◇ねらい◇
社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術について理解する。

◇到達点◇
１．社会福祉士の倫理綱領や行動規範をふまえた実践の理解ができる。
２．社会福祉士共通基盤について理解を深め、実践との関係を知る。
３．社会福祉援助の展開過程を知り、それをふまえた実践ができる。
４．実践力を高めるための基礎的な援助技術を身につける。
５．スーパービジョンについて学ぶ。

◇受講対象者◇
基礎研修Ⅰを修了された方および基礎研修Ⅱの一部科目を未受講の方

◇受講費およびテキストについて◇
２０１７年度基礎研修Ⅱでは、日本社会福祉士会が発行している「基礎研修テキスト（上巻・下巻）」、
「スーパービジョン研修テキスト」と「基礎研修Ⅱワークブック」を使用しますが、下記（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の受
講者種別によって受講費および必要なテキストが異なります。受講者種別ごとの受講費とテキスト代は
以下のとおりです。
（Ａ） ２０１６年度基礎研修Ⅰを受講し修了された方
（Ｂ） ２０１３年度～２０１５年度に基礎研修Ⅰを修了したが、各テキストをお持ちでない方
（Ｃ） ２０１３年度以降、基礎研修Ⅱの一部科目を未受講で、各テキストをお持ちでない方

受講費

受講者種別

（Ａ）の方

（Ｂ）の方

（Ｃ）の方

１５，０００円

○

○

不要

基礎研修テキスト（上巻）

２，２３５円

購入済み

基礎研修テキスト（下巻）

２，２３５円

購入済み

スーパービジョン研修テキスト

８０７円

○

基礎研修Ⅱワークブック

８６９円

○

各テキストをお持ちでない方
は、購入を希望するテキスト
の合計金額を受講費と一緒
にお振込みください。

各テキストを購入される方は、申込書の購入希望欄に「○」を付け、お申し込みください。
お申し込みいただいた各テキストは、研修初日にお渡しします。

◇受講申し込み方法◇
①受講申込書に必要事項をご記入の上、２０１７年３月１７日（金）までに、FAX か郵送にてお申し込み
いただき、指定口座に受講費とテキスト代をお振り込みください。（振込手数料は自己負担にてお願
いします）
②入金を確認次第、受講申込受理といたします。
※なお、お振り込み後に受講をキャンセルされても受講費・テキスト代は返金いたしません。
③申し込み締め切り後、受講決定通知書をお送りいたします。２０１７年４月７日（金）までに届かない
場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

◇受講費振込先◇
受講費振込先 ： 福岡銀行 博多駅前支店
普通預金 ３０７８４０４ シャ）フクオカケンシャカイフクシシカイ
１５,０００円＋テキスト代（指定口座へ申込期日までにお振り込みください。）
◇申し込み締切日◇
２０１７（平成２９）年３月１７日（金）

◇事前学習、事前課題、事後課題（修了評価）◇
事前学習や課題提出が必要な科目があります。
１．事前学習
レポート提出は不要ですが、当該科目を受講する前に基礎研修テキストに目を通し学習をして下さい。
２．事前課題
提示課題に沿って、レポートをまとめ、当該科目を受講する前（もしくは当日）までに、レポートを提
出して下さい。期日までにレポートの提出がなければ、当該科目を受講することはできません。
３．事後課題（修了評価）
当該科目受講後、提示課題に沿って、レポートをまとめ、期日までに、レポートを提出して下さい。
期日までにレポートの提出がなければ、当該科目を修了できません。また、レポート内容が不十分
な場合も修了できません（１度だけ再提出を認めます）。

◇受講および修了条件◇
１．すべての日程、科目を受講できること。（２０１３年度以降、基礎研修Ⅱ一部科目未受講者は除く）
※各科目、順番通りに研修テーマを受講しなければ、当該科目を修了することはできません。（基礎
研修Ⅱを修了できません）
２．提示された課題（事前課題、事後課題）を期日までに提出すること。
※期日までに課題の提出がなければ、当該科目を修了することはできません。
※課題によっては、その内容を評価し、基準に満たさない場合は、再提出を求めるものもあります。
（再提出は１回までであり、その際に基準を満たさない場合、修了できません）
３．欠席をしないこと。15 分以上の遅刻、早退は欠席扱いとなりますのでご注意ください。

◇開催日に受講ができない場合の取り扱い◇
原則として、別紙に定める日程にて受講していただきます。
基礎研修Ⅱは、認定社会福祉士となるための一つの単位として認証を受けており、各科目日程通
りに研修を受けていただく必要があります。
例えば、３日目の研修は、１日目と２日目の研修を終えていなければ受講することができません。
受講できなかった科目は、次年度以降受講していただくことになります。ただし、引き続き別の科目は受
講することができます。

◇九州・沖縄各県で開催される基礎研修Ⅱへの受講◇
福岡県社会福祉士会では、基礎研修Ⅱの受講について、九州・沖縄各県で開催している同研修の相
互乗入ができるようにしています。やむを得ない理由で、本県の開催日と一部日程が合わない場合には、
九州・沖縄各県で開催している同研修に３回まで振替受講することができます。
ただし、日程によっては、本県開催のカリキュラムと順番が合わず、受講できない場合もありますので、他
県の受講を希望される場合には、十分に日程をご確認ください。
なお、他県において一部科目の受講をする場合、事務手数料が２，０００円発生します。（他県の開催日
程などに関しましては、事務局にお問い合わせください。）

◇生涯研修制度と認定社会福祉士制度の基礎研修修了期間◇
基礎研修には、生涯研修制度と認定社会福祉士制度の２つの受講方法があります。
①生涯研修制度⇒修了期間に制限なし
②認定社会福祉士制度⇒６年間で基礎研修Ⅰから基礎研修Ⅲまでを修了
基礎研修Ⅰ

基礎研修Ⅱ

基礎研修Ⅲ

生涯研修制度

修了期間に制限なし

認定社会福祉士制度

基礎研修Ⅰ受講開始年度から６年間（最長６年間で修了）

◇研修単位◇
基礎課程は、基礎研修Ⅰから基礎研修Ⅲまでを修了することで基礎課程修了となります。生涯研修制
度上の単位数は、「認証された研修１０単位」と「生涯研修制度独自の研修・実績３．５時間」となります。
また、基礎課程は認定社会福祉士の研修認証を受けている研修のため、すべてのカリキュラムを修了
すると、認定社会福祉士の認定申請に必要な共通専門科目１０単位（８科目）をも満たすことになります。
【基礎研修単位】
基礎研修

１単位

Ⅲ
基礎研修
Ⅱ

１単位

１単位
１単位

２単位

１単位

１単位

２単位

基礎研修

３．５時間

Ⅰ
権利擁護

地域開発

サービス

実践評価

人材育成

SW 理論

（１科目）

（２科目分）

（１科目）

（２科目分）

（１科目）

（１科目）

生 涯研 修制 度
独自の研修・
実績

認証された研修（１０単位）
（社会福祉士生涯研修手帳より抜粋）

◇基礎研修Ⅱ日程◇
※日程やプログラムが変更となる場合もございますので、ご了承下さい。
開催
回
１日目

２日目

事前
課題
↓

３日目

４日目

事前
課題
↓

５日目
↓

事前
課題
↓

６日目
↓

事後
課題

開催日時

予定開催場所

科目

テーマ

クローバープラザ
ソーシャルワーク ○相談援助サービスの視座と展開過程
セミナールーム AB
理論系科目Ⅰ
○実践のためのアプローチ
（春日市）
クローバープラザ
４月２３日（日）
ソーシャルワーク
セミナールーム AB
○自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク
09：30～13：00
理論系科目Ⅰ
（春日市）
①事前課題 ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ
提出期限：５月１４日（日）持参
★基礎研修Ⅱワークブック P22～P41 事前学習資料『新 社会福祉援助の共通基盤 第２版』の「社会
福祉士がとらえる相談援助 第 4 節 社会福祉援助の展開過程」を読み、社会福祉士取得を目指して
いる学生に説明をするためのレジュメを作成してください。
クローバープラザ
５月１４日（日）
ソーシャルワーク
セミナールーム AB
○実践事例演習
09：30～17：00
理論系科目Ⅰ
（春日市）
クローバープラザ
○スーパービジョンとは
６月１１日（日）
セミナールーム AB
人材育成系科目
○スーパービジョンモデルセッション
09：30～17：00
（春日市）
○スーパーバイジー体験
②事前課題 地域開発・政策系科目Ⅰ
提出期限：７月９日（日）持参
★① 所属組織が所在する地域の特性について調べ、地域特性から考えられる住民生活の特徴につ
いてレポート（800 字程度）にまとめてください。
★②－１ 所属組織が所在する地域にある社会資源について調査し、マップ（視覚化できるものA4サ
イズで1枚）を作成して下さい。
★②－２ また、住民等にとって不足していると思われる社会資源や、今後必要と思われる社会資源に
ついて考察し、レポート（800 字程度）にまとめて下さい。
クローバープラザ
７月９日（日）
地域開発・
○社会資源の理解と社会資源開発
セミナールーム AB
09：30～17：00
政策系科目Ⅰ
○連携システムのあり方とネットワークの構築
（春日市）
③事前課題 地域開発・政策系科目Ⅰ
提出期限：８月２０日（日）持参
★① 所属組織が所在する自治体で、現在策定されている地域福祉計画などの福祉計画について、ど
のようなものがあるか調べてみましょう。
調べた内容をもとに、地域における自組織の役割についてレポート（1000字程度）にまとめてください。
★② 所属組織が所在する地域の住民福祉活動やボランティア活動の実態や課題等について考察し、
レポート（800 字程度）にまとめてください。
クローバープラザ
８月２０日（日）
地域開発・
○地域における福祉政策と福祉計画
セミナールーム AB
09：30～17：00
政策系科目Ⅰ
○社会福祉調査の方法と実際
（春日市）
④事後課題 地域開発・政策系科目Ⅰ
提出期限：１０月１日（日）（郵送のみ・必着）
★① 所属組織が所在する地域について、「地域における福祉政策と福祉計画」において、福祉計画や
住民活動、ボランティア活動等に関する学習で考察された内容をもとに、テーマを定め、実際に調査
を行ってください。
★② 実施した調査結果をレポートにまとめ、地域の実情や調査結果を第三者へ説明できるようなプレ
ゼンテーション用の資料を作成してください。

４月１６日（日）
09：30～17：00

※各日程および事前・事後課題の内容は変更となる場合もあります。詳細は、基礎研修開始後にご案内
します。

開催回

予定日程

予定開催場所

科目

テーマ

クローバープラザ
９月１０日（日）
権利擁護・
○社会福祉における法Ⅰ
７日目
セミナールーム AB
09：30～17：00
法学系科目Ⅰ
○ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅰ
（春日市）
クローバープラザ
９月２４日（日）
権利擁護・
○社会福祉における法Ⅱ
８日目
セミナールーム AB
09：30～17：00
法学系科目Ⅰ
○ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅱ
（春日市）
クローバープラザ
１０月２９日（日）
実践評価・
○実践研究の意義と方法
９日目
セミナールーム AB
09：30～17：00
実践研究系科目Ⅰ ○実践研究のための記録
（春日市）
クローバープラザ
１１月１９日（日）
実践評価・
10 日目
セミナールーム AB
○実践評価のための方法
09：30～13：00
実践研究系科目Ⅰ
（春日市）
事前
⑤事前課題 実践評価・実践研究系科目Ⅰ
提出期限：１２月１日（金）（メール・郵送必着）
課題
模擬的な分科会発表レジュメを作成して下さい。
↓
→全国大会の社会福祉士学会（分科会）で 15 分間の発表をすることを想定して作成して下さい。
クローバープラザ
11 日目 １２月１０日（日）
実践評価・
セミナールーム AB
○実践研究発表の方法
↓
09：30～17：00
実践研究系科目Ⅰ
（春日市）
⑥事後課題 実践評価・実践研究系科目Ⅰ
提出期限：１月１４日（日）（メール・郵送必着）
事後
模擬的な分科会発表レジュメを作成して下さい。
課題
→全国大会の社会福祉士学会（分科会）で 15 分間の発表をすることを想定して作成して下さい。

※各日程および事前・事後課題の内容は変更となる場合もあります。詳細は、基礎研修開始後にご案内
します。

◇申し込み・問い合わせ先◇
公益社団法人 福岡県社会福祉士会
生涯研修センター 事務局 神（コウ）
住所 ： 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 9 番 12 号
アイビーコートⅢビル 5F
TEL ： 092－483－2944 FAX ： 092－483－3037
e-mail ： kensyu@facsw.or.jp

