全国社会福祉協議会 中央福祉学院 社会福祉士通信課程

ね ら い：「第 29 回社会福祉士国家試験」（平成 2９年 1 月）に向けて、全科目（19 科目）
の重要ポイント・頻出キーワードを集中的に学び、本格的な試験勉強のスタートダッシュを切る
ための講座です。
日々の仕事やレポート作成に追われて試験勉強の時間がなかなか確保できなかった方に特
にオススメの講座です。
日

程：平成 28 年 8 月 13 日（土）～14 日（日）
【2 日間】

会

場：ウェルおおさか大阪市社会福祉研修・情報センター
（大阪府大阪市西成区出城 2-5-20）

対象者：本学院社会福祉士通信課程
在籍生・卒業生
定

員：90 名（会場の関係で先着順）
（7 月 11 日現在で 70 名以下の場合、実施しない）
（実施については中央福祉学院ホームページで発表）

受講料：10,300 円（税込）
申込方法：別添の参加申込書を記入の上、メールまたは FAX にて本学院宛にご送付ください。
申込締切：平成 28 年 7 月 11 日（月）午前 9：30 ※ ただし、定員になり次第、締切
使用教材：『社会福祉士の合格教科書 2017』 飯塚慶子著 医学評論社
① 既にお持ちの方 当日、ご持参ください。
② 購入希望の方 別添申込書で購入できます（本学院割引価格）。
※ 講座当日もテキストを販売いたしますが、可能な限り事前にご準備
いただき、熟読の上、講座に参加されることとオススメします。
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プログラム：
〔1 日目〕 8 月 13 日（土）
時 間

9：40～9：45
（5 分）
9：45～12：00
（135 分）

科 目

オリエンテーション・模擬試験説明

模擬試験：共通科目（11 科目）

14：35～16：35
（120 分）

中央福祉学院

中央福祉学院

昼食・休憩

12：00～12：50
12：50～14：35
（105 分）

講 師

模擬試験：専門科目（8 科目）

集中講義「社会理論と社会システム」
※本学院の受講生の多くが苦手とする「社会理論と社会
システム」の全体像を解説していきます。

中央福祉学院

広島文教女子大学
准教授 溝渕 淳

〔2 日目〕 8 月 14 日（日）
時 間

9：30～10：30
（60 分）

科 目

自学自習・グループ学習（予定）

10：30～12：30
（120 分）

講義「共通科目のポイント解説」

12：30～13：30

昼食・休憩

13：30～15：30
（120 分）

15：30

講 師

※共通科目（11 科目）の重要ポイント・頻出キーワード
を解説します。

飯塚 慶子

講義「専門科目のポイント解説」
※専門科目（8 科目）の重要ポイント・頻出キーワードを

飯塚 慶子

解説します。

終了

＜講師紹介＞
講義「共通科目・専門科目のポイント解説」
飯塚 慶子 氏

本学院社会福祉士通信課程卒業生

神奈川県出身。慶應義塾大学大学院修士課程修了。中央福祉学院卒業。
大学・養成施設で社会福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士等の受験対策講座を担当し合格まで
をサポートする。都内を中心に開催する受験対策セミナーでは「理解→演習→暗記」を点数に直結させる効率
的な勉強法で、受験生を合格へ導く。主著『社会福祉士の合格教科書 2017』（医学評論社）ほか。
自身のホームページ上では、受験対策情報を更新中。http://keikoiizuka.com/

集中講義「社会理論と社会システム」 「現代社会と福祉 他」
広島文教女子大学 准教授 溝渕 淳 氏 （本学面接授業講師）
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交通案内：
[最寄り駅・バス停]
JR 環状線・大和路線｢今宮｣駅(西出口)から徒歩約 10 分
地下鉄四つ橋線｢花園町｣駅(2 号出口)から徒歩約 15 分
地下鉄御堂筋線・四つ橋線｢大国町｣駅(5 号出口)から徒歩約 15 分
（「新大阪」から地下鉄御堂筋線「大国町」までの所要時間は 17 分）
市バス｢長橋二丁目｣バス停すぐ 52 系統(なんば～地下鉄花園町～あべの橋)
【ウェルおおさか アクセスの HP】

http://www.wel-osaka.jp/access.html

○ 要点がとてもわかりやすく説明されたので、理解できた。
○ 全科目の重要事項を押さえることができ有効だった。出席したことで勉強のスピードアップ
が図れた。
○ 最後の総復習をどこに的をしぼったらいいかわからなかったので、すべてが参考になった。
○ 科目をまたがる学習方法は自分にあっていたので、わかりやすく、効率のよい学習のコツを
つかめた。スタッフのサポートもありがたく、有意義な 2 日間であった。
○ 仲閒と一緒に勉強することで、良い意味で、刺激を受けることができた。
○ 合宿が勉強するきっかけとなり、家庭から離れたところで集中して勉強ができた。先生の進め
るペースが速く、とても集中して受講することができた。19 科目をポイントだけに絞り、勉強の
目標ができた。スクーリングのときに同じクラスだった方とご一緒でき、とても励みになった。

特記事項：
7 月 11 日（月）午前 9：30 現在の申込人数が 70 名以下の場合、開催を中止いたします。
7 月 11 日（月）までに定員 90 名に達した場合は、その時点で申込を締め切ります。
実施決定・中止等は中央福祉学院ホームーページに掲載しますので、7 月 11 日（月）15 時以降に
チェックください。
ロフォス会場と違い、「自習室」の設定がありません。
プログラム時間は変更になる場合もあります。
＜お問い合わせ先＞
社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院 社会福祉士通信課程 事務局
〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44
国家試験対策メールニュース
TEL 046-858-1355 / FAX 046-858-1356
バックナンバー掲載中！！
E-mail gakuin-shafukushi@shakyo.or.jp
中央福祉学院ホームページ http://www.gakuin.gr.jp/
社会福祉士専用ページ http://www.gakuin.gr.jp/member/course63.html
パスワード gakuin-shafukushi
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昨年度までの直前合宿の様子

Q１ 必ず宿泊しなければなりませんか。
A１ 通いも可能です。
Q２ 初日のみの参加・途中退席は可能ですか。
A２ 可能です。ただし、参加費は変わりません。
Q3 宿泊のあっせんはありますか。
A3 宿泊・交通ともご自身で手配をお願いします。
Q4 今回の試験対策講座に出席できなくても、直前講座（11 月 23
日［予定・会場は大阪市内または神戸市内で調整中］）に参
加することはできますか。
A4 可能です。直前合宿では、全科目の総点検等より直前対策に特化した内容を実施する予定です。
ただし、同じテキストを使用しますので、今回の講座とあわせて参加するとより効果的です。
Q5 テキストは『社会福祉士の合格教科書 2016』でも構いませんか。
A5 最新の制度改正等を反映した『社会福祉士の合格教科書 2017』をご準備ください。
Q6 集中講義「社会理論と社会システム」では、『社会福祉学習双書』（通信課程のテキスト）を持
参した方がよろしいでしょうか。
A6 集中講義用に資料を準備いたしますので、特段不要です。ただし、これまでの学習の確認や集中
講義の復習用に『社会福祉学習双書』を使用されるとより効果的です。
Q7 大阪会場を実施するかどうかはいつどこでわかりますか。
A7 平成 28 年 7 月 11 日（月）15 時以降、中央福祉学院のホームページに掲載します。
http://www.gakuin.gr.jp/
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