
 

基礎研修委員会 

 
 
 
 
 
 
 
福岡県社会福祉士会で開催している基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術を

学び、社会福祉士の専門性の基礎を身につけること、また自身の実践を振り返り、より深めることを目的とし開催

しています。 

そこで本会では、基礎研修Ⅱおよび基礎研修Ⅲの各科目を「体験受講」できるようにいたしました。 

ご自身の実践に関わりのある科目や、興味のある科目を基礎研修の受講生と一緒に学んでみませんか？さま

ざまな分野で活躍している社会福祉士の皆さまとの交流も図れます。ぜひこの機会に受講ください！ 

また、基礎研修を修了され方で、さらに学びを深めるためもう一度学びたい！と思われている方の受講も大歓

迎です！皆さまの受講をお待ちいたしております！ 

 

◆開催日時および開催場所 

各科目の日程および開催場所につきましては、下記掲載の 

基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲの日程をご確認ください。 

 

◆受講対象者 会員 ・ 非会員（社会福祉士有資格者） 

 

◆定員      一科目 １０名（定員になり次第、締め切ります） 

 

◆受講費     １日 １，０００円  ※受講費は各日受付にてお支払いください。 

 

◆お申し込み方法 

受講申込書に必要事項をご記入の上、各科目の申し込み締め切り日までに、FAXか郵送にてお申し込みください。

各科目の受講申し込み締め切り日は、各日程をご参照ください。 

受講の可否について、事務局からご連絡は致しません。お申し込みいただきましたら、当日の研修開始時間まで

に、会場へお越しください。 

※研修の日程、内容は変更となる場合もあります。 

①お申し込み後に変更となった場合②定員を超えて受講いただけない場合には、事務局よりご連絡いたします。 

※受講をキャンセルされる場合は、必ず事前に事務局担当者までご連絡ください。 

 

★受講の取り扱いと研修単位について★ 

基礎研修は、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。よって、受講された

科目のみを修了されても、基礎研修の単位にはなりません。 

また、科目のみを受講し、その後基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと受講されても、その科目は免除になりません。 

 

 

 

 

 

【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 金子・神 
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 

基礎研修 
科目別受講についてのご案内 



 

 

 

基礎研修Ⅱ 各科目の日程 
 
 
◆人材育成系科目Ⅰ          ※申し込み締め切り：２０１７年６月４日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
６月１１日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○スーパービジョンとは 
○スーパービジョンモデルセッション 
○スーパーバイジー体験 

 
◆地域開発・政策系科目Ⅰ      ※申し込み締め切り：２０１７年７月２日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
７月９日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○社会資源の理解と社会資源開発 
○連携システムのあり方とネットワークの構築 

２日目 
８月２０日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○地域における福祉政策と福祉計画 
○社会福祉調査の方法と実際 

 
◆権利擁護・法学系科目Ⅰ      ※申し込み締め切り：２０１７年９月３日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
９月１０日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○社会福祉における法Ⅰ 
○ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅰ 

２日目 
９月２４日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○社会福祉における法Ⅱ 
○ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅱ 

 
◆実践評価・実践研究系科目Ⅰ   ※申し込み締め切り：２０１７年１０月２２日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
１０月２９日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○実践研究の意義と方法 
○実践研究のための記録 

２日目 
１１月１９日（日） 
９：３０～１３：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○実践評価のための方法 

３日目 
１２月１０日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
セミナールームAB 

○実践研究発表の方法 

 
※研修の日程、内容は変更となる場合もあります。 



 

 
 
基礎研修Ⅲ 各科目の日程 
 
◆実践評価・実践研究系科目Ⅰ   ※申し込み締め切り：２０１７年５月７日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
５月１４日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○対人援助と事例研究 
○事例研究の基本枠組み 
○事例研究の方法としてのケースカンファレンス 

２日目 
６月１１日（日） 
９：３０～１１：３０ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○事例研究のための事例のまとめ方 

３日目 
７月９日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０６研修室AB 

○模擬事例検討会 

 
◆ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ  ※申し込み締め切り：２０１７年６月４日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
６月１１日（日） 
１２：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○実践事例演習Ⅱ 

 
◆権利擁護・法学系科目Ⅰ      ※申し込み締め切り：２０１７年８月１３日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
８月２０日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○意思決定の支援 

 
◆地域開発・政策系科目Ⅰ      ※申し込み締め切り：２０１７年９月３日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
９月１０日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○地域における福祉活動の実際１ 

２日目 
１２月１０日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○地域における福祉活動の実際２ 

 
◆サービス管理・経営系科目Ⅰ    ※申し込み締め切り：２０１７年９月１７日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
９月２４日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○社会福祉の組織と組織マネジメントの意義 
○情報共有・継続の仕組み、サービス評価 

２日目 
１０月２９日（日） 
９：３０～１３：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○リスクマネジメント、苦情解決システム 

３日目 
１１月１９日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○事例検討 

 
◆人材育成系科目Ⅰ           ※申し込み締め切り：２０１８年１月７日（日） 

開催回 開催日時 予定開催場所 テーマ 

１日目 
１月１４日（日） 
９：３０～１３：３０ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○スーパービジョンのモデルセッション 

２日目 
２月１１日（日） 
９：３０～１７：００ 

クローバープラザ 
５０１研修室 

○新人教育プログラム 

※６月１１日（日）の「実践評価・実践研究系科目Ⅰ」と「ソーシャル理論系科目Ⅰ」は午前と午後の開催です。 

ご希望であれば、終日受講されても構いません。 

※研修の日程、内容は変更となる場合もあります。 

                                          



 

事務局欄(通) 

受付日 受付No 備考 

   

 
 

申込日 ２０１７ 年    月    日 
福岡県社会福祉士会 行 
FAX  ０９２－４８３－３０３７ 
 
２０１７（平成２９）年度 基礎研修の科目受講申込書 

 

受講希望科目 

基礎研修 Ⅱ・Ⅲ （○で囲んでください） 受講希望科目の開催日 

１日目：       年    月    日 

２日目：       年    月    日 

３日目：       年    月    日 

科目名 

 

 

（ふりがな） 

氏  名 

 

性 別 男  ・  女 
 

生年月日 西暦      年      月      日 □ 会 員   □ 非会員 

会員番号   
社会福祉士 

登録番号 
 

入会年  資格登録年 西暦             年 

自宅住所 

〒 
 
 
電話番号  （         ）        ―  

日中の連絡先 （ 携帯 ・ 自宅 ・ 職場 ）   （         ）        ―  

勤務先名                          主な職名（                 ） 

所属先属性 

※該当するものを

〇で囲んでください 

Ａ．高齢者施設関係（特養、老健、有料及びディサービス） 

Ｂ．医療保険福祉関係（病院、診療所など） 

Ｃ．障がい者関係（入所、通所、就労支援など） 

Ｄ．地域包括（包括支援センター、居宅ケアマネ含む） 

Ｅ．児童関係（児童相談所、施設、子育て支援等） 

Ｆ．低所得、ホームレス関係（行政生保ＳＷ含む） 

Ｇ．行政機関、社会福祉協議会（地域・後見センター等） 

Ｈ．教育機関（専門学校、大学などの教員等） 

Ｉ．その他（                                     ） 

社会福祉士としての 

実務経験の有無 
有 ・ 無 

社会福祉士としての 

実務経験年数 
年 

※記載している個人情報は、本研修以外で使用することはございません。 
※本紙をコピーしお申し込みください。 
※複数の受講希望科目がある場合は、それぞれの科目でお申し込みしてください。 
※基礎研修は、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。よって、受講された
科目のみを修了されても、基礎研修の単位にはなりません。また科目のみを受講し、その後、基礎研修Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲと受講されても、その科目は免除になりません。 

 


