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■ 介護実務者研修～7 月からスクーリングがスタート
全社協中央福祉学院が 4 月 1 日に開講した「介護職員実務者研修」は、440 名あま
りが受講しています。この 7 月からは通信学習とともに、受講生の地元の社会福祉協
議会が運営するスクーリングがスタートしました。
スクーリングでは、「介護過程Ⅲ」と「医療的ケア演習」を学習します。
「介護過程Ⅲ」は 45 時間の授業を 6 日～8 日間かけて通学で学習するもので、介護
計画の作成や介護実技演習など、通信学習で学んだ知識をより実践的に現場で応用
できる「思考力」を養う科目です。
医療的ケア演習は、喀痰吸引などの医療的ケアを安全・適切に実施するために必
要な知識・技術を習得することを目標としています。
受講者は通常の通信学習に加え、スクーリングの事前学習課題として、事例をもと
にした紙上演習や医療的ケアの手順を理解するシート作成などに取り組みます。その
成果もあり、授業はスムーズに進行しています。
スクーリングの開催に向け、各県の指導講師を対象に、今年 2 月に講師団会議を開
催し、指導内容・評価方法等の確認を行っています。スクーリングでは、教育内容検
討会作業委員会が作成した「指導の手引き」をもとに指導を行っています。
スクーリングは 11 月までの間、11 県・市社会福祉協議会が実施し、受講生全員の
修了をめざします。

 スクーリングレポート①～神奈川県 医療的ケア演習
7 月 7 日、先陣をきり、神奈川県社会福祉協議会で医療的ケア演習が行われました。
演習の内容は、「喀痰吸引」、「経管栄養」、「救急蘇生法」です。
全社協から貸与したシミュレーター等の演習器材を
使用し、講師の指導のもと、一人ひとりが実践に即した
形式で各演習を実施しました。医療的ケアテキスト付属
の DVD や事前課題によって、受講生の方々は予習を
十分に行い、演習にも意欲的に取り組むなど、講師の
医療的ケア演習の授業風景
（神奈川県社会福祉会館にて）
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受講生に対する評価は非常に高いものでした。
この日に演習に参加した受講生の皆さんは、長時間
の演習にも集中し、無事合格をされました。

 スクーリングレポート②～長野県 介護過程Ⅲ
7 月 8 日、長野県社会福祉協議会で「介護過程Ⅲ」のスクーリングが行われました。
長野県では、長野市、松本市、佐久市の 3 会場で計 4 クラス、各 8 日間のスクーリング
が行われます。
この日は長野市会場のスクーリング 3 日
目で、受講生 19 名が 4 グループに分か
れ、中央福祉学院で作成した演習ノート
を使い、講師を高齢者に見立てたロール

介護過程Ⅲの授業風景
（長野県社会福祉総合センターにて）

プレイングなどを取り入れながら、介護過
程展開の方法を学びました。
受講生の多くが、介護の現場で働きな
がら受講しており、この日学んだ介護計
画の作成方法なども、翌日からすぐに職
場で活かせる内容だった、とのご感想を
頂きました。

 第 2 期生は 10 月 1 日から募集開始
介護福祉士資格取得をめざす介護職員の方々が受講しやすいよう、県・市社会福
祉協議会と連携し、スクーリング会場の拡充を図っています。
平成 29 年度からは、新たに秋田県と滋賀県でのスクーリング実施が決定しました。
第 2 期生の募集申込みは、平成 28 年 10 月 1 日から開始します。
○平成 29 年度スクーリング会場
岩手県、秋田県、福島県、埼玉県、神奈川県、川崎市、長野県、滋賀県、大阪市、
奈良県、鳥取県、広島県、山口県
※受講案内および受講申込書は、10 月 1 日より中央福祉学院ホームページからダウ
ンロード可能です。
http://www.gakuin.gr.jp/
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■ 第 43 回 国際福祉機器展 H.C.R.2016～17 か国・1 地域
から 528 社が出展予定！
第 43 回国際福祉機器展 H.C.R.2016 は高齢者や障害者の自立や社会参加の促進、
家庭・地域・福祉施設などでの介護の質の向上を目的として開催されます。
会期中は、食品や衣料、自助具、車いす、福祉車両、
入浴・トイレ、住宅関連、福祉施設向けの設備・備品、
ロボットテクノロジーを駆使した機器など、多彩な製品
が展示されるほか、シンポジウム、セミナー特別企画な
どをつうじて最新情報の発信も行われます。

日
時：平成 28 年 10 月 12 日（水）～14 日（金）
会
場：東京ビッグサイト （東京・有明）
入 場 料：無料・登録制(一部のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは有料)
申込方法：平成 28 年 8 月中旬、H.C.R.の Web
サイトで来場者登録の受付を開始。

↑画像をクリックすると H.C.R ホー
ムページにジャンプします。

【内容】(予定)
①福祉機器展示：福祉機器約 20,000 点を総合展示
②国際シンポジウム：（10 月 13 日（木）13:00～16:00）
「障害者の権利の擁護とさらなる社会参加の促進のために～ノーマライゼーション
のこれまでとこれから」
わが国では「障害者の権利に関する条約」や「障害者差別解消法」の理念のもと
に、法改正も成立し、今後諸制度の拡充や 2020 年のパラリンピック東京大会の開催
など、障害者の権利擁護や社会参加の一層の促進に向けた動きが進みます。
H.C.R.2016 では、障害者の権利の擁護のこれまでとこれからについてデンマーク
からのレポートやわが国の取り組み状況などから、わが国での障害福祉の今後につ
いて展望します。
③HCR セミナー：
保健・福祉・介護などに関わるテーマのなかから、以下のようなプログラムを会期中 3
日間にわたって順次開催する予定です。
(1)一般、福祉サービス利用者・家族向けセミナー
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1)はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー（テーマ数：10）
2)高齢者向けの手軽な日々の食事
3)一般家庭の介護で腰痛にならないための基本技術～ボディメカニクスの理解
と活用
4)介護ロボットの活用で未来を拓く
(2)福祉職・介護職向けセミナー
1)福祉施設の実践事例発表～役立つ活かせる工夫とアイデア
2)福祉施設での感染症の知識と対応～知っておきたい感染症対策のポイント
3)東京オリンピック・パラリンピックの理想とレガシー（遺産）～環境と福祉の統合、
社会への定着をめざして
(3)企業関係者向けセミナー
1)介護ロボット開発の最新動向と今後の展望～北欧のユーザー・ドリブン・イノ
ベーションからみる普及実現に向けた取り組み
④特別企画:
(1)障害児のための「子ども広場」
子ども向けの福祉機器の集中展示。子ども用機器や療育に関する相談なども実
施。
(2)ふくしの相談コーナー
福祉機器・自助具の相談コーナーを設置。
(3)アルテク講座
携帯電話・スマートフォン、タブレットなど身近にあるテクノロジー（アルテク）の福
祉的活用方法について解説・実演。
(4)高齢者・障害者の生活支援用品コーナー～自分に合わせられるモノ展（仮題）
障害者差別解消法の制定などにより求められるようになった“合理的配慮”。
H.C.R.2016 では、自分に合うサイズに調節できる「モノ」を紹介。
(5)福祉機器開発最前線
研究・開発中の機器や新製品、最先端の介護ロボットを紹介。
(6)被災地応援コーナー
災害に見舞われ、復興に取り組みながら製造・生産活動に取り組むセルプ（障
害者就労支援施設）の製品を販売。
【問合せ先】 一般財団法人 保健福祉広報協会（H.C.R.2016 事務局）
TEL：03-3580-3052 FAX：03-5512-9798
※詳細や最新情報は H.C.R ホームページをご覧ください。
http://www.hcr.or.jp
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 改正障害者総合支援法の平成 30 年施行を見据え、社会就
労センターのあるべき姿を検討～全国社会就労センター総合
研究大会を三重県で開催
全国社会就労センター協議会(阿由葉 寛 会長) (以下、「セルプ協」という。)は、7
月 7～8 日、三重県四日市市「四日市都ホテル」において、総合研究大会（三重大会）
を開催しました。
本年度は「障害者総合支援法改正のその
先を見据えた社会就労センター（SELP）のあ
るべき姿とは」を全体テーマとし、全国から 410
名を超える社会就労センター関係者の参加を
得て行われました。
初日は開会式、永年勤続者表彰式を経て、
当日の様子
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障
害福祉課 内山 博之 課長からの行政説明がありました。
続いて、阿由葉会長による基調報告「セルプ協が考える障害者就労支援の方向性」
では、平成 28 年 5 月に成立した改正障害者総合支援法と、社会保障審議会障害者
部会による同法の施行 3 年後の見直しのとりまとめの内容にふれ、「社会就労センター
はこれまで以上により高い工賃・賃金を支払えるような就労機会の開拓と提供、より長
く企業等で働き続けることができるような職場定着支援、障害の重い人でも働くことが
できる職場環境整備に取り組んでいく必要がある」と述べ、セルプ会員事業所へ一層
の期待を寄せました。
その後行われたシンポジウムでは「障害のある人の“働く・くらす”を支えるために社
会就労センターがなすべきこととは」と題し、日本財団ソーシャルイノベーション本部国
内事業開発チームチームリーダー 竹村 利道 氏、障害のある人と援助者でつくる日
本グループホーム学会代表 光増 昌久 氏、全国セルプ協 叶 義文 副会長、全国
セルプ協制度・政策・予算対策委員会委員・三重県ふっくりあモォンマール管理者
奥西 利江 氏の 4 名により進められました。
シンポジストからは、就労支援事業所における障害者の工賃・賃金の支払額の伸び
に依然として課題があることの発言があり、理念と経営力を兼ねそろえた事業所運営
の強化へのエールが送られました。
2 日目は、事業種別部会等として、①生保・社会事業部会、②雇用事業部会、③就
労継続支援事業部会、④就労移行支援事業部会、⑤生産活動・生活介護事業部会
を開催したほか、働く障害者の「はたらく・くらす」を支援するセルプ協の理念から、本
年度は新たに「くらす」検討会を設置し、サービス利用者からの報告や意見も得ながら
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協議を行いました。
そして、再び全体会では「障害福祉サービス等経営実態調査見直しを踏まえた障
害者支援施設・事業所経営のポイントについて」と題し、株式会社エイデル研究所経
営支援部 部長 小林 雄二郎 氏に講義いただき、終了しました。
なお、来年度の研究大会は、7 月 27～28 日に兵庫県神戸市において開催する予
定です。

■ プラットフォームづくりの実践的方策を学ぶ～子どもの育ちを支
える新たなプラットフォームづくり研修会を開催
7 月 7～8 日、全国の児童福祉施設関係者や社会福祉協議会関係者等の子ども家
庭福祉を推進する機関・団体等関係者、民生委員・児童委員、主任児童委員等 109
名の参加を得て、「子どもの育ちを支える新たなプラットフォームづくり研修会」を開催
しました。
この研修会は、平成 26 年度に本会が「新たな子ども家庭福祉の推進基盤の形成に
向けた取り組みに関する検討委員会」（以下、「検討委員会」という。）で提唱したプラッ
トフォームづくりの実践的方策を学ぶ目的で、平成 27 年度から開催しています。

基調講演をする
柏女 霊峰 氏

淑徳大学総合福祉学部 教授／検討委員会 委員長
柏女 霊峰 氏の基調講義では、プラットフォームを基盤に
個々の子どもや家庭に対する支援ネットワークが形成され
ていき、その結果、制度内福祉と制度外福祉の協働がすす
み、切れ目のない支援が実現していくこと、今後、各自治
体や区域にプラットフォームが増えていくことで、包括的・一
元的なサービス展開につながることなどの示唆がありまし
た。
続いて、先駆的な実践事例の発表（コーディネーター：
柏女 霊峰 氏、事例発表：NPO 法人 豊島 WAKUWAKU

ネットワーク 理事長 栗林 知絵子 氏、社会福祉法人
うきは市社会福祉協議会 権藤 俊介 氏、社会福祉法人
大洋社 常務理事 斎藤 弘美 氏）では、プラットフォー
ムづくりの具体的な取り組みが紹介されました。
研修会 2 日目は、発表事例ごとの 3 コースで、講義と演
事例発表の様子(左から栗林
氏、権藤氏、斎藤氏)
習を行い、参加者はプラットフォームの立ち上げのポイント
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やキーパーソンの見出し方、参画者の増やし方、情報共
有や共通理解を得る方法などを学びました。

2 日目「講義と演習」の様子

 支援力向上と新たな支援の充実をめざす～全国母子生活支
援施設職員研修会を開催
6 月 29 日～7 月 1 日、ウィリング横浜（横浜市）で、第 38 回全国母子生活支援施設
職員研修会を開催しました。支援力向上と新たな支援の充実を目的とし、定員を超え
る 181 名の職員が参加しました。
初日は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
寺澤 潔司 課長補佐による行政説明、全国母子生活支援
施設協議会 菅田 賢治 会長の基調報告に続き、「新基準
による福祉サービス第三者評価、自己評価の取り組み」と題

菅田会長の基調報告

分科会の様子

したセッションを行いました。
セッションでは、秋田婦人ホーム（秋田県）、リフレここのえ
（東京都）、半田同胞園（愛知県）の 3 施設が第三者評価受
審、自己評価の実践を報告し、参加者は、受審の必要性や
受審後の取り組み、気づきの大切さに、認識を新たにしまし
た。
2 日目は分科会に分かれ、講義や演習で、利用者が抱え
る課題の具体的な支援方法を学びました（第 1：「職員に求
められるソーシャルワークの基本を学ぶ」／目白大学 助教
泉谷 朋子 氏、第 2：「発達障害等により生活に課題がある
児童の支援を学ぶ」／浜松学院大学 准教授 志村 浩二

氏、第 3：「家族関係支援のスーパービジョンを学ぶ」／東京
国際大学 准教授 村井 美紀 氏）。最終日は、立教大学
教授 湯澤 直美 氏が講義し、貧困による母子世帯の事件などの具体的な事例から、
現代の貧困と社会的排除、母子生活支援施設として果たすべき役割や関係機関との
連携の重要性を参加者と共有しました。
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■ 法人主体の経営と福祉施設士の示すべき成果～第 38 回全
国福祉施設士セミナーを開催
日本福祉施設士会（髙橋 紘 会長）は、7 月 6～7 日、全社協・灘尾ホールにおい
て、「法人主体の経営と福祉施設士の示すべき成果」をテーマにセミナーを開催し、全
国から 114 名が参加しました。
基調報告、行政説明に続き、日本リハビリテーション振興会 理事長 宮武 剛 氏
による、「社会保障の今日と明日」と題した講演が行われました。宮武氏は、2020 年代
初めまでに受益と負担のバランスがとれた社会保障制度を構築していく必要があると
したうえで、医療・介護・年金等の各分野の動向と課題を説明しました。
続いて、HRM-LINKS 代表取締役・綱川労務管理センター所長で、人事コンサルタ
ント・社会保険労務士の綱川 晃弘 氏が登壇し、「法人・地域
を牽引する福祉施設長とは」をテーマに、福祉施設長に求めら
れる役割の再確認と、後継幹部職員の育成方法に関して講演
を行いました。綱川氏は、福祉施設長の評価として、「適正な
執行」から「成果」が問われる時代になったとし、福祉施設長に
は「現場の代弁者」と「法人経営の一員」のバランスが求められ
ると説明しました。また、役割には「仕事の管理」と「人の管理」
があり、とりわけ部下育成の点で「上司の支援責任」を明確化し、
管理職の魅力を強化する必要があると説明しました。さらに、福祉施設長の育成に関
しては、早期に選抜して機会と経験を与える重要性や、人材流出を防ぎ、キャリアアッ
プの道筋を示すためにも法人として事業拡大を検討していく必要があると指摘しまし
た。
パネルディスカッションでは、社会福祉法人 依田窪福祉会（長野県）常務理事 村
岡 裕 氏、社会福祉法人 長尾福祉会（香川県）常務理事 森田 浩之 氏、日本福
祉施設士会 古谷田 紀夫 副会長が登壇し、法人主体の経営を実現するための課
題や取組み、福祉施設士として周囲に成果をどのように示していくか等について討議
が行われました。登壇者からは、「福祉施設長として何を期待されているか（他者期
綱川 晃弘 氏

待）」の自覚を持つとともに、自らのビジョンの確立と経営体制の基盤づくり（法人内で
の共通理解の構築）を行いながら、人事配置や後継者の育成も含めて、積極的な経
営管理に取り組む重要性等が指摘されました。
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■ 評価調査者研修の講師を養成～福祉サービス第三者評価事
業評価調査者指導者研修会を開催
6 月 27～30 日、｢平成 28 年度 福祉サービス第三者評価事業『評価調査者指導者』
研修会｣を開催しました。本研修会は、福祉サービス第三者評価事業の都道府県推
進組織が実施する「評価調査者養成研修」の講師となる方を対象に、指導にあたって
必要な知識および技術等を習得することを目的に開催しています。受講者の多くは第
三者評価機関に所属する評価調査者であり、21 道府県より 27 名が受講しました。
研修会では、評価調査者としての役割と倫理等の指導に関する講義のほか、平成
28 年 3 月に改定された保育所版評価基準ガイドライン、今年度改定予定の障害者･
児福祉サービス版評価基準ガイドライン案の改定内容や背景に関する講義･説明を行
いました。
2 日目の午後からは演習を実施し、『福祉サービス第三者評価実践マニュアル
【ver.2】』やワークシート等を活用しながら、評価手法に関する指導方法や留意点につ
いて学びました。演習では、評価調査者としての実践のなかで感じた疑問や不安につ
いて受講者から意見が出され、全体での協議を通じて、受講者間で課題の理解と共
有を図りました。
最終日には、都道府県における研修実施にあたっての企画実施方法や、評価機関
のマネジメントに関する講義･演習を行いました。今後、都道府県の評価調査者研修
会において指導者として講義･演習を担当する予定の受講者も多く、各地での活躍が
期待されます。
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詳細につきましては、全社協・政策委員
会サイト内「社会保障・福祉政策の動向

社会保障・福祉政策情報

と対応」をご覧ください。

http://zseisaku.net/
※ 政策の動きや審議会等の会議情報、厚生労働省新着情報等をお知らせします。

政策動向

■

子ども・子育て支援推進委託調査研究事業について【6 月 29 日】

平成 27 年度子ども・子育て推進委託調査研究事業において、子ども・子育て支援
新制度の円滑な施行および、子ども・子育て支援に関する制度の見直しや課題に対
応するために実施した調査研究結果の報告書。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128069.html

■

社会保障審議会障害者部会（第 80 回）【6 月 30 日】

改正障害者総合支援法の円滑施行に向けた準備とこれからの精神保健医療福祉
のあり方に関する検討。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000128839.html

■

第 25 回地方分権改革有識者会議・第 38 回提案募集検討専門部会 合同会議
議事次第・配布資料【7 月 5 日】

内閣府は、地方分権改革に関する有識者会議を開催。規制緩和や国から地方へ
の権限移譲等について自治体から提案を受け、有識者会議は、認定こども園の整備
促進に向けた設備基準の緩和など、50 件を重点事項に設定。
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/kaigi25gijishidai.html

■

社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会を開催【7 月 8 日】

厚生労働省は、社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会を開催
し、6 月 20 日付で発出された事務連絡の内容に関する説明を行った。現時点の考え
方を示したものであるため、今後変更があり得るとのことが付されており、正式な関係
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政省令公布、通知発出は 10 月を予定している。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129805.html

■

平成 27 年 国民生活基礎調査の結果【7 月 12 日】

国民生活基礎調査は、厚生労働行政の企画、運営に必要な基礎資料を得ることを
目的に国民生活の基礎的事項を調査。今回の調査では、高齢者世帯が 1,271 万
4,000 世帯となり、全生体の 25.2％と増加傾向にあること等が判明。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa15/index.html

■

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成 28 年 1 月 1 日現在)【7

月 13 日】
総務省の調べによると、全国の人口は 1 億 2,806 万 6,211 人であり、平成 21 年をピ
ークに 7 年連続で減少。また、日本人住民の自然増減数は、28 万 6,098 人減少となり、
平成 19 年度以降 9 年連続で自然減少数が拡大。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000122.html

厚生労働省新着情報より

■

高齢者向け給付金の取組状況を公表します【6 月 30 日】

高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の各市区町村での取組
を把握するための調査を実施。平成 28 年 6 月 15 日時点の結果の公表。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129058.html

■

被保護者調査（平成 28 年 4 月分概数）【7 月 6 日】

被保護実人員は 215 万 877 人となり、前月より 1 万 3,277 人減少。被保護世帯は
163 万 2,271 世帯となり、前月より 3,122 世帯減少。世帯類型別では、高齢者世帯(特
に単身世帯)は前月より 3,856 世帯増の 83 万 512 世帯で全体の 51.1％を占めた。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/04.html
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インフォメーション
■研修会
平成 28 年度 社会的養護を担う児童福祉施設長研修会
開催のお知らせ
子どもと子育てをめぐる環境が目まぐるしく変化するなか、社会的養護施設の機能
向上や、つながりのある一貫した養育の強化が求められており、施設長の果たすべき
役割がますます重要となっています。こうしたなか本会では、社会的養護関係 5 種別
協議会とともに、「社会的養護を担う児童福祉施設長研修会」を、大阪と東京の 2 会場
で開催します。
本研修会は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の規定による「厚生労
働大臣が指定した者が行う研修」として実施するものであり、対象者はいずれかの日
程にご参加ください。
【期日・会場】
第1回
大阪会場

第2回
東京会場

期
会

日
場

申込締切
期
日
会
場
申込締切

平成 28 年 9 月 20 日（火）～21 日（水）
ホテル大阪ベイタワー
大阪府大阪市港区弁天 1-2-1
平成 28 年 8 月 12 日（金）
平成 28 年 12 月 1 日（木）～2 日（金）
全社協・灘尾ホール
東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
平成 28 年 10 月 21 日（金）

開催要綱および、申込書は下記 URL よりダウンロードできます。
http://zseisaku.net/ActionReport/kaisaiyoko0920.pdf
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詳細につきましては、中央福祉学院ホームページ
をご覧ください。

http://www.gakuin.gr.jp/

社会福祉士国家試験に向けて本格的な試験勉強のスタートを！
第 29 回社会福祉士国家試験対策講座
受講者募集中
全社協・中央福祉学院では、「第 29
回社会福祉士国家試験」（平成 29 年 1
月）に向けて、全科目（19 科目）の重要
ポイント・頻出キーワードを集中的に学
び、本格的な試験勉強のスタートダッシ
ュを切るための講座を昨年度に引き続
き行います。今年からは大阪でも開催し
ます。
本学院の受講生の多くが苦手とする
『社会理論と社会システム』の講義を集
(↑画像をクリックすると中央福祉学院ホームページ
にジャンプします)
中的に、併せて『現代社会と福祉』等、今
後の自己学習が円滑に進むよう科目の全体像を把握していきます。日々の仕事やレ
ポート作成に追われて試験勉強の時間がなかなか確保できなかった方に特にオススメ
の講座です。一般養成課程や第 1 期・第 2 期短期養成課程の既卒者の方も奮ってご
参加ください。
平成 27 年度の対策講座を受講し、一発合格した方（新規卒業者）の 8 割以上の方
から「たいへん効果的だった」という声をいただきました。
また、「参加して本当に良かった。限られた時間での勉強の仕方を教えてもらった」
「ポイントを絞ってあり効率的な学習につながり、仕事をしながらでも合格するノウハウ
を得た」などのコメントをいただいております。
お盆の時期に当たり、日程調整がかなり難しいと思われますが、家族の理解を得、
万障繰り合わせ、夏の講座で勉強方法を制し、国家試験合格への足がかりとしてくだ
さい！
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講座の概要
対 象 者：中央福祉学院 社会福祉士通信課程の受講生・卒業生
日程・会場・定員：
≪大阪会場≫応募締切：8 月 10 日(水)
日程：平成 28 年 8 月 13 日（土）～14 日（日）
於：ウェルおおさか大阪市社会福祉研修・情報センター
定員：90 名（7 月 8 日現在、残席 59 名）
≪ロフォス会場≫応募締切：7 月 25 日(月)
日程：平成 28 年 8 月 20 日（土）～21 日（日）
於：ロフォス湘南中央福祉学院
定員：200 名（7 月 8 日現在、残席 101 名）
受 講 料：10,300 円（日曜日だけ参加の方も、同額となります。）
申込方法：中央福祉学院ＨＰから申込書をダウンロードし、必要事項を記入し、
ＦＡＸ送信（046-858-1356）してください。
定員になり次第、締め切ります。
使用教材：
『社会福祉士の合格教科書 2017』飯塚慶子 著 医学評論社
①既にお持ちの方 当日ご持参ください。
②購入希望の方 中央福祉学院ＨＰから書籍申込書をダウンロードし、ＦＡＸ送
信（046-858-1356）してください。

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】
中央福祉学院ホームページ
http://www.gakuin.gr.jp/training/course3641.html
【問合せ先：中央福祉学院 TEL 046-858-1355】
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詳細につきましては、出版部ホームページをご覧く

図書・雑誌

ださい。

https://www.fukushinohon.gr.jp/

全社協の新刊・月刊誌
出版部で発売した図書と月刊誌の特集をご案内いたします。いずれの書籍も読者
の関心が高いテーマや重要な課題をとりあげていますので、関係者への周知にご協
力くださるようお願いいたします。
<新刊図書>
●保育の友増刊号 私たちの指導計画 2016 3・4・5・異年齢児
(全国社会福祉協議会 編)
月刊誌『保育の友』に好評連載した「私たちの指
導計画」の 1 年間の指導計画を“0・1・2 歳児”と“3・
4・5・異年齢児”の 2 冊にまとめました(2015 年 4 月号
～2016 年 3 月号)。
「月間指導計画」では、年齢別に地域性豊かな取
り組みを掲載。月齢や発達に応じた子どもの姿と、
保育士による援助のポイントや配慮事項、日々の保
育での気づきや反省点などをわかりやすく掲載して
います。個人差の大きい低年齢児では、一人ひとり
の子どもに焦点を当てた計画を、高年齢児では養
護および 5 領域の視点を盛り込んでいます。
隔月連載の「保育のポイント」「保育のエピソード」
「保育のヒント」では、発達に応じて工夫した保育の
ポイントや、日々の保育のエピソードを紹介し、それ
らについての専門家による具体的なアドバイスを掲
載しています。
さらに『保育の友』から 2016 年 1 月号の特集「子ど
もとあそび」をあわせて収録しています。
(7 月発行 定価本体 1,200 円税別）
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(↑画像をクリックすると図書購入ページ
にジャンプします)

●保育士のための書き方講座
(今井 和子 編)
保育士は、保育計画や保育日誌、保育所保育要
録といった書類の作成、時には保育所内外での発
表に用いるための事例やレポートの作成のほか、保
護者への個別の連絡帳への書き込みや、クラス便り
あるいは保育園全体のお便りの発行などの業務が
あります。その際、文章全体の構成をはじめとして、
文体や表現など、相手に伝わりやすく書くための工
夫と配慮が求められます。
本書は、保育士が日常的に「書く」作業の具体的
な確認を通して、よりわかりやすく説得力のある文章
づくりができることをめざします。保育の質の向上が
望まれている昨今、自身の保育を振り返り、さらにパ
ワーアップするために、園内研修などにぜひご活用く
ださい。

(↑画像をクリックすると図書購入ページ
にジャンプします)

(7 月発行 定価本体 1,500 円税別）
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<月刊誌>
●特集「地域で支える、地域包括支援体制」
『月刊福祉』8 月号
住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けること
は誰もが願うことです。
人口の減少や、少子化・高齢化がすすむなかで、
これからの地域で支える包括支援体制について考
えます。
（7 月 6 日発売 定価本体 971 円税別）
(↑画像をクリックすると図書購入ページ
にジャンプします)

(↑画像をクリックすると図書購入ページ
にジャンプします)

●特集「主任保育士・主幹保育教諭に今求められる
役割」
『保育の友』8 月号
今日、職場のリーダーとして多様な業務を調整す
る主任保育士・主幹保育教諭の役割は一層重要と
なっており、地域との連携においても期待が高まっ
ています。
そこで本特集では、主任保育士・主幹保育教諭
が果たす役割について、実践事例等を交えて考え
ます。
（7 月 8 日発売 定価本体 581 円税別）
【問合せ先：出版部 ℡03-3581-9511】

(↑画像をクリックすると図書購入ページ
にジャンプします)

＜レポート送付先＞
本レポートは、報道関係者、都道府県・指定都市社協、種別協議会等協議員、
政策委員会委員、本会理事・評議員の方々にお送りしています。
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