新潟医療福祉大学・敬和学園大学・（公社）新潟県社会福祉士会

―

社会貢献事業

新たな福祉社会を担う社会福祉士の育成支援事業

―

開講日

【講座】平成 29 年 7 月 29 日（土）～平成 29 年 11 月 4 日（土） 全 5 日間
【模試】平成 29 年 11 月 18 日（土）
場
新潟ユニゾンプラザ （新潟市中央区上所 2-2-2
TEL 025－281－5511）

会

この事業は、新潟県の福祉人材の育成を目的とし、国家試験の受験資格を有する方(見込みを含む)を対
象にして社会福祉士国家資格取得に向けた受験対策を支援するものです。
例年多数の方々に受講していただき、広範囲による出題範囲の中、重点ポイントの把握および試験直
前までの効率的な学習方法の提案をさせていただいております。
社会福祉士国家試験は非常に難関であり、独学だけではなかなか対応が難しい状況になってきていま
す。このような状況の中、事業の実施に当たり、社会福祉士養成教育及び受験対策に実績のある中央法
規出版株式会社と共催することにより、試験に関する最新の動向、出題傾向を徹底分析し、国家試験合
格までをサポートいたします。ワークブックや過去問解説集を活用し、それぞれの科目に精通している
講師陣から直接講義を受けることは皆様の学習への効果的な一助になると考えます。
限られた時間の中で効率的な学習方法を学びたい方、普段の仕事等で忙しく学習時間が十分にとれな
い方等、多くの方々から受講していただきたいと思います。

【主

催】

新潟医療福祉大学・敬和学園大学・（公社）新潟県社会福祉士会

【共

催】

中央法規出版株式会社

【協 力 団 体】

一般社団法人新潟県老人福祉施設協議会、新潟県介護老人保健施設協会、

（予 定）

新潟県身体障害者施設協議会、新潟県知的障害者福祉協会、
新潟県児童養護施設協議会、新潟県医療ソーシャルワーカー協会、
一般社団法人新潟県介護支援専門員協会

【後

援】（予 定） 新潟県、社会福祉法人新潟県社会福祉協議会

【受講対象者・定員】

平成29年度(第30回)社会福祉士国家試験受験予定者

80名(先着順)

※受講人数が50名に達しない場合、講座は休止とさせていただきます。その際は事務
局より追ってご連絡をさせていただきます。

【日程】〈平成29年7月29日（土）～平成29年11月18 日（土）までの5日間講義＋模擬試験〉
日程・会場

時

間

8:45 ～ 9:00
9:00 ～ 9:25

科 目
受付
オリエンテーション

新潟医療福祉大学 副学長

国家試験の概要、ポイント説明

教授 丸田 秋男 （社会福祉士）

7 月 29 日
（土）

9:30 ～ 11:00

更生保護制度

ユニゾンプラザ

11:15 ～ 12:45

相談援助の基盤と専門職

12:45 ～ 13:45

昼休み

大会議室
4 科目

8 月 20 日

13:45 ～ 15:15

受付

9:15 ～ 10:45

就労支援サービス

11:00 ～ 12:30

現代社会と福祉

12:30 ～ 13:30

昼休み

ユニゾンプラザ

新潟青陵大学 社会福祉学科
准教授 三浦 修 （社会福祉士）

新潟医療福祉大学
特任教授 武井 恒美 （社会福祉士）
新潟医療福祉大学 社会福祉学部
教授 横山 豊治 （社会福祉士）

高齢者に対する支援と

新潟医療福祉大学 社会福祉学部

介護保険制度

教授 渡邉 敏文 （社会福祉士）

児童や家庭に対する支援と

新潟県立大学 人間生活学部

児童・家庭福祉制度

准教授 小池 由佳 （社会福祉士）

8:45 ～ 9:00

受付

9:00 ～ 9:15

合格体験記

（日）

9:15 ～ 10:45

権利擁護と成年後見制度

ユニゾンプラザ

11:00 ～ 12:30

福祉行財政と福祉計画

12:30 ～ 13:30

昼休み

13:30 ～ 15:00

相談援助の理論と方法Ⅰ

15:15 ～ 16:45

相談援助の理論と方法Ⅱ

9 月 17 日

中研修室
4 科目

教授 青山 良子 （社会福祉士）

准教授 三浦 修 （社会福祉士）

8:45 ～ 9:15

15:15 ～ 16:45

敬和学園大学 共生社会学科

障害者自立支援制度
保健医療サービス

4 科目

教授 丸田 秋男 （社会福祉士）

新潟青陵大学 社会福祉学科

15:30 ～ 17:00

13:30 ～ 15:00

新潟医療福祉大学 副学長

障害者に対する支援と

（日）

中研修室

講 師

（公社）新潟県社会福祉士会
会員 土田 純一 （社会福祉士）
新潟医療福祉大学 社会福祉学部
准教授 渡邊 豊 （社会福祉士）
新潟医療福祉大学 副学長
教授 丸田 秋男 （社会福祉士）

新潟医療福祉大学 社会福祉学部
准教授 河野 聖夫 （社会福祉士）
新潟医療福祉大学 社会福祉学部
准教授 河野 聖夫 （社会福祉士）

日程・会場

10 月 15 日

時

間

目

8:45 ～ 9:15

受付

9:15 ～ 10:45

福祉サービスの組織と経営

（日）
11:00 ～ 12:30
ユニゾンプラザ

中研修室

科

（土）
ユニゾンプラザ

新潟医療福祉大学 社会福祉学部
教授 松山 茂樹 （社会福祉士）
新潟医療福祉大学 社会福祉学部

生活保護制度

教授 松山 茂樹 （社会福祉士）

12:30 ～ 13:30

昼休み

13:30 ～ 15:00

社会調査の基礎

15:15 ～ 16:45

社会保障

8:45 ～ 9:15

受付

9:15 ～ 10:45

地域福祉の理論と方法

11:00 ～ 12:30

社会理論と社会システム

12:30 ～ 13:30

昼休み

13:30 ～ 15:00

心理学理論と心理的支援

15:15 ～ 16:45

人体の構造と機能及び疾病

9:00 ～ 9:45

受付

9:45 ～ 10:00

注意事項の説明

10:00 ～ 12:15

午前の部

12:15 ～ 13:20

昼休み

13:20 ～ 13:30

注意事項の説明

13:30 ～ 15:15

午後の部

中研修室
4 科目

11 月 18 日

師

低所得者に対する支援と

4 科目

11 月 4 日

講

新潟医療福祉大学 社会福祉学部
講師 鈴木 未来 （専門社会調査士）
新潟医療福祉大学 社会福祉学部
講師 鈴木 未来 （特定社会保険労務士）

新潟医療福祉大学 社会福祉学部
准教授 青木 茂 （社会福祉士）
新潟医療福祉大学 社会福祉学部
助教 丸山 仁 （社会福祉士）

新潟医療福祉大学 社会福祉学部
准教授 松本 京介 （臨床心理士）
新潟大学大学院 医歯学総合研究科
准教授 黒川 孝一 （歯科医師）

（土）
ユニゾンプラザ

中研修室
模擬試験

★前年度講座を受講された方々の声（合否アンケートより）★
・対策講座を受講し、アドバイスやポイント等を聞くことができ、本当に助かりました。
・受講したおかげで合格できました。本当にありがとうございました。
・講座を受けたことで、確実に点数ＵＰにつながりました。勉強方法を具体的に教えてもらうこ
とで、今後につながる良い経験となりました。
・講座、体験談ともに参考になりました。

【受講料】

○26,000円【全5日間講義＋模擬試験】
○20,000円【全5日間講義のみ】

※ ご希望のいずれかのコース

○ 3,000円【科目毎選択 1科目から受講可】
○ 6,100円【模擬試験のみ】

を選択してください。

※テキスト代(6,480円)は受講料には含まれておりません。別紙申込書により出版元（中央法規出版）へ
お申込みください。

【使用教材】
●テキスト
『社会福祉士 受験ワークブック 2018 (専門科目編)中央法規出版』(2017年6月刊行予定) 3,240円(税込)
『社会福祉士 受験ワークブック 2018 (共通科目編)中央法規出版』(2017年6月刊行予定) 3,240円(税込)
※テキストについて

…

別紙のテキスト申込書により直接出版社へお申込みください。申し込み受理後、
約１週間ほどで、出版社よりご自宅へ直接発送、納品されます。(送料無料)

●模擬試験 『2017年度 社会福祉士国家試験

中央法規全国模試』

※成績表は2017年12月7日頃、中央法規出版模試センターより発送予定。
試験結果はコンピュータにより採点。模試の達成度、全受験者中の順位と偏差値、科目毎の得点と平均
点、1問毎の正誤や全国正答率に加えて、受験直前までにどのような学習法が有益か提案します。
※全国統一模擬試験の内容について
各学校及び他の団体、個人受験等にて中央法規出版株式会社の『2017年度 社会福祉士国家試験
中央法規全国模試』をご利用いただいている場合、試験内容はすべて同一のものです。

【申し込み方法 及び

問い合わせ先】

別紙「申込書」に必要事項をご記入の上、下記の事務局あてにファクシミリでお申し込みください。

事務局

公益社団法人新潟県社会福祉士会
〒950-0994
電

話：025－281－5502

E-mail
【お申込期限】

新潟市中央区上所2－2－2 新潟ユニゾンプラザ3階
ＦＡＸ：025－281－5504

njacsw@poplar.ocn.ne.jp
平成 29 年 6 月 16 日 (金) 申込書 必着

※定員に達した場合は、期日前に締め切る場合もございます。
※お申込書は下記のＵＲＬからもダウンロードできます。
公益社団法人新潟県社会福祉士会ホームページ

http://csw-niigata.sub.jp/

【お申込後の流れ】
●受講決定者には、申込締め切り後、事務局より受講決定通知、請求書を送付します。
(※諸般の事情により、講座の変更・休止の際は、申込期限6月16日(金)以降に事務局より受講希望申込者へ
ご連絡させていただきます。また、新潟県社会福祉士会ホームページ（上記URL）にも掲載いたします。)

●請求書がお手元に届きましたら速やかにお振込みください。ご入金確認後、順次、受講票、会場案内
等を送付いたします。お申し込み後にキャンセルされる方は、必ずご連絡ください。なお、ご入金後
の返金には応じかねますのでご注意・ご了承ください。
※会場に冷暖房設備はございますが、自身でも温度調節ができるよう羽織等をお持ちください。
※本講座に昼食は付いておりません。受講される方は、各自でご用意くださいますようお願いいたし
ます。

