一般社団法人 愛知県社会福祉士会 生涯研修センター 2019 年度 基礎研修Ⅰ

2019 年度「基礎研修Ⅰ」

募集要項

2012 年度から、日本社会福祉士会 新生涯研修制度がスタートしています。
愛知県社会福祉士会では、今年度も、日本社会福祉士会

新生涯研修制度に基づく基礎課程の第一歩

である「基礎研修Ⅰ」を開催します。
「基礎研修Ⅰ」は、社会福祉士であれば、どなたでも受講できますが、所属する都道府県社会福祉士
会での受講が、原則です。
なお、この研修は、認定社会福祉士制度と連動しています。

■生涯研修制度における基礎課程の＜ねらい＞
社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術を学び、社会福祉士の専門性の基礎を身につけます。
生涯研修制度の修了認定は、研鑚を積んでいる社会福祉士であることを証明します。

■基礎課程は、基礎研修Ⅰ→Ⅱ→Ⅲの順に履修する、積み上げ方式です。
基礎研修Ⅰを修了しないと、基礎研修Ⅱは受講できません。
基礎研修Ⅰを、１年で修了できなかった場合、修了できなかった研修や課題を、翌年度以降に提出・
受講して、修了することもできます(延長受講)。
ただし、認定社会福祉士の認証のためには、基礎研修Ⅰ～Ⅲまでを、最長６年間で修了しなければな
りません（期限があります）
。

■専門課程である「共通研修」「分野別研修」は、原則として、基礎課程を修了しないと、
受講できません。
■受講対象者：社会福祉士

・2012 年度以降入会の会員は、全て、新生涯研修制度の対象です。
・2012 年度以降、基礎研修Ⅰの受講を開始し、まだ修了していない方は、
「延長受講」の対象に
なります。受講申込みに合わせて「延長届」を提出し、修了に不足しているテーマを受講して下
さい。
「延長届」の様式は、愛知県社会福祉士会事務局にお問い合わせください。
・一定の要件を満たす方は、認定社会福祉士の新ルートの対象になる場合があります。一定の要件
については、日本社会福祉士会のホームページでご確認下さい。
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■研修プログラムおよび開催日程
①事前課題Ⅰ
事前課題のご案内到達後
（8 月はじめを予定）
～
9 月 19 日(木)必着
②集合研修Ⅰ
１０月１3 日（日）
９:４５～１７:１５予定
(受付９:１５～)予定

生涯研修制度独自科目
課題「社会福祉士の役割を考える」
ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ
課題「社会福祉士としての専門性について考える」
生涯研修制度独自科目
講義「社会福祉士のあゆみ」
講義「日本社会福祉士会・愛知県社会福祉士会の組織」
講義「生涯研修制度」
ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ
演習「社会福祉士としての専門性について考える」

③事前課題Ⅱ
２０20 年
１月１４日(火)必着

ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ
課題「社会福祉士に共通する専門性の理解」
課題「所属組織のソーシャルワーク実践について学ぶ」
課題「所属組織以外のソーシャルワーク実践について学ぶ」
権利擁護・法学系科目Ⅰ
課題「倫理綱領・行動規範の理解」

④集合研修Ⅱ
２０20 年
２月 9 日（日）
９:30～１７:10 予定

ソーシャルワーク倫理系科目Ⅰ
講義「社会福祉士に共通する専門性の理解」
権利擁護・法学系科目Ⅰ
講義「倫理綱領・行動規範の理解」
演習「社会福祉士の倫理綱領の現場適用」

(受付９:１５～)予定
※上記、①～④の順番で、全て、提出・受講することで、「基礎研修Ⅰ」修了となります。
※集合研修は、１５分以上の遅刻・早退は、受講と認められません。
※事前課題の詳細は、受講決定後に、ご案内します。

■集合研修会場は、名古屋市内あるいは、名古屋市近辺を予定。
受講決定通知送付時に、会場案内をお送りします。
申込み・受付期間

2019 年 5 月 7 日（火）～７月 19 日（金）

：「受講申込書」に必要事項をご記入の上、郵送か FAX でお申込みください。
■申込方法
■申込み・ お問合せ先：一般社団法人 愛知県社会福祉士会
〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸１丁目７番２号 桜華会館南館１階
TEL ：０５２－２０２－３００５
E -Mail ：acsw@aichi.email.ne.jp

FAX：０５２－２０２－３００６
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■受講費用
・ 会 員：３０００円 (入会手続き中の方も含む) 全日程一括料金
・非会員：６０００円 全日程一括料金
・延長受講 1 年目は、 会員 1 日１０００円 (非会員 1 日２０００円)
・延長受講 2 年目以降は、会員 1 日１５００円 （非会員 1 日３０００円）

■テキスト代
受講には、基礎研修テキスト上巻ならびに基礎研修Ⅰワークブックが必要です。
お持ちでないものは、受講申込書にて、お申込み下さい。一括購入し、集合研修Ⅰでお渡しします。
・基礎研修テキスト上巻 ２０００円
・基礎研修Ⅰワークブック

２２０円

※基礎研修テキストの個人購入も可能ですが、個人購入の価格と、一括購入の価格は異なりますので、
ご了解下さい（一括購入の方が、安く設定されています）
。

■受講定員
100 名（会員優先・先着順）

■受講申込みから修了までの流れ
① ７月 19 日(金)までに、郵送か FAX で、受講を申込む。
② ８月上旬、受講決定者に、受講決定証・受講料納入案内・事前課題Ⅰが送付される。
⑤ 受講料納付案内に記載された期限までに、受講料を振り込む。※
⑥ 事前課題案内到着後～９月２0 日(金)までに、事前課題Ⅰを作成、愛知県社会福祉士会
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

事務局に、提出する。
１０月１3 日(日)集合研修Ⅰを受講する。
１０月１3 日(日)集合研修時に、事前課題Ⅱの配付・説明を受ける。
２０20 年１月１４日(火)必着で、愛知県社会福祉士会事務局に、事前課題Ⅱを提出する。
２０20 年２月 9 日（日）集合研修Ⅱを受講する。
集合研修Ⅱ受講終了時に、基礎研修Ⅰの修了証が交付される。
※受講料納入をもって、正式に受講決定となります。
納入された受講料・テキスト代は、受講を辞退・中断されても、返金できません。
※※受講申込みをされた方で、8 月半ばまでに、受講決定通知書の送付その他の連絡がない

場合には、一度、愛知県社会福祉士会事務局まで、お問い合わせ下さい。
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2019 年度
申込日：2019 年

月

基礎研修Ⅰ

受講申込書

日（事務所記載：受付日 2019 年

月

日）

ふりがな

氏 名
□社会福祉士会会員

（会員番号

No.

）

日本社会福祉士会
会員番号等

□入会手続き中
□非会員

（社会福祉士登録番号

（社会福祉士登録番号

No.

）

No.

）

●入会手続き中・非会員の方は、社会福祉士登録証のコピーもあわせてお送りください。

所属・勤務先
所属・勤務先の地域
(市町村まで)
社会福祉の仕事に

年齢（才代）
仕事内容の種類
(複数選択可)
テキスト購入

才代
□高齢分野
□行

政

□障害分野

□児童・家庭分野

□地域社会・多文化
）

●購入を希望するものに、✔
□基礎研修テキスト

□自宅
〒

□医療分野

□その他（
を入れて下さい(お持ちでないものは、購入が必要です)。

上巻

●下記のいずれかに、✔

受講決定通知等

年

従事している年数

□基礎研修Ⅰワークブック

を入れて下さい。

□勤務先（勤務先の場合は、下記に、勤務先名を必ずご記入下さい）
。
－

送付先
（勤務先名：

日中連絡可の
電話番号

）

●下記のいずれか、あるいは、いずれも可能な場合には両方に
□自宅または携帯電話

（

）

―

□勤務先

（

）

―

✔

を入れて下さい。

●必ず、メール連絡の取れるアドレスをひとつご記入ください。

連絡先

正確にアルファベットが読み取れるよう、わかりやすい記載を、お願いします。

E メールアドレス
＠

領収書について
受講に必要な配慮や
その他連絡事項
あればご記入ください

●「必要」に

✔を入れた方のみ、受講料振込日付の領収書を発行します。

□領収書発行が必要

□領収書発行は不要

