
2023 年度入学生からの社会福祉士科通信課程 カリキュラム改正・学費改定のお知らせ 
 

日本福祉大学中央福祉専門学校 
 

「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて（令和元年 6 月 28 日 厚生労働省）」に係る「社会福祉士介護福祉士
学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令（令和２年３月６日文部科学省・厚生労働省令第１号）」
等に伴い、2023 年 4 月入学生から社会福祉士科通信課程のカリキュラムおよび学費を下記の通り改正・改定いたします。 
 
１．カリキュラム 

新 旧 

  
 
２．実習 

新 旧 
「ソーシャルワーク実習１」 
  時期 入学年度の 10 月～3 月 180 時間 23 日程度 
「ソーシャルワーク実習２」 
  時期 入学年度の翌年度の 5 月～7 月 60 時間  8 日程度 

「相談援助実習」 
 時期 入学年度の 10 月～3 月 180 時間 23 日程度 

 
３．学費 

新 旧 

実習有り 49.8 万円 実習免除 34.8 万円 

 入学金 授業料 実習費 

入学年度 30,000 円 219,000 円 
（実習履修者） 

212,000 円 
（実習免除者） 

※ 120,000 円 

次年度 － 109,000 円 
（実習履修者） 

106,000 円 
（実習免除者） 

※ 20,000 円 

 

実習有り 47.8 万円 実習免除 34.8 万円 

 入学金 授業料 実習費 

入学年度 30,000 円 219,000 円 
（実習履修者） 

212,000 円 
（実習免除者） 

※ 120,000 円 

次年度 － 109,000 円 
（実習履修者） 

106,000 円 
（実習免除者） 

－ 

 

なお、2023 年度入学生のスクーリング日程（予定）については下記 URL をご確認ください。 

https://www.n-fukushi.ac.jp/chuo/course/tusin/curriculum/plans/ 

授　業　科　目

科    目    名

医学概論 必修 90 　

心理学と心理的支援 必修 90

社会学と社会システム 必修 90

社会福祉の原理と政策 必修 180 　

社会保障 必修 180

権利擁護を支える法制度 必修 90

地域福祉と包括的支援体制 必修 180

高齢者福祉 必修 90

障害者福祉 必修 90

児童・家庭福祉 必修 90

貧困に対する支援 必修 90

保健医療と福祉 必修 90

刑事司法と福祉 必修 90

ソーシャルワークの基盤と専門職 必修 90

ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） 必修 90

ソーシャルワークの理論と方法 必修 180

ソーシャルワークの理論と方法（専門） 必修 180

社会福祉調査の基礎 必修 90

福祉サービスの組織と経営 必修 90

ソーシャルワーク演習 必修 81 21

ソーシャルワーク演習（専門） 必修 324 24

ソーシャルワーク実習指導１ 必修 162 20

ソーシャルワーク実習指導２ 必修 81 7

ソーシャルワーク実習１ 必修 180

ソーシャルワーク実習２ 必修 60

合        計 2808 72 240

社　会　福　祉　士　科　一 般　養　成　施　設　（通　信　課　程）

備考１　指定施設において1年以上相談援助業務に従事した後に入学した者は、

必修選択
の別

印刷教材
時間数

面接授業
時間数

配属実習

ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習の履修を免除する。

備考２　科目の認定には、面接授業（スクーリング）は全時間の出席、ソーシャルワーク実習は

　　　　5分の4以上の出席を必要とする。

授　業　科　目

科    目    名

人体の構造と機能及び疾病 必修 90 　

心理学理論と心理的支援 必修 90

社会理論と社会システム 必修 90

現代社会と福祉 必修 180 　

社会調査の基礎 必修 90

相談援助の基盤と専門職 必修 180

相談援助の理論と方法１ 必修 180

相談援助の理論と方法２ 必修 180

地域福祉の理論と方法 必修 180

福祉行財政と福祉計画 必修 90

福祉サービスの組織と経営 必修 90

社会保障 必修 180

高齢者に対する支援と介護保険制度 必修 180

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 必修 90

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 必修 90

低所得者に対する支援と生活保護制度 必修 90

保健医療サービス 必修 90

就労支援サービス 必修 45

権利擁護と成年後見制度 必修 90

更生保護制度 必修 45

相談援助演習１ 必修 180 21

相談援助演習２ 必修 225 24

相談援助実習指導 必修 243 27

相談援助実習 必修 　 　 180

　　　　　　 　　 　　

合        計 2988 72 180

社　会　福　祉　士　科　一 般　養　成　施　設　（通　信　課　程）

面接授業
時間数

配属実習

備考１　指定施設において1年以上相談援助業務に従事した後に入学した者は、

必修選択
の別

印刷教材
時間数

        相談援助実習指導及び相談援助実習の履修を免除する。

備考２　科目の認定には、面接授業（スクーリング）は全時間の出席、相談援助実習は

　　　　5分の4以上の出席を必要とする。


