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新潟医療福祉大学・公益社団法人新潟県社会福祉士会 社会貢献事業 

― 新たな福祉社会を担う社会福祉士の育成支援事業 ― 

  

【講座】 2021年 7月 24日（土）～11月 7日（日）、 全 5 日間／オンライン講座 

【模試】 2021年 8月 29日（日）※新型コロナウイルス感染症対策として「自宅受験」となります 

 

この事業は、新潟県の福祉人材の育成を目的とし、国家試験の受験資格を有する方(見込みを含む)を

対象にして社会福祉士国家資格取得に向けた受験対策を支援するものです。 

例年多数の方々に受講していただき、広範囲による出題範囲の中、重点ポイントの把握および試験直

前までの効率的な学習方法の提案をさせていただいております。 

社会福祉士国家試験は非常に難関であり、独学だけではなかなか対応が難しい状況になってきていま

す。このような状況の中、事業の実施に当たり、社会福祉士養成教育及び受験対策に実績のある中央法

規出版株式会社と共催することにより、試験に関する最新の動向、出題傾向を徹底分析し、国家試験合

格までをサポートいたします。ワークブックや過去問解説集を活用し、それぞれの科目に精通している

講師陣から直接講義を受けることは皆様の学習への効果的な一助になると考えます。 

限られた時間の中で効率的な学習方法を学びたい方、普段の仕事等で忙しく学習時間が十分にとれな

い方等、多くの方々から受講していただければ幸いです。 

 

新型コロナウイルス感染症対策として、2021年度もオンライン参加を基本として実施いたします 

感染症の拡大防止のため、可能な限りオンラインでの参加をお願いいたします 

 
■参加・申込方法 
（１）日程の詳細は、別紙日程表をご覧ください。 

（２）7月 24 日、8 月 7 日、9 月 12 日、10月 16 日、11 月 7 日の講義は、「Zoom ウェビナー」を使

用した「オンライン参加」を基本とします。 

8月 29日の模擬試験は、「自宅受験」となります。 

※オンライン参加が難しい場合は「会場への来場」を選択いただけますが、密になる状態を避ける観点から、会場への

来場人数の定員は 15 名とさせていただきます。「会場への来場」は、15 名に達した時点で申込を締め切ります。 

※「オンライン参加」の定員数は 80 名です。 

※今後の感染状況によっては、会場への来場を禁止し、オンライン参加のみへと変更する場合があります。何卒ご了

承くださるようお願いいたします。 

 

（３）講座、模擬試験へのお申し込みは下記フォームからお願いします。 

対策講座申込専用フォーム URL 

   https://forms.gle/DSddoYmiH5U2m9Wq7 
   （Google フォームを利用） 

＊スマホで右の QR コードを読み取ると、簡単にフォームにアクセス 

できます。 

 

＊フォームを使用できない場合、当会ホームページに申込書 

（Excel版）も掲載しています。 

    新潟県社会福祉士会ホームページ URL 

https://csw-niigata.com/ 

↓国家試験対策講座申込専用フォーム↓ 

https://forms.gle/DSddoYmiH5U2m9Wq7
https://csw-niigata.com/
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（４）参加申込をいただいた皆様へ、申込締切日以降、受講決定通知をお送りします。受講決定通知において、

費用のお支払いについてご案内します。 

（５）受講費の振込が確認できた方全員に対し、申込書に記入いただいたメールアドレスへ、オンライン参加方

法の詳細をご案内いたします。 

 

■オンライン参加のための基本準備 
本講座では、「Zoom（ズーム）」（ https://zoom.us/ ）というオンライン会議ツール（アプリ）の

「Zoom ウェビナー」という機能を使用します（Zoom ウェビナーでは、受講者側のカメラ・マイクは基本的には使

用しません） 

① インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマホ等で参加が可能です。必要な機器をご準備ください。 

② 使用するパソコン等に Zoom アプリのダウンロード／インストールをお願いいたします。 

・Zoom ダウンロードセンター https://zoom.us/download より、「ミーティング用 Zoom クライアント」

をダウンロード／インストールしてください（ダウンロード／インストールは無料です） 

・スマートフォン版のアプリは、「Zoom Cloud Meetings」 となります。iOS（iPhone、iPad）と Android

に対応しています。 

③ 長時間にわたり映像・音声を視聴いただくため、安定した通信状況下でご参加ください。ご自宅や職場等で

有線 LAN でインターネット接続されたパソコンでのご参加を推奨します（最低でもWi-Fi接続）。 

※携帯電話会社の回線（パケット通信）でもご参加は可能ですが、データ使用量が大きくなります。参加にかかるデ

ータ通信料は参加者負担となりますので、通信料金やお使いの端末の契約内容にご注意ください。 

 

■受講料  ご希望のいずれかの参加形態を選択してお申し込みください。 

参加形態 金額 備考 

全5日間 講義＋模擬試験 26,000円 
模擬試験は、新型コロナウイルス感染症対策として「自宅受

験」となります 

全5日間 講義のみ 20,000円  

科目毎選択 1科目から受講可 3,000円 金額は1科目あたり 

模擬試験のみ 7,500円 新型コロナウイルス感染症対策として「自宅受験」となります 

※テキスト代 (ワークブック2冊／計6,600円) は受講料には含まれておりません。受講者各自により出版元（中央

法規出版）へお申込みいただきます（下記参照）。 

 

 

■使用教材、講義資料について 
（１）講座の教材として以下のテキストの購入をお願いします。 

 

① 『社会福祉士 受験ワークブック 2022 (専門科目編)中央法規出版』 (2021年6月刊行予定)  

3,300円(税込) 

② 『社会福祉士 受験ワークブック 2022 (共通科目編)中央法規出版』 (2021年6月刊行予定)  

3,300円(税込) 

 

（テキストの購入方法） 

  受講者各自により、中央法規出版の申込専用フォームからテキストのお申込みをお願いします。 

  次ページに記載のQRコードをスマホで読み取ると、簡単にフォームにアクセスできます。 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download
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申し込み受理後、約1週間程度で、中央法規出版より 

 ご自宅へ直接配送、納品されます。 

 

  左記QRコードを使用できない場合、当会ホームページに 

テキスト申込書（FAX用）を掲載しています。 

新潟県社会福祉士会ホームページURL 

https://csw-niigata.com/ 

 

 

 

 

 

 

（２）模擬試験は、『2021年度 社会福祉士国家試験 中央法規全国模試』 を使用します。 

※成績表は模擬試験実施日（8/29）から1ヶ月程度で中央法規出版模試センターより発送予定です。 

試験結果はコンピュータにより採点。模試の達成度、全受験者中の順位と偏差値、科目毎の得点と平均点、

1問毎の正誤や全国正答率に加えて、受験直前までにどのような学習法が有益か提案します。 

※模擬試験の内容について  

各学校及び他の団体、個人受験等にて中央法規出版株式会社の『2021年度 社会福祉士国家試験中

央法規全国模試』をご利用いただいている場合、試験内容はすべて同一のものです。 

 

（３）各講座での講師資料（レジメ等）について 

講師レジメ等の配布資料がある場合は、講義日までに郵送します（または、メールにて資料ダウンロードの

ご案内をさせていただく場合があります）。 

オンライン参加の場合は、お手元に、テキスト（ワークブック）と郵送された資料をご用意のうえご参加く だ

さい。 

会場へ来場される場合は、テキスト（ワークブック）と郵送された資料をご持参のうえご参加ください。 

           

■お申込期限     2021年 6月 30日（水）  
対策講座申込専用フォーム URL 

https://forms.gle/DSddoYmiH5U2m9Wq7 

※定員に達した場合は、期日前に締め切る場合もございます。 

※上記申込フォームを使用できない場合、新潟県社会福祉士会ホームページからも申込書 

（Excel版）をダウンロードできます。 

■諸注意 
・会場への来場で参加の場合は、お出かけ前の体調確認・体温測定、会場でのマスク着用を必須とします。咳や鼻水、嗅覚や味覚の

異常、倦怠感などがある場合、または体温が37℃以上ある場合は参加をお控えください。また、入場時の手指消毒を必須とし、研修室

の換気、座席の間隔をあけるなどの対応を行います。染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食は禁止とさせていただき

ます。 

・今後の感染状況によっては、会場への来場を禁止し、オンライン参加のみへと変更する場合があります。 

・新型コロナウイルス感染状況を含む諸般の事情により講座の変更・休止をする際は、申込締切以降に事務局よりご連絡させていただき

ます。また、新潟県社会福祉士会のホームページやFacebookにも掲載いたします。 

・お申込後にキャンセルされる場合は必ずご連絡ください。ご入金後の返金には応じかねますのでご注意・ご了承ください。 

・講義の録音・録画、また、Web参加における配信映像の撮影・録画・キャプチャー等および資料の無断転載・複製等は固くお断りいた

します。 

↓中央法規出版 テキスト申込専用フォーム↓ 

https://csw-niigata.com/
https://forms.gle/DSddoYmiH5U2m9Wq7
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■本講座に対するお問い合わせ先 
公益社団法人新潟県社会福祉士会 事務局 

電話：025－281－5502 ／ メール：njacsw@poplar.ocn.ne.jp 

〒950-0994 新潟市中央区上所2－2－2 新潟ユニゾンプラザ3階 

 

 

 

■その他 
＊新潟県社会福祉士会および日本社会福祉士会では、Zoomによるオンライン研修に関するマニュアルを作

成しています。新潟県社会福祉士会のホームページで公開していますので、ぜひご覧ください。 

オンライン研修に関するマニュアル https://csw-niigata.com/news/1444 

 

＊新潟県社会福祉士会では、Zoomミーティングの基本操作講習会を開催します。 

Zoomの研修参加が初めての方や、まだ自信がない…という方を対象としてZoomの基本的な操作方法をご説

明いたしますので、お気軽にご参加ください。 

 詳しくは新潟県社会福祉士会のホームページをご覧ください。 

 

＊第34回社会福祉士国家試験（令和4年2月上旬予定）の実施に関しては、（公財）社会福祉振興・試

験センターのホームページ（http://www.sssc.or.jp/index.html）でご確認いただくか、センターへお問い

合わせください（TEL：03-3486-7521） 

 

＊受講予定者の所属長様へお願い 

オンライン研修にはスマホ等からの参加もできますが、音声・動画配信のため使用するデータ容量が大きくなりま

す。受講される方がより安定した通信状況下で受講できるよう、職場の Wi-Fi やインターネット接続されたパソコ

ンで研修参加ができるようご配慮いただきたくお願いいたします。 

https://csw-niigata.com/news/1444
http://www.sssc.or.jp/index.html
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【2021年度 社会福祉士国家試験受験対策講座 日程表（予定）】 

〈2021年7月24日（土）～2021年11月7日（日）までの5日間講義＋模擬試験〉  

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン（Zoomウェビナー）での受講が基本となります 

日程・会場 時 間 科 目 講 師 

【1日目】 

7月 24日 

（土） 

 

4科目 

8:45～9:00 Zoom入室及び会場受付  

9:00～9:25 
オリエンテーション  

国家試験の概要、ポイント説明 

新潟医療福祉大学 副学長 

教授 丸田 秋男 （社会福祉士） 

9:30～11:00 更生保護制度 
新潟医療福祉大学 副学長 

教授 丸田 秋男 （社会福祉士） 

11:15～12:45 相談援助の基盤と専門職 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 河野 聖夫 （社会福祉士） 

12:45～13:45 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:45～15:15 
障害者に対する支援と 

障害者自立支援制度 

新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 佐藤 洋 

15:30～17:00 保健医療サービス 
新潟青陵大学 社会福祉学科 

准教授 三浦 修 （社会福祉士） 

【2日目】 

8月 7日

（土） 

 

4科目 

8:45～9:15 Zoom入室及び会場受付  

9:15～10:45 就労支援サービス 
新潟医療福祉大学 

特任教授 武井 恒美 （社会福祉士） 

11:00～12:30 現代社会と福祉 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

特任教授 横山 豊治 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 
高齢者に対する支援と 

介護保険制度 

新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 渡邉 敏文 （社会福祉士） 

15:15～16:45 
児童や家庭に対する支援と 

児童・家庭福祉制度 

新潟県立大学 人間生活学部 

教授 小池 由佳 （社会福祉士） 

【3日目】 

9月 12日 

（日） 

 

4科目 

8:45～9:15 Zoom入室及び会場受付  

9:15～10:45 社会保障 
新潟医療福祉大学 副学長 

教授 丸田 秋男 （社会福祉士） 

11:00～12:30 権利擁護と成年後見制度 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

准教授 渡邊 豊 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 社会調査の基礎 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

講師 中井 良育 （社会福祉士） 

15:15～16:45 福祉行財政と福祉計画 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

助教 渡邉 恵司 （社会福祉士） 
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日程・会場 時 間 科 目 講 師 

【4日目】 

10月 16日 

（土） 

 

4科目 

8:45～9:15 Zoom入室及び会場受付  

9:15～10:45 福祉サービスの組織と経営 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

助教 國兼 明嗣 （社会福祉士） 

11:00～12:30 
低所得者に対する支援と 

生活保護制度 

新潟医療福祉大学 

特任教授 武井 恒美 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 相談援助の理論と方法Ⅰ 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 河野 聖夫 （社会福祉士） 

15:15～16:45 相談援助の理論と方法Ⅱ 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

教授 河野 聖夫 （社会福祉士） 

【5日目】 

11月 7日 

（日） 

 

4科目 

8:45～9:15 Zoom入室及び会場受付  

9:15～10:45 地域福祉の理論と方法 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

准教授 青木 茂 （社会福祉士） 

11:00～12:30 社会理論と社会システム 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

講師 中井 良育 （社会福祉士） 

12:30～13:30 
昼休み  

※感染防止の観点から、研修室（フロアロビー含む）での飲食はできませんのでご了承ください。  

13:30～15:00 心理学理論と心理的支援 
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

准教授 松本 京介 （臨床心理士） 

15:15～16:45 人体の構造と機能及び疾病 
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 

准教授 米澤 大輔 （歯科衛生士） 

8月 29日 

（日） 

模擬試験 

感染防止の観点から、模擬試験は「自宅受験」での実施となります。 

自宅受験の方法については、模擬試験お申し込みの方へ改めてご案内いたします。 

 

 

 


