
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日曜日又は土曜日に行われ、概ね月1～2回程度です。
　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、スクーリング中に確認テストを受けます。
○確認テストが不合格の場合は再試験となります。

③精神保健福祉援助実習（実習が必要な方のみ）
○入学資格①（福祉系4 年制大学等卒業）の方及び④（社会福祉士）の方で、2023年3月31日現在で、
　指定施設において 1 年以上精神障がい者の社会復帰に関する相談援助業務の実務経験がない方は、
　本校の指定する実習施設で 210 時間（精神科医療機関：90 時間、生活支援施設：120時間）の
　実習が必要です。
○入校年度 7 月から11月までの間に、指定実習施設で連続 210 時間の実習を行います。
○入学資格①（福祉系4 年制大学等卒業）の方及び④（社会福祉士）の方で、社会福祉士養成課程で
　「相談援助実習」及び「相談援助実習指導」の履修を完了しているという証明書を提出いただ
　くと、生活支援施設での実習時間のうち、60時間を免除することが可能です。
◯指定実習施設は、P. 9～P.10の実習施設一覧をご参照ください。
※詳細については、入校式後のオリエンテーション等でご説明します。

2.  スクーリング会場
■会　場　▷熊本YMCA学院  　〒860-8739　熊本市中央区段山本町4番1号

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、「精神保健福祉援助実習」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）

月 テキスト履修 スクーリング履修 精神保健福祉援助実習
会場：熊本本校

※月1～2回程度、土曜日又は日曜日に開講

4 入校式・自宅学習の開始

5
精神疾患とその治療1
精神疾患とその治療2

精神保健福祉援助実習指導1

6
精神保健の課題と支援1
精神保健の課題と支援2

精神疾患とその治療

7
精神保健福祉に関する制度とサービス1
精神保健福祉に関する制度とサービス2

精神保健福祉に関する制度とサービス
精神保健の課題と支援

7月から11月までに210時間以上実施
■医療機関実習　90時間
　（連続約2週間）
■施設実習　120時間
　（連続約3週間）

8
精神保健福祉の理論と相談援助の展開1
精神保健福祉の理論と相談援助の展開2

精神保健福祉の理論と相談援助の展開1

9
精神障障害者の生活支援システム
精神保健福祉相談援助の基盤2

精神障害者の生活支援システム
精神保健福祉相談援助の基盤2

10
精神保健福祉の理論と相談援助の展開3
精神保健福祉の理論と相談援助の展開4

精神保健福祉の理論と相談援助の展開2

11
精神保健福祉援助演習1
精神保健福祉援助演習2

精神保健福祉援助演習2

12 精神保健福祉援助実習指導2

1

2 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、精神保健福祉援助実習）の流れは、概ね本表のようになります。
■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

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

精神科病院 高山病院（直方市）

熊
本
県

精神科病院 日隈病院（熊本市）

精神科病院 第二病院（大牟田市） 精神科病院 有働病院（荒尾市）

精神科病院 水戸病院（粕谷郡） 精神科病院 城ヶ崎病院（玉名市）

精神科病院 小倉蒲生病院（北九州市） 精神科病院 荒尾こころの郷病院（荒尾市）

施設 北九州市立浅野社会復帰センター（北九州市） 精神科病院 酒井病院（天草市）

施設 なのみ荘（飯塚市） 精神科病院 菊池病院（合志市）

長
崎
県

精神科病院 三和中央病院（島原市） 精神科病院 平成病院（八代市）

精神科病院 天神病院（佐世保市） 精神科病院 吉田病院（人吉市）

精神科病院 島原保養院（島原市） 精神科病院 阿蘇やまなみ病院（阿蘇市）

施設 ワークステーションむつごろう（諫早市） 精神科病院 あおば病院（宇城市）

佐
賀
県

精神科病院 堀田病院（伊万里市） 精神科病院 くまもと心療病院（宇土市）

精神科病院 松籟病院（唐津市） 精神科病院 菊陽病院（菊陽町）

精神科病院 光風会病院（三養基郡） 精神科病院 益城病院（益城町）

施設 ワークショップアロハ（三養基郡） 精神科病院 八代更生病院（八代市）

熊
本
県

精神科病院 熊本県立こころの医療センター（熊本市） 施設 熊本県あかね荘（熊本市）

精神科病院 くまもと青明病院（熊本市） 施設 地域生活支援センターなでしこ（熊本市）

精神科病院 小柳病院（熊本市） 施設 地域生活支援センターアシスト（熊本市）

精神科病院 ピネル記念病院（熊本市） 施設 熊本市障がい者相談支援センターウィズ（熊本市）

精神科病院 向陽台病院（熊本市） 施設 地域生活支援センターふれあい（玉名市）

精神科病院 明生病院（熊本市） 施設 たまきな荘風工房（玉名市）

精神科病院 桜が丘病院（熊本市） 施設 天草ポランの広場（天草市）

精神科病院 森病院（熊本市） 施設 地域生活支援センターすまいる（八代市）
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県名 施設種別 施設・機関名 県名 施設種別 施設・機関名

熊
本
県

施設 まどか工房（水俣市）

宮
崎
県

施設 地域生活支援センターすみよし（宮崎市）

施設 友愛苑（人吉市） 施設 地域生活支援センターWing（串間市）

施設 地域生活支援センター翠（人吉市） 施設 星空の都地域活動支援センター（都城市）

施設 うきうき生活支援センター（宇土市） 施設 鳴子川荘（東臼杵郡）

施設 アントニオ（益城町） 施設 障がい者相談支援事業所ゆうあい（東臼杵郡）

施設 菊陽苑（菊陽町）

鹿
児
島
県

精神科病院 玉里病院（鹿児島市）

大
分
県

精神科病院 仲宗根病院（大分市） 精神科病院 森口病院（鹿児島市）

精神科病院 リバーサイド病院（大分市） 精神科病院 坂之上病院（鹿児島市）

精神科病院 博愛病院（大分市） 精神科病院 松下病院（霧島市）

精神科病院 宇佐病院（宇佐市） 精神科病院 ウェルフェア九州病院（枕崎市）

精神科病院 加藤病院（竹田市） 精神科病院 平和台病院（鹿屋市）

施設 つわぶき園（大分市） 精神科病院 ファミリーHP薩摩（薩摩川内市）

施設 フロンティアなかつ（中津市） 精神科病院 児玉病院（南九州市）

施設 サニーハウス（佐伯市） 施設 特定相談支援事業所かけはし（鹿児島市）

宮
崎
県

精神科病院 野崎病院（宮崎市） 施設 自立支援生活サポートコパン（鹿児島市）

精神科病院 若草病院（宮崎市） 施設 やすらぎ（鹿児島市）

精神科病院 吉田病院（延岡市） 施設 ソーバーランド（鹿児島市）

精神科病院 永田病院（都城市） 施設 地域生活支援センターひだまり（鹿児島市）

精神科病院 県南病院（串間市） 施設 地域生活支援センター集（出水市）

精神科病院 内村病院（小林市） 施設 特定相談支援事業所オレンジ学園（霧島市）

精神科病院 協和病院（日向市） 施設 エトワール（薩摩川内市）

精神科病院 田中病院（東臼杵郡） 施設 サント・ファミーユ（鹿屋市）

精神科病院 国見ヶ丘病院（西臼杵郡） 施設 うえるふぇあ（枕崎市）

6.  実習施設・機関一覧（つづき）
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