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１． 開催趣旨 

 平成 19 年の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、社会福祉士養成課程における教育

内容等の見直しが行われ、福祉現場における実習指導者の要件の一つとして「実習指導者を

養成するための講習会の受講」が定められました。 

これを受け、保健福祉大学では、地域貢献の一環として、社会福祉士養成に係る実習教育

の更なる充実を図ると共に、本学のミッションであるヒューマンサービスを実践できる人材

を育成するため、実習指導者養成教育（社会福祉士実習指導者講習会）を実施します。 

 

２． 教育目的 

 社会福祉士教育についての理解を深め、実習指導に必要な知識・技術を習得し、効果的な

実習指導ができる人材を育成します。 

 

３． 教育目標 

（１）自己の社会福祉士としての実践を振り返り、社会福祉の本質に対する理解を深めます。  

（２）社会福祉士教育における実習の意義を理解し、実習指導の役割と方法について学びます。  

（３）社会福祉士の専門性を更に追求する姿勢を養います。 

 

４． 開催日時 

１日目 令和 4年 ６月 11日（土）  ９：３０～１８：３０ 

２日目 令和 4年 ６月 18日（土）  ９：３０～１８：００ 

＊全２日間の開講となります。 

 

５． 開催方法 

１日目（6/11）はオンライン授業（Web会議システムによる同時双方向型）、2日目（6/18）

は対面授業にて行います。ただし、２日目についても、社会情勢等により対面授業が困難な

場合は、オンライン授業に変更となります。 

オンライン授業の受講にはインターネットに接続できる通信機器（カメラ・マイク付）、添

付ファイルが受信できる Eメールアドレスが必要です。通信環境が不安定になりやすく、画

面も小さいため、スマートフォンでの受講は原則認めていません。パソコンからの受講をお

願いします。また、光回線などの常時接続ができる定額制課金のインターネット通信を確保

することを推奨します。携帯電話の回線を使う場合は、データ使用量により利用料金（パケ

ット通信料）が高額になることがあるのでご注意ください。受講者側の機器トラブル等によ

り受講できなかった場合、補講等の対応はいたしませんのでご了承ください。 

なお、安定した通信環境で受講していただくために、開講初日の１週間ほど前に通信テス

トを実施します。複数の日程をご案内させていただきますので、必ずご参加ください。 

 

６． 会 場 

 1日目（6月 11日）：ご自宅等 

2日目（６月 18日）：神奈川県立保健福祉大学（横須賀市平成町１－１０－１） 

※２日目の会場は、横須賀市にある保健福祉大学です。詳しくは巻末の「神奈川県立保健

福祉大学までのアクセス」をご覧ください。横浜市旭区にある実践教育センターではあ

りませんので、ご注意ください。ただし、オンライン授業に変更となった場合は、ご自宅

等から受講していただきます。 
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７． 募集人員 

  20 名 

＊応募多数の場合は「11（４）選考方法」に従って、受講者を決定します。 

 

８． 受講対象者 

次のいずれかに該当する方 

（１）社会福祉士の資格取得後、原則として３年以上の実務経験を有する方。 

（２）社会福祉士の資格を有し、県内の施設事業所等で実習指導を今後担当する予定の方。 

 

９． 受講経費 

  ４，０００円 （税込） 

＊受講決定後、納入期限内に納付してください。なお、納入された受講経費は一切返還しま

せん。 

 

１０． テキスト 

「社会福祉士実習指導者テキスト第 2版」（中央法規出版，2014年） 

定価：2,４００円（税別） 

＊受講者は、テキストを各自でご用意ください。 

＊事前に購入し、通読してください。 

＊講習会でテキストを使います。受講に際しては、必ず持参してください。 

 

１１． 受講申込み 

（１）申込方法 

① 本学実践教育センターホームページ（https://www.kuhs.ac.jp/jissen/）からフォ 

ームメールでお申込みください。「kuhs.ac.jp」のドメインからの添付ファイル付きの

メールが受信できるアドレスが必要です。 

 

② ①の申込み後、次の申込書類をご郵送ください。受講申込書（様式１）については、

本学実践教育センターホームページよりダウンロードしてください。 

＊受講申込書（様式１） 

＊社会福祉士登録証の写し（コピー） 

 

※一度受理した申込書類は一切返還しません。 

※上記①、②のいずれも必要です。フォームメール・申込書類一式のいずれかが不足する

場合は、選考不可となる場合がありますのでご注意ください。 

 

（２）申込期間 

令和 4年４月５日（火）～４月 19日（火）消印有効  

 

（３）申込書類の郵送先 

〒2４１-０８１５ 横浜市旭区中尾１－５－１ 

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター 実践教育部 

※封筒のおもてに朱書きで「社会福祉士実習指導者講習会申込書在中」とご記入ください。 
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（４）選考方法 

＊受講に際しては受講希望者の資格要件等を確認し、受講者を決定します。 

＊定員を超えた場合には、 

①実習指導者の資格要件を満たしている方 

②本学実習受け入れまたは今年度受け入れ予定の所属の方 

③県内在住または在勤の方 

を優先します。 

＊受講が決定した方には、５月中旬に決定通知とともに受講案内（テスト通信日の案内を

含む）、事前課題等を Eメールでお送りします。また、受講不可の場合もお知らせします。 

 

（５）受講のキャンセル 

＊事前にご連絡をお願いします。 

＊２日間の受講となりますので、1日のみの受講は認められません。 

 

１２． 受講申込書（様式 1） 

＊職歴 

  令和 4年 3月 31日現在で記入してください。 

＊資格 

  社会福祉士の資格登録年月日と登録番号を記入してください。 

 

１３． 修了の認定 

＊本教育は、厚生労働省が定める社会福祉士実習指導者講習会です。全科目の受講が修了

認定の条件となります。欠席や遅刻・早退がある場合は修了認定となりません。 

＊修了者には、修了証を発行します。実習指導者になるためには、当修了証および社会福

祉士資格取得後 3年以上の実務経験が必要となります。 

 

１４． その他 

＊昼食は各自でご用意ください（土曜日は学食が休業となります。大学周辺にコンビニエ

ンスストアが２軒あります）。 

＊車いすを利用されている方、ノートテイクの支援が必要な方等、受講に際して配慮が必

要な方は事前にお知らせください。 

＊車でのご来校はご遠慮ください。ただし、体の不自由な方等、車での来校が必要な方は

事前にご連絡ください。 

 

１５． 問合せ先 

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学実践教育センター  

実践教育部 社会福祉士実習指導者講習会担当 

電話 ０４５－３６６－５８7１
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令和４年度神奈川県立保健福祉大学実習指導者養成教育 

（社会福祉士実習指導者講習会）プログラム 

  
１

日

目 

令和 4年 6月 11日（土） ご自宅等 

9:30～10:15 

 

 

開講式・オリエンテーション  

ソーシャルワークの本質としてのヒューマンサービス

の理解 

《講師》 

髙橋 恭子 

10:15～12:15 

（２時間） 

実習指導概論【講義】 

* 社会福祉士の意義と役割 

* 実習の制度上の枠組みと意義 

* ソーシャルワーク実践と実習プログラム 

* 個人情報保護と実習での対応 

* 実習指導における専門職の役割 

《講師》 

吉中 季子 

12:15～13:15 昼食・休憩  

13:15～16:15 

（3時間） 

実習プログラミング論【講義】 

* 実習プログラムの考え方 

* 実習プログラミングの方法 

* 実習の展開方法 

* 実習プログラム構築の具体例 

《講師》 

岸川 学 

16:15～16:30 休憩  

16:30～18:30 

（2時間） 

 

実習マネジメント論【講義】 

* 実習マネジメントの意義と対象 

* 施設・機関内における実習マネジメント 

* 施設・機関外における実習マネジメント 

* 実習におけるリスクマネジメント 

* 実習マネジメントの実際 

《講師》 

玉川 淳 

 
２

日

目 

令和４年 6月 18日（土） 神奈川県立保健福祉大学 

9:30～11:30 

（2時間） 

実習スーパービジョン論【講義】 

* 「スーパービジョン」の基礎理解 

* 実習スーパービジョンの特質 

* 実習プログラムと実習スーパービジョンの展開 

* 実習スーパービジョンの実際 

《講師》 

川村 隆彦 

11:30～12:30 昼食・休憩  

12:30～18:00

（演習 5時間） 

＊途中休憩あり 

実習スーパービジョン論【演習】 

* 実習におけるスーパービジョンの展開方法 

《講師》 

岸川 学 

種田 綾乃 

閉講式・修了証授与   



相談援助実務

　　　年　　か月 有　・　無

　　　年　　か月 有　・　無

　　　年　　か月 有　・　無

　　　年　　か月 有　・　無

　　　年　　か月 有　・　無

　　　年　　か月 有　・　無

そ
の
他
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（様式１）

実習指導者養成教育（社会福祉士実習指導者講習会）受講申込書

ふりがな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（性別）　男　・　女

氏　　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西暦）　　　　年　　　月　　日生　　　　歳
                                                                    　　　　　　　（令和４年３月31日現在）

       年　　月～　　　　年　　月

保
健
医
療
福
祉
関
係
の
職
歴

期　　間　　　　　　（西暦）
（令和４年３月31日現在で記入）

勤務先 ・ 所属

       年　　月～　　　　年　　月

       年　　月～　　　　年　　月

       年　　月～　　　　年　　月

       年　　月～　　　　年　　月

       年　　月～　　　　年　　月

※収集した個人情報は、公立大学法人神奈川県立保健福祉大学と実践教育センターの個人情報の取扱方針に基づき、利用目的の範囲内
で適正に取り扱います。

＊受講に際して配慮が必要な場合など、内容を具体的にご記入ください。

　　　　　合計経験年数　　　　　年　　　　か月

資
格

社会福祉士資格登録年月日 （西暦）　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

　　　　　　　　　 　登録番号 　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　　　　　　　　号
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神奈川県立保健福祉大学までのアクセス  
＜県立大学駅・横須賀中央駅から＞ 

 京浜急行「県立大学」駅から 徒歩約7分 

 京浜急行「横須賀中央」駅から 徒歩約１５分  

＜横浜駅から＞ 

 京浜急行線「浦賀」、「三崎口」方面行き「快特」または「特急」乗車 

 横須賀中央にて「普通」乗り換え「県立大学」駅下車 

＜小田原、平塚方面から＞ 

 JR大船駅にて横須賀線乗り換え 「横須賀」駅 下車 

＜JR横須賀線「横須賀」駅からバス＞ 

 京浜急行バス                

12、須13系統 

行き先「平成町循環」－「日の出町三丁目」又は「安浦二丁目」下車 

22系統 

行き先「防衛大学校」－「聖徳寺坂下」下車 

24系統 

行き先「観音崎」－「聖徳寺坂下」下車 

26系統 

行き先「かもめ団地」－「聖徳寺坂下」下車 

27系統 

行き先「堀内」－「聖徳寺坂下」下車 

 

※「日の出町三丁目」からは徒歩約３分 

※「安浦二丁目」からは徒歩約２分 

※「聖徳寺坂下」からは徒歩約３分 
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