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2022年度 東北福祉大学 社会福祉士国家試験受験対策特別講座（有料） 

の開講について（通学課程・通信教育課程合同開催） 

 

 全国の大学の国家試験受験対策において長年の実績を有し高評を得ている中央法規出版株式会

社の講師陣による社会福祉士国家試験受験対策を下記のとおり開講します。開講科目は共通科目

11 科目、専門科目 8 科目の全 19 科目です。各科目のポイントを押さえ、関連する問題を解いてい

くことで試験対策のコツを掴めるよう指導していきます。また、講座受講後も配布資料を活用し、

各自自宅学習ができるよう指導します。更に講義初日には、これから本格的に受験勉強を始める方、

「既に始めているが不安」という方のために効率の良い受験勉強の取り組み方、問題の解き方につ

いて解説する講座を設けました。合格基準のクリア（6 割以上・全科目からの得点）を確実なもの

とするため、基礎的・実践的内容を習得できる内容となっています。残り約 4 カ月を国家試験合格

に向け効率的に過ごすため、知識の確認・基礎固めに是非活用してください。国家試験の構造と科

目ごとの重点ポイントが把握できるため、次年度受験を予定している 3 年次生にも受講を推奨し

ます。本講座は、通学生と合同での開講になります。 

 

 

記 

1 日 時 令和 4年 10月 1日（土）・8日（土）・11月 5日（土）・12日（土）・26日（土）の 

5日間 開場 8：30 講義時間 9：00～16：00 ※「講義スケジュール」参照 

 

2 会 場 本学国見キャンパス 1号館 6階 大教室（収容定員約 800人） 

住所：宮城県仙台市青葉区国見 1−8−1 東北福祉大学 

 

3 対 象 2022～2023 年度 社会福祉士国家試験受験予定者（通学生・通信生・本学既卒者） 

     ※会場席数は十分に余裕があるため特に定員は設けません（約 800席） 

 

4 講 師 中央法規出版株式会社の社会福祉士国家試験対策講師陣 

 

5 申込受付期間 9月 2日（金）～9月 16日（金） 

 

6 受講料 \12,970円（税込み）（受講料 10,000円 テキスト代 2,970円）  

※1日のみの受講でも受講料は同額です。受講日数による減額・返金はありません。 

※使用教材を既に購入済みの学生は、テキスト代 2,970円（税込）を引いた金額をお支払いください。 

※テキスト代は講座受講価格となっております。 
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7 使用教材 

   『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2023』（中央法規,2023年） 

 ※講座申込時に一緒にお申込ください 

 ※すでに購入済みの方は購入不要です。毎回必ずご持参ください。 

【講師オリジナル資料】 各回講座開始前 8：30～9：00に会場で配付。 

 ※講義当日欠席する方には後日資料の配布を行います。次回開講日の会場でお受け取りください。 

  ※資料のみの購入はできません。講座の受講が前提となります。 

  ※最終日（11月 26日（土））に欠席された方の当日分の資料は、後日着払いでお送りいたします。 

 

8 講座スケジュール 開場 8：30 ～ 

 

 

※講義科目時間は講師の裁量により変更の場合があり、これに伴い講義科目間の 10分の休憩時間も前後します。 

 

◆講座スケジュール

回 月日 科目区分 科目 時間 時間数 講師

共通 心理学理論と心理的支援 9：00～10：10 70 君和田　豊

共通 低所得者に対する支援と生活保護制度 10：20～11：30 70 〃

昼休み 11：30～12：10 40

共通 社会理論と社会システム 12：10～13：20 70 君和田　豊

共通 権利擁護と成年後見制度 13：30～14：40 70 〃

共通 保健医療サービス 14：50～16：00 70 〃

専門 更生保護制度 9：00～10：10 70 君和田　豊

専門 社会調査の基礎 10：20～11：30 70 〃

昼休み 11：30～12：10 40

専門 高齢者に対する支援と介護保険制度 12：10～13：20 70 緑川　浩子

共通 社会保障 13：30～14：40 70 〃

共通 人体の構造と機能及び疾病 9：00～10：10 70 君和田　豊

専門 福祉サービスの組織と経営 10：20～11：30 70 〃

昼休み 11：30～12：10 40

共通 福祉行財政と福祉計画 12：10～13：20 70 緑川　浩子

共通 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 13：30～14：40 70 〃

専門 就労支援サービス 14：50～16：00 70 〃

共通 現代社会と福祉 9：00～10：10 70 佐藤　篤

専門 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 10：20～11：30 70 緑川　浩子

昼休み 11：30～12：10 40

共通 地域福祉の理論と方法 12：10～13：20 70 緑川　浩子

専門 相談援助の基盤と専門職 13：30～14：40 70 〃

専門 相談援助の理論と方法 14：50～16：00 70 〃

5 11／26（土）

2 10／8（土）

3 11／5（土）

4 11／12（土）

370 青木　宏心1 10／1（土） 全般 科目全般　※受験対策について 9：00～16：00
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9 10/1（土）第 1回の講座（科目全般）の内容について 

「どんな問題がどのように出題されるのか」「受験勉強をしたいが、何から手をつければいいのかわから

ない」「限られた時間のなかで、どうすれば効率的に勉強できるのか」等、受験勉強の悩みに対し、横断的

にわかりやすく科目のポイントを解説します。これから本格的に受験勉強に取り組もうとしている方、既に

取り組んでいるけれど点数が伸び悩んで不安を抱えている方には受講を強く推奨します。希少な機会のた

め、次年度受験予定の方も今受講しておいて早過ぎるということはありません。 

講師：青木 宏心（あおき ひろむね）氏 

◆経歴 

桜美林大学大学院国際学研究科博士前期課程老年学専攻を修了後、特別養護老人ホームで介護職員およ

び生活相談員として１０年間ご勤務された後、教育研究機関に１４年間身を置き、大学准教授を経て、２０

１５年度より社会福祉法人 喜寿(きじゅ)福祉会 常任理事 兼 経営企画室 室長 として、グリーンスクー

ル善行、秋葉台、村岡、湘南台（放課後等デイサービス）の総責任者を務められています。 

また、そのほか、他法人の評議員や第三者委員も務められるなか、中央法規出版発行試験対策書籍への執

筆、雑誌「おはよう２１」連載もご担当いただいております。 

※10/1（土)の昼食時間（60分）を含めた細かい時間割は当日講師よりお伝えします。 

 

10 申し込みから受講料納入・テキスト等の受け取りまでの流れ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での受付は行いません。 

1）下記の URL からお申込みください。 

オンラインショップ名『キャンサポオンライン』 

https://f-shopweb.easy-myshop.jp/c-item-detail?ic=K00013 

【申込受付期間】9月 2日（金）～9月 16日（金） 

① 『社会福祉士国家試験受験対策講座』のページが表示されますので、受講者が申し込む項目の

右側にある『カートに入れる』ボタンからお進みください。 

②『お客様情報』と『東北福祉大生の方は入力してください』の各項目をご入力ください。 

※送料は別途発生いたしません。 

③お支払方法についての画面に進み、『クレジットカード』又は『コンビニ決済』を選択してくださ

い。 

     ・クレジットカードの場合 

       案内に従いクレジットカード情報を入力してください。 

     ・コンビニの場合  

       注文確定後「コンビニでのお支払い方法について」の案内メールが届きます。 

       メールの内容に従い、支払い手続きをお願いします。 

       8 日間以内に手続きがない場合、支払いができなくなりますので、早めの手続きをお願い

します。 

        ※コンビニ決済は別途決済手数料がかかります。（¥253） 

④最後に注文内容の確認・確定をおこなった後、指定したメールアドレスに注文確認のメールが届 

きますので、内容を確認してください。 

2）入金確認後、テキストと「受講許可証兼受領証」を指定のご住所へ発送いたします。 

※在学生は、原則全日程に出席してください。 

 ※受講前に受講料を支払い、テキストを受取った方で、万一当日忘れた場合、テキストを実費で購入して 

いただきます（但し会場の在庫に余裕がある場合に限ります）。 

 

3）障がい等により配慮が必要な方は、あらかじめ申込の際に『ご要望』欄にご入力ください（座席の確保

等が可能です）。具体的な対応については、講師等と相談の上で決定となります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

https://f-shopweb.easy-myshop.jp/c-item-detail?ic=K00013
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11 受講上の注意 

1）昼食休憩時間は 40 分です。土曜開催のため学食が休業の場合があり、会場近辺のコンビニエンスストア

の混雑も予想されるため、昼食は予め持参し会場内で黙食してください。 

2）受講者本人の都合、天候等により公共交通機関が遅延した場合であっても補償・補講はありません。 

3）テキストの無い方の受講は不正受講とみなします。 

4）教室会場内の室温は座席の位置により異なります（階段教室のため後方の室温は高め）。座席の移動や衣 

服の着脱等で体温調整を行ってください。 

5）私語等、他の受講生の迷惑となる場合は退席していただきます。 

6）講義の録音・撮影は禁止します。携帯電話はマナーモードにしてください。 

7) 座席を離れる際は貴重品等を携帯してください（紛失等の責任は一切負いかねます）。 

8) 必ずマスクを着用してください。発熱がある場合は受講できません。 

9) 当日の出欠確認は受講後のアンケート入力により行います。理由の如何を問わず事後の欠席連絡による 

受講料の返金はありません。遅刻・欠席等の連絡も不要です。 

10)送迎を除き、会場への車の乗り入れは不可といたします。無断駐車が発覚した場合、以後の受講は不可 

とさせていただきます。 

11)講座当日は、8 時 30 分より正門にて検温を行います。悪天候による公共交通機関の遅延が予想されます 

ので、余裕を持った行動をお勧めします。 

12）受講料お支払いの確認が取れた後、テキストと一緒に「受講許可証兼受領証」を発送いたします。受講

時には毎回必ず「受講許可証兼受領証」を携帯して受講くださいますようお願いいたします。受講時は、

「受講許可証兼受領証」を机上右側にご提示ください。 

 

12 その他 

◆新型コロナウイルス感染拡大により当日の対面での開講が難しくなった場合は、Google Meet によるオ

ンライン講義を開講します。開催方法の急な変更については申込時に入力いただいたメールアドレスにお

知らせします。 

◆悪天候等により当日の開講が中止となる場合があります。宿泊・交通費等の補償は致しかねますので予めご了

承ください。なお開講が中止となる際は申込時に入力いただいたメールアドレスにお知らせします。 

 

【会場までの交通アクセス】 

◆特別講座当日は正門からの入構となります。 

■JR 仙山線 

「東北福祉大前」駅下車、正門まで徒歩 10 分 

■仙台市営バス 

●JR 仙台駅前（西口バスプール９番のりば）から「東北福祉大前」下車（所要時間約 25 分、片道大人 230 円、

小児 120 円）、徒歩すぐ 

※北山・子平町循環または子平町・北山循環（999・S899 系統、899・S999 系統）に乗車。約 10 分間隔で運   

行。土日は約 10〜20 分間隔で運行 

●地下鉄南北線・北仙台駅から「東北福祉大前」下車（所要時間約 18 分、片道大人 170 円、小児 90 円）、徒歩 

すぐ 

※川内駅行き（70 系統）乗車。30 分から 1 時間 20 分の運行間隔があります 

●地下鉄東西線・川内駅（２番のりば）から「東北福祉大前」下車（所要時間約 10 分、片道大人 180 円、小児  

90 円）、徒歩すぐ 

※地下鉄北仙台駅行き（70 系統）乗車。30 分から 1 時間 20 分の運行間隔があります 
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【国見キャンパス案内図】 ❷＝1 号館 6 階大教室 

 

【周辺地図】URL:https://www.tfu.ac.jp/access/kunimicampus.html 

 

【オンラインショップに関するお問い合わせ先】 

 

F ショップ（運営：株式会社福祉工房） ※申込受付業務委託業者 

住所：仙台市青葉区国見 1-8-1 東北福祉大学 国見キャンパス内 

TEL：022—233-3411 FAX：022-207-3477 

      E—mail：f-shop@f-kobo.co.jp（Fショップ） 

※担当者が不在の場合があるため上記メール宛てにお問い合わせください。 

 

 

【講座全般に関するお問い合わせ先】 

 

東北福祉大学 福祉実習支援室 

住所：仙台市青葉区国見 1-8-1 

TEL：022-301-1195 FAX：022-717-3331 

 

東北福祉大学 通信教育部 

住所：仙台市宮城野区榴岡 2-5-26 

TEL：022-292-8011 FAX：022-292-8012 


