
1.  学習内容
①テキスト履修

○テキストにより自宅学習を行い、与えられた設題に基づいてレポートを作成し、指定された
　期間に提出します。学習上の疑問点はメールで質問することができます。
○指定の学習課題は90時間（科目によっては81時間）ごとに1 回レポートを作成します。
○提出したレポートは各科目の担当講師により添削、評価の後、返却されます。
○不合格の場合はレポートの再提出が必要です。

②スクーリング履修
○指定された日程・時間割に基づき、教室での面接授業（スクーリング）を受けます。
○スクーリングの日程はクラスにより異なります。P.8 の「履修計画表（予定）」を参照してください。
○指定された日程の授業すべて出席し、担当講師が評価します。
○不合格の場合は再履修することになります。

③ソーシャルワーク実習（実習が必要な方のみ）
○入校資格区分①（4年制大学等卒業）の方で、2023年3月31日現在で、厚生労働省が定める「指定
　施設における相談業務」での1 年以上の実務経験を満たしていない方は、本校の指定する実習
　施設での実習が必要となります。
○入校年度10月から翌年度 6 月までの間に、本校指定の実習施設（機能が異なる機関・事業所※1の
　2 か所以上）で、合計240時間※2の実習を行います。
○指定実習施設は、P. 9の実習施設一覧をご参照ください。

※1「病院と身体障害者福祉センター」、「社会福祉協議会と救護施設」等、異なるサービスを提供している施設や事業所、
「認知症グループホームと障害者グループホーム」等、異なる対象に対してサービスを提供している施設や事業所、
「特別養護老人ホームと地域包括支援センター」、「児童養護施設と児童相談所」等、主たる対象が同じであっても、

提供するサービス内容や地域の中で果たす機能が異なる施設や事業所のことを指します。
※2 精神保健福祉士養成課程における「ソーシャルワーク実習」及び介護福祉士養成課程における「介護実習」を履修

している方は、「ソーシャルワーク実習（240 時間）」のうち 60 時間を上限として免除することができます。この場
合も、各養成課程での実習の際に行った実習先の機能と異なる実習施設において180 時間以上の実習を行います。
※詳細については、入校式後のオリエンテーションや「ソーシャルワーク実習指導」スクーリング※3 等でご説明します。

2.  スクーリング会場
■熊本クラス・夏期集中クラス ▷ 熊本 YMCA 学院

〒860-8739　熊本市中央区段山本町4番1号
■長崎クラス ▷ 長崎 YMCA

〒850-0056　長崎市恵美須町4番7号 YMCAビル1F
※3   「ソーシャルワーク実習指導」スクーリングは長崎YMCAでは開講しません。

（注）長崎 YMCAへのお問い合わせはご遠慮ください。

3.  学習支援
■専任の担当者による日常的なサポート

質問や履修に関する相談等ついては、専用のGmail等のGoogleアプリやスクーリング日に対応し
ます。現場実習は実習前から実習終了まで丁寧にサポートします。

■ IT を利用した環境
通信制専用の Googleアカウントを全員に付与。レポート提出はGoogleアプリを使って行います。
Googleアカウントは修了後も情報交換等を目的に半永久的に使用できます。

■国家試験受験に向けてのフォローアップ
直前の受験対策講座を実施します。受験に対する相談や質問も随時受け付けます。

4.  修了認定
全科目について期日までに「テキスト履修」（レポート提出）と「スクーリング履修」に合格すると修了が認定さ
れます。また、「ソーシャルワーク実習」の履修をする場合、指定期間内に実習を修了しなければなりません。

学 習 に つ い て
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5.  履修計画表（予定）

学期 月 テキスト履修
（レポート）

スクーリング履修（ソーシャルワーク演習・ソーシャルワーク演習（専門）） ソーシャルワーク実習
ソーシャルワーク実習指導熊本クラス 長崎クラス 夏期集中クラス

会場：熊本本校 会場：長崎YMCA等 会場：熊本本校 会場：熊本本校

１
学
期

4 入校式・自宅学習の開始

5 ソーシャルワーク演習1

ソーシャルワーク演習
ソーシャルワーク演習

（専門）
※8回
※月1～2回程度、
　土曜日又は日曜日
　に開講

ソーシャルワーク演習
ソーシャルワーク演習

（専門）
※8回
※月1～2回程度、
　土曜日又は日曜日
　に開講

ソーシャルワーク実習指導
※3回
※土曜日又は日曜日
　に開講

6 社会福祉の原理と政策1
高齢者福祉

7 ソーシャルワークの基盤と専門職1
障害者福祉

8 ソーシャルワークの理論と方法1
ソーシャルワーク演習2

ソーシャルワーク演習
ソーシャルワーク演習

（専門）
※4回
※8月中の連続する
　土・日に開講

9 社会福祉の原理と政策2
ソーシャルワークの基盤と専門職2

10 地域福祉と包括的支援体制1ソーシャルワークの理論と方法2

ソーシャルワーク実習
※10月～次年度の6月まで
　の間に、本校指定の実習
　施設（機能が異なる機関・
　事業所の2か所以上）で、
　合計240時間実施
※入校時に60時間を免除さ
　れた方は、10月～次年度の
　6月までの間に、本校指定
　の実習施設（出身の各養
　成課程での実習の際に
　行った実習先の機能と異
　なる）において180時間
　以上の実習を実施

11 児童・家庭福祉
ソーシャルワーク演習3

12 地域福祉と包括的支援体制2

２
学
期

1 ソーシャルワークの理論と方法3
貧困に対する支援

2 社会福祉調査の基礎
刑事司法と福祉

3 保健医療と福祉
ソーシャルワーク演習4

4 ソーシャルワークの理論と方法4
社会保障1

5 医学概論
社会学と社会システム

6 福祉サービスの組織と経営
権利擁護を支える法制度

7 心理学と心理的支援
社会保障2

ソーシャルワーク演習
（専門）

※4回
※7月中の連続する
　土・日に開講

ソーシャルワーク実習指導
※2回
※土曜日又は日曜日
　に開講

8 ソーシャルワーク演習5

9 修了認定・修了式

■通信制での学習（テキスト履修、スクーリング履修、ソーシャルワーク実習）の流れは、概ね本表のようになります。
■「熊本クラス」の「ソーシャルワーク演習・演習（専門）」スクーリングは、月1回程度、指定した土曜日又は日曜日に開講します。
■「長崎クラス」の「ソーシャルワーク演習・演習（専門）」スクーリングは、月1回程度、指定した土曜日又は日曜日に開講します。
■「夏期集中クラス」の「ソーシャルワーク演習・演習（専門）」スクーリングは、指定した連続（土曜・日曜を2回ずつ。合計4日間）に開講します。
■すべてのクラスの「ソーシャルワーク実習指導」スクーリングは、月1回程度、指定した土曜日又は日曜日に開講します。
■「ソーシャルワーク実習」及び「ソーシャルワーク実習指導」（スクーリング）は、実習が必要な方のみ履修する必要があります。
■本表は「予定」（イメージ）です。4月の入校式の際に正式な「履修計画表」・「レポート提出日程表」を配布します。
■履修中にスクーリング日程やレポート提出日程に変更が生じる場合は事前にお知らせします。
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6.  実習施設・機関一覧（抜粋）

県名 施設種別 施設・機関名 県名 施設種別 施設・機関名

福
岡
県

障害者支援施設 わたつみの里（福岡市）

熊
本
県

市町村社会福祉協議会 合志市社会福祉協議会（合志市）

生活介護事業所 インクル大里（北九州市） 市町村社会福祉協議会 天草市社会福祉協議会（天草市）

長
崎
県

児童養護施設 明星園（長崎市） 市町村社会福祉協議会 水俣市社会福祉協議会（水俣市）

児童養護施設 光と緑の園（大村市） 市町村社会福祉協議会 大津町社会福祉協議会（大津町）

障害者支援施設 潮見が丘学園（長崎市） 市町村社会福祉協議会 多良木町社会福祉協議会（多良木町）

特別養護老人ホーム 恵珠苑（長崎市） 市町村社会福祉協議会 菊陽町社会福祉協議会（菊池郡）

特別養護老人ホーム 玉成園（島原市） 居宅介護支援事業所 翠光園居宅介護支援事業所（あさぎり町）

介護老人保健施設 長寿苑（佐世保市） 地域包括支援センター ささえりあ子飼（熊本市）

障害者支援施設 にじいろ（佐世保市） 地域包括支援センター ささえりあ天明（熊本市）

佐
賀
県

放課後等デイサービス 若木園　空飛ぶ木馬（鳥栖市）
地域包括支援センター ささりあ三和（熊本市）

地域包括支援センター ささりあ託麻（熊本市）

熊
本
県

児童養護施設 慈愛園子供ホーム（熊本市） 病院 くまもと成仁病院（熊本市）

児童発達支援センター 済生会なでしこ園（熊本市） 大
分
県

特別養護老人ホーム 紫雲荘（豊後大野市）
障害者支援施設 くまむた荘（熊本市）

障害者支援施設 愛隣館（山鹿市）
宮
崎
県

児童養護施設 鐘ケ浜学園（日向市）

障害者支援施設 つつじヶ丘学園（あさぎり町） 特別養護老人ホーム 三愛園（宮崎市）

障害者支援施設 たまきな荘（玉名市） 障害者支援施設 清松園やわらぎの里（延岡市）

障害者支援施設 朋暁苑（熊本市）

鹿
児
島
県

障害者支援施設 愛光園（鹿児島市）

生活介護事業所 地域生活支援センター託麻大地（熊本市） 障害者支援施設 ゆうかり学園（鹿児島市）

生活介護
就労継続支援事業所 熊本市はなぞの学苑（熊本市） 障害者支援施設 亀山苑（薩摩川内市）

就労継続支援事業所 ワークショップ熊本（熊本市） 障害者支援施設 竹山苑（指宿市）

就労継続支援事業所 社会就労センターライン工房（熊本市） 障害者支援施設 新樹楽園（鹿屋市）

就労移行支援事業所
就労継続支援事業所 まんさく園（八代市） 障害者支援施設 知覧育成園（南九州市）

就労移行支援事業所
就労継続支援事業所 テクニカル工房（合志市） 生活介護

就労移行支援事業所 自立支援センターハーモニー（鹿児島市）

一般・特定相談支援事業所
障害児相談支援事業所 コミュニティーセンターりんくる（玉名市） 就労移行支援事業所

就労継続支援事業所 就労支援センターハーモニー（鹿児島市）

救護施設 銀杏寮（熊本市） 生活介護事業所 サポート明星（鹿児島市）

養護老人ホーム ライトホーム（熊本市） 市町村社会福祉協議会 薩摩川内市社会福祉協議会（薩摩川内市）

地域密着型介護老人福祉施設 ノットホーム（熊本市） 市町村社会福祉協議会 阿久根市社会福祉協議会（阿久根市）

特別養護老人ホーム リデルホーム黒髪（熊本市） 市町村社会福祉協議会 出水市社会福祉協議会（出水市）

特別養護老人ホーム みゆき園（熊本市） 養護老人ホーム 華の家（出水市）

特別養護老人ホーム 天寿園（熊本市） 特別養護老人ホーム はっぴー園（鹿児島市）

特別養護老人ホーム 白寿園（荒尾市） 特別養護老人ホーム アルテンハイム加世田（南さつま市）

特別養護老人ホーム 岱山苑（玉名市） 介護老人保健施設 愛と結の街（鹿児島市）

特別養護老人ホーム 桜の丘（上益城郡甲佐町） 介護老人保健施設 シルバータウン加治木（姶良市）

特別養護老人ホーム こもれび（美里町） 介護老人保健施設 青雲荘（姶良市）

特別養護老人ホーム りゅうきんか（あさぎり町） 介護老人保健施設 ことぶき園（伊佐市）

介護老人保健施設 ぎんなんの里（熊本市） 居宅介護支援事業所 はっぴー園居宅介護支援事業所（鹿児島市）

介護老人保健施設 ケアビレッジ箱根崎（熊本市） 居宅介護支援事業所 輝北在宅介護総合センター（鹿屋市）

介護老人保健施設 かなこぎ苑（熊本市） 病院 南風病院（鹿児島市）
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