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2021 年度社会福祉士実習指導者講習会（新潟／オンライン） 

受講の手引き 
受講に関する諸注意をご説明しています 

十分にご確認のうえ受講をお願いいたします 

 

＜2022.1.5 版＞ 

 
 

＊＊＊本研修に関するお問い合わせ＊＊＊ 

公益社団法人新潟県社会福祉士会事務局 

TEL：025-281-5502／FAX:025-281-5504 

メール：njacsw@poplar.ocn.ne.jp 
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Ⅰ はじめに 

１．実施主体・位置づけ 

本講習会は、公益社団法人新潟県社会福祉士会（以下「当会」と言う。）が実施します。 

また、本講習会は、「社会福祉士及び介護福祉士法」において、相談援助実習を行う実習指導者

の要件を満たす講習会として厚生労働省に届出られたものです。 

 

※社会福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、2021 年度から新カリキュラムが施行されました。これに伴い、

2022 年度から社会福祉士実習指導者講習会のプログラムも見直しがされますが、現行プログラムでの講習会を修

了した方は、新カリキュラム下でも引き続き実習指導を行うことが可能です。 

 今後当会では、2021 年度以降の新カリキュラムにおける実習指導内容をふまえ、実習指導者講習会修了者を対象と

したフォローアップ研修も企画する予定です。 

 

２．相談援助実習を行う実習指導者の要件（以下の全てを満たす必要があります） 

①社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に３年以上従事した経験を有する者 

②厚生労働省に届け出られた「社会福祉士実習指導者講習会」を修了した者 

 

３．研修プログラム 

 次ページをご参照ください。 

 

４．指定テキストについて 

 指定テキストは『社会福祉士実習指導テキスト 第 2版』（中央法規出版、2014年）となります。 

 講義は指定テキストに基づいて行うとともに、指定テキストに 

基づく「事前課題」を設定しています。 

 受講者各自でご準備、ご購入ください（別紙「注文書（中央法規 

出版行き）」でご購入いただけます）。 

 

 

 

 

 

 

５．事前課題について 

 本研修には「事前課題」を設けています。 

 事前課題の内容と提出方法は、別紙「事前課題について」をご確認ください。 

 事前課題の提出締切は、２０２２年１月３０日（日）です。 
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研修プログラム【１日目】 

時間 内容等 Zoomミーティングの基本事項等 

9:00～ Zoomへの入室受付開始 ・主催者が入室許可するまで受講者は一旦「待機室」にてお待ちください 

9:10～9：30 オリエンテーション（オンライン研修における注意事項説明など） ・受講者は「マイクはミュート」「カメラ有効」で参加 

 9:30～11:30 実習指導概論（講義２時間） 

／講師：横山 豊治（新潟医療福祉大学 特任教授） 

・受講者は「マイクはミュート」「カメラ有効」で参加 

11:30～12:30 昼食・休憩 ・1 日目・2 日目ともに、休憩中は受講者のマイクはミュート、カメラは「無

効」として OK（午後の講義開始時にはカメラを有効にすること） 

12:30～14:30 実習マネジメント論（講義２時間） 

／講師：松山 茂樹（社会福祉法人愛稚会 理事長） 

・受講者は「マイクはミュート」「カメラ有効」で参加 

14:30～14:45 休憩  

14:45～17:45 実習プログラミング論（講義３時間） 

／講師：三浦 修（新潟青陵大学 准教授） 

・受講者は「マイクはミュート」「カメラ有効」で参加 

【２日目】 

8:45～ Zoomへの入室受付開始 ・主催者が入室許可するまで受講者は一旦「待機室」にてお待ちください 

9:00～9:15 オリエンテーション（オンラインでの演習における注意事項説明など） ・受講者は「マイクはミュート」「カメラ有効」で参加 

9:15～10:15 実習スーパービジョン論 講義（60分） 

講師／Ａ日程：佐野 一美（社会福祉法人つばめ福祉会サービス管理室長） 

Ｂ日程：高野 八千代（相談支援センターみなみうおぬま 施設長） 

・講義時は、受講者は「マイクはミュート」「カメラ有効」で参加 

10:15～16:45 実習スーパービジョン論 演習  ※途中に休憩・昼食 

 

・全体ミーティングとブレイクアウトセッションを繰り返し行う 

・受講者は、基本的には「マイクはミュート」「カメラ有効」で参加し、発言

する際にマイクのミュートを解除する（※休憩・昼食時のマイク・カメラ

の取扱いは 1 日目と同様） 

16:45～17:00 事務連絡・閉講 ※修了証は後日郵送 ・全体ミーティングで実施。受講者は「マイクはミュート」「カメラ有効」で

参加 
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６．Zoom での参加について 

（１） 使用する PC 等に Zoom アプリのダウンロード／インストールをお願いいたします。 

・Zoom ダウンロードセンター https://zoom.us/download より、「ミーティング用 Zoom クラ

イアント」をダウンロード／インストールしてください。 

・すでにインストール済みの方は最新版への更新（アップデート）をお願いします。アップデー

トの方法は https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362233 をご参照ください。 

 

（２） 2 月 7 日（月）までに、受講申込時にお知らせいただいたメールアドレスへ、1 日目および 2 日

目の Zoom ミーティング情報（ID、パスコード等）をお知らせいたします。 

 

（３） 研修当日、通知された Zoom ミーティング情報で「ミーティングに参加」してください。 

参加者の名前を入力する際は 

「本講習会の受講番号（202115XXX の番号）＋受講者氏名」でご入力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日、主催者が講習会の Zoom ミーティングを開始するまでは【待機】の画面となります。 

※参加 URL・ミーティング ID・パスコードは 1 日目と 2 日目で異なります。 

 

   ※日本社会福祉士会作成の Zoom 操作方法マニュアル（受講者用）もご参照ください。 

    https://csw-niigata.com/news/2041 （当会ホームページへリンク） 

 

Ⅱ 受講における留意点 

１．受講管理（出席確認）について  

○2021 年度はオンライン研修となります。研修の受講中は、受講者側のカメラをオンにした状態（受

講者の顔が Zoom ミーティング画面に表示されている状態）で受講いただきます。これにより出

202115999 新潟 太郎 

参加者の名前の入力は、この欄に 

「本講習会の受講番号（202115XXX）＋

受講者氏名」でご入力ください。 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362233
https://csw-niigata.com/news/2041
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欠（受講状況）を確認します。受講状況の確認は、全日程・全課目において実施します。 

※15 分以上の遅刻・中座（途中退席）・早退があった場合はその課目は欠席とみなされ、修了とは

なりません。 

※遅刻・中座（途中退席）・早退の取扱いについては以下をご確認ください。 

 

２．遅刻・中座（途中退席）・早退の取扱いについて 

○講義・演習の進行の都合上、遅刻・中座（途中退席）・早退のないようにお願いいたします。 

○１科目あたり、15 分以上の遅刻・中座（途中退席）・早退があった場合はその科目は欠席とみな

され、原則修了となりませんのでご注意ください。 

○以下の場合は遅刻・中座（途中退席）・早退とみなされますのでご注意ください。 

・各科目の講義開始時間から 15 分以上 Zoom の接続が確認できない（または接続していても 15

分以上離席している）場合 

・各科目の講義中に 15 分以上 Zoom に接続していることが確認できない（または接続していて

も 15 分以上離席している） 

・各科目の講義中に 15 分以上カメラがオフの状態が継続している場合 

・15 分未満の遅刻・中座・早退が 3 回累積すると、1 回の欠席とみなされます。 

 

※接続不良が生じないよう、安定した通信環境下での受講をお願いします。有線 LAN（または最

低限 Wi－Fi）接続されたパソコンでの受講を推奨します。 

 

３．欠席 

○前述のとおり、1 科目あたり、15 分以上の遅刻・中座（途中退席）・早退は、原則欠席扱いとな

りますのでご注意ください。 

 

４．使用機器等について 

 ＜受講に必要な機器＞ 

① パソコン（Windowsまたは Mac）またはタブレット（スマートフォンでの参加は推奨しません） 

② Webカメラ（パソコンやタブレットに内蔵されているものでも OK。内蔵カメラがない場合は USB

等で接続する外付けのもの） 

③ Web マイク（パソコンやタブレットに内蔵されているものでも OK。内蔵マイクがない場合は、

USB、Bluetooth等で接続する外付けのもの） 

 ※ただし、内蔵マイクをご使用の場合は受講者ご自身の声だけでなく周囲の音声を拾う場合がありますので、

個室等静かな環境での受講をお願いいたします。そうでない場合は、受講がしやすいようイヤホンマイク

の使用を推奨します。 

 

 ○本研修では受講者側のカメラを常にオンにした状態で受講いただき、出席確認をさせていただ

きます。また、「実習スーパービジョン論」では、受講者側のカメラとマイクを使用したグルー

プワーク（ブレイクアウトセッション）を実施します。 

○そのため、受講者１名につき機器は１台ずつご使用ください（複数名で１台の端末を共有して
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の受講はできません）。 

○長時間にわたり視聴いただくため、ご勤務先・ご自宅等の安定したインターネット回線（有線

LANを推奨、最低でも Wi-fi）でのご受講をお願いします。 

  

５．研修実施に伴う受講環境等について 

○接続不良が生じないよう、安定した通信環境下での受講をお願いします。有線 LAN（または最

低限 Wi－Fi）接続されたパソコンでの受講を推奨します。 

 ○過去の web 研修において、受講者側の環境調整が必要と思われる事項による接続不備について、

研修当日に事務局にご連絡・ご相談が寄せられるケースが多々ありました。受講者のみなさま

のパソコン等機器の種類も様々であり、また、プロバイダ等インターネット接続状況も異なる

なか、受講者側の通信環境による接続不備については事務局ではお応えできかねますので、ご

理解の上、ご参加いただきますようお願いいたします。 

 ○受講者の通信環境、通信機器の原因により、当日受講できない場合の返金は行いませんので予

めご了承ください。 

○本研修は Zoom ミーティングを使用します。そのため、受講者全員の情報（お名前・画像）が研修中

に共有されることとなりますので、ご了承のうえご参加ください。 

○ビデオをオンにした状態で受講いただきますので、背景も含め、個人情報や不適切な映像が映

らないようにご配慮ください（休憩時はビデオをオフにしてください）。 

○１日目は講義形式です。資料は、事前に印刷したものを研修日の３日前までに到着するよう送

付する予定ですので、お手元にご準備ください（科目によりメール配信になる場合もあります）。

講義中は Zoom 画面上でも資料を投影しますので、画面またはお手元の資料を見ながら受講く

ださい。 

○講義中はマイクを「ミュート」にし、受講者側の音声（周囲の生活音等を含む）が入らないよう

にご参加いただきます（主催者側でミュート設定をする場合があります） 

○２日目の実習スーパービジョン論は、グループ演習が中心となります。講義資料や演習ワーク

シートなどは、印刷したものを研修の３日前までに到着するよう送付する予定ですので、お手

元にご準備ください。 

演習では、「ブレイクアウトセッション」機能を用いたロールプレイ（３名１組を基本）と、全

体共有を交互に行います。受講者自身が発言する際は、マイクのミュートを解除してお話いただ

きます。 

グループはあらかじめ主催者側で設定し、ブレイクアウトセッションの入退室は主催者側で管

理します。演習の進行は講師の指示に従って進めてください。 

 

６．受講中の不正行為 

 受講中に不正行為があった場合は、受講を停止または取り消すことがあります。 

  ①研修受講資格に虚偽の申告があったとき 

  ②研修において不正行為があったとき 

  ③受講費を納入しないとき 

  ④研修への妨害行為があったとき 
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  ⑤その他研修に支障があるとき 

 

７．講義の録音 

  講義の録画・録音、写真撮影等はすべて禁止いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８． 修了について 

（１） 修了要件 

・本講習会は、実習指導者となるための法定研修となります。全科目の受講が修了の条件となり

ます。 

・15 分以上の遅刻・中座（途中退席）・早退がある場合は修了とはなりません（遅刻・中座・早

退の詳細については、本手引きの P5 をご確認ください） 

 

（２） 修了証 

 ・本講習会の修了者には、研修終了後に修了証を発行します。修了証は後日郵送いたします。 

・本研修の修了証は再発行できませんので、紛失しないよう十分にご注意ください（実習受け入れ

にあたって、養成校への修了証の提出が必要となります） 

 

（３） 本講習会修了時の研修単位について 

・本講習会は、認定社会福祉士認証・認定機構から社会福祉士を基礎資格として活用する制度に

おける資格研修として指定された研修です。 

マイクマークの右隣の「＾」をクリックし、「ス

ピーカー＆マイクのテストをする」で事前にテ

ストをしてください 

講義中はマイクをミュートの状態（赤斜線が入っている状態）に。 

演習で自分が話すときは解除。 

受講確認のため、ビデオは必ず

「ON」（赤斜線が入っていない、

自身が映っている状態）に設定。 
リアクションボタンで自分の反応を

示すことができます 

自分の画像の上で右クリックすると、ビ

デオのオン・オフ、ミュートの設定・解除、

名前の変更などができます。 
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科目の区分：認定社会福祉士／共通専門／サービス管理・人材育成・経営系科目群Ⅰ 

科目名：人材育成系科目Ⅰ 

単位数：２単位 

・日本社会福祉士会の生涯研修制度においては、「制度研修の１単位」となります。 

 


