全国社会福祉協議会 中央福祉学院 社会福祉士通信課程 受講案内

ねらい

国家試験の最新傾向を徹底分析した飯塚慶子講師とともに「問題演習」と「解説講義」を
繰り返し、集中的に勉強し、独学よりも効率よく学び、暗記点を上乗せします。
あと 1 点で泣かないため、合格へ進む最後のチャンスです。
このような方に特にオススメ
 模擬試験で思ったように点数が伸びなかった方
 中央福祉学院全国統一模擬試験を受験予定の方
全体的傾向としての正答率の低い問題を解説します
 残り 2 か月で合格点まで挽回したい方
 総仕上げ前に勉強法の軌道修正を図りたい方
 集中的に勉強したい方・直前の追い込み方策を知りたい方
 第 3１回国家試験に何が何でも合格したい方

会 場 東京会場 新霞ヶ関ビル 全国社会福祉協議会 5 階会議室
（東京都千代田区霞ヶ関 3-3-2 最寄駅：霞ヶ関または虎ノ門）
・
日29程
平成
年 11 月 18 日（日）９：３0～18：00（７時間
大阪会場 大阪 TECOM

30 分）

（大阪府大阪市北区梅田 3-3-45 マイルト西梅田ビル 3 階 最寄駅：梅田）

11 月 24 日（土）９：３0～18：00（７時間 30 分）

（12：00～13：０0 はお昼休憩）
対象者 本学院社会福祉士通信課程の在籍生・卒業生
・
東京会場
1２0 名【先着順】
定 員
大阪会場
７0 名【先着順】

受講料

①直前講座のみ参加
10,300 円（税込）
②模擬試験受験・直前講座参加 17,000 円（税込）
③模擬試験のみ受験

(講座 10,300 円+試験６,700 円)

６,700 円（税込）

※ 受講料は、「受講決定通知」に添付の払込取扱票により支払。振込手数料は払込人負担。

申込締切

使用教材

平成３０年

11 月２２日（木）※

ただし、会場定員になり次第、締切

（申込状況はＨＰに掲載します）

『社会福祉士の合格教科書 201９』（飯塚慶子著 福祉教育カレッジ）
① 既にお持ちの方 当日、ご持参ください。
② 購入 中央福祉学院 HP 掲載の福祉教育カレッジ HP から申込（本学院割引価格）
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プログラム
【第 31 回社会福祉士国家試験全国統一模擬試験】
11 月 17 日（土）（会場 新霞が関ビル 全国社会福祉協議会 5 階）
11 月 23 日（金・祝）（会場 大阪 TECOM マイルト西梅田ビル 3 階）
時 間

科 目

12：30～
13：00～13：10
13：10～15：25
（2 時間 15 分）
15：45～15：50
15：50～17：35
（1 時間 45 分）
17：35

講師／進行

受付
共通科目 試験問題配布・重要事項説明

(株)テコム

共通科目 試験

専門科目 試験問題配布・重要事項説明
専門科目 試験

終了

（前日開催）模擬試験の
内容をフィードバック！

【第 31 回社会福祉士国家試験対策直前講座】
11 月 18 日（日）（会場 新霞が関ビル 全国社会福祉協議会 5 階）
11 月 24 日（土）（会場 大阪 TECOM マイルト西梅田ビル 3 階）
時 間

科 目

9：00～

すぐに内容を振り返る
ことができます！
講師／進行

受付

9：30～12：00
（2 時間 30 分）

【国家試験対策直前講座・共通科目】

前日開催模擬試験の解説
得点力を上乗せする重要ポイントの解説

12：00～13：０0

昼食休憩（60 分）

13：00～18：00
（5 時間）

【国家試験対策直前講座・共通/専門科目】

18：00

合格力を鍛える重要ポイントの解説

＜講師＞
飯塚 慶子

＜講師＞
飯塚 慶子

終了

持参物
ここで差がつく！！
①テキスト『社会福祉士の合格教科書 2019』
②「全国統一模擬試験（福祉教育カレッジ）」受験者は、問題冊子と解説書を持参
③筆記用具（黒・赤） ④下線をひくペン 2 色 ⑤ポストイット
⑥ノートまたはルーズリーフ（Ｂ５、Ａ４サイズ（大学ノート程度）以上の大きさ）
皆さんの先輩！！
中央福祉学院社会福祉士通信課程卒業生

講師紹介

飯塚 慶子

氏

神奈川県出身。慶應義塾大学大学院修士課程修了。
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。
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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 2019』（医学評論社）、『飯塚慶子の過去問攻略＆暗記 CD 共通科目
編』ほか（※最新 2019 年 CD は下記 HP より申込可能）。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/

交通案内
東京会場 新霞ヶ関ビル 地下鉄をご利用の場合
銀座線 虎ノ門駅 ［11］出口 徒歩 2 分

丸ノ内線 霞ヶ関駅［A13］出口徒歩 9 分

日比谷線 霞ヶ関駅［A13］出口徒歩 7 分 千代田線 霞ヶ関駅［A13］出口徒歩 6 分

大阪会場 大阪ＴＥＣＯＭマイルト西梅田ビル 3 階
JR 梅田駅 桜橋口より徒歩 4 分

留意事項
① 11 月 17 日（土）（東京）、11 月 23 日（金・祝）（大阪）の都合がつく方
→中央福祉学院模擬試験の「在宅受験」 には申し込まず、全体会場で受験。
② ①11 月 17 日（土）（東京）、11 月 23 日（金・祝）（大阪）を受験できない方
→各都道府県社会福祉士会が実施する「全国統一模擬試験」をオススメします。
③ ①②とも受験できない方
→中央福祉学院模擬試験の「在宅受験」をオススメします。
☆本試験対策直前講座は、受講前に
「全国統一模擬試験(株)テコム福祉教育カレッジ」の模擬試験を受験されることをオススメします。
☆本試験対策直前講座は、「試験対策重点講義」とは内容が異なります。
（9 月 24 日（月・祝）・10 月８日（月・祝）ロフォス開催 別途案内）
☆お申込後のキャンセルについては、資料の発送をもって替えさせていただきます
（受講料は返却されません）。

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
TEL 046-858-1355 / FAX 046-858-1356
E-mail gakuin-shafukushi@shakyo.or.jp
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