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２０２１年度「基礎研修Ⅰ」の開催について（ご案内） 

 

陽春の候、会員各位におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平成 24年度から新・生涯研修制度の運用が開始され、研修の課程は「基礎課程」と「専門課程」

の二つの課程になりました。「基礎課程」は、基礎研修Ⅰ、基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲからなり、都

道府県社会福祉士会で開催されます。基礎研修課程を修了すると、次は専門課程へ進みます。基

礎研修Ⅰ～Ⅲ以外は専門課程に位置づけられます。 

さて、今年度も、「基礎研修Ⅰ」を別紙の内容のとおり開催することといたしました。 

「基礎研修Ⅰ」のねらいは、社会福祉士としての自覚を促すとともに、実践の基礎となる価値・

知識・技術について理解することを目的としております。 

別紙募集要項のとおり開催いたしますので、受講くださいますようご案内いたします。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

研 修 名   2021年度 基礎研修Ⅰ 

研修期間   2021 年 7 月～ 2020 年 10 月（研修内容は、別紙｢募集要項｣を参照ください。） 

        集合研修を年 2回開催予定（Zoomを活用したオンライン研修となります。） 

        2回の集合研修ともに事前課題があります。 

募集人数   30名（先着順） 

受講費用   4,000 円＋テキスト代 4，290円 

       ※受講決定通知書(5 月中旬より順次発送予定)に記載の方法でお支払いください。 

応募締切   2021年 6月 20日（日）必着 

申  込   募集要項巻末の申込用紙に必要事項をご記入の上、郵送・FAX・メールのいずれ

かでお申し込みください。 

       ※申込人数が少ない場合は、開催しない場合もあります。 

お問合せ先： 公益社団法人香川県社会福祉士会 事務局 

          〒762-0083 香川県丸亀市飯山町下法軍寺 581-1 

           丸亀市飯山総合保健福祉センター 1階 

              TEL 0877-98-0854  FAX  0877-98-0856 

 

以上 

 



香川県社会福祉士会 基礎研修Ⅰ 募集要項 

 

■募集要項■ 

 

○ ねらい 
社会福祉士としての自覚を促すとともに実践の基礎となる、価値・知識・技術について理解する。 

 

○ 到達点 
１．専門職が職能団体を持つ意義を知る 

   ２．日本社会福祉士会・都道府県社会福祉士会の組織と役割を知る 

   ３．生涯研修制度を知る 

   ４．社会福祉士共通基盤を知る 

   ５．実践現場における社会福祉士の専門性をふまえた役割を知る 

   ６．実践を踏まえて社会福祉士が倫理綱領や行動規範を持つ意味を知る 

 

○ 受講要件 
     すべての社会福祉士（基礎研修の受講開始日迄に入会手続きを行った者）を対象とする。 

 

○ 定員 30名 
 

○ 受講費用  4,000 円（別途にテキスト代 4,290円必要です） 

 

○ 申込締日  2021年 6月 20日（日）必着（FAX・メール可） 

 

○ 修了基準 
   １．すべての科目を受講で修了とします 

   ２．15分以上の遅刻・早退・欠席は認めません 

   ３．遅刻・早退・欠席した科目は、次年度開催時に受講することで修了とします 

 

○ レポート提出について 

１．締切 

事前課題   2021年 7月 11 日（日）必着 

事前課題  2021年 10月 10日（日）必着 

 

   ２．提出方法 
       公益社団法人香川県社会福祉士会事務局まで、郵送またはメールにて提出のこと 
 

○ オンライン研修の受講方法、及び注意事項について 
オンライン研修を受講いただくにあたり事前にご準備いただきたい事項・使用機器等について

ご案内いたします。 

◆Zoomアプリのダウンロード 

    本講座では、ビデオ講演会システム Zoom ミーティングを使用いたしますので、事前に Zoom ア

プリをダウンロードしてください。なお、本講座を受講いただくだけならば Zoomアカウントの取

得（サインアップ）は不要です。 

◆使用機器の確認 

    本講座では、Zoomミーティングにおいてマイク音声、自身の画像を表示して受講することが条

件となりますので、講座までに次の受講に必要な機器をご準備ください。なお、音声はパソコン

等に内蔵されている機器で受講いただけますが、イヤホンの使用を推奨いたします。 

    長時間に渡り、映像を視聴いただくため、安定した自宅等でのインターネット回線（Wi-Fi等）

での受講を推奨いたします。携帯電話会社の回線（パケット通信）でも受講は可能ですが、デー

タ量が大きいため、通信料金やお使いの端末の契約内容にご注意ください。 

［受講に必要な機器］ 

(別紙) 



※以下のいずれかを満たしていることが必要です。（パソコンでの受講を推奨します） 

    ・内蔵又は外付けカメラ＋WindowsPC(Windows8.1または 10) 

    ・内蔵又は外付けカメラ＋Mac(OS10.13以降) 

    ・内蔵カメラ＋iPad(iOS12又は iPadOS) 

    ・内蔵カメラ＋タブレット(Android7以降) 

    ・内蔵カメラ＋スマートフォン(iOS12以降、Android7以降) 

◆事前テストについて 

     Zoomアプリをダウンロードしたら、事前に接続テストを行うことをお勧めします。システム

要件などもご確認ください。Zoomテスト用 URL：https://zoom.us/test 

◆その他 

 受講者の通信環境、通信機器の原因により、当日参加できない場合の返金は対応しかねます

ので、予めご了承ください。また、一つの Zoomアカウントから複数人で受講すること、研修の

録音・録画はご遠慮ください。 

 

○ 申込方法・受講決定・受講費のお支払い 
1．受講申込みは受講申込書に必要事項をご記入の上、郵送・FAX・メールで申込ください。 

    2．受講申込内容を確認の上、受講決定通知書を送付いたします。 

3．受講費用、テキスト代は、受講決定通知書(5月中旬より順次発送予定)に記載の方法でお支

払いください。 

4．申込・問い合せ先 公益社団法人香川県社会福祉士会 事務局 

〒762-0083 香川県丸亀市飯山町下法軍寺 581-1 

                  丸亀市飯山総合保健福祉センター 1階 

           TEL 0877-98-0854  FAX  0877-98-0856 

 

 

○ 研修プログラム・日程 

2021年 5月中旬より順次 受講決定通知書・事前課題 発送予定          

 

2021年 7月 11日(日) 事前課題 提出締切                    

課題テーマ 文字数 

社会福祉士の役割を考える 1200字 

社会福祉士としての専門性について考える 800字 

① ねらい  
社会福祉士となり、専門職としての実践のあり方や研修を受ける意義を知る。 

② 内 容 
   「生涯研修手帳」「倫理綱領・行動規範」を読み、「社会福祉士として大切にしたいこと」 

「どのような社会福祉士になりたいか」をレポートにまとめる。 

③ 事前課題の提出をもって集合研修１の受講を認める。 
 

2021年 7月 18日(日) eラーニング受講証明書 3枚 提出締切 

eラーニングの視聴が基礎研修Ⅰの初日の集合研修の受講要件となります。 

各自、初日の集合研修の受講前に、生涯研修制度独自科目①～③の e ラーニングを

受講し、受講証明書 3枚を印刷して、ご提出ください。 

① 「社会福祉士会のあゆみ」 

② 「日本社会福祉士会の組織と活動内容」 

③ 「生涯研修制度」 

 

※eラーニング受講までの手順 

【手順１】日本社会福祉士会ホームページにアクセスします。http://www.jacw.or.jp 

【手順２】ページ中央（オレンジ色）の「eラーニング講座」リンクをクリックする 

【手順３】表示されたログインページにユーザーIDとパスワードを入力してログイン 



する。 

【手順４】ページ左側の「講座一覧」をクリックして視聴する講座を選択する。 

 
 

2021年 7月 24日(土) 第 1回集合研修                      

会場：Zoomミーティング 
              ※Zoom ミーティングの招待メールは 7 月 19 日頃送付予定です。 

時間 内容 

13:10～ 受付開始 

13:30～14:00 講義 都道府県社会福祉士会の組織 

14:00～14:15 休憩 

14:15～16:45 演習 社会福祉士としての専門性について考える 

 

 

2021年 10月 10日(日) 事前課題 提出締切                    

課題テーマ 文字数 

① 社会福祉士に共通する専門性の理解 1200字 

② 所属組織のソーシャルワーク実践について学ぶ 1200字 

③ 所属組織以外のソーシャルワーク実践について学ぶ 1200字×2カ所以上 
※1施設(事業所)につき 1200字 

④ 倫理綱領・行動規範の理解 1200字×2項目 
・課題の詳細については、集合研修 1日目にお知らせいたします。 

・達成できなかった課題については、集合研修２の受講後 12 ヶ月以内に提出をしなければ、

「基礎研修Ⅰ」修了を認めない。 

    

2021年 10月 17日(日) e ラーニング受講証明書 2枚 提出締切 

eラーニングの視聴が基礎研修Ⅰの第 2回集合研修の受講要件となります。 

各自、第 2回集合研修の受講前に、生涯研修制度独自科目の e ラーニングを受講し、

受講証明書 2枚を印刷して、ご提出ください。 

①「社会福祉士に共通する専門性の理解」 

②「倫理綱領・行動規範の理解」 

 

 

2021年 10月 24日(日) 第２回集合研修                       

会場：Zoomミーティング    
※Zoom ミーティングの招待メールは 10 月 18 日頃送付予定です。 

時間 内容 

13:10～ 受付開始 

13:30～16:30 演習 社会福祉士倫理綱領の実践適用 

 

 

e ラーニングを視聴するためには、生涯研修制度管理システムへのログイン、メールアドレ

スの登録が必要になります。ID は日本社会福祉士会が発行する会員番号と同じです。ログイン

パスワードは、入会時に日本社会福祉士会が個別に発行・送付しています。不明な場合は、事

務局までお問い合わせください。 

 スマートフォンでは、視聴できますが、受講証明書の発行ができないので、ご注意ください。

視聴環境がない場合には、事務局のパソコンで視聴可能です。ただし、事務局使用料等発生い

たしますので、ご希望の方は、事務局までご連絡ください。 

 



2021年度 基礎研修Ⅰ 受講申込書 
 

申込日：2021年  月  日 

所属県士会名 

（未入会者は空欄） 

 

 

日本社会福祉士会が発行

した会員番号 or 社会福祉

士登録番号 

 

 

※県士会に所属していない場合は、社会福祉士登録番号を記載し、社会福祉士の登録証の 

コピーもあわせてお送りください。 

（ふりがな） 

氏  名 

 

 

所属・勤務先 

 

仕事内容の種類 

以下の該当する種類に ✔ をお願いします。 

□児童分野 □医療分野 □高齢分野 □障害分野 □司法分野 

□行 政 □地域包括支援センター □居宅介護支援事業所 

□その他（ ） 

送付先住所 

下記のいずれかに、✔ を入れて下さい。 

□自宅  □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。） 

〒 

 

勤務先名： 

 

重要 

日中連絡可の携帯番号 

 

携帯電話番号         ―       ― 

 

重要 

Zoom、資料送付用 

E メールアドレス 

 

                    ＠ 

重要 連絡用  

E メールアドレス  

下記のいずれかに ✔を入れて下さい。 

 □ 上記メールアドレスと同じ   □ 下記 PC もしくは携帯のメールアドレス  

 ＠  

e ラーニングの視聴環境

について 
あり      ・     なし 

Zoom 環境について あり      ・     なし 

※頂きました個人情報については、本研修の運営のみに使用いたします。 

 


