
注意 Ⅱです!!  

平成２７年度 基礎研修 Ⅱ 開催のお知らせ 

東京社会福祉士会 生涯研修センター 

平成２５年４月より、認定・上級社会福祉士制度がスタート、生涯研修制度は新しい時代を迎えました。

平成２７年度の基礎研修Ⅱ（合計１７講座）は下記の日程で開催します。この研修はレポートの提出などが

必要となります。 

基礎研修は認定社会福祉士制度の認証研修です。基礎研修Ⅰ・基礎研修Ⅱ・基礎研修Ⅲで１つの研修となっており

ます。３年間で全ての講座を修了することを原則とし、期間延長は各研修 1年に限り認められております。基礎研修

を修了いたしますと、認定社会福祉士取得の申請に必要な共通専門の必須単位は全て網羅されます。 

時代が真に力量のある社会福祉士を求めています。「高度な知識と卓越した技術を用いて、個別支援や他

職種との連携、地域福祉の増進を行う能力を有する社会福祉士」を目指す第一歩の研修に、奮ってご参加く

ださい。 

 

開催日程 平成２７年５月３１日（日）～ 平成２８年２月２０日（土）※詳細は別表参照 

 

会場   戸山サンライズ 大研修室（※講座２～４は他会場） 

      住所 〒１６２－００５２  東京都新宿区戸山１丁目２２−１ 

      中央大学駿河台記念館 ３７０教室（※講座２～４） 

      住所 〒１０１－８３２４  東京都千代田区神田駿河台３－１１－５ 

 

受講対象 平成２６年度・平成２５年度「基礎研修Ⅰ」修了者 

受講料   ５０，０００円 （テキスト代別） 

      ※受講料及びテキスト代は振込みとなります。振込み金額、振込先、期日等は「受講決定 

通知書」に記載いたします。（テキスト代は５，０００円程度を予定） 

※なお、受講料入金後に講座途中で受講を中止しても、返金はありません。 

 

申込締切 ４月３０日（木）※当日消印有効 

 

申込方法 指定申込用紙をＦＡＸにて送信 

      ※受講決定者には、申込締め切り後、５月上旬に受講決定通知書（事前課題案内含）を 

郵送いたします。 

      ※講座４集合研修①は、講座１～３の事前受講が必須となります。 

      ※講座１４～１７は、連続講座です。一部分のみの受講はできません。 

     申込先（ＦＡＸ）０３－５９４４－８４６７ 

☆受講決定者は５月３１日（日）の講座１の前にガイダンスを行います。必ずガイダンスにご出席くだ 

さい。 

☆「基礎研修Ⅱ」は、すべての集合研修への参加（15 分以上の遅刻・離席不可）、レポート課題の提出、 

各科目の最終レポートで合格基準に達することが修了の要件となります。 

☆講義をビデオ撮影する場合がありますことをご了承ください。 

    

 ＜お問合せ先＞生涯研修センター事務局 担当 齋藤知恵 

TEL：03-5944-8466 MAIL：syougaikensyuu@tokyo-csw.org 



別表                                                     基礎研修Ⅱ 

  講座名 講義内容 実施日 会場 講師 

1 

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ理論① 

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 50＋ 

講義 90＋GW90 

ガイダンス＋ 

相談援助の視座と展開過程 

5 月 31 日(日)

12：00～16：30

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
田上 明 

2 
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ理論② 

講義 90＋GW90 
実践のためのｱﾌﾟﾛｰﾁ 

6 月 20 日(土)

9：30～12：40 

中央大学(370) 

駿河台記念館 
川村 隆彦 

3 
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ理論③ 

講義 90＋GW90 
自立支援とｺﾐｭﾆﾃｨｰｿｰｼｬﾙﾜｰｸ 

6 月 20 日(土) 

13：40～17：00

中央大学(370) 

駿河台記念館 
川村 隆彦 

4 

集合研修① 

実践演習 6 時間 

※SW 理論①～③ 

の受講必須 

実践事例演習 
調整中 

9：30～17：00 
調整中 髙橋 明美 

5 
地域開発・政策系① 

講義 90＋GW90 
社会資源の理解と開発 

10 月 17 日(土)

9：30～12：40 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
永田 隆 

6 
地域開発・政策系② 

講義 90＋GW90 
連携ｼｽﾃﾑとﾈｯﾄﾜｰｸの構築 

10 月 17 日(土)

13：40～17：00

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
河合 美千代

7 
地域開発・政策系③ 

講義 90＋GW90 
地域の福祉政策と福祉計画 

11 月 1 日(日)

9：30～12：40 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
川村 孝俊 

8 
地域開発・政策系④ 

講義 90＋GW90 
社会福祉調査の方法と実際 

11 月 1 日(日)

13：40～17：00

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
蓮見 雅人 

9 
集合研修② 

人材育成系 

ｽｰﾊﾟﾋﾞｼﾞｮﾝとは(講義) 

ﾓﾃﾞﾙｾｯｼｮﾝ(講義) 

ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｼﾞｰ体験(演習) 

11 月 14 日(土)

9：30～17：00 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
調整中 

10 
権利擁護・法学系① 

講義 90＋GW90 
社会福祉における法Ⅰ 

11 月 28 日(土)

9：30～12：40 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
大石 剛一郎

11 
権利擁護・法学系② 

講義 90＋GW90 
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸと権利擁護の視点Ⅰ 

11 月 28 日(土)

13：40～17：00

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
池田 恵利子

12 
権利擁護・法学系③ 

講義 90＋GW90 
社会福祉における法Ⅱ 

12 月 12 日(土)

9：30～12：40 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
小賀野 晶一

13 
権利擁護・法学系④ 

講義 90＋GW90 
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸと権利擁護の視点Ⅱ 

12 月 12 日(土)

13：40～17：00

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
星野 美子 

14 
実践評価・研究系① 

講義 90＋GW90 
実践研究の意義と方法 

12 月 26 日(土)

9：30～12：40 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
米川 和雄 

15 
実践評価・研究系① 

講義 90＋GW90 
実践研究のための記録 

12 月 26 日(土)

13：40～17：00

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
米川 和雄 

16 
実践評価・研究系① 

講義 90＋GW90 
実践評価の方法 

2 月 6 日(土) 

9：30～12：40 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
米川 和雄 

17 
集合研修③ 

実践評価・研究系 

実践研究発表の方法 

講義 120＋演習 120＋ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 120

2 月 20 日(土)

9：30～17：00 

戸山ｻﾝﾗｲｽﾞ 

大研修室 
米川 和雄 



講師紹介   敬称略（現在確定している方のみ）                             基礎研修Ⅱ 

田上  明 東京都清瀬喜望園 副園長、認定社会福祉士。日本社会福祉士会実習指導者研修委員会委員長、 

東京都医療社会事業協会理事。 

川村 隆彦 神奈川県立保健大学にて価値と倫理を根底に置いたソーシャルワークの実践に向けて指導に当た 

っている。主著「支援者が成長するための 50 の原則」「ソーシャルワーカーの力量を高める理論 

・アプローチ」中央法規 

高橋 明美「Social Worker‘s Office ポラン 高橋社会福祉士事務所」所長。明星大学、東京福祉専門学校 

等で後進の育成を行っているほか、日韓両国において 福祉現場で働く対人援助職を対象とした 

研修を通じ、職員のやりがいとクライエントへの支援の質の向上を図っている。 

永田  隆 町田市社会福祉協議会 事業室統括主査。地域福祉活動、権利擁護事業に携わり、地域包括支援 

センター立ち上げから５年間、市内の地域包括支援センターの統括・支援業務を担う。東京社会 

福祉士会地域包括支援センター委員会委員、ぱあとなあ東京養成部会部員。 

河合美千代 東京社会福祉士会地域包括支援センター委員会委員。いけよんの郷地域包括支援センターに勤務。  

川村 孝俊 昭和 57 年、中野区に入職、平成 25 年３月退職まで障害者福祉・高齢者福祉の業務に従事する。 

現在は、成年後見人として、認知症高齢者の後見活動をしている。 

蓮見 雅人 大手製薬会社勤務。障害者の職場定着支援を行う。在職中に埼玉県立大学大学院修士号を取得。 

      現場における実践と研究を行っている。日本社会福祉学会、日本職業リハビリテーション学会、 

埼玉県立大学保健医療福祉科学学会会員。  

大石剛一郎 弁護士。湘南ふくしネットワークオンブズマン設立時のオンブズマンの一人。障害者・高齢者施 

設のオンブズマン・第三者委員活動、知的障害・発達障害のある人の被害・加害事件に多く関わ 

っている。 

池田恵利子 公益社団法人あい権利擁護支援ネット代表理事。「ぱあとなあ」の設立に関与。日本成年後見法 

学会副理事長地域包括支援センターの運営マニュアル権利擁護部分の執筆などを手がける等、権 

利擁護に深くかかわっている。 

小賀野晶一 国立千葉大学法経学部長。単編著「判例から学ぶ不法行為法」成文堂、単著「現代民法講義(２版)」 

成文堂 

星野 美子 公益社団法人日本社会福祉士会理事、成年後見委員会委員長（平成 27 年 6 月迄）。都内の在宅介護 

支援センターの立ち上げに関わり、介護支援専門員として勤務ののち、「TRY 星野社会福祉士事務所」 

を開所し、後見人等の実務を行ないながら専門機関や専門職の研修等を担う。 

米川 和雄 MSW、SSW の経験を活かし現在、帝京平成大学にて社会福祉士、SSW の養成にあたる。認定社会福 

祉士スーパーバイザー。主著「ソーシャルワーカーのための社会調査の基礎」北大路書房 

＜研修会場[戸山サンライズ 大研修室]＞      ＜研修会場[中央大学駿河台記念館 ３７０教室]＞ 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                  

 

 

 

 



≪平成２７年度 基礎研修 Ⅱ 申込書≫ 

※枠内はすべてご記入ください                     申込先ＦＡＸ：０３－５９４４－８４６７ 

注：受講要件をご確認ください。基礎研修Ⅰ修了者です。 

この申込書をＦＡＸにてお送りください。 

 

申込締切 ４月３０日（木）※当日消印有効 

 

 

＜お問合せ・課題など送付先＞   

公益社団法人東京社会福祉士会 生涯研修センター事務局  担当 齋藤 知恵 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 3-43-11 福祉財団ビル 5 階 

TEL：０３－５９４４－８４６６ ／FAX：０３－５９４４－８４６７ ／Ｍａｉｌ：syougaikensyuu@tokyo-csw.org 

申し込み区分 

※○で囲んでください 

１．初めて受講  

２．継続受講 ※当会で基礎研修Ⅱを受講ｽﾀｰﾄし、現在期間延長中の方 

（今年度受講予定講座番号：                                       ）

   （受講開始年度  平成     年） 

３．振替受講（講座番号を明記：                 ）※他県士会会員専用 

氏 名 
ふりがな （会員番号） 

 

 

職種属性 

※○で囲んでください 

グループ討議用参考資料とな

ります。 

A．高齢者施設系（居宅系及びデイサービス含む）   B．地域包括・居宅ケアマネ 

C．医療関係（MSW・PSW）    D．障害関係（施設・通所・就労支援等） 

Ｅ．児童関係（児相、施設、子育て支援相談、スクール SW 等） 

F．低所得、ホームレス関係（行政生保 CW 含む） 

G．行政、社会福祉協議会（地域・後見センター等施設以外 

H．その他（                    ）                   実務歴     年  

連 絡 先 

（勤務先の場合、 

勤務先名も記入） 

〒     － 

住 所 

 

 

☆電話番号（日中の連絡先）                                               

 

☆連絡用Ｍａｉｌアドレス                                                   

基礎研修Ⅰ 

修了年度 

１．平成     年 修了          ２．受講中    

※数字に○を付けてください。 

受 講 料 

５０，０００円（テキスト代は５，０００円程度別途お支払）  

※振込金額、振込先、期日は受講通知書にてご案内いたします。 

※継続受講中の方は無料 

※振替受講料は各講座３,０００円です。 

注意 Ⅱです!! 


