
2018(平成 30)年度 基礎研修Ⅱ 開催要項 

 

 

◇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。 

 

 

◇受講対象者及び受講費◇ 
①2013(平成 25)年度～2017(平成 29)年度に基礎研修Ⅰを修了された方 受講費 17,000 円  

       

②2014(平成 26)年度以降に基礎研修Ⅱを受講し、一部科目を未受講の方 受講費 不要  

      

 

◇基礎研修テキストについて◇ 
2018 年度基礎研修Ⅱでは、日本社会福祉士会が発行している下記テキストを使用します。 

 

「基礎研修テキスト上・下巻 2015 年 4 月 13 日発行分」 

（受講を希望される方で、上記テキストをお持ちでない方は 別途 購入して頂く必要があります。） 

 

「基礎研修テキスト（スーパービジョン） 2015 年 4 月 27 日発行分」  

「基礎研修Ⅱワークブック 2018 年度改訂版」 

（基礎研修Ⅱの初日に会場で配布する予定です。） 

 

※別途テキストの購入が必要な方は事務局生涯研修センターまでお問い合わせください。 

※任意で「基礎研修Ⅲワークブック 2018 年度改訂版」を購入することもできます。 

 

 

◇受講及び修了条件◇           

１．すべての日程、科目を受講できること（2014 年度以降の基礎研修Ⅱ一部科目未受講者は除く） 

   ※日程通りに科目を受講しなければ、次の科目に進むことができません。（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できなければ、次の科目に進むことができません。 

   ※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．遅刻、早退、欠席をしないこと。 

※15 分以上の遅刻、早退は、欠席となります。 

 

 



◇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、2018 年 3 月 22 日（木）までに、FAX か郵送にて申し込み下

さい。 

②受講申込日までに受講費をご入金下さい。入金確認次第、受講申込受理と致します。 

（キャンセルされても返金は行いません）。 

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。2018 年 4 月 4 日（水）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。 

※受講費は、指定口座にお振込み下さい。（振込手数料は自己負担にてお願いします） 

 

 

◇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 

 

 

◇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ができません。 

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）。 

 

 

◇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、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、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、早めにお問い合わせください。 

尚、他県において一部科目の受講をする場合、事務手数料が発生します。（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為、全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)を満たすことになります。 

【基礎研修単位】 

基礎研修

Ⅲ 

2 単位 

1 単位 1 単位 1 単位 

1 単位 

2 単位 

 

基礎研修

Ⅱ 
1 単位  1 単位  

基礎研修

Ⅰ 
 3.5 時間 

 
権利擁護 

（1 科目） 

地域開発 

（2 科目分） 

サービス 

（1 科目） 

実践評価 

（2 科目分） 

人材育成 

（1 科目） 

SW 理論 

（1 科目） 

 

生涯研修制度 

独自の研修・実績 

（3.5 単位） 
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についての情報提供◇ 

 基礎研修Ⅱに関する情報は、受講者のみなさまに必要に応じて随時提供いたします。日程や課題提

示などの情報を含むものとなりますので、本会より案内が届いた場合には、必ずご一読ください。 

 

 

◇自然災害発生等による研修会の中止について◇ 

 自然災害発生等によりやむをえず研修会を中止する場合がございます。判断基準等は研修日の前々

日に本会ホームページに掲載しますのでご確認ください。振替日程については受講生の皆さまに不利

益が生じないようできるだけの措置を講じますが、全ての受講生に対応できるとは限りませんのでご

了承ください。 

 

 

◇申し込み締切日◇   

 

 ２０１8 年 3 月 22日（木） 

 

◇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 事務局 
生涯研修センター 芳川 

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Ⅱ日程◇                              別紙 

※予定であり、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 開催日時 予定開催場所 科目 テーマ 

1 日目 
4 月 15 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

ソーシャルワー

ク理論系科目Ⅰ 

○相談援助サービスの視座と展開過程 

○実践のためのアプローチ 

2 日目 
4 月 29 日（日） 

9：30～13：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

ソーシャルワー

ク理論系科目Ⅰ 
○自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク 

事前 

課題 

↓ 

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 13 日（日）持参 

★基礎研修Ⅱワークブック P29～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。 

3 日目 
5 月 13 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

ソーシャルワー

ク理論系科目Ⅰ 
○実践事例演習 

事前 

課題 

↓ 

②事前課題 地域開発・政策系科目Ⅰ        提出期限：6月10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。 

4 日目 
6 月 10 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

501 研修室 

（春日市） 

地域開発・ 

政策系科目Ⅰ 

○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  

事前 

課題 

↓ 

③事前課題 地域開発・政策系科目Ⅰ         提出期限：7月１５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。 

5 日目 
7 月 15 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

地域開発・ 

政策系科目Ⅰ 

○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 

↑ 

事後 

課題 

④事後課題 地域開発・政策系科目Ⅰ  提出期限：8 月 20 日（月）（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。 

6 日目 
8 月 26 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

人材育成系科目 

○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 

※事前・事後課題内容は、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 

7 日目 
9 月 9 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

権利擁護・ 

法学系科目Ⅰ 

○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 

8 日目 
9 月 23 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

権利擁護・ 

法学系科目Ⅰ 

○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 

9 日目 
10月 28日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

実践評価・ 

実践研究系科目Ⅰ 

○実践研究の意義と方法 

○実践研究のための記録 

10 日目 
11月 18日（日） 

9：30～13：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

実践評価・ 

実践研究系科目Ⅰ 
○実践評価のための方法 

事前 

課題 

↓ 

⑤事前課題 実践評価・実践研究系科目Ⅰ 提出期限：12 月 3 日（月）（メール・郵送必着） 
★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。 

11 日目 
12 月 9 日（日） 

9：30～17：00 

クローバープラザ 

セミナールーム AB 

（春日市） 

実践評価・ 

実践研究系科目Ⅰ 
○実践研究発表の方法 

↑ 

事後 

課題 

⑥事後課題 実践評価・実践研究系科目Ⅰ 提出期限：1 月 15 日（火）（メール・郵送必着） 
★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。 

  所定の様式で A4 2 枚に収まるように作成してください。 

※事前・事後課題内容は、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。 

 

 



                                 事務局欄 

受付 No 受付日 振込日 備考 

    

 
申込日 2018年    月    日 

福岡県社会福祉士会 行 
FAX  ０９２－４８３－３０３７ 
 

20１8（平成 30）年度  基礎研修Ⅱ 申込書 

（ふりがな） 

氏  名 

 

性別 男  ・  女  

生年月日 西暦       年    月    日 

会員番号  社会福祉士登録番号  

入会年 西暦        年 資格取得年 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  

勤務先 

（住所・電話） 

〒 
 
 
電話番号  （         ）        ―  

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・保健・福祉関係（病院、診療所など） 

Ｃ．障がい者関係（施設、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 

これまでの相談援助専門職

としての実務経験の有無 
有 ・ 無 

左記における 

実務経験年数 
年 

主な職名 

（            ） 

 

 

※これまでの実務経験内容が、社会福祉士及び相談援助専門職としての職務かどうかは、ご自身の判断で差

支えございません。 

基礎研修Ⅱ受講にむけての 

抱負など（任意） 
                         

□私は、福岡県社会福祉士会が主催する 2018年度基礎研修Ⅱを受講します。 
（□にチェックを入れて下さい） 
※記載している個人情報は、本研修会目的以外で使用することはございません。 


