2019 年度 基礎研修Ⅰ開催要項
基礎研修Ⅰは、公益社団法人日本社会福祉士会の基礎研修Ⅰ要綱（要綱第 4 号 2011 年 12 月 17 日制
定）に基づき、一般社団法人長崎県社会福祉士会が実施主体として実施するものです。本要項の全文は、
日本社会福祉士会発行の「社会福祉士生涯研修手帳」に記載されておりますのでご一読下さい。
１．基礎研修Ⅰのねらい
社会福祉士としての自覚を促すとともに実践の基礎となる、価値・知識・技術について理解するこ
とです。
２．内
容
【ソーシャルワーク理論系 ・
『生涯研修手帳』を読み、生涯研修制度の概略を理解して
科目Ⅰ】
いください。
社会福祉士としての専門性について、あなたの考えをま
（集合研修１） ‣社会福祉士の役割を考える
とめ生涯研修制度を通じてどのように研鑽を進めるかを
事前課題
まとめる。
（1,200 字程度）
1
‣社会福祉士としての専門性 ・
「社会福祉士の倫理綱領・行動規範」を読み、あなたが社
について考える
会福祉士として大切にしたいことをまとめる。（800 字）
※レポートについては、各ページに受講番号、氏名をご
記入ください。
・社会福祉士会のあゆみ
・日本社会福祉士会、長崎県 ・講義、演習
集合研修
社会福祉士会の組織
※「生涯研修手帳」持参
１
・生涯研修制度
・社会福祉士としての専門性
について考える
事前課題
・他領域のソーシャルワーク ・他領域におけるソーシャルワーカーとしての社会福祉士
作成のた
実践について学ぶ
の役割を当会会員の講義から学ぶ。
めの研修
1.倫理綱領、行動規範の理解 1. あなたの日頃の実践を振り返り、
「社会福祉士行動規範」
と照らし合わせ、2 つの項目を取り上げ、あなたの実践
2.社会福祉士に共通する専門
をまとめる。
（1200 字×２項目）
性の理解
2『基礎研修テキスト』上巻の P10～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
（集合研修 2） 3.所属組織のソーシャルワー
共通する専門性が必要なのか、あなたの日頃の実践を振
事前課題
ク実践について学ぶ
り返りながらまとめる
（1200 字程度）
1.2.3.4.
3.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
4.他領域のソーシャルワーク
士の役割と現状を踏まえて考察する。自らの現状と課題
実践について学ぶ 1・2
及び組織における現状と課題についてレポートをまとめ
る。
（1200 字程度）
4.他領域におけるソーシャルワーカーとしての社会福祉士
の役割を当会会員の講義から学ぶ。他領域の社会福祉士
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、レポートにまとめる。
（1200 字程度）
※レポートについては、各ページに受講番号、氏名をご記
入ください。
‣社会福祉士共通基盤の理解
集合研修 ‣倫理綱領・行動規範の理解
・講義、演習
２
‣社会福祉士の倫理綱領の現
場適用
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３．事前課題注意事項
（１）提出期限について
締切日までに長崎県社会福祉士会事務局に郵送して下さい。
事前課題の提出が無い場合には、集合研修は受講できません。
（２）提出方法について
①原稿用紙（鉛筆不可）または、パソコン使用どちらでも構いません。
②提出の際は、提出分以外に必ず自分用の控えをとってください。
③字数の増減は 2 割以内です（1200 字の場合 960 字～1440 字の範囲内）。Word で作成する場合
は、合計文字数を必ず記入してください。
④各ページごとに、受講番号・氏名をご記入ください。
4．集合研修 1・2 の受講について
（１）集合研修 1・2、及び事前課題研修の会場は、4 ページに記載している会場です。ただし勤務等の
都合により欠席する場合には、必ず事務局にご連絡下さい。
（２）遅刻・早退の取扱いについて
各プログラムともに、15 分以上の遅刻・早退は未受講とみなしますのでお気を付け下さい。
（３）未受講プログラムの取り扱いついて
①未受講のプログラムにつきましては、次回開催時に受講することで当該プログラムを履修したも
のとみなします。
②ただし公共交通機関等の欠航等やむを得ない理由による遅刻・早退につきましては、日本社会福
祉士会と協議のうえ対応を行います。
（４）講義中の録音等について
受講中の撮影や録音は禁止しています。
（５）携帯電話について
受講中は、携帯電話の電源を切るかマナ－モ－ドにして下さい。
（６）昼食について
昼食は各自でご準備下さい。
5．不正行為について
受講中に以下の不正行為があった場合には、受講の停止又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代理受講
③レポートの窃用
④研修への妨害行為があったとき
⑤その他研修に支障があるとき
6．修了について
基礎研修Ⅰの修了は、事前課題、集合研修 1、事前課題研修および集合研修 2 の全てのプログラ
ムを受講することが要件です。このため、未受講が出た時点で、研修は中断となります。その場
合は翌年度以降に未受講のプログラムからの受講となります。その際は、延長届の提出をお願い
します。
7．アンケ－トのお願い
今後の研修内容を充実させるため、研修終了後にアンケ－ト調査を実施しますので、ご協力をお
願いします。
8．その他
①会場内で飲食はできます。ゴミは必ずお持ち帰りください。
②手荷物は自己管理でお願いします。
③納入された受講料は、受講者側の都合による返還はできません。
④その他ご不明な点につきましては、事務局及び研修委員までお尋ねください。
⑤集合研修について～悪天候、災害等により延期する場合は、当日朝、本会 HP にてお知らせし
ます。
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【研修の流れ】

学習内容

研修スタート

事前課題
（集合研修１）

備考

8 月初旬
・決定通知書
・事前課題等を送付いたします
事前課題の作成
【事前課題提出〆切

受講費が未納の場合は、
基礎研修Ⅰを受講出来ません。

（合計 2 本）

9 月 20 日（金）必着】

集合研修 1

9 月 29 日（日）
集合研修 1

会場：長崎市内 予定

事前課題が未提出の場合、
集合研修１は受講できません。

※「生涯研修手帳」持参

事前課題作成
のための研修
（集合研修２）

事前課題
1.2.3.4
（集合研修２）

集合研修 2

研修修了

事前課題作成のための研修

10 月 26 日（土）
長崎国際大学
（3 つの事業所の社会福祉士の実践を知る）

事前課題の作成
【事前課題提出〆切

（合計 6 本）

1 月 10 日（金）必着】

集合研修 2
2 月 23 日（日）
会場：長崎国際大学

事前課題の詳細は
集合研修１の終了時に説明しま
す。

事前課題は、基礎Ⅰワークブッ
クを参照

事前課題が未提出の場合、
集合研修 2 は受講できません。
基礎研修Ⅱの詳細は、集合研修
2 の終了時に説明します。

基礎研修Ⅰの修了証交付

一般社団法人長崎県社会福祉士会事務局
〒852-8104 長崎市茂里町 3 番 24 号
長崎県総合福祉センター県棟 5 階
電話・FAX 095-848-6012（平日 10:00～17：00）
E-mail: kisoken@csw-nagasaki.jp
http://csw-nagasaki.jp
（担当：石橋）
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【集合研修日程】
◆集合研修 1

令和元年 9 月 29 日（日）

もりまちハートセンター2 階研修室
（長崎市茂里町 2-41）
内

時

容

間

9:30～10:30

講義Ⅰ 社会福祉士会のあゆみ

10:30～11:30

講義Ⅱ 日本社会福祉士会・長崎県社会福祉士会の組織

12:30～14:00

講義Ⅲ 生涯研修制度

14:10～16:40

演習

16:40～17:00

事務連絡：事前課題研修及び集合研修 2 について

◆事前課題研修

社会福祉士としての専門性について考える

令和元年 10 月 26 日（土） 長崎国際大学
（佐世保市ハウステンボス町 2825-7）

時 間

内

10:00～16:00

容

講義：高齢・障害・児童・医療・地域の領域で活躍する
社会福祉士の講義を選択し受講します
※集合研修 1 の中で説明があります

◆集合研修 2

令和 2 年 2 月 23 日（日）長崎国際大学

時 間

内

容

9:30～11:00

講義Ⅰ 社会福祉士共通基盤の理解

11:05～12:35

講義Ⅱ 倫理綱領・行動規範の理解

13:30～16:30

演習

16:30～17:00

事務連絡：基礎研修Ⅱ について

社会福祉士の倫理綱領の現場適用

【研 修 会 場】
（長 崎 会 場）○もりまちハートセンター （長崎市障害福祉センター）
〒852-8104 長崎市茂里町 2-41

℡：095-842-2525

※長崎会場は駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

（佐世保会場）〇長崎国際大学
〒859-3298
佐世保市ハウステンボス町 2825-7

℡：0956-39-2020

※駐車場あります。指示に従い駐車してください。

4

