
①設置者の法人種別 学校法人

　名称 学校法人　滋賀学園

　所在地 〒527－0003　滋賀県東近江市建部北町５２０の１

　連絡先 電話　0748-23-0858　　　FAX　0748-22-2687

②代表者氏名 理事長　森　美和子

③養成施設以外の実施事業 大学・短期大学・高等学校・中学校・認定こども園　運営

④財務諸表 　→　https://www.newton.ac.jp/?id=areaB6

①名称 びわこ学院大学 教育福祉学部子ども学科

　所在地 〒527－8533　滋賀県東近江市布施町29

　連絡先 電話　0748-22-3388　　　FAX　0748-23-7202

②代表者氏名 学長　沖田　行司

③開設年月日 2014（平成26）年4月1日　[大学開設は、2009（平成21年4月1日）]

④学則 　→　https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/gakusoku-u.pdf

⑤施設・設備の概要 校舎用地　 13,910 ㎡　運動場　6,194 ㎡　合計20,104 ㎡
校舎　8,322 ㎡・・・普通教室（12室）・介護実習室・入浴実習室・コンピュータ実
習室（3室）・食生活実習室・セミナー室（3室）体育館・図書館（蔵書：約63,000
冊）　ほか

①スケジュール（期間） ４年間

　日程 ４月１日～３月３１日

　時間数 １，１５２時間

②定員 ２０名（男女共学）

③入学までの流れ（募集） 　→　２ページへ

　申込・資料請求先 びわこ学院大学入学センター

〒527－8533　滋賀県東近江市布施町２９

電話　0748（22）3388　FAX　0748（23）7202　Eメール　cl-admin@newton.ac.jp

④費用

入学検定料30,000円　　入学金230,000円　　授業料（年額）830,000円
施設設備費（年額）270,000円　　実習費40,000円
その他（実習着・シューズ約10,000円　教科書等約60,000円　諸会費72,000円
等）

⑤シラバス 　→　https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/syakaifukushishi_johokaiji_syllabus_2020.pdf

⑥科目担当教員 　→　３ページへ

　専任教員略歴 　→　https://www.biwakogakuin.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/syakaifukushishi_johokaiji_2020.pdf#page=8

⑦使用教材 　→　４ページへ

⑧実習施設 　→　５ページへ

⑨実習内容・概要 　→　６ページへ

①卒業生の延べ人数 　7名（社会福祉士養成課程）　　　495名（令和2年3月卒業生まで）

②卒業生の進路の状況 　→　７ページへ
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大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に係る指針に基づく情報開示（2020（令和2）年5月1日現在）



令和３（２０２１）年度びわこ学院大学　入試日程

社会
人

留学
生

エントリー
期間

選考日
内定

発表日
出願期間 試験日 合否発表 手続期間

9月1日 10月1日 11月2日
～ ～ ～

9月4日 10月21日 11月18日

11月2日 11月25日
～ ～

11月11日 12月22日

12月7日 12月25日
～ ～

12月16日 1月27日

11月9日 12月1日
～ ～

11月18日 12月16日

11月9日 12月1日
～ ～

11月18日 12月16日

9月1日 9月24日
～ ～

9月4日 10月21日

12月7日 12月25日
～ ～

12月16日 1月27日

1月7日 2月16日
～ ～

1月29日 3月5日

2月17日 3月12日
～ ～

3月4日 3月19日

1月7日 2月16日
～ ～

1月29日 3月5日

2月4日 2月22日
～ ～

2月12日 3月1日

2月17日 3月12日
～ ～

3月4日 3月19日

○日程については、社会人入試もあわせて実施

■日程については、外国人留学生入試もあわせて実施

*　*　* *　*　* *　*　*

*　*　**　*　**　*　*

12月19日

2月6日
2月7日

学校推薦型
選抜

指定校
推薦

系列校
推薦

スポーツ
推薦

12月1日

*　*　* *　*　* *　*　* 9月12日 9月24日

*　*　* *　*　* *　*　* 11月21日

入試種別

総合型選抜（AO）

公募推薦
前期

公募推薦
後期

3月12日

2月16日

*　*　*

*　*　* *　*　* *　*　*

*　*　* *　*　* *　*　*

*　*　**　*　**　*　*

2月16日

*　*　* 11月2日

*　*　*

*　*　*

*　*　*

3月10日

11月14日
11月15日

12月25日

11月25日

11月21日

2月22日

3月12日

12月1日

12月19日 12月25日

9月24日

*　*　* *　*　* *　*　*

*　*　**　*　*

9月12日
9月13日

*　*　* *　*　* *　*　*

*　*　**　*　**　*　*

■○

総合型選抜

○

自己推薦

前期

後期

一般選抜

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

大学入学
共通テスト
利用選抜

○

○ ■
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教員数、科目ごとの担当教員名 専任　3名　　非常勤(*）　11名

教育内容（時間数） 開講科目名称

人体の構造と機能及び疾病 医学一般 新屋　久幸（*）

心理学理論と心理的支援 基礎心理学 松本　行弘（*）

社会理論と社会システム 家族社会学 パン　ジュイン（*）

地域社会学 パン　ジュイン（*）

現代社会と福祉 現代社会と福祉Ⅰ 榎本　祐子

現代社会と福祉Ⅱ 烏野　猛

社会調査の基礎 社会調査論 榎本　祐子

相談援助の基盤と専門職 社会福祉援助技術論Ⅰ 片山　弘紀

相談援助の理論と方法 社会福祉援助技術論Ⅱ 片山　弘紀

地域福祉の理論と方法 地域福祉論Ａ 眞弓　洋一（*）

地域福祉論Ｂ 山下　憲昭（*）

福祉行財政と福祉計画 福祉行財政論 徐　瓊（*）

福祉計画論 徐　瓊（*）

福祉サービスの組織と経営 福祉経営論 横田　章夫（*）

社会保障 社会保障論 烏野　猛

高齢者に対する支援と介護保険制度 高齢者福祉学概論 片山　弘紀

介護の基本 烏野　猛 片山　弘紀

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 障害児・者福祉論 金子　秀明（*）

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 子ども福祉学概論 榎本　祐子

低所得者に対する支援と生活保護制度 公的扶助論 烏野　猛

保健医療サービス 保健医療サービス論 三嶋　一輝（*）

就労支援サービス 就労支援サービス論 城　貴志（*）

権利擁護と成年後見制度 権利擁護と成年後見制度論 五百木　孝行（*）

更生保護制度 更生保護制度論 五百木　孝行（*）

相談援助演習 社会福祉援助技術演習Ⅰ 片山　弘紀

社会福祉援助技術演習Ⅱ 榎本　祐子

社会福祉援助技術演習Ⅲ 烏野　猛

相談援助実習指導 社会福祉援助技術実習指導Ⅰ 烏野　猛 片山　弘紀

社会福祉援助技術実習指導Ⅱ 烏野　猛 片山　弘紀

相談援助実習 社会福祉援助技術実習Ⅰ 烏野　猛 片山　弘紀

社会福祉援助技術実習Ⅱ 烏野　猛 片山　弘紀

担当教員名
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教材名 出版社名

1 医学概論　第7版 中外医学社 医学一般 （人体の構造と機能及び疾病）

2 はじめて出会う心理学　第3版 有斐閣アルマ 基礎心理学 （心理学理論と心理的支援）

3 子どもの社会と未来を拓く社会福祉 青踏社 現代社会と福祉Ⅰ （現代社会と福祉）

4 社会調査の基礎　第3版 中央法規出版 社会調査論 （社会調査の基礎）

5 新版　よくわかる地域福祉 ミネルヴァ書房 地域福祉論Ａ （地域福祉の理論と方法）

6 福祉行財政と福祉計画　第5版 中央法規出版 福祉行財政論 （福祉行財政と福祉計画）

　　　　　　〃 〃 福祉計画論 （福祉行財政と福祉計画）

7 社会保障便利事典 法研 社会保障論 （社会保障）

8 よくわかる障害者福祉　第6版 ミネルヴァ書房 障害児・者福祉論
（障害者に対する支援と障
害者自立支援制度）

9 新・基礎からの社会福祉　子ども家庭福祉　第2版 ミネルヴァ書房 子ども福祉学概論
（児童や家庭に対する支
援と児童・家庭福祉制度）

10 Q＆A　生活保護手帳の読み方・使い方 明石書店 公的扶助論
（低所得者に対する支援と
生活保護制度）

11 保健医療サービス 学文社 保健医療サービス論 （保健医療サービス）

12 就労支援サービス　第4版 中央法規出版 就労支援サービス論 （就労支援サービス）

13
新・社会福祉士養成講座19
　　　　　　権利擁護と成年後見制度　第4版第3刷

中央法規出版 権利擁護と成年後見制度 （権利擁護と成年後見制度）

14
新・社会福祉士養成講座20
　　　　　　更生保護制度　第4版

中央法規出版 更生保護制度論 （更生保護制度論）

15 社会福祉士　相談援助演習　第2版 中央法規出版 社会福祉援助技術演習Ⅱ （相談援助演習）

使用教材一覧表（受講生が必要とする教材）

教材使用科目（分野）
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施設名称 所在地 事業内容

（医療型障害児入所施設・療養介護事業所）
びわこ学園医療福祉センター草津

滋賀県草津市
笠山8丁目3番113号

医療型障害児入所施設・療養介
護事業所

（医療型障害児入所施設・療養介護事業所）
びわこ学園医療福祉センター野洲

滋賀県野洲市
北桜978-2

医療型障害児入所施設・療養介
護事業所

（知的障害者生活支援センター）
大津支援センター

滋賀県大津市
馬場二丁目13-50

知的障害者生活支援センター

（障害者支援施設）
彦根学園

滋賀県彦根市
高宮町2671

障害者支援施設

（障害者支援施設）
ステップ広場ガル

滋賀県大津市
石山千町270-3

障害者支援施設

（社会福祉協議会）
草津市社会福祉協議会

滋賀県草津市
青地町1086

社会福祉協議会

（社会福祉協議会）
東近江市社会福祉協議会

滋賀県東近江市
今崎町21-1

社会福祉協議会

（国立大学法人）
福井大学医学部附属病院

福井県吉田郡永平寺町
松岡下合月23-3

病院

（知的障害者授産施設）
社会福祉法人大木会もみじ・あざみ

滋賀県湖南市
石部が丘2丁目1番1号

知的障害者授産施設

（社会福祉協議会）
長浜市社会福祉協議会

滋賀県長浜市
湖北町速水2745

社会福祉協議会

（児童養護施設）
鹿深の家

滋賀県甲賀市
甲賀町小佐治3571番地

児童養護施設

（介護老人福祉施設）
特別養護老人ホームゆいの里

滋賀県守山市
洲本町1番地

介護老人福祉施設
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実習種別 実習内容・特徴

社会福祉援助技
術実習Ⅰ

社会福祉サービスの現状や施設の仕組み、組織のあり方を知るとともに、施設職員
の援助関係や具体的な介護サービス提供とチームケアを通じて医療・保健・福祉の
連携やあり方を学ぶ。この実習を通して、相談援助に係る知識と技術について具体
的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。

社会福祉援助技
術実習Ⅱ

社会福祉サービスの現状や施設の仕組み、組織のあり方を知るとともに、施設職員
の援助関係や具体的な介護サービス提供とチームケアを通じて医療・保健・福祉の
連携やあり方を学ぶとともに、業務や仕事という視点からの考察を図る。この実習を
通して、社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握
等、総合的に対応できる能力を習得する。
関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。
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卒業生数

1

1

国

都道府県

市（区）町村

1

3

⑪他産業

⑫進学

⑬未就労

合計

⑤保護施設

⑥児童福祉施設

⑦社会福祉協議会

⑧その他

⑨公務員

⑩医療機関

④障害者支援施設

令和２年３月卒業生の進路状況（社会福祉士養成課程）

就職先

①居宅サービス事業所等（基準該当事業所を含む。）

②介護保険施設

③障害福祉サービス事業所（基準該当事業所を含む。）
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