平成 29 年度 基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 開催要項
１．目的
基礎研修は、公益社団法人日本社会福祉士会の生涯研修制度の基礎課程として、2012 年度より、
基礎研修Ⅰ、基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲの順に決められたカリキュラムを、各研修 1 年度間、合計 3
年度で受講し、全てのカリキュラムを修了する総合的な研修体系となりました。
社会福祉士資格取得後の最初の入門研修であり、『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付ける』ことを目的としています。
基礎研修は、認定社会福祉士の研修認証を受けている研修のため、すべ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）をも満たすことにな
ります。
新たに入会された方、または、これまでに基礎研修課程を修了されていない方等は、ぜひお申し
込みください。
２．受 講 対 象 者
★基礎研修Ⅰ： 社会福祉士の方
★基礎研修Ⅱ： 社会福祉士で、基礎研修Ⅰ修了者
★基礎研修Ⅲ： 社会福祉士で、基礎研修Ⅱ修了者
３．修了期間
■『認定社会福祉士認証・認定機構に認証された基礎研修』
認定社会福祉士取得を目指して、認定社会福祉士制度の単位を取得する場合には、基礎研修の受
講を開始した年度を基準年度とし、基礎研修Ⅰ～Ⅲを 6 年間で修了することが必要です。
前年度期間内ですべての科目を修了できず、今年度研修の延長を希望する場合は、別紙の『期
間延長願』で手続きを行う必要があります。
■『生涯研修制度の基礎研修』
自己研鑽をつむことを目的に、受講する方は、上記の様な修了期間の期限に制限は設けていませ
ん。この場合は、生涯研修の基礎研修としての受講となるため、修了することでの単位は、生涯
研修制度の単位としてのみ扱われます。そのため、認定社会福祉士制度の単位を取得する場合に
は、上記のとおり、基礎研修Ⅰ～Ⅲを 6 年間で修了することが必要です。
４．研修概要・開催日時・開催場所・修了基準
５．参加定員

基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 別紙のとおり

基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各 60 名
※定員を超す場合は、先着の正会員を優先させていただきます。
※申込者数が少ない場合、開催しないことがあります。

６．受講費
受講費入金後のキャンセルは返金いたしません。定員調整による受講不可や開催しない場合は、全
額返金いたします。
★基礎研修Ⅰ
■新受講者の方
会 員：15,000 円
非会員：30,000 円
※受講費に、必須教材『基礎研修テキスト（基礎研修Ⅰ～Ⅲ及びスーパービジョン）
』が含ま
れています。
※一般社団法人山口県社会福祉士会へ入会手続き中の場合は、会員扱いとなります。
■昨年度までに受講費納入済の方
新受講者の受講費と支払済金額との差額分と 1,000 円（資料代等）

★基礎研修Ⅱ
■新受講者の方
会 員：25,000 円
非会員：50,000 円
■昨年度までに受講費納入済の方
新受講者の受講費と支払済金額との差額分と 10,000 円（資料代等）
★基礎研修Ⅲ
■新受講者の方
会 員：50,000 円
非会員：100,000 円
■昨年度までに受講費納入済の方
1,000 円（資料代等）
７．申 込 締 切
★基礎研修Ⅰ： 平成 29 年 8 月 4 日（金）必着
（※事前課題がありますので早めにお申込み下さい。）
★基礎研修Ⅱ： 平成 29 年 4 月 14 日（金）必着
★基礎研修Ⅲ： 平成 29 年 4 月 14 日（金）必着
８．申 込 方 法
① 別紙の受講申込書に必要事項をご記入の上、郵送または FAX にて事務局までお申込みください。
② 受講費を所定の口座までお振込みください。
③ ①②が確認できた段階で、受講申込受理と致します。
９．受講決定の通知等
受講可否は、申込締切日以降に決定し通知します。受講決定者へはあわせて受講証・研修資料集を
お送りします。
１０．お申込み先・お問い合わせ先
〒753-0072 山口県山口市大手町９番６号 山口県社会福祉会館内
一般社団法人山口県社会福祉士会事務局
担当：吉村
ＴＥＬ ０８３－９２８－６６４４ ＦＡＸ ０８３－９２２－９９１５
１１．お振込先口座
金融機関名
預金種目
口座番号
加入者名
カナ氏名

※振込手数料は、自己負担となります
ゆうちょ銀行
当座
０１３００－０－６２７２１
一般社団法人山口県社会福祉士会
シャ）ヤマグチケンシャカイフクシシカイ

ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込む場合
店名（店番）
一三九（イチサンキユウ）店（１３９）
預金種目
当座
口座番号
００６２７２１
口座名義
一般社団法人山口県社会福祉士会
カナ氏名
シャ）ヤマグチケンシャカイフクシシカイ
１２．主催

一般社団法人山口県社会福祉士会

平成 29 年度基礎研修Ⅰ 研修概要・開催日時・開催場所・修了基準
１．期日 平成 29 年 6 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日
◆集合研修１： 平成 29 年 9 月 2 日（土） ◆集合研修２： 平成 30 年 3 月 17 日（土）
２．会場 山口県身体障害者福祉センター ※開催場所が変更になる場合があります。
３．プログラム
科目

研修番号

生 涯研修 制度独
自科目

事前課題 1

権利擁護・法学系
科目Ⅰ

事前課題 1

ソ ーシャ ルワー
ク理論系科目Ⅰ
権利擁護・法学系
科目Ⅰ

集合研修 2

内

容

①社会福祉士の役割を考える。
『生涯研修手帳』を読んでください。社会福祉士としての専門性について考え
をまとめ、あなたは生涯研修制度を通じてどのように研鑽を進めるかを 1,200
字以上にまとめてください。
ソ ーシャ ルワー 事前課題 1
②社会福祉士としての専門性について考える
ク理論系科目Ⅰ
「社会福祉士の倫理綱領・行動規範」を声に出して一度読んでください。社会
福祉士の倫理綱領・行動規範をふまえて、あなたが社会福祉士として大切にし
たいことを 800 字以上にまとめてください。
・事前課題提出期日：平成 29 年 8 月 18 日（金）（期日厳守）
※事前課題の提出をもって集合研修 1 の受講を認める。
生涯研修制度
集合研修
開催日：平成 29 年 9 月 2 日（土）
独自科目
1・2・3
【講義＆演習】
・社会福祉士会のあゆみ・日本社会福祉士会、山口県社会福祉士
会の組織・生涯研修制度
ソ ーシャ ルワー 集合研修 1 開催日：平成 29 年 9 月 2 日（土）
ク理論系科目Ⅰ
【講義＆演習】
・社会福祉士としての専門性について考える
①倫理綱領、行動規範の理解
あなたの日頃の実践を振り返り、
「社会福祉士の行動規範」と照らし合わせ、2
つの項目を取り上げ、あなたの実践を考察してください。
（「社会福祉行動規範」
１項目につき 1,200 字以上）
ソ ーシャ ルワー 事前課題 2 ②社会福祉に共通する専門性の理解
ク理論系科目Ⅰ
『基礎研修テキスト』上巻のＰ1～Ｐ25「社会福祉士に共通する専門性の理解」
を読んで、なぜ社会福祉士にとって共通基盤が必要なのか、あなたの日頃の実
践を振り返りながら、まとめてください。
（1,200 字以上）
事前課題 3 ③所属組織のソーシャルワーク実践について学ぶ。
所属組織におけるソーシャルワーカーとしての社会福祉士の役割を職場で活躍
している先輩社会福祉士から話を聞いて現状を踏まえて考察してください。そ
のうえで、自らの現状と課題及び組織における現状と課題について、まとめて
ください。（1,200字以上）
※この課題をまとめるにあたっては、職場の先輩社会福祉士等にソーシャルワ
ークの機能や社会福祉士の役割を必ず聞く。話を聞く方は、社会福祉士会会員
の方でなくても構いません。※現在所属先がないなどの理由で、所属先で話が
聞けない場合は、事前課題4を3箇所にして提出してください。
事前課題 4 ④所属組織以外のソーシャルワーク実践について学ぶ。
他事業所におけるソーシャルワーカーとしての社会福祉士の役割を、所属組織
以外の施設や事業所（独立型社会福祉士事務所を含む）で活躍している先輩社
会福祉士から話を聞き、所属組織以外の社会福祉士が抱えるソーシャルワーカ
ーとしての現状と課題について考察し、まとめてください。（2 箇所以上、各
1,200 字以上）
・事前課題提出期日：平成 30 年 2 月 16 日（金）（期日厳守）
※すべての事前課題の提出をもって集合研修 2 の受講を認める。

集合研修
1・2

開催日：平成 30 年 3 月 17 日（土）
【講義＆演習】
・社会福祉に共通する専門性の理解
開催日：平成 30 年 3 月 17 日（土）
【講義＆演習】
・倫理綱領、行動規範の理解・社会福祉士の倫理綱領の現場適用

４．修了基準
① 所定のプログラムを全て受講することで修了となります。
② 原則として、15 分以上の遅刻・早退がある場合は欠席として扱います。
③ 遅刻・早退・欠席した科目は、次年度開催時に受講することで修了とします。

平成29年度基礎研修Ⅱ 研修概要・開催日時・開催場所・修了基準
１．開催日・研修方法と事前課題・講師の簡易一覧表
５月
月
４月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
開催日
20（土） 27（土） 10（土） 22（土） 19（土） 2（土） 28（土） 11（土） 16（土）
受
研修番号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
講
受
研修方法
DVD
DVD
集合研修
DVD
DVD
集合研修
DVD
DVD
集合研修
付
事前課題
事前課題 事前課題 事前課題
事前課題
修了レポート
レポート
レポート
講師
横山順一 安光洋平 横山順一 末廣洋子 末廣洋子 伊藤孝司 梅木幹司 梅木幹司 梅木幹司
２．研修番号の受講内容は下記を参照
研修番号
研修方法と時間数
テ ー マ
DVD講義（3時間×2）
相談援助の視座と展開過程 ，実践のためのアプローチ
①
DVD講義（3時間×1）
自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク
②
集合研修1（演習6時間）
実践事例演習
③
DVD講義（3時間×2）
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
④
DVD講義（3時間×2）
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
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

集合研修2
（講義2時間×2＋演習2時間）
DVD講義（3時間×2）
DVD講義（3時間×1）
集合研修3
（講義2時間＋演習2時間＋プレゼ
ンテーション2時間）
DVD講義（3時間×2）
DVD講義（3時間×2）

⑩
⑪
３．開催場所
４．時間割
時 間

１月
２月
13（土） 24（土）
⑩
⑪
DVD
DVD

末廣洋子 末廣洋子
科

目

ソーシャルワーク理論系科目
ソーシャルワーク理論系科目
ソーシャルワーク理論系科目
地域開発・政策系科目
地域開発・政策系科目

スーパービジョン研修

人材育成系科目

実践研究の意義と方法，実践研究のための記録
実践評価の方法

実践評価・実践研究系科目
実践評価・実践研究系科目

実践研究発表の方法

実践評価・実践研究系科目

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
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

権利擁護・法学系科目
権利擁護・法学系科目

山口県身体障害者福祉センター(予定) ５．修了基準

9：00～
9：40～11：10
11：10～11：25
11：25～12：55
12：55～13：40
13：40～15：10
15：10～15：25
15：25～16：55

内

容

受付
講義・討議・演習等
休憩
講義・討議・演習等
休憩
講義・討議・演習等
休憩
講義・討議・演習等
※科目によって、多少所要時間が異なります。

①所定のプログラムを全て受講することで修了となります。
②原則として、１５分以上の遅刻・早退がある場合は欠席として扱います。
③遅刻・早退・欠席した科目は、研修期間の延長を認めます。
④基礎研修Ⅱで修了評価を行う科目は、修了要件・評価基準を満たすことで修了となります。
評価基準に達しない場合は、各科目で設定している課題等を行い、基準を満たすことで修
了することを認めることができます。
６．留意点
・③集合研修1の受講要件は、①②ソーシャルワーク理論系科目の講義の修了と③の事前課題
を提出していること。
・⑨集合研修3の受講要件は、⑦⑧の実践評価・実践研究系科目の講義を修了していること。
・③④⑤⑨の受講要件は、事前課題を提出していること。

■平成29年度基礎研修Ⅱの概要・開催日
研修方法

科目

テーマ
相談援助の視座と展開課程

集合研修
ソーシャルワーク
（ＤＶＤ活用）
理論系科目Ⅰ

実践のためのアプローチ（ソーシャル
ワーク実践理論・モデルから学ぶ）
自立生活支援とコミュニティソーシャル
ワーク

集合研修１

ソーシャルワーク
理論系科目Ⅰ

実践事例演習

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

集合研修 地域開発・政策系
（ＤＶＤ活用） 科目Ⅰ
地域における福祉政策と福祉計画

集合研修２

人材育成系科目
Ⅰ

・理論を言語化する
・アセスメント、支援目標の設定と、支援
計画案策定
・チームアプローチと組織間ネットワーク
・ケア会議の進め方（モニタリング・評
価・ネットワーク）

・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時
間
・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時
間

研修方法

・講義：DVDを活用した講義を行い、ファシリ
テーターの支援のもと質疑応答及び設定され ①５/２０（土）
たテーマによるグループ討議を行う。
・講義：DVDを活用した講義を行い、ファシリ
テーターの支援のもと質疑応答及び設定され ①５/２０（土）
たテーマによるグループ討議を行う。

・講義：1.5時間
・講義：DVDを活用した講義を行い、ファシリ
・グループ討議：1.5時 テーターの支援のもと質疑応答及び設定され
間
たテーマによるグループ討議を行う。
・自宅学習（事前）：設定された課題について
レポートをまとめる。
・演習：ソーシャルワーク理論系科目の上記
の講義を修了していない者は、参加できな
い。
・演習：6時間
・事例を用いてロールプレイを行う。事例検討
ではなく、展開過程を理解するための講義・
演習を行う。
・自宅課題（事後）：設定された課題について
レポートをまとめる。
・自宅学習：設定された課題についてレポート
をまとめる。
・講義：1.5時間
・講義：DVDを活用した講義を行う。
・グループ討議1.5時間
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。
・講義：DVDを活用した講義を行う。
・講義：1.5時間
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
・グループ討議1.5時間
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

・社会資源とは、社会資源の連携、社会
資源の開発
・所属組織が所在する地域特性から考
えられる住民生活の特徴について
・所属組織が所在する地域で今後必要
と思われる社会資源について
・地域における連携システム
・ネットワークの構築
・地域の連携システムとネットワークを
構築のための工夫
・所属組織が所在する自治体の福祉計
画について
・地域における自組織の役割について
・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
・地域の福祉政策を知る手掛かりや活 ・自宅学習：3時間
・講義：1.5時間
用方法について
・グループ討議1.5時間
・福祉行政の計画化、計画策定のプロ
セス、福祉計画の推進と住民参加
・地域特性と福祉計画の関係について
・地域で展開されている住民活動の現
状と課題について

研修番号／開催
日

②５/２７（土）

③６／１０（土）

④７/２２（土）

④７/２２（土）

・自宅学習：設定された課題についてレポート
をまとめる。
・講義：DVDを活用した講義を行う。
⑤８/１９（土）
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

社会福祉調査の方法と実際

・自宅学習：設定された課題についてレポート
をまとめる。集合研修終了後に事後課題を提
出する。
・講義：DVDを活用した講義を行う。
⑤８/１９（土）
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

スーパービジョンとは

・一般的スーパービジョン、社会福祉士
会におけるスーパービジョン、社会福祉
士会のスーパービジョンの研修体系と ・講義2時間
実施体制について概要を説明する。
またスーパーバイジーとして必要な心得
を伝え、モチベーションを高める。

・パワーポイントを用いた講義をする。
・講師1名

スーパービジョンのモデルセッションを見る

・日本社会福祉士会のスーパービジョン
のイメージを持つため、モデルスーパー ・講義2時間
ビジョンのセッションを見る。

スーパーバイジー体験

・バイジーとしての基本
・スーパービジョンの実際（スーパーバ
・演習2時間
イジーとして）
・モデル事例を用いてスーパーバイジー
役を行う。

集合研修
実践評価・実践研
（ＤＶＤ活用）
究系科目Ⅰ
実践研究のための記録

実践評価の方法

実践評価・実践研 実践研究発表の方法
究系科目Ⅰ

社会福祉における法Ⅰ

集合研修
権利擁護・法学系
（ＤＶＤ活用）
科目Ⅰ

・相談援助サービスの視座
・ソーシャルワーカーの機能
・社会福祉援助の展開過程
・エンパワメントアプローチとは
・アプローチによる実践の比較
・危機介入アプローチの実際
・社会福祉における生活のとらえ方
・生活をとらえる視点
・地域自立生活支援とコミュニティソー
シャルワーク

時間

・社会福祉調査とは、調査のプロセス、
調査の方法
・講義：1.5時間
・社会福祉調査をの企画について
・グループ討議1.5時間
・所属組織が所在する地域での実際の
調査について

実践研究の意義と方法

集合研修３

研修内容

ソーシャルワークと権利擁護の視点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

･実践研究とは何か
・実践研究が求められる理由
・社会福祉における実践研究の定義
・日本社会福祉士会の歩みにみる実践
研究への道のり
･記録の目的
・多様な記録の用途
・実践研究を進めるうえでの実践記録
の必要性
・よい記録をとるための留意点
・ビジュアルアセスメントツールの活用
・実践評価とは
・実践評価の種類
・評価目的による分類
・実践評価の方法
・実践研究の具体的な方法
・実践研究に基づく論文作成の留意点
・実践研究論文の具体的事例を提示
し、論文の組み立て方や研究手法、倫
理的配慮等について
・自分自身の実践事例のプレゼンテー
ション（発表→質問→相互評価）
・人権の歴史
・社会福祉士実践と法理念（憲法２５条
及び１３条、社会福祉法の理念など）
・憲法１４条「法の下の平等」と格差問題
・自己決定と自己責任の間
・立法上の権利
・契約上の権利
・行政手続の法
・権利の救済（行政訴訟、行政不服審査
など）
・ソーシャルワークと権利擁護の視点
・権利擁護を支える理念（自己決定、エ
ンパワメント、アカウンタビリティ、セルフ
アドボカシー）
・権利擁護の諸制度（成年後見制度・虐
待対応について含む）
・民法の構成
・権利主体、客体と法律行為
・成年後見
・契約
・権利擁護実践事例１（独居高齢者の成
年後見制度の活用事例）
・権利擁護実践事例２（障害者における
消費者被害の回復）

・事前にシナリオ及び事例を準備し、初回の
スーパービジョンの展開を見せる。その際、
機能表を用いながらシナリオに基づいて適宜
説明を加える。
⑥９/２（土）
・講師1名
・スーパーバイザー役、スーパーバイジー役
各1名
・５～６名のグループ編成において各グルー
プにファシリテーター1名
・ファシリテーターがスーパーバイザー役とな
り、2名程度模擬事例を使いスーパーバイ
ジー体験をする。
・他の受講者は観察をし、振り返りを通じて共
有する。
・講師1名

・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時間

・講義：DVDを活用した講義を行う。
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

⑦１０月２８日
（土）

・講義：1.5時間
・グループ討議：
1.5時間

・講義：DVDを活用した講義を行う。
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

⑦１０月２８日
（土）

・講義：1.5時間
・グループ討議：
1.5時間

・講義：DVDを活用した講義を行う。
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

⑧１１月１１日
（土）

・講義：2時間
・演習：2時間
・プレゼンテーション：2時
間

・講義：講師による講義を行う。
・演習：講義を受けたあと演習を行う。
⑨１２月１６日
・プレゼンテーション：自分自身の実践事例に （土）
ついてプレゼンテーションを行う。

・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時間

・講義：DVDを活用した講義を行う。
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

⑩１/１３（土）

・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時間

・講義：DVDを活用した講義を行う。
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。

⑩１/１３（土）

・講義：DVDを活用した講義を行う。
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。
・講義：DVDを活用した講義を行う。
・講義：1.5時間
・グループ討議：ファシリテーターの支援のも
・グループ討議：1.5時間 と質疑応答及び設定されたテーマによるグ
ループ討議を行う。
・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時間

⑪２月２４日（土）

⑪２月２４日（土）

平成29年度基礎研修Ⅲ 研修概要・開催日時・開催場所・修了基準
１．開催日・研修方法と事前課題・講師の簡易一覧表
５月
月
４月
7月
７月
８月
９月
開催日
20（土） 27（土） 1（土） 22（土）
2(土）
受
研修番号
①
②
③
④
⑤
講
事前課題
事前課題 中間課題 事前課題
事前課題
受
研修方法
集合
集合
集合
集合
集合
付
修了レポート
レポート レポート レポート
講師
梅木幹司 内田充範 梅木幹司 安光洋平
内田充範
２．研修番号の受講内容及び時間
研修番号 時間
テーマ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

9：30～11：00（1.5時間）
11：15～12：45（1.5時間）
13：30～16：30（3 時間）
9：30～11：00（1.5時間）
11：45～15：15（3.5時間）
9：30～11：00（1.5時間）
11：45～15：15（3.5時間）
9：30～11：00（1.5時間）
11：15～12：25（1.2時間）
13：10～16：30（3.4時間）
9：30～11：00（1.5時間）
11：15～12：15（1 時間）
13：00～16：30（3.5時間）
9：30～16：30（6 時間）
9：30～11：00（1.5時間）
11：15～12：45（1.5時間）
13：30～15：00（1.5時間）
15：15～16：45（1.5時間）
9：30～11：00（1.5時間）
11：15～12：45（1.5時間）
9：30～16：00（5 時間）
9：30～11：30（2 時間）
12：15～14：15（2 時間）
9：30～16：00（5 時間）

１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
28（土） 11（土） 16（土） 13（土） 24（土） 17（土）
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
中間課題 事前学習 事前学習 事前課題 事前課題 事前課題
集合
DVD
DVD
集合
集合
集合
レポート
レポート
内田充範 安光洋平 安光洋平 安光洋平 伊藤孝司 伊藤孝司

・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
・事例研究のための事例のまとめ方
・実践事例演習Ⅱ

科目
実践評価・実践研究系科目Ⅰ
実践評価・実践研究系科目Ⅰ
ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ

・模擬事例検討会

実践評価・実践研究系科目Ⅰ

・意思決定の支援

権利擁護・法学系科目Ⅰ

・地域における福祉活動

地域開発・政策系科目Ⅰ

・地域の課題の解決に向けた具体策について

地域開発・政策系科目Ⅰ

・社会福祉の組織と組織マネジメントの意義、会議運営
サービス管理・経営系科目
・福祉サービスにおける質の評価とサービスマネジメント
・リスクマネジメントと苦情解決システム

サービス管理・経営系科目

・事例研究（苦情、リスク、サービス評価）

サービス管理・経営系科目

・スーパービジョンのモデルセッション

人材育成系科目Ⅰ

・新人育成プログラム
人材育成系科目Ⅰ
⑪
３．開催場所
山口県身体障害者福祉センター ※開催場所を変更する場合があります。
４．修了基準
①所定のプログラムを全て受講することで修了となります。
②原則として、１５分以上の遅刻・早退がある場合は欠席として扱います。
③遅刻・早退・欠席した科目は、研修期間の延長を認めます。
④基礎研修Ⅲで修了評価を行う科目は、修了要件・評価基準を満たすことで修了となります。
評価基準に達しない場合は、各科目で設定している課題等を行い、基準を満たすことで修了することを認めることができます。

５．留意点
・基礎研修Ⅲに関しては、補講対応はありません。
・②③④⑤⑥⑨⑩⑪の受講要件は、事前課題・中間課題を提出していること。

■基礎研修Ⅲの概要
群

研修番号

■平成29年度基礎研修Ⅲの概要・開催日
テーマ

科目
・対人援助と事例研究

集合研修１

実践評価・実践研究
・事例研究の基本枠組み
系科目Ⅰ

研修時間
・講義：1.5時間

・事例研究の枠組みと５つの構成要素

・講義：1.5時間

・事例のまとめ方（事例研究用フェイスシート、
経過記録、全体の所感・論点・展望）

・中間課題

・「事例研究のまとめ方」について講義を受けた
上で、指定されたフォーマットに基づいて自身の
実践事例をまとめる

・指定された課題についてレポートをまとめる

・事前課題

・ソーシャルワークの実践理論に基づき、個人、
地域、組織においての相談援助の基礎が理解
できているかの課題をまとめる

・指定された課題についてレポートをまとめる

・実践事例演習Ⅱ

・自身の実践の計画、振り返り、改善
・報告発表

・報告会：3.5時間

・報告会：各自が作成した事前課題の報告を
行う。報告後に各グループで振り返りを行い、
最後に講師が全体講評を行う

・模擬事例検討会

・事例検討会を受講者自ら企画、運営し、自身
の実践についての評価・検証を行う

・講義：1.0時間
・演習：3.5時間

・講義：講師による講義を行う
・演習：模擬事例検討会を実施する

・科目修了レポート

・指定されたフォーマットに基づいて自身の実践
事例をまとめた者を集合研修で相互評価しても
らった上で推敲する

ソーシャルワーク理
論系科目Ⅰ

実践評価・実践研究
系科目Ⅰ

・意思決定の支援（講義）
・意思決定の支援演習
・権利侵害の防止と対処についての演習

・講義：1.5時間
・演習：4.5時間

集合研修５
２．地域における福祉活
動

・設定された課題についてレポートをまとめる

・地域における福祉計画
・社会福祉調査の方法
・当事者の声を聴く

・講義：講師による講義あるいはDVDを活用し
た講義を行う
・演習：講義をふまえ、生活課題から社会資
源の開発やネットワーク構築、課題解決に向
けた具体策の検討について所定のワーク
シートを用いた個人ワークやグループワーク
を行う。各自が作成した課題を用いて、意見
交換や相互評価を行う

⑤９/２（土）

・講義をふまえ、生活課題から社会資源の開
発やネットワーク構築、課題解決に向けた具
体策の検討について所定のワークシートを用
いた個人ワークやグループワークを行う。各
自が作成した課題を用いて、意見交換や相互
評価を行う

⑥１０/２８（土）

・講義：1.5時間
・事例：1時間
・演習：3.5時間

・自らの調査内容、結果の確認
・ニーズ解決に向けた具体的計画の振替裏と見 ・演習：6時間
５．地域の課題の解決に 通し

集合研修６

第４群

集合研修
（ＤＶＤ活用）

・再考した結果を踏まえ、計画を具体化するため
・事後課題
の具体策や今後の方向性についてまとめる

・設定された課題についてレポートをまとめる

6.自組織に求められてい ・地域の課題解決に向けて、自組織に求められ
・自宅学習
る課題や今後の方向性 ている課題と今後の方向性についてまとめる

・設定された課題についてレポートをまとめる

・社会福祉の組織と組織マネジメントの意義、会議
運営

集合研修
（ＤＶＤ活用）

サービス管理・経営
系科目Ⅰ

集合研修７

人材育成系科目Ⅰ

・いま、なぜ福祉に“経営”なのか
・福祉経営の変遷
・社会福祉士が経営をとらえる視点
・組織のミッションとコンプライアンス
・サービス管理
・リスクマネジメント
・公益法人としての法人経営

・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時
間

・講義：DVDを活用した講義を行う
・グループ討議：ファシリテーターの支援のもと
質疑応答及び設定されたテーマによるグルー
プ討議を行う
⑦１１/１１（土）

・福祉サービスにおける質の評価とサービスマネジ
メント

・社会福祉実践の評価
・サービス評価が必要とされる背景
・講義：1.5時間
・サービス評価の視点と枠組み（事業者評価・利 ・グループ討議：1.5時
間
用者評価・第三者評価）
・サービス評価の実際

・講義：DVDを活用した講義を行う
・グループ討議：ファシリテーターの支援のもと
質疑応答及び設定されたテーマによるグルー
プ討議を行う

・リスクマネジメントと苦情解決システム

・苦情のとらえ方
・苦情解決システム（苦情解決の仕組みの意
義・苦情解決における役割・しくみ）
・苦情解決の実際

・講義：1.5時間
・グループ討議：1.5時
間

・講義：DVDを活用した講義を行う
・グループ討議：ファシリテーターの支援のもと
質疑応答及び設定されたテーマによるグルー
プ討議を行う

・事前課題

・課題１：所属組織のサービス評価のしくみ・万
里方法・評価方法についてまとめる
・課題２：所属組織のリスクマネジメントのしく
み、苦情解決システムについてまとめる

・事前課題

・指定された課題についてレポートをまとめる

・事例研究（苦情、リスク、サービス評価）

・所属組織のサービス評価の仕組み、管理方
法、評価方法について
・演習５時間
・所属組織のリスクマネジメントの仕組み、苦情
解決システムについて

・講義内容をふまえ、事前課題で作成した所
属組織の現状及び改善課題についてグルー
プ内で、表し共有する。その後、講義のポイン
ト①②の課題について対応できるよう演習を
行う

・科目修了レポート

・課題１：諸奥組織の枠組みをふまえ、サービス
管理・改善等を行う場合の働きかけ先・方法・タ
・事後課題
イミング等についてレポートにまとめる
・課題２：他職場のサービス管理方法と対比化
し、改善課題をレポートにまとめる

・指定された課題についてレポートをまとめる

・事前課題

・自己チェックシート（様式１）の記入

・スーパービジョンのモデルセッション

スーパービジョンのモデルを身ながら、スーパー
ビジョンのプロセスと視点について再確認をする ・講義2時間
・演習2時間
・スーパービジョンの基本的考え方
・スーパービジョンのプロセス

・事前課題

・自己チェックリストの記入

・新人教育プログラム

自己を振り返りながら、所属組織におけるソー
シャルワーク業務の内容及び社会福祉士の役
割について系統的に説明し、後進育成プログラ
・講義1時間
ムについて企画・運営プログラムを立案する
・演習4時間
・自己の職場実践について説明
・自己チェックの実施（自己の振り返り）
・研修プログラムの立案

集合研修８

第５群

集合研修９

④７/２２（土）

・地域福祉計画と利用者支援の関係について

向けた具体策について

集合研修
（ＤＶＤ活用）

・講義：講師による講義を行う
・演習：講師とファシリテーターによる権利侵
害の対処等事例演習を行う
・設定された課題についてレポートを作成する

・事前課題

・地域における福祉活動
の実際

③７/１（土）

・資料を読みレポートを作成する

権利擁護・法学系科 ・意思決定の支援
目Ⅰ

地域開発・政策系科
目Ⅰ

②５/２７（土）

・科目の修了の評価のためレポート作成し提
出する

・科目修了レポート

第３群

②５/２７（土）

・講義：1.5時間

・事前課題

集合研修４

①５/２０（土）

・事例研究のための事例のまとめ方

集合研修２

研修番号/開催日

・講師による講義を行う

・事例研究の方法としてのケースカンファレンス
についてー有意義な展開のための４０のポイン ・講義3時間
トー

第１群

第２群

研修方法

・事例研究の方法としてのケースカンファレンス

実践評価・実践研究
系科目Ⅰ

集合研修３

研修内容
・対人援助の本質と事例研究の定義

⑧１２/１６（土）

⑨１/１３（土）

・事前課題

・一連のモデルスーパービジョンを見て共有し
た後、講師とともにスーパービジョンのプロセ
スを振り返る。
・体験シートを使い体験する。

⑩２/２４（土）

・それぞれの実践をチェックシートを確認しな
がら振り返り、それをもとに業務の内容や社
会福祉士の役割についての説明に関するディ
スカッションを行う
・自己の振替いrをもとに、後進育成のために
求められる研修プログラムを立案する

⑪３/１７（土）

・事前課題

