２０１８年度 日本福祉大学
「精神保健福祉士実習指導者講習会」(東京会場)受講者募集要項
◇開催の趣旨

◇開催概要
□開催日

2011 年の「精神保健福祉士法」の改正による新たな精神保健福祉士

2018 年 11 月 29 日(木)～11 月 30 日(金)【2 日間】

養成カリキュラムへの移行に伴い、2014 年度末までの経過措置期間を

□会場

経て、2015 年度より、精神保健福祉士実習指導者の必須の要件として、

ＫＦＣ Hall&Rooms(東京都墨田区)

精神保健福祉士資格登録後の 3 年以上の相談援助実務経験に加え、
「精

□受講料

神保健福祉士実習指導者講習会の修了」が課せられるようになりまし

15,000 円

た。

□定員

これまで公益社団法人日本精神保健福祉士協会による講習会が全国

60 名

で開催され、多くの方が修了されていますが、本学としましても、精神

□主催

保健福祉士を志す学生の実習教育にかかる期待、そして、精神保健福祉

学校法人日本福祉大学 日本福祉大学

現場からの専門職養成にかかる期待に応えるため、2018 年度において

□協力

も、公益社団法人日本精神保健福祉士協会及び一般社団法人日本ソーシ

公益社団法人日本精神保健福祉士協会

ャルワーク教育学校連盟の協力を得て、同講習会を開催いたします。

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟

是非、この機会を貴施設・機関・病院の実習指導体制の整備・充実に
お役立てください。

◇プログラム
１日目：2018 年 11 月 29 日(木)
開始・終了時刻

時間

内容

9:00～9:20
9:20～9:30
9:30～10:30
10:30～10:40
10:40～11:40
11:40～11:50
11:50～12:50
12:50～13:40
13:40～15:10
15:10～15:20
15:20～16:20
16:20～16:30
16:30～18:00
18:00～18:10
18:10～19:10

20 分
10 分
1 時間
10 分
1 時間
10 分
1 時間
50 分
1 時間 30 分
10 分
1 時間
10 分
1 時間 30 分
10 分
1 時間

(受付)
開講式・オリエンテーション
【講義】
精神保健福祉援助実習指導概論
(休憩)
【演習】
精神保健福祉援助実習指導概論
(休憩)
【講義】実習スーパービジョン論(1)
(昼食・休憩)
【講義】実習スーパービジョン論(2)
(休憩)
【演習】実習スーパービジョン論
(休憩)
【講義】現場実習マネジメント論
(休憩)
【演習】現場実習マネジメント論

担当・講師(敬称略)
―
事務局
田中和彦(日本福祉大学
―
田中和彦(日本福祉大学
―
田村綾子(聖学院大学
―
田村綾子(聖学院大学
―
田中和彦(日本福祉大学
―
小沼聖治(聖学院大学
―
田中和彦(日本福祉大学

准教授)
准教授)
教授)
教授)
准教授)
助教)
准教授)

２日目：2018 年 11 月 30 日(金)
開始・終了時刻

時間

内容

9:00～11:00
11:00～11:10
11:10～12:10
12:10～13:00

2 時間
10 分
1 時間
50 分

【講義】実習指導方法論―総論
(休憩)
【演習】実習指導方法論―総論
(昼食・休憩)

13:00～14:30

1 時間 30 分

【講義】実習指導方法論―各論

14:30～14:40
14:40～16:40
16:40～17:00

10 分
2 時間
20 分

(休憩)
【演習】実習指導方法論―各論
閉講式・修了証書授与

担当・講師(敬称略)
田中和彦(日本福祉大学 准教授)
―
田中和彦(日本福祉大学 准教授)
―
渡辺由美子
(市川市身体障害者福祉センター 所長)
―
田中和彦(日本福祉大学 准教授)
事務局

※2018 年度においては、上記日程の東京会場のほか、2019 年 2 月 7 日(木),8 日(金)の 2 日間の日程で愛知会場(本学名
古屋キャンパス)(定員 60 名)の開催についても計画しています(詳細は本学ホームページに掲載予定)。

◇会場案内 ＫＦＣ Hall&Rooms (都営地下鉄大江戸線両国駅 A1 出入口直結。JR 中央･総武線両国駅東口徒歩約 6 分)
所在地 東京都墨田区横網(よこあみ)一丁目 6 番 1 号 TEL03-5610-5801

◇講師紹介 ＊は、主な研究及び実践テーマ
○田中 和彦（たなか かずひこ） 日本福祉大学 准教授／＊アルコール問題に関するソーシャルワーク、精神保健福祉士の養成と成長
日本福祉大学卒業後、あらたまメンタルクリニック（現、医療法人和心会あらたまこころのクリニック）PSW として 8 年間勤務後、愛知み
ずほ大学、日本福祉大学、日本福祉大学中央福祉専門学校を経て 2016 年より現職。一般社団法人日本アルコール関連問題ソーシャルワーカ
ー協会理事、他。
○田村 綾子（たむら あやこ） 聖学院大学 教授／＊悩むことを支え、PSW の目を開き、PSW の芽を伸ばすスーパービジョン実践
明治学院大学卒業後、PSW として、丹沢病院（神奈川県）
・日立製作所神奈川工場健康管理センターで 16 年間勤務。その後、日本精神保健
福祉士協会研修センター設置・運営特命理事として 4 年間勤務。2011 年に、聖学院大学へ着任。日本精神保健福祉士協会副会長、他。
○小沼 聖治（おぬま せいじ） 聖学院大学 助教／＊相互の成長に向けた実習指導者と養成校教員の連携のあり方
文教大学卒業後、PSW として、社会福祉法人ひだまり会ディライトホーム（茨城県）で 9 年間勤務。主に地域活動支援センターや相談
支援事業に携わる。その後、日本福祉大学で実習教育に 6 年間取り組み、2017 年より聖学院大学へ着任。日本精神保健福祉士協会研修企画
運営委員、他。
○渡辺 由美子（わたなべ ゆみこ） 市川市身体障害者福祉センター 所長／＊熱い心とクールな頭で考える実習指導
日本社会事業大学卒業後、PSW として、荒川ひまわり作業所・国府台病院デイケアスタッフとして約 4 年間勤務し、千葉県市川市に入職。
その後、2010 年に、地域活動支援センターⅠ型「南八幡メンタルサポートセンター」へ着任。2018 年からは身体障害者福祉センターに勤
務。日本精神保健福祉士協会常任理事、他。

◇受講対象者
精神保健福祉士資格登録後の 3 年以上の相談援助実務経験を有し、現在、精神保健福祉施設・機関・病院等に勤務している方(2019 年 3 月 31
日の時点で、相談援助実務経験 3 年に達する見込みの方も含む)。
※原則として先着順に申し込みを受け付けますが、上記のうち 2019 年度に本学の精神保健福祉士実習生をお受け入れいただく施設・機関・病
院等の精神保健福祉士実習指導者に就任予定の方を優先します。ただし、定員に余裕がある場合には、その限りではありません。

◇受講申込方法(先着順)
本年 10 月 12 日(金)までに(必着)、添付の「2018 年度日本福祉大学精神保健福祉士実習指導者講習会(東京会場)受講申込書」に必要事項をご
記入の上、本学へ郵便またはＦＡＸでご送付ください。その際には、受講資格確認のため、
「精神保健福祉士登録証」の写しを添付してください。
※学内会議での確認を経て、
受講申込者全員に対して、
受講可否にかかる(内定)通知を郵送します(申込締切から1週間後を目途に発送予定)。
受講が内定された方に対しては、その際に、受講料(15,000 円)の納付方法や事前にご提出いただく課題等についてご案内します。

◇修了証書の授与及び修了者名簿の取り扱い
全科目の所定の時間について受講された方に対し、2 日目の閉講式において修了証書を授与します(遅刻、早退、欠席及び著しい受講態度の不
良が認められる場合には、修了証書を授与できませんのでご注意ください)。
修了者名簿については厚生労働省に届け出るほか、実習生のお受け入れを前提に、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟へも提供
させていただきます。なお、修了者名簿には受講・修了日、修了証書番号、氏名、性別、勤務先及び勤務先所在都道府県名を記載します。
＜受講申込書送付先・お問い合わせ先＞日本福祉大学 社会福祉実習教育研究センター
〒470-3295 愛知県知多郡美浜町大字奥田字会下前 35-6
TEL:0569-87-2971／FAX:0569-87-2340／E-mail：jsjimu@ml.n-fukushi.ac.jp

