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新潟医療福祉大学・公益社団法人新潟県社会福祉士会 社会貢献事業 

― 新たな福祉社会を担う社会福祉士の育成支援事業 ― 

 

開講日  

【講座】2020年 7月 25日（土）～2020年 11月 1日（日） 全 5日間／web参加 

【模試】2020年 11月 15日（日）※新型コロナウイルス感染症対策として「自宅受験」となります 

 

 

 

この事業は、新潟県の福祉人材の育成を目的とし、国家試験の受験資格を有する方(見込みを含む)を対象にして

社会福祉士国家資格取得に向けた受験対策を支援するものです。 

例年多数の方々に受講していただき、広範囲による出題範囲の中、重点ポイントの把握および試験直前までの効率

的な学習方法の提案をさせていただいております。 

社会福祉士国家試験は非常に難関であり、独学だけではなかなか対応が難しい状況になってきています。このような

状況の中、事業の実施に当たり、社会福祉士養成教育及び受験対策に実績のある中央法規出版株式会社と共催

することにより、試験に関する最新の動向、出題傾向を徹底分析し、国家試験合格までをサポートいたします。ワークブ

ックや過去問解説集を活用し、それぞれの科目に精通している講師陣から直接講義を受けることは皆様の学習への効

果的な一助になると考えます。 

限られた時間の中で効率的な学習方法を学びたい方、普段の仕事等で忙しく学習時間が十分にとれない方等、多

くの方々から受講していただければ幸いです。 

 

新型コロナウイルス感染症対策として、本講座は、Web（インターネット）参加を基本として実施いたします 

 

■ご自宅やご勤務先などから、パソコン、スマホ、タブレットなどで当日の講義を聴講いただけるよう準備いたしますので、

ぜひご活用ください。その際は、「Zoom（ズーム）」（https://zoom.us/）というWeb会議ツール（アプリ）を使

用します。 

■新たな研修実施方法により、参加者の皆様にはご不便をおかけすることも多々あるかと思いますが、何卒ご理解・ご

協力をいただきたくお願い申し上げます。 

 

■感染拡大防止のため、可能な限りWebでの参加をお願いいたします。 

・Web 参加がどうしても難しい方には、当日会場への来場も選択できるように準備いたしますが、来場での参加の場

合は、お出かけ前の体調確認・体温測定、会場でのマスク着用を必須とします。 

・咳や鼻水、嗅覚や味覚の異常、倦怠感などがある場合、または体温が 37℃以上ある場合は参加をお控えくださ

い。 

・入場時の手指消毒を必須とし、研修室の換気、座席の間隔をあけるなどの対応を行います。また、感染防止の観

点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食は禁止とさせていただきます。 

・今後の状況によっては、会場への来場を禁止し、web 参加のみへと変更する場合があります。何卒ご了承くださるよ

うお願いいたします。 

6/20 版 

https://zoom.us/
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１．申込方法 
（１）日程の詳細は次ページ以降をご覧ください。 

（２）7月25日～11月1日までの講義は、「web参加」を基本とします（感染症の拡大防止のため、可能

な限りwebでの参加をお願いいたします）。 

11月 15日の模擬試験は、「自宅受験」となります。 

 

（３）講座、模擬試験へのお申し込みは、別紙の「参加申込書」にてお願いします。 

     ※web参加が難しい場合は「会場への来場」を選択いただけますが、「3密」を避ける観点から、会場への

来場人数の定員は 20名とさせていただきます。「会場への来場」は、20名に達した時点で申込を締め

切ります。 ⇒（6/20、会場への来場は予定人数に達しました。web参加のみ受け付けております） 

※「web参加」の定員数は 100名です。 

 

（４）参加申込をいただいた皆様へ、申込締切後（6月15日以降）に受講決定通知・請求書をお送りします。

その際、web参加方法の詳細もご案内します。 

 

（５）受講費の振込が確認できた方全員に対し、申込書に記入いただいたメールアドレスへ、Web 参加用の

URL をお知らせいたします。 

 

２．講義への参加方法 

（１）講師レジメ等の配布資料がある場合は、講義日までに郵送します。 

（２）講座当日 

①web参加の方 

・指定の開催日時に、通知された URL から講座にご参加ください。 

・お手元に、テキスト（ワークブック）と郵送された資料をご用意のうえご参加ください。 

 

    ②web参加が難しい方 

・指定の開催日時に会場へご来場ください（会場／新潟ユニゾンプラザ５階「中研修室」） 

・テキスト（ワークブック）と郵送された資料をご持参ください。 

・本開催要項 1 ページ目に記載のとおり、マスクの着用、事前の体調確認・体温測定を実施のうえ、体

調に問題がない場合のみご来場ください。 

※会場に冷暖房設備はございますが、感染防止対策として換気（窓の開閉等）等も行います。ご自身でも温度調節ができるよ

う羽織等をお持ちください。また、感染防止の観点から研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。 

※今後の状況によっては、会場への来場を禁止し、web参加のみへと変更する場合があります。 

 

■インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマホ等で参加が可能ですが、事前に「Zoom」アプリのダウンロ

ードが必要です。 

■参加にかかるデータ通信料は参加者負担となりますのでご了承ください。スマホ、タブレット等の契約プラン内容

によってはデータ制限がかかる可能性がありますので、パソコンからのご参加を強くお薦めします。 

【＊受講予定者の所属長様へお願い】 

web 研修にはスマホ等からの参加もできますが、音声・動画配信のため使用するデータ容量が大きくなります。受

講される方がより安定した通信状況下で受講できるよう、職場のWi-Fiやインターネット接続されたパソコンで研修参

加ができるようご配慮いただきたくお願いいたします。 

・第33回社会福祉士国家試験（令和3年2月上旬予定）の実施に関しては、（公財）社会福祉振興・試験

センターのホームページ（http://www.sssc.or.jp/index.html）でご確認いただくか、センターへお問い合わ

せください（TEL：03-3486-7521） 

会場への来場は予定人数に達しました 

6/20現在、web参加のみ受け付けております 

http://www.sssc.or.jp/index.html
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【日程】〈2020年7月25日（土）～2020年11月15日（日）までの5日間講義＋模擬試験〉    

日程・会場 時 間 科 目 講 師 

【1日目】 

7月 25日 

（土） 

 

4科目 

8:45～9:00 受付  

9:00～9:25 
オリエンテーション  

国家試験の概要、ポイント説明 

新潟医療福祉大学 副学長 

教授 丸田 秋男 （社会福祉士） 

9:30～11:00 更生保護制度 
新潟医療福祉大学 副学長 

教授 丸田 秋男 （社会福祉士） 

11:15～12:45 相談援助の基盤と専門職 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 河野 聖夫 （社会福祉士） 

12:45～13:45 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:45～15:15 
障害者に対する支援と 

障害者自立支援制度 

新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 佐藤 洋 

15:30～17:00 保健医療サービス 
新潟青陵大学 社会福祉学科 

准教授 三浦 修 （社会福祉士） 

【2日目】 

8月 29日

（土） 

 

4科目 

8:45～9:15 受付  

9:15～10:45 就労支援サービス 
新潟医療福祉大学 

特任教授 武井 恒美 （社会福祉士） 

11:00～12:30 現代社会と福祉 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 横山 豊治 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 
高齢者に対する支援と 

介護保険制度 

新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 渡邉 敏文 （社会福祉士） 

15:15～16:45 
児童や家庭に対する支援と 

児童・家庭福祉制度 

新潟県立大学 人間生活学部 

教授 小池 由佳 （社会福祉士） 

【3日目】 

9月 19日 

（土） 

 

4科目 

8:45～9:15 受付  

9:15～10:45 社会保障 
新潟医療福祉大学 副学長 

教授 丸田 秋男 （社会福祉士） 

11:00～12:30 権利擁護と成年後見制度 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

准教授 渡邊 豊 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 社会調査の基礎 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

講師 中井 良育 （社会福祉士） 

15:15～16:45 福祉行財政と福祉計画 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

助教 渡邉 恵司 （社会福祉士） 
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日程・会場 時 間 科 目 講 師 

【4日目】 

10月 10日 

（土） 

 

4科目 

 

8:45～9:15 受付  

9:15～10:45 福祉サービスの組織と経営 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

助教 國兼 明嗣 （社会福祉士） 

11:00～12:30 
低所得者に対する支援と 

生活保護制度 

新潟医療福祉大学 

特任教授 武井 恒美 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 相談援助の理論と方法Ⅰ 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 河野 聖夫 （社会福祉士） 

15:15～16:45 相談援助の理論と方法Ⅱ 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 河野 聖夫 （社会福祉士） 

【5日目】 

11月 1日 

（日） 

 

4科目 

8:45～9:15 受付  

9:15～10:45 地域福祉の理論と方法 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

准教授 青木 茂 （社会福祉士） 

11:00～12:30 社会理論と社会システム 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

講師 中井 良育 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 心理学理論と心理的支援 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

准教授 松本 京介 （臨床心理士） 

15:15～16:45 人体の構造と機能及び疾病 
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 

准教授 黒川 孝一 （歯科医師） 

11月 15日 

（日） 

模擬試験 

感染防止の観点から、模擬試験は「自宅受験」での実施となります。 

自宅受験の方法については、模擬試験お申し込みの方へ改めてご案内いたします。 

 
★これまでに講座を受講された方々の声（合否アンケートより）★ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

・一人で勉強するよりも、他の受験生や先生方と同じ空間を共有することで良い刺激となり、モチベーションを保つことができた。 

・勉強時間は、仕事や家事に追われてほとんど取れず、あまりの広範囲にどうして良いかわからず複数回受験したが、合格できない

状態で何年か繰り返した。今回講座を受けて出題傾向とポイントがわかり、見え方が変わった。もっと早く受講すれば良かった。

同じように仕事や家事で勉強時間が限られている方や複数受験している方にこの講座を勧めたい。合格できて良かった。 

・教科書や参考書では理解し難い部分も、先生方の講義で覚え方やその事象に対する根拠も知ることが出来良かった。 
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【受講料】 ご希望のいずれかの参加形態を選択してお申し込みください。 

参加形態 金額 備考 

全5日間 講義＋模擬試験 26,000円 
模擬試験は、新型コロナウイルス感染症対策として「自

宅受験」となります 

全5日間 講義のみ 20,000円  

科目毎選択 1科目から受講可 3,000円  

模擬試験のみ 6,100円 
新型コロナウイルス感染症対策として「自宅受験」となり

ます 

※テキスト代(6,600円)は受講料には含まれておりません。別紙申込書により出版元（中央法規出版）へお申込みく

ださい。 

 

【使用教材】 

●テキスト／ 

『社会福祉士 受験ワークブック 2021 (専門科目編)中央法規出版』(2020年6月刊行予定) 3,300円(税込) 

『社会福祉士 受験ワークブック 2021 (共通科目編)中央法規出版』(2020年6月刊行予定) 3,300円(税込) 

※テキストは、別紙のテキスト申込書により直接出版社へお申込みください。申し込み受理後、約１週間ほどで、出版社よりご

自宅へ直接発送、納品されます。(送料無料) 

 

●模擬試験／『2020年度 社会福祉士国家試験 中央法規全国模試』 

※成績表は2020年12月8日頃、中央法規出版模試センターより発送予定。 

試験結果はコンピュータにより採点。模試の達成度、全受験者中の順位と偏差値、科目毎の得点と平均点、1問毎の正

誤や全国正答率に加えて、受験直前までにどのような学習法が有益か提案します。 

※全国統一模擬試験の内容について  

各学校及び他の団体、個人受験等にて中央法規出版株式会社の『2019年度 社会福祉士国家試験中央法規全

国模試』をご利用いただいている場合、試験内容はすべて同一のものです。 

 

【申し込み方法 及び 問い合わせ先】 
別紙「申込書」に必要事項をご記入の上、下記事務局あてに郵送またはファクシミリでお申し込みください。 

    事務局  公益社団法人新潟県社会福祉士会 

        〒950-0994 新潟市中央区上所2－2－2 新潟ユニゾンプラザ3階 

電 話：025－281－5502    ＦＡＸ：025－281－5504 

        E-mail  njacsw@poplar.ocn.ne.jp 
 
【お申込期限】     2020年 6月 12日 （金） 申込書 必着   

※定員に達した場合は、期日前に締め切る場合もございます。 

※お申込書は新潟県社会福祉士会ホームページ（https://csw-niigata.com/） 

からもダウンロードできます。 

【諸注意】 
■新型コロナウイルス感染状況を含む諸般の事情により、講座の変更・休止をする際は、申込締切以降に事務局よりご連絡させていただき

ます。また、新潟県社会福祉士会ホームページ（上記URL）およびFacebookにも掲載いたします。 

■お申込後にキャンセルされる場合は必ずご連絡ください。ご入金後の返金には応じかねますのでご注意・ご了承ください。 

■講義の録音・録画、また、Web参加における配信映像の撮影・録画・キャプチャー等および資料の無断転載・複製等は固くお断りいたし

ます。 

7/3 まで延長します 

（ただしweb参加のみ受付可能） 

https://csw-niigata.com/

