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第３学期の答案提出期間の直前になりました。
皆さん課題は進めていますか？ 今回の学習通信は…

　　「老人福祉論」の課題訂正について
　　第２学期の成績はいつ来るの？
　　不合格だけど再提出できるの？
スケジュールを確認して計画的に学習しましょう！

今回の学習通信

～余裕をもってご提出を～

●	提出期限（消印有効）を１日でも過ぎますと、
答案の受付はできません。

●	11月30日にポストに投函しても、消印が12月
1日以降の日付となっている場合は、受付でき
ません。

●	自己採点用に郵送前に必ずコピーをとり、控え
をお手元に保管してください。答案をコピー機
に置き忘れないようにご注意ください。

●	切手の貼り忘れにご注意ください。

●	答案提出期間を設定しています。本学習通
信を確認してから投函するようにしてくだ
さい。

第３学期　答案提出期間
11月1日（火）～11月30日（水）

第３学期答案の締切は１１月３０日 （水）です。1
▲ロフォス湘南から臨む夕焼け

第３学期の提出課題は
次の４科目です。

●老人福祉論

●公的扶助論

●地域福祉論

●社会保障論

提出する科目の答案用紙を使用してください

４科目まとめて郵送してください

封筒が足りない場合は「学習の手引」46ペー
ジを参照のうえ作成してください

継続受講の方は該当科目のみご提出ください



第２学期の成績結果の送付について3

３学期学習課題設問文の訂正について2

今後の発送スケジュールについて4

Point ・	11月下旬～12月上旬（予定）に成績表（履修状況通知）を発送
・	成績表が届かない場合は、中央福祉学院（TEL：046－858－1355）までご連絡ください

11 月下旬～ 12月上旬 12月下旬～ 1月上旬

履修状況通知の送付

・	評価A～ Cが合格	
Dが不合格
・	送付先は申込時に指定された教材等
送付先住所
・	提出いただいた答案の返送はしません
・	通信欄に答案の返送状況等、中央福
祉学院からのお知らせを記載します
ので、必ずお読みください。

「正解と解説」 
の送付

合格科目

不合格通知の送付

不合格科目がある方には
・	不合格通知
・	再提出用の解答用紙と封筒を送
付します

不
合
格
科
目

科目名 誤 正

老人福祉論
問15

市町村は介護保険の保険者であるた
め、介護保険全般に対する住民からの
質問、相談、苦情等に対応する第一次
的な窓口であるとともに、サービス事
業者に対する指導監督権限も有する。

市町村は介護保険の保険者であるた
め、介護保険全般に対する住民からの
質問、相談、苦情等に対応する第一次
的な窓口である。

3学期「老人福祉論」学習課題の設問文に、下記の通り誤りがありました。謹んでお詫び申しあげ
るとともに、下線部を読み替えたうえでご解答くださいますようお願いいたします。

11 月
上旬

下旬
４学期　学習のポイントと課題
２学期　成績表（11月下旬～12月上旬）

12 月
上旬

下旬
学習通信 vol.4
２学期　正解と解説（12月下旬～1月上旬）

1 月
上旬
下旬 ３学期　成績表（1月下旬～2月上旬）

2 月
上旬

下旬
修了テスト
３学期　正解と解説（2月下旬～3月上旬）

3 月
上旬
下旬 ４学期　成績表（3月下旬～4月上旬）

4 月
上旬

修了証書
（修了テスト　正解と解説を同封）

下旬 ４学期　正解と解説（4月下旬～5月上旬）

今後の発送物の予定は下表のとおりです。12月から第４学期が開始となります。第４学期の学習
教材「学習のポイントと課題４」を11月下旬に発送する予定です。12月に入っても到着しない場合
は中央福祉学院（TEL：046－858－1355）までご連絡ください。



さらなるキャリアアップに向けて7

再提出答案提出の注意点5

これまでのスクーリング受講者の声6

Point

答案の再提出は1度だけ可能です。
不合格通知に記載されている期日（消印有効）までに必ず提出してください。

①再提出となった場合、再提出対象科目のみを再度提出していただ
きます。
②課題は初回提出時と同様、すべての課題に解答してください。
再提出は１回のみ可能です。再提出で不合格になると、未修了
となります。
頑張って今年度中に修了させましょう！

学習の手引

21ページ

●	再提出答案作成
上の注意事項
……

中央福祉学院では、福祉職員の専門性や知識・技術の向上に役立つ様々な研修をご用意しておりま
す。その一部をご紹介します。

相談援助に携わる皆さまには、本課程修了後もさらなる専門性の向上をめざし、社会福祉士国家試
験に挑戦することをおすすめします。入学案内を中央福祉学院ホームページに掲載しております。詳
細はそちらをご覧ください。

～相談援助のプロフェッショナルをめざす～
社会福祉士通信課程短期養成コース

入学年度内の受験が可能

合格すると…

●	最短９か月で国家試験受験資格を取得！
●	スクーリングは、２会場から選択！
東京・ロフォスの２会場をご用意。
お好きな会場をお選びいただけます。
（年により、会場が変更されることがあります）
●	土日開講！
スクーリングは土日を中心に開講いたします。

社会福祉士国家試験

社会福祉士資格取得

中央福祉学院
社会福祉士通信課程

短期養成コース（９か月）

社会福祉主事資格認定
通信課程を修了

相談援助実務２年
その後に、

実
習
免
除

①自宅学習
②スクーリング（計６日間）
　　　　　　　　　　で学習を進めます。

その他試験対策メールニュースの配信や試
験対策講座（任意参加）も充実！　国家試
験合格に向けてバックアップいたします。

各所に消毒液が
置かれ、 席の間
隔もとり、 換気も
されていて安心し
て受講できた。

今年度は対面によるスクーリングを再開しました。感染防止にご協
力いただきありがとうございます。アンケートから受講者の皆様の感
想を一部ご紹介します。

２日目の演習	（ボカシ加工済）

講師の指摘
に自分の仕
事を重ねて
考えることが
できた。

演習はグルー
プで話し合うこ
とで、 聴くだけ
でない、 いい
勉強になった。

仕事にはなじみのな
い分野の科目だっ
たが、 分かりやすい
たとえ話をしてくれて
よく理解できた。



社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院
〒 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
HP：https://www.gakuin.gr.jp/
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中央福祉学院 「学習通信」広告:主事 （公務員）　B5　1/2P

詳細・電子書籍版の
ご購入はこちら！
詳細・電子書籍版の
ご購入はこちら！

※クレジットカード決済にも対応

福祉関係図書の
検索・注文ができる
ホームページ

お申込みは、書店、都道府県・指定都市社会福祉協議会または下記へ

小山 進次郎 著 
●定価 8,030 円（税込）  ●A5 判 ・ 986 頁 ●2021 年 4 月発行  

●電子版 定価：7,260 円（税込） amazon（Kindle 版）、iBook のみ 3 分冊 

※本書は昭和50年の版をオリジナルのまま復刻しており、 文字にかすれ等がありますので、 予めその旨ご了承ください。

生活保護法の解釈と運用
（復刻版）

●本書は現行「生活保護法」の制定時（昭和２５年）に初版刊行　　
　　しています。
●わが国の公的扶助制度の歴史、 生活保護法の成り立ち、 現行　
　　「生活保護法」とその運用を逐条解説しています。

生活保護制度の原点を示し続ける名著を限定復刻！

現代もなお学ぶべきものが多い関係者必読の書！

改訂増補限定
復刻

岡部 卓 氏 推薦！

明治大学公共政策大学院
ガバナンス研究科専任教授

〔詳細は 『月刊福祉』 9月号p.97

「ほんだな」 も参照ください〕

本書が発刊されていなかったら、

　生活保護制度がこれだけ
国民の権利として

　定着したであろうか

●送料無料（本書に限り）

今年の夏から秋にかけては、いくつもの台風が日本列島を進路にとり、
各地で多くの風水害が発生しました。受講者の皆様におかれても対応に追
われた方もいらしたと思います。
今後も、感染症が心配な季節を迎えますが皆さまもどうかお体を大切に、
最後の修了テストまで一緒に頑張りましょう！
勤務状況など、変更がある方はお早めに学院までご連絡いただければと
思います。

事務局
より


