平成３０年度 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校
社会福祉専攻科 社会福祉士国家試験・受験対策講座
１．目

的

第 30 回社会福祉士国家試験受験予定者を対象にと各教科の要点解説等を行い、社会福祉士
国家試験に備えます

２．対 象 者

平成３１年２月実施の社会福祉士国家試験を受験予定の方（ふれあいグループ内職員、本
校専攻科在籍生・修了生等は別途お問い合わせください）

３．日程と内容

平成３０年７月～平成３１年１月（合計 10 回開催：内容は別紙に詳細記載）

４．費 用

参加費用 25,000 円（資料代を含む。申込書記載テキスト代は含みません。各自ご用意く
ださい）

５．会場・定員

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 別館３階 演習室

６．申込方法

別紙申込用紙を FAX または郵送にて上記振込用紙（写し可）を添付送付してください。
【振込先】

・ 定員３０名

三井住友銀行しらゆり支店

【口座番号】 当座預金 3316000
【口座名義】 学校法人湘南ふれあい学園 〈ガク）ショウナンナンフレアイガクエン
※振込手数料は、各自にてご負担ください
７．申込締切

平成３０年７月９日（金）必着

８．担当講師
扇谷 秀樹（本校社会福祉専攻科専任教員：社会福祉士・介護支援専門員：修士［社会福祉学］）
大辻 立樹（同上 非常勤講師：社会福祉士・介護支援専門員）
小嶋 希 （ふれあい医療福祉研修センター専任教員・看護師）
髙田 麗 （本校 非常勤講師：社会福祉士・介護支援専門員：修士［福祉社会］）
高橋登志子（同上 非常勤講師：看護師・社会福祉士・介護支援専門員：修士［社会福祉学］
）ほか
仁木 淳 （本校 非常勤講師：社会福祉士：修士［社会学］）
須藤 信宏（社会福祉法人麗寿会特別養護老人ホームふれあいの森介護課長：社会福祉士・介護福祉士・介護
支援専門員）
９．最少開催人数

１５名（これを下回る場合は、開催を中止する場合がございます）。

10．その他

１）一部科目については、日程等が変更になる場合があります（当該時連絡）
２）定員を上回る申し込みがあった場合、先着順により決定
３）申込み後のキャンセルによる返金はできませんので、ご了解ください。
４）費用は全 10 回の料金です。一部日程欠席等による割引等は致しません。
５）先着（11 名）予約制の個別指導料金は別途算定いたしません。なお、個別指導の枠を
例えば 3 人で予約し、①～③通しで行う形の予約も可能です（Ｈ31.1.19［土］は①
②のみ）
。なお、この５）は、上記講座申し込み者限定の特典です。

【問い合わせ】学校法人湘南ふれあい学園 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 社会福祉専攻科

senkouka@crc.ac.jp
http://www.crc.ac.jp/rehabilitation/senkouka.html

電話 0467-88-6725
URL

FAX

0467-84-5966

E‐mail

平成３０年度 社会福祉士国家試験・受験対策講座

日程
7 月 30 日
（月）
8 月 13 日
（月）
9 月 3 日
（月）
9 月 19 日
（水）
10 月 1 日
(月）
10 月 15 日
(月）
11 月 12 日
(月）

11 月 26 日
（月）

12 月 17 日
（月）
平成 31 年
1月 7日
（月）
平成 31 年
1 月 19 日（土）

①②のみ

詳細（茅ヶ崎リハビリテーション専門学校社会福祉専攻科）

前半：問題解答（問題演習）

会場 後半（一部午前）：要点ポイント解説
＊このパートは、専攻科教員等で担当します
※講師判断で途中休憩、適宜実施
8：30～ 8：50 ①児童や家庭に対す 別館 【担当：専任教員 扇谷秀樹】 集団指導
る支援と児童・家庭福祉制度、②更 ３Ｆ 9：00～12：10 ①要点解説 14：40～
生保護制度
13：00～14：30 ②要点解説 16：10
8：30～8：50 ①福祉行財政と福祉 別館 【担当：専任教員 扇谷秀樹】
計画、②低所得者に対する支援と生 ３Ｆ 9：00～12：10 ①要点解説
活保護制度
13：00～16：10 ②要点解説
8：30～8：50 ①保健医療サービス 別館 【担当：髙橋登志子
講師】
②社会保障
３Ｆ 9：00～12：10 ①要点解説
13：00～16：10 ②要点解説
8：30～8：50 ①障害者に対する支 別館 【担当：大辻立樹 講師】
援と障害者自立支援制度、②就労支 ３Ｆ 9：00～14：20 ①要点解説
援サービス
14：30～16：10 ②要点解説
8：30～8：50 ①現代社会と福祉、 別館 【担当：専任教員 扇谷秀樹】
②社会調査の基礎
３Ｆ 9：00～12：10 ①要点解説
13：00～16：10 ②要点解説
8：30～8：50 ①地域福祉の理論と 別館 【担当：高田 麗 講師】
方法、②権利擁護と成年後見制度、 ３Ｆ 9：00～14：30 ①要点解説
14：40～16：10 ②要点解説
8：30～8：50 ①高齢者に対する支 別館 【講師依頼中】
援と介護保険制度、②相談援助の基 ３Ｆ 9：00～12：10 ①要点解説
盤と専門職
【担当：高田 麗 講師】
13：00～16：10 ②要点解説
8：30～8：50 ①社会理論と社会シ 別館 【担当：専任教員 扇谷秀樹】
ステム、②心理学理論と心理的支援 ３Ｆ 9：00～12：10 ①要点解説
【担当：専任教員 扇谷秀樹】
13：00～16：10 ②心理学理論と心理的支援
8：30～8：50 ①人体の構造と機能 別館 【担当：小嶋 希 講師】
および疾病
３Ｆ 9：00～16：10 ①要点解説
8：30～8：50 ①福祉サービスの組 別館 【講師依頼中】
織と経営、②相談援助の理論と方法 ３Ｆ 9：00～12：10 ①要点解説
【担当：高田 麗 講師】
13：00～16：10 ②相談援助の理論と方法
平成 31 年 平成 31 年 平成 31 年 【担当：専任教員 扇谷秀樹】直前個別指導
1 月 21 日 1 月 23 日 1 月 28 日 （先着順予約制）
・1 回 90 分
①8：30～10：00
（月）
（水）
②10：10～11：40 ③11：50～13：10
（月）

※午前の問題解答（テスト）終了時、解答及び理解に役立つ資料を配布します。
注意）①講師都合により、開催日の内容（教科）変更の可能性があります。②個別指導（平成 31 年 1 月）
は、①～③のうち 1 回のみ予約することが出来ます（1/19［土］は①②のみ）

平成３０年度 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校
社会福祉士国家試験・受験対策講座申込書

社会福祉専攻科

申込日：平成
年
月
日
申込み区分（□内に☑を、または該当に〇を）
男 □社会福祉専攻科：在籍生・卒業生
□通学部：社会福祉科・精神社会福祉学科：卒業生）
女 □ふれあいグループ職員：事業所名
□一般

氏名

住所

〒

電話番号

ＦＡＸ
E-mail

（

）

【自宅】

（

）

【携帯】

（

）
＠

・使用テキスト：いずれも予価、税込。値段の変更があり得ます。
Ａ）飯塚慶子（2018）社会福祉士の合格教科書 2019 (合格シリーズ)医学評論社…3,240 円
Ｂ）2019 見て覚える！社会福祉士国試ナビ 中央法規…3,024 円
Ｃ）2019 社会福祉士国家試験 過去問解説集 中央法規…4,104 円
Ｄ）2019 社会福祉士国試ナビ 書いて覚える 穴埋めチェック 中央法規…2,160 円
【注意事項】
・会場には当日 8：10～、入室可能です。
・変更（欠席等）がありましたら、FAX（0467-84-5966）、電話連絡（0467-88-6725 ・0467-88-6611）、
E-mail（senkouka@crc.ac.jp）まで連絡をお願いします。
・いただいた個人情報は、本専攻科平成３０年度国家試験対策講座関連の事務および連絡等に
使用するものとし、他の用途には一切使用しません。
・当日の授業風景について、写真撮影および写真等を広報使用する場合があります。ご協力をお
願いします。
・昼食は、教室または別館 1 階学生ホール等で取ることが出来ます。ご持参ください。
・個別指導（1/19 土 1/21 月 1/23 水 1/28 月）は先着順です。メールでお申し込みください。
その際、どの日程のどの時間帯かを明記ください（1/19 土は①②の時間帯のみです）。

