関西大学の学費を納入すること
で、
協定大学での授業料は免除されます。

所属学部において、留学によって学習の充実が
期待できると判断された場合に「認定留学制度」
が活用できます。基礎から外国語能力を身につ
けたい人や就職活動に生かすために語学力に磨
きをかけたい人が多く利用しています。

語学研修に異文化体験をプラスした短期留学プログ
ラムです。海外の大学附属の語学学校に通いながら、
異国の文化や歴史、価値観を学ぶことが可能です。セ
ミナー参加をきっかけとして長期留学を志す学生も多
く、留学へのファーストステップとなっています。
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将 来を見据えた成長
人間健康学部で過ごす4年間は、自分の目標に向かってチャレンジし、地域や世界と関わる機会に満ちています。
さまざまな学びと体験を通して、自分らしい進路を切り拓いてください！

1

年次

基礎的な知識を身につける

2

所属コースを
選択
（12月）

年次

所属ゼミを選択
（11月〜1月）

3

専門的な知識を身につける

オリエンテーション・ワークショップで
仲間づくり

専門的な知識を生かし
グローバルに活躍する

4

年次

修得した知識や実践力を
「考動」することで高める

実践力を身につける

海外留学にチャレンジ

年次

大学院入学試験 ※入試日程は年度
により変動します

ゼミの取り組みや課外活動にて
幅広く興味や知識を深める

留学の時期は2年次がオススメ

7月

【2021年度活動事例の一部】
■ みんなで踊ろう ■ かんだい子ども食堂
■ 堺コッカラ体操の普及による地域のつながりづくり
■ 香ヶ丘商店街を中心とした浅香山地区のまちづくり
■ 学生による自主防災組織の展開

認定留学（半年または1年間）
語学セミナー
（8月〜9月または2月〜3月）

●オリエンテーション・ワークショップの指導役として協力
●堺キャンパス祭の実行委員として参画（7月）

卒業論文、
卒業研究の提出
（12月〜1月）

10月

2月

将来の

職業イメージ例

■

大学院進学

■

健康・福祉・医療・
金融・観光などの
サービス業、
卸売業・小売業
など

■

資格を取得して
スキルアップをめざす

■
■

資格取得に必要な専門科目を重点的に履修

スポーツと福祉の視点を身に
付けた指導者として、多様な活
躍の場が広がっています！

■
■

健康運動指導士・健康運動実践指導者
公認スポーツ指導者
レクリエーション・インストラクター
初級障がい者スポーツ指導員 などの資格を取得

スポーツ専門職

■

民間スポーツクラブ

■

スポーツ・健康医療
などに関連する
公的機関や
一般企業
など

中学校、高校での教育実習

教員採用試験

保健体育科教員を
めざす

体力向上スクール
サポーターとして活動

現職の教員をキャンパスに招いて
実技指導や講演会を開催するな
ど、教員採用サポートが充実！

学校
インターンシップ

社会福祉士の受験資格に
必要な専門科目を修得

5月

6月

▶新入生オリエンテーション
（堺）
▶オリエンテーション・ワークショップ

▶教育実習
（中旬〜実習先に
よって異なる）

10月ごろ

社会福祉士
自主勉強会
教員が、
学生のグループ学習を支
援するとともに、
社会福祉に関す
る話や現場で働いているソーシャ
ルワーカーとの交流など積極的に
勉強会を実施しています！

実習先の検討にあたっては、先
生や福祉実習担当室のスタッフ
が親身にサポートします！

模擬試験

保健体育科教員
（中・高）

■

6月 8月
▲模擬面接や先生方の実技指導など全面的な
サポート体制でしっかりと教員採用試験への
準備を行うことができます！

■

小学校教員

■

公務員

■

社会福祉専門職

■

福祉関連企業

など

社会福祉士 国家試験合格発表
2月

3月

▲自分の弱点を分析！

▲複数回の模擬試験を 社会福祉士 国家試験受験
実施し自身のレベル ▲社会福祉士国家試験対策講座（9月〜12月）で
を確認！
万全の受験対策！

など

▶両コース ▶スポーツと健康コース ▶福祉と健康コース

7月

8月

9・10月

▶堺キャンパス祭
（上旬）
▶春学期末定期試験
（下旬）

11月

12月

1月

秋学期授業期間 （９月２１日〜１月下旬）

夏季休業（８月上旬〜９月２０日）

春学期授業期間 （４月上旬〜７月下旬）
▶入学式（千里山）

小学校での
教育実習

ソーシャル
ワーク実習Ⅱ
※実習日程は実習
先により異なります

11月ごろ

▶人間健康学部の１年
（2023年度予定）行事日程等は年度により変動します
4月

な科目を履修

※小学校教諭一種免許状
取得プログラム履修者のみ

ソーシャルワーク実習Ⅰ

社会福祉士の合格率は非常
に高く、他大学や全国平均より
も優れた実績を誇っています！
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免許取得に必要

5月 6月

に必要な実技を修得

堺市の小・中学校で体育の時間や放課後に
子どもたちと身体を動かし、学校現場を体験する！

福祉の専門職を
めざす

（上旬〜中旬）

教職関連科目で教員

▶社会福祉士国家試験対策
講座開始（9月）
▶社会福祉士国家試験模擬
試験（10月）

（上旬）
▶統一学園祭（千里山）
▶ソーシャルワーク実習開始
（10月〜11月下旬）
2年次（60時間）、3年次（180時間）の
ソーシャルワーク実習を行います。
▶社会福祉士国家試験模擬試験（11月）

▶社会福祉士国家試験直前対策講座
▶卒業論文提出・卒論発表会
▶社会福祉士国家試験模擬試験
（12月）

2月

3月

春季休業（２月上旬〜３月３１日）
▶秋学期末定期試験（下旬）
▶研究成果報告会（卒業研究）

▶国際健康
福祉実習
（ハワイ・インド
ネシア）

▶卒業式（千里山）
・学位記
授与式（堺）
（中旬）

▶社会福祉士
国家試験
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就職実績

卒 業 生インタビュー

▶業種別就職状況

2.2%
0.4%
電気・ガス・熱供給・水道業 0.4%
運輸業・郵便業 1.4%
不動産業・物品賃貸業 1.8%
建設業 2.5%
その他

社会のあらゆる面に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス。

地域連携による実践的な学びを生かし、
さまざまな分野で活躍しています。

NPO法人Silent Voice 事業責任者

就職戦線も例外ではありませんでしたが、人間健康学部の2021年度就職率は、99.3％

99.3% 99

（男子99.3％、女子99.2％）
と、高い実績を上げることが出来ました。

就職率

教員や社会福祉専門職はもちろん、人間健康学部の卒業生は、
「 健幸（well-being）」に関する幅広い知識と

スポーツと健康コース

教育・広告・
その他サービス業
（私立学校教員含む）

井戸上 勝一さん （奈良／県立高田高校出身）

り前を疑うことがイノベーションにつながることを、在学中に学びました。常識を疑わない限り 障がい という言葉はなく
ならないと思えたきっかけです。

生徒の苦手意識を取り除き、
褒めることで自信と成長を促します。
地元の小学校で、2年生のクラス担任をしています。
まだ指導歴が浅く、
日々試行錯誤の状況ですが、褒めることで目を
輝かせ、
どんどん自信をつけていく生徒達の成長の瞬間に関われることにやりがいを感じています。例えば逆上がりがで
きない子どもには、補助チューブを使って
「できた！」
という成功体験につなげるなど、苦手意識を払拭し、
目的意識をもっ
て取り組むことを意識付けるようにしています。
この生徒たちの人生に何かを残せる教師になれるよう、私自身も成長し
ていきたいです。

堺市立病院機構 堺市立総合医療センター、社会福祉法人大阪市
社会福祉協議会、社会福祉法人水仙福祉会、社会福祉法人柊野
福祉会、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会、社会福祉法
人河内長野市社会福祉協議会、医療法人春秋会 城山病院、
ダス
キン、
チャーム・ケア・コーポレーション、公立大学法人奈良県立医科
大学、社会福祉法人ならやま会、社会福祉法人東大阪市社会福祉
協議会、社会福祉法人フローラ藤の会、社会福祉法人北摂杉の子

卸売業・小売業

現在に生きている在学中の経験は？
2021年3月

スポーツと健康コース

ゼミで先生から体育の指導法について学びつつ、地元の小学校のスクールサポーターとして生徒のケアに携わってい
卒業

大西 克一さん（京都／府立南陽高校出身）

ました。
この経験から子どもの成長に強く関わりたいという思いが次第に募り、通信講座で小学校教諭の資格を取得。
教師になるという夢を実現しました。

大阪府の児童相談所で、児童福祉司としてケースワーク業務を行っています。児童相談所の業務は、主に虐待通告の
対応や養護相談などがありますが、現在担当しているのは、乳児院や児童養護施設に子どもが入所した後の支援で
す。私は高校生のときに児童福祉に関わる仕事がしたいと思い、社会福祉士をめざして人間健康学部に進学しました。
特に社会的養護に興味があったので、児童相談所での実習を経験。業務の重要性とやりがいを実感したことが、現在
につながっています。

現在に生きている在学中の経験は？
2019年3月

福祉と健康コース

学部の授業を通して、児童福祉だけでなく福祉に関して幅広く学びました。児童相談所が関わる家庭の背景には、
さま
卒業

坂口 菜帆子さん（和歌山／県立向陽高校出身）
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ざまな課題があります。
それぞれの家庭が抱える問題を多面的な視点から考えたり、必要な福祉サービスにつないだり
する中で、大学で得た知識が役立っていると感じます。

伊丹産業、大阪いずみ市民生活協同組合、
サンコーインダストリー、
つるや、豊島、
日本ケアサプライ、富士薬品、
ヤギ、山善、山星屋、
リ

情報通信業

海上日動あんしん生命保険、東京海上日動火災保険、野村證券、
みずほ証券、明治安田生命保険相互会社、
りそなグループ
絆ホールディングス、西日本電信電話、
ヤフー、読売新聞社
淺沼組、朝日エティック、
セキスイハイム近畿

不動産業・物品賃貸業
運輸業・郵便業

エスリード、東急リバブル
東海旅客鉄道、
トランコム、三菱電機ロジスティクス

電気・ガス・熱供給・水道業

ＥＮＥＯＳフロンティア

農業・林業・漁業・鉱業

雪印種苗

その他

堺市農業協同組合、
全国農業協同組合連合会、
社会福祉法人大
念仏寺社会事業団、
日本赤十字社 兵庫県支部、
日本年金機構、
レーク滋賀農業協同組合

教員採用試験・
各種資格合格実績

自分を磨き、キャリアデザインを始めよう

1〜2年次

自らの知識を増やし、スキルを磨きながら
仕事や社会について学びます。また「なり
たい自分」を見つけ、そのための準備をし
ます
（＝キャリアデザイン）
。
● 企業連携型キャリア
スタートプログラム

キャリアデザインを考えるセミナー・科目

在学中に福祉について幅広く学んだことが、
さまざまな課題に向き合う際に役立っています。

20.2％

教員採用試験
社会福祉士国家試験合格率

14 名が合格！
（既卒合格者含む）
72.7 % 32 名が合格

（2021年度実績）

▶ キャリア 形 成 、就 職 活 動 支 援 プログラム

実社会と出合い、
社会人基礎力を育む

大阪府 子ども家庭センター 勤務

公務員・
公立学校教員

愛知銀行、大阪信用金庫、紀陽銀行、京都銀行、滋賀銀行、東京
金融業・保険業

教員、福岡県教員、和歌山県教員

関西大学大学院人間健康研究科

製造業

コージャパン

大阪市教員、大阪府教員、大阪府豊能地区教員、大牟田市教
員、香川県教員、岐阜県教員、堺市教員、吹田市教員、兵庫県

大学院進学

11.6％

キユーピー、
コカ・コーラ ボトラーズジャパン、参天製薬、
ＧＭＢ、
セー
レン、大王製紙、
デル、
ノリタケカンパニーリミテド、
パナソニック、三
浦工業、三菱重工業、山崎製パン

製造業

員、堺市職員、三田市職員、滋賀県警察官、摂津市職員、大山
町職員、東京都消防吏員、富山県警察官、奈良県職員、寝屋川
市職員、兵庫県警察官、兵庫県職員、広島市職員、丸亀市職員

公立学校教員

29.8％

8.7％

卸売・小売業

アイリスオーヤマ、
いすゞ自動車、
エフピコ、
エレコム、
カシオ計算機、

和泉市職員、大阪市消防吏員、大阪市職員、大阪府警察官、大
阪府職員、刑務官、神戸市職員、神戸市消防吏員、堺市消防吏

京都府京田辺市立三山木小学校 教諭

教育・広告・
その他サービス業

金融業・保険業

※企業・団体の名称は、2022年4月現在のものによる。

建設業

公務員

7.6％

13.4％

会、
ＨＯＳ、社会福祉法人八尾市社会福祉協議会、社会福祉法人
大和郡山市社会福祉協議会、社会福祉法人 ライフサポート協会、
洛和会ヘルスケアシステム、
ロングライフホールディング、社会医療
法人 若弘会

ゼミや課外学習を通して得た
「既存の枠組みから外れて物事を捉え直す」経験は、今でも役立っています。常識やあた
卒業

99.2%

社会福祉法人愛光会、
アクティブライフ、
ＥＣＣ、社会福祉法人いず
み野福祉会、社会福祉法人一洋会、医療法人裕歯会ろくもと歯科
医院、大阪赤十字病院、恩賜財団大阪府済生会泉尾病院、学校
法人大谷学園、独立行政法人国立病院機構、地方独立行政法人

現在に生きている在学中の経験は？
2019年3月

.3%

▶ 卒 業 生 の 就 職 先 一 例 〈2021年度卒業生実績〉

聞こえない子どもをオンラインで支援し、
自信を持てる環境を増やしたい。
NPO法人で聴覚障がいのある子ども対象のオンライン教育事業を行っています。
コロナ禍以降、聴覚障がいのある子
どもはマスクで口元が見えず、
コミュニケーションにおいて孤立する問題が顕在化しました。
また、聴覚障がいのある子ど
もは約1000人に1人であるため、身近に支援環境がない子どももいます。
そんな子どもたちに対して、
オンラインを通じ
て学びと出会いを提供しています。聞こえない子どもが自信を持てる環境や、
チャレンジできる選択肢を増やすことが今
の目標です。

女子学生

男子学生

情報通信業

農業・林業・漁業・鉱業

就活に向けて準備をしよう

3年次

働く世界を知ろう

インターンシップへの応募や参加、
各種講座の受講、
OB・OGとの交
流を通じて、
本格的な就職活動の準備･対策を進めていきます。

ガイダンス･各種対策セミナー

企業や省庁･団体と出合うセミナー

● 就職ガイダンス

● webテスト体験会

● 業界研究セミナー

● 就活スキルアップセミナー

● グループ模擬面接

● 企業研究セミナー

● 公務員ガイダンス

● 合同業界（企業）研究セミナ−・単独企業セミナー

● キャリア教育科目

● 就活対策講座（業界・企業研究、筆記試験対策、 ● 公務員採用試験説明会

インターンシップ ● 関大枠インターンシップなど

インターンシップ（夏季･冬季）

自己分析・エントリーシート対策など）

進路を決めよう

4年次

支 援プログラムを活用
し、セミナーなどに参加し
ながら、一人ひとりに合っ
た進路をめざします。

● 単独企業セミナー
● 合同企業研究セミナー
● 就活リスタート講座

先輩・社会人と交流するセミナー
● 就活体験報告会
● OB・OG懇談会

グローバルに働くことをめざす学生への支援プログラム

▶ キャリアセンター堺キャンパス分室
キャリアデザインをサポートするため、就職や進路選択に
関するさまざまなキャリア、就職支援プログラムを開催
人間健康学部生の就職・
進路相談の拠点。就職支
援プログラムの実施や各
種情報提供を行っていま
す。学生一人ひとりに対し
て親身になって相談に乗っ
てくれる専門スタッフがいつ
でも待っています。

● 国際インターンシップ アメリカ
（ロサンゼルス）
、
インドネシア、
タイ ※2023年度予定

▶大 学 院 人 間 健 康 研 究 科 に つ い て
健康・スポーツ研究を通じて、人間社会の健康と福祉に貢献する
本研究科では、既存の体育・スポーツ系研究機関が主目的としてきたスポーツ競技力の向上だけで
なく、身体活動やスポーツを通じて人間の健康や幸福の促進に関する研究や実践を重視していま
す。
これは、健康増進法（2002年）
やスポーツ基本法（2011年）
の理念とも通じており、
ヘルスプロ
モーションとスポーツプロモーションの2つの観点から健康（health）
と健幸（well-being）
を地域社会
で実現することをめざすものです。本研究科ではスポーツを通じた社会関係資本の蓄積や、健康増
進および健康福祉支援事業の実践を推進できるような人材を育成します。中学校・高等学校の保
健体育科専修免許状をもつ指導的教員や、関連分野における高度専門職業人を養成し、
さらには
ＮＰＯやＮＧＯといった市民活動のリーダーを輩出することが目標です。同時に、社会問題を解決に導
くのに必要な学際的な視野と実践力をもった研究者を育てます。

▲呼気ガス分析器による
有酸素性能力の測定中。
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TOPICS
人間健康学部の活動

『つながる』
『ささえる』
『はぐくむ』力を養う、
人間健康学部の活動

人間健康学部の学びはキャンパスの中にとどまりません。
キャンパス内外でのさまざまな活動を通じた「気づき」が人間力を高める。
これが人間健康学部の学びです。

新入生の仲間づくりの場
「オリエンテーション・ワークショップ」

科学的根拠に基づき
健康寿命の改善に取り組む

（新入生研修会）

地域の高齢者を中心として、
「インターバル速歩」
トレーニングに関

新入生のみなさんがスムーズに大学生活を始められるよう

するこれまでの研究成果の紹介と実践指導の体験を通して、その

に、オリエンテーション・ワークショップ（新入生研修会）を

後の自立した健康支援活動コミュニティの創造をめざします。
また、

実施しています。人間健康学部の特色である体験学習法（ア

堺キャンパスを拠点に活動する課外活動団体が多数あります。
人間健康学部生は課外活動にも一生懸命取り組んでいます。

SAKAI CAMPUS
多彩な課外活動団体が活動中！

堺キャンパスを拠点に活動する団体一覧
BLACKYZ
（ダンス）
socias（バドミントン）
Bumps（バスケットボール）
p.t. KAYMO
（舞踊・創作ダンス）
関西大学 K.S Hearts
（サッカー・フットサル）
TC Allegrone
（テニス）
関西大学軟式野球サークル HUMANS（軟式野球） 関西大学人間健康学部 準硬式野球部
がんば FLY HIGH
（バレーボール）
人間健康学部祭典実行委員会
関西大学野球チーム Squeeze
（女子野球）
（学園祭の企画・運営）
WEVO
（ボランティア）
体育会 女子ソフトボール部
（ソフトボール）
※2022年5月現在
いろは。
（軽音楽）

体験ステージからさらに進めた3〜4カ月にわたるトレーニング指

ドベンチャープログラム）を通して、指導役の上位年次生や

導を行い、参加者へのモニターの結果、筋力

教員と意見交換をしながら交流を深めていきます。充実した

（上段左から）
いろは。、BLACKYZ
（下段左から）
関西大学人間健康学部準硬式野球部、
がんば FLY HIGH、関西大学野球チーム Squeeze

▶ 堺キャンパス施設紹介

の向上や生活習慣病指数の改善がみられ

学生生活のために互いに支え合い、影響し合う
「学びの場」

ます。今後も地域の中で科学的根拠に基づ

を自分たちで創り出すための基盤づくりを行っていきます。

いた健康寿命の改善に取り組んでいきます。

堺版介護予防体操
「堺コッカラ体操」

「いのちの教育」
を地域へ

弘原海研究室が、認知機能向上を目的として作った体操です。
「 堺コッカラ体操」と

救急法講習会では、灘ゼミが地域の小学校

いう名前には“ココロ”と “カラダ”を元気に、“堺から（ここから）世界へ”という思い

に出かけていき、
「いざという時」の心肺蘇生

が込められています。体操中の測定検査の結果から、認知機能の向上に有効であ

法などの講習会や実技指導を行っています。

ることが明らかにされています。初心者や熟練者などの上達度や、老若男女を問わ

5 保健室

9 ケアワーク実習室

教職をめざす学生とともに講習内容の開発

ず、一人でもみんなでも一緒に楽しむことのできる体操です。
YouTubeでエクササイズ動画公開中！

堺キャンパス

も行っています。
自分自身の安全を守り、
自分

公式YouTube
チャンネル

や家族・仲間の命や
健康の大切さを知る
「いのちの教育」を
行っていきます。

人間健康学部

Q1

Q&A

6 心理相談室

みなさんからのよくある
ご質問にお答えします。

10 ラーニング・コモンズ

スポーツは好きですが、得意というほどではありません。
それでも入学できますか？

A

人間健康学部では、単にアスリートの養成やスポーツ能力の向上をめざすだけでなく、人間形成を視野にいれた生涯スポーツを指導できる人材の育成も行います。
スポーツと健康コースで

は、生涯スポーツ活動を通しての人間形成やコミュニティの再生、あるいはスポーツ教育を通した人間の健康のあり方を探ります。
そのために、市民を対象とした公開授業を行ったり、
コミュ

ニティスポーツの拠点として大学を広く市民に開放し、地域社会に開かれたプログラムを推進します。
こうした機会を通して、
スポーツ活動で培われたコミュニケーション能力や行動力に磨き

をかけるとともに、幅広い知識に基づく企画力や構想力を身に付け、総合型地域スポーツクラブのコーディネーターや指導者などのスポーツ経験を生かした専門職に就く道が考えられます
ので、心配はいりません。
また、
スポーツを
「みる」
「ささえる」
といった視点から学ぶこともできますので、運動が苦手であってもスポーツの魅力を探求していくことができます。

Q2

1 食堂
（Cafeteria Port）

3 トレーニングルーム
（Fitness Crew） 7 恒温恒湿室（運動・環境生理学実験室）

他大学の体育・スポーツ系学部と人間健康学部は、
どのように違うのですか？

A

人間健康学部では、
人間が
「健幸
（well-being）
」
、
つまりより良く生きられるための知識や技法について考えていきます。
そのために、
スポーツと福祉の両コースを横断する
「連携科目」
や人間

〈WEB版模擬講義〉

健康学部ならではのユーモアや身体文化に関するユニークな科目を設定しています。
また、
介護予防体操や子ども食堂などの地域連携プロジェクトやフィールドワークを通じて、
地域コミュニ

大学での学びを広く知っていただくため、高校
生向けの模擬講義動画を配信しています。
www.kansai-u.ac.jp/koudai/movie/ または

ティにおけるスポーツや健康、
福祉のあり方について学びます。
同時に、
実際に人と触れ合う体験から講義だけでは学べない、
コミュニケーション力・企画立案力・実行力を養います。

Q3

授業やクラブ活動等で千里山キャンパスに通うことはありますか。
堺キャンパスから千里山キャンパスに移動する場合は、通学定期券は利用できますか？
また、下宿先を決める場合は、
どうしたら良いですか？

A

関大
2 図書館

人間健康学部の専門教育科目を10科目程度、外国語科目
（英語など）、共通教養科目・教職科目の一部が千里山キャンパスで受講可能です。
また、すでに千里山キャンパスにあるク

を目的とした通学定期券の発行は認められていません。ただし、前述の千里山キャンパス開講科目の履修登録が週 3 日以上ある場合は、通学定期券の購入が可能です。
また、堺

キャンパスと千里山キャンパスをつなぐシャトルバスも運行していますので、千里山キャンパスへスムーズに移動することも可能です。
また、
自宅から通学が困難な学生のみなさんが

データでみる人間健康学部

男
女
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765人
626人

合計

1,391人

※2021年5月現在

1人

交換派遣留学
1人

※2021年度実績

課外活動団体に所属する学生
2021年度入学生

260 人／335人
※2021年5月現在

教員免許取得者数
中学校教諭
一種免許状

64人

高等学校教諭
一種免許状

76人

両免許（中・高）取得者は64人
※2022年3月卒業生実績

検 索

社会福祉士国家試験合格者

32人

合格率 72.7%（全国平均31.1%）
※2022年3月卒業生実績

堺キャンパス蔵書数

51,571冊

※2021年3月現在

4 体育館
（アリーナ、格技・実習教室）

8 健康運動生理学実験室

11 体験学習エリア

1

テラス席を含めて約400席の食堂は、リーズナブルな定
食などを提供。コンビニエンスストアも併設しています。

5

健康管理、定期健康診断など健康に関するサポート
を行っています。

9

2

約5万冊の蔵書、約200席の閲覧スペースがあり、
他キャンパスの図書も取り寄せが可能です。

6

専 門のカウンセラーがキャンパスライフにおける
不安や悩みに対するケアを行っています。

10 自習やミーティングなどに自由に利用できるほか、PC

安心して下宿先を探せるよう、委託業者と提携し学生寮や学生マンションの斡旋業務を行っています。詳しくは、関西大学人間健康学部ホームページにて紹介しています。

留学者

人間健康

クリック！

ラブに入部を希望する場合は、
そちらに入部することになりますが、堺キャンパスでも独自の活動団体（p.14）
があり、
それらに参加することも可能です。
なお、鉄道会社より課外活動

人間健康学部生

模擬講義

3

各種トレーニングマシンを備え、実際にマシンを使い
ながらトレーニング方法を習得できます。

4

バレーボールコート2面が設置可能なアリーナ、柔道
場、剣道場、更衣室、シャワー室が整備されています。

7

温度を−20℃〜＋40℃、相対湿度を20%〜90%の
範囲で制御することができ、さまざまな環境条件での
生体制御機能について研究を行います。

8

運動を行う際の有酸素性能力の測定など、スポーツ
生理学の研究に必要な実験機器を設置しています。

その他の施設
●

教職相談室

●

紀伊國屋書店関西大学堺ブックセンター

●

福祉実習担当室

●

ユーモア科学スタジオ
●

PC教室

●

プール

介護用ベッド、車イス、高齢者体験セットなどを用い
て、介護技術を学びます。
や図書の貸出、各種質問への対応などを行っています。

11 アドベンチャー施設を利用したグループ活動を通し

て、自分や他者を大切にする心、困難に立ち向かう
力、共に支え合う協調性、相互の信頼感などを育成
する、体験学習のための施設です。スポーツの指導
や教育、福祉の現場で役立つ「場づくり」やリーダー
シップのあり方も学ぶことができます。

詳しい施設の情報は
ホームページを
CHECK!
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