２０２１年度

基礎研修Ⅱ

一般社団法人鳥取県社会福祉士会

開催要項

Zoom によるオンライン研修

基礎研修Ⅱは、社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術について学び、基礎的な実践力
を担保することを目的としています。
２０２１年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、講義部分は日本社会福祉士会の
e-ラーニングを活用し、グループ討議や演習等はＺｏｏｍ機能を活用して研修を行います。
さらなるステップアップを目指すための研修です。ぜひご参加ください。

■対 象者 ：基礎研修Ⅰを修了された方

■定員：２０名

※2019 年度までの受講者で未修了科目がある者（未修了科目のみ受講が可能）

■受 講料 ：社会福祉士会会員 １８，０００円

非会員 ３６，０００円

※2019 年度までの受講者で未修了科目がある者は１科目につき：２，０００円
※基礎研修テキスト（上巻・下巻・スーパービジョン・ワークブックⅡ）をお持ちでない方は、
受講開始日までに各自で購入してください。購入手続は日本社会福祉会ホームページ・出版物
のご案内（https://jacsw-shop.com/）をご参照ください。

■申込方法・受講決定・受講料

申込〆切 ８月２０日（金）

① 鳥取県社会福祉士会ホームページhttp://www.csw-tottori.jp/「研修受講申し込みフォーム」よ
りお申し込みください。
受講決定通知及び事前課題等は順次、郵送及びメールにてお知らせいたします。送付先住所を
備考欄にご記入いただくとともに、受信可能な連絡先メールアドレスを入力ください。
（～@docomo.ne.jp、@au.com、@softbank.ne.jpなどのｷｬﾘｱﾒｰﾙは不可とします）。
② 受講申込内容を確認の上、受講決定通知を送付します。※先着順にて受講を決定します。
e-ラーニングの視聴方法、事前課題提出方法等は、受講決定通知でお知らせします。
③ 受講料は受講決定通知に記載の方法でお支払いください。

【申込・問合先】
一般社団法人鳥取県社会福祉士事務局
〒689-0201 鳥取市伏野 1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内
電 話 0857-30-6308
FAX 0857-30-6309

【2021 年度

基礎研修Ⅱプログラム】

研修期間：2021 年 9 月 11 日（土）～ 2022 年 1 月 8 日（土）
科

目

テ ー マ
eーラーニング
（講義）

相談援助の視座と社会福祉援助の展開過程
実践のためのアプローチ（ソーシャルワーク実践理論・モデルから学ぶ）
自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク
相談援助の視座と社会福祉援助の展開過程

ソーシャルワーク
理論系科目Ⅰ

オンライン研修
実践のためのアプローチ（ソーシャルワーク実践理論・モデルから学ぶ）
（グループ討議）
自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク

【計１５時間】
事前課題
オンライン研修
（演習）
eーラーニング
（講義）
権利擁護・法学
系科目Ⅰ
【計１２時間】

実践事例演習
実践事例演習
※受講要件：ソーシャルワーク理論系研修３回受講と事前課題の提出
社会福祉における法Ⅰ
ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅰ
社会福祉における法Ⅱ
ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅱ
社会福祉における法Ⅰ

オンライン研修 ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅰ
（グループ討議） 社会福祉における法Ⅱ
ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅱ

事前課題

地域開発・政策
系科目Ⅰ

eーラーニング
（講義）

事前課題

【計 ６時間】

オンライン研修

eーラーニング
（講義）

【計１５時間】

６０時間

９０分
９０分
９０分
９０分
10月23日(土)13:00～14:30
10月23日(土)14:40～16:10

事前学習
事前学習
事前学習
事前学習
事前学習
事前学習

10月24日(日)13:00～14:30 事前学習
10月24日(日)14:40～16:10

地域における福祉政策と福祉計画

９０分

「社会福祉調査の方法と実際」①②
①調査実施、②ﾚﾎﾟｰﾄＡ４ ２～3枚
自己チェックシート
スーパービジョンとは
※受講要件：事前課題の当日提出
スーパービジョンのモデルセッションを見る （講義）
スーパーバイジー体験 （演習）
実践研究の意義と方法
実践研究のための記録
実践評価の方法

実践研究の意義と方法
オンライン研修
実践研究のための記録
（グループ討議）
実践評価の方法
事前課題
オンライン研修
（演習・プレゼン
テーション）
終了レポート

事前学習
事前課題
(ﾚｼﾞｭﾒＡ４ １～２枚)

9月12日(日) 9:30～16:30

９０分

実践研究発表の方法
実践評価・実践
研究系科目Ⅰ

９月３日（金）

連携システムのあり方とネットワーク構築

社会福祉調査の方法と実際

eーラーニング
（講義）

9月11日(土) 14:15～15:35

９０分

連携システムのあり方とネットワーク構築
オンライン研修
（グループ討議） 地域における福祉政策と福祉計画
※受講要件：事前課題の事前（提出期限 8月24日）提出

人材育成系科目
Ⅰ

9月11日(土) 12:20～13:50

社会資源の理解と社会資源開発

社会資源の理解と社会資源開発
※受講要件：事前課題の事前（提出期限 8月24日）提出

終了レポート

９０分
９０分
９０分
9月11日(土) 10:00～11:30

自宅学習
事前学習
事前学習
事前学習

事前学習

「社会資源の理解と社会資源開発」①②
①ﾚﾎﾟｰﾄ800字、②ﾏｯﾌﾟＡ４ １枚及びﾚﾎﾟｰﾄ800字
「地域における福祉政策と福祉計画」①②
①ﾚﾎﾟｰﾄ1,000字、②ﾚﾎﾟｰﾄ800字

社会福祉調査の方法と実際
【計１２時間】

開催日時、提出期限等

「模擬実践研究発表レジュメの作成」(ﾚｼﾞｭﾒＡ４ ２枚)
実践研究発表の方法
※受講要件：実践評価研修３回受講と事前課題の事前提出
「模擬実践研究発表レジュメの作成」(ﾚｼﾞｭﾒＡ４ ２枚)

９０分
10月9日(土)13:00～14:30
10月9日(土)14:40～16:10
11月13日(土)13:00～14:30
11月13日(土)14:40～16:10

９０分

事前学習
事前課題
事前学習
事前課題(提出不要)
事前学習
事前課題
事前学習
修了ﾚﾎﾟｰﾄ
事前学習
事前学習
事前課題(提出不要)
事前学習
事前課題
事前学習
修了ﾚﾎﾟｰﾄ

事前学習

９０分
11月20日(土) 9:30～12:30
９０分
９０分
９０分

事前学習
事前学習
事前学習
事前学習
９０分
事前課題(ﾚｼﾞｭﾒＡ４ ２
枚)
12月11日(土) 10:00～11:30 事前学習
12月11日(土) 12:20～13:50 事前学習
12月11日(土) 14:15～15:35 事前学習
１２月２７日（月）
1月8日(土) 10:00～15:30
２月１２日（土）

事前学習
事前課題(ﾚｼﾞｭﾒＡ４ ２
枚)

【e―ラーニング受講までの手順】
① 日本社会福祉士会ホームページへアクセス （https://www.jacsw.or.jp）
② ページ中央（青色色）の「e-ラーニング講座」リンクをクリック。
③ 表示されたページの「視聴を希望する方はこちら」をクリックし、ユーザーID とパスワードを入力し
てログインする。
④ 表示されたページの左側にある「講座一覧」→「基礎研修Ⅱ関連講義」より視聴する。
※会員外の方 e-ラーニングの視聴方法については、決定通知でお知らせします。

【e―ラーニング受講から集合研修受講までの手順】
① 基礎研修テキストの各科目研修内容の該当ページを読み予習する。
② 各研修内容 e-ラーニング講義を視聴、視聴後に小テストを受ける。（合格するまで繰り返し実施）
（例） ソーシャルワーク理論系科目Ⅰの場合
「相談援助の視座と展開過程」」「実践のためのアプローチ」「自立生活支援とコミュニティソー
シャルワーク」の各科目を視聴し小テストを受け合格する。
③ 受講証明書を発行する。
④ 科目修了テストを受ける。
⑤ 集合研修を受講する。
※事前課題がある科目については提出期限までに郵送またはメールでの提出が必要です。
※e-ラーニング科目受講後、受講証明書・科目修了テストについては集合研修前日までに提出が必要
となります。

【事前課題、修了レポートの提出について】
① メールの場合は、当日の１６時までに送信してください。事務局が受信した旨の返信があるかどうか
確認し、返信がない場合には事務局への問い合わせをお願いします。
② 郵送の場合には前日の消印有効です。
【その他】
新型コロナウイルス感染症拡大、自然災害等により開催に変更が生じることがあります。その場合にはメ
ールやホームページなどでの案内、電話などで連絡いたします。

