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Ⅴ.学修方法について 

 

１.社会福祉士になるためには 

社会福祉士になるためには、国家試験に合格し、国に登録することが必要です。国家試験は誰

でも無条件に受けられるものではなく、受験のための資格が必要となります（下記「2.社会福祉士

国家試験受験資格取得までのルート」参照）。 

宝塚医療大学社会福祉士養成課程は、社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士一

般養成施設ならびに短期養成施設として２課程が厚生労働省から指定を受けています。 

 それぞれについて課程別概要に記載されているいずれかの入学資格要件を満たして入学し、所

定のカリキュラムを修了すると、国家試験の受験資格を取得できます。 

 

 

２.社会福祉士国家試験受験資格取得までのルート 

 
〔公益財団法人 社会福祉振興・試験センター ホームページより〕     
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２.社会福祉士短期養成課程（通信） ９か月 

（1）学修スケジュール 

 

（2）スクーリング会場と日程 

●スクーリング会場 

  スクーリングは次の 11 会場で開催します。出願時にスクーリング会場の希望を提出してもらい

ます。 

①（兵庫県）宝塚医療大学 宝塚キャンパス、②（北海道）札幌青葉鍼灸専門学校、③（福島県）福

島医療専門学校、④（東京都）宝塚医療大学 荒川キャンパス、⑤（神奈川県）横浜医療専門学

校、⑥（愛知県）名古屋平成看護医療専門学校、⑦（和歌山県）宝塚医療大学 和歌山キャンパ

ス、⑧（大阪府）宝塚医療大学 大阪豊崎キャンパス、⑨（鳥取県）米子コンベンションセンター

BIGSHIP、⑩（広島県）全国柔整鍼灸協同組合広島事務所、⑪（福岡県）全国柔整鍼灸協同組合

福岡事務所 

 

●スクーリング日程 

   学修期間中に２回、合計６日間開催します。実習該当者は、その他に２回合計４日間の「相

談援助実習指導」スクーリングがあります。 
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〔相談援助実習指導スクーリング（前期、後期各 1 回）〕（実習該当者のみ受講） 

日程・時間 1日目 2日目 

 9:00 ～ 10:30 

相談援助実習指導 

（8：45～ガイダンス） 
相談援助実習指導 

10:40 ～ 12:10 

13:00 ～ 14:30 

14:40 ～ 16:10 

16:20 ～ 17:05 

 

〔相談援助演習スクーリング（前期、後期各 1 回）〕（全員受講しなければなりません） 

日程・時間 1日目 2日目 3日目 

 9:00 ～ 10:30 

相談援助演習 

（8：45～ 

ガイダンス） 

相談援助演習 相談援助演習 

10:40 ～ 12:10 

13:00 ～ 14:30 

14:40 ～ 16:10 

16:20 ～ 17:50 

※2023 年 4 月中旬ごろに日程を決定します。 

 

（3）学校指定実習施設一覧 短期養成課程 （2022 年 6 月 1 日現在） 
●実習該当者は、希望にもとづき以下の学校実習施設より決定します。 

●｢相談援助実習」は厚生労働省が定める実習施設において 180 時間の実習が必要です。学修

指導上及び実りある実習体験とするため、相談援助実習は連続して行います。原則として分割

での実習は認められません。 

●実習施設・日程は、実習施設との調整になります。 

●一覧に記載された実習施設は、2022年 6 月１日現在において実習可能な施設です。 

 

実習施設名称 種 別 所 在 地 

社会福祉法人札幌明啓院 

救護施設 札幌明啓院 
救護施設 

北海道札幌市東区東苗穂 1 条 3 丁目

2-11 

社会医療法人康和会 

札幌しらかば台病院  
病院 

北海道札幌市豊平区月寒東 2 条 18 

丁目 7 番 26 号  

社会福祉法人秋田けやき会 

軽費老人ホーム ウエルハウス御所野 
軽費老人ホーム 秋田県秋田市御所野下堤 5-1-5 

社会福祉法人若竹会 

多機能事業所 すきっぷ 
多機能事業所 岩手県宮古市藤が丘 2-3 

社会福祉法人北野会 

板橋区徳丸地域包括支援センター  

地域包括支援セン

ター  
東京都板橋区徳丸 3-32-28  

社会福祉法人一廣会 

特別養護老人ホーム 金井原苑 
介護老人福祉施設 

神奈川県川崎市麻生区片平 1430 番

地 

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 社会福祉協議会 栃木県宇都宮市中央 1-1-15 

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 社会福祉協議会 埼玉県狭山市富士見 1-1-11 

社会福祉法人ふじみ野福祉会 

特別養護老人ホーム むさしの 
介護老人福祉施設 埼玉県富士見市南畑新田 16-1 

社会福祉法人隼人会 

特別養護老人ホーム 鴻巣まきば園  
介護老人福祉施設 埼玉県鴻巣市前砂 517-1   



V 学修について－4 

 

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 

のぞみの園 

知的障害者総合施

設 
群馬県高崎市寺尾町 2120-2 

社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会 

特別養護老人ホーム 春緑苑 
介護老人福祉施設 

愛知県春日井市廻間町字神屋洞 703

番地 1 

社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 社会福祉協議会 三重県桑名市常磐町 51 

社会福祉法人三重県厚生事業団 

三重県身体障害者総合福祉センター 
障害者支援施設 三重県津市一身田大古曽 670-2 

社会福祉法人甲賀学園 

児童養護施設 鹿深の家 
児童養護施設 

滋賀県甲賀市甲賀町小佐治 3571 番

地 

社会福祉法人グロー 

救護施設 ひのたに園 
救護施設 滋賀県蒲生郡日野町松尾 121 

社会福祉法人育徳園 

特別養護老人ホーム いくとく  
介護老人福祉施設 

大阪府大阪市阿部野区天王寺町北 3-

18-16 

社会福祉法人隆生福祉会 

特別養護老人ホーム ゆめあまみ 
介護老人福祉施設 大阪市東住吉区湯里 1-3-22 

社会福祉法人茨木市社会福祉協議会 社会福祉協議会 大阪府茨木市駅前四丁目 7 番 55 号 

合同社会遊研会 

まぶち介護・社会福祉士事務所  

独立型社会福祉士

事務所 

大阪府門真市浜松 27-16 川端サンモ

ールＡ棟 103 号室 

社会福祉法人わらしべ会 

障害者支援施設 わらしべ園 
障害者支援施設 大阪府枚方市長尾荒阪 2 丁目 3545 

社会福祉法人秀美福祉会 

介護老人福祉施設 アイリス 
介護老人福祉施設 

大阪府枚方市春日東町 2 丁目 12 番

10 号 

社会福祉法人富翔会 

障がい福祉サービス生活介護 まんてん  
生活介護 大阪府富田林川面町 2-5-19 

社会福祉法人コスモス 

コスモスケアプランセンターせんぼく 

特定・一般相談支

援 
大阪府堺市南区栂 202-9 

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 社会福祉協議会 大阪府岸和田市野田町 5-5 

社会医療法人慈薫会 

介護老人保健施設 大阪緑ヶ丘 
介護老人保健施設 大阪府岸和田市流木町 668-1 

市立貝塚病院  病院 大阪府貝塚市堀３丁目 10-20 

社会福祉法人南海福祉事業会 

特別養護老人ホーム フィオーレ南海  
介護老人福祉施設 大阪府泉南郡田尻町吉見 326-1 

社会福祉法人そうび会 

特別養護老人ホーム つるぎ荘  
介護老人福祉施設 大阪府堺市東区日置荘田中町 143-1 

社会福祉法人友々苑 

介護老人保健施設 友々苑 
介護老人保健施設 

京都府京都市左京区静市市原町

447-1 

社会福祉法人京都障害者福祉センター 

京都市山科身体障害者福祉会館 
生活介護 

京都府京都市山科区竹鼻四丁野町

34-1 

社会福祉法人京都府社会福祉事業団 

京都府立心身障害者福祉センター 
障害者支援施設 京都府城陽市中芦原 

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター 

洛西寮 
障害者支援施設 

京都府京都市西京区大枝東長町 1-

67 

社会福祉法人ヤマト福祉会 

宝生苑 
介護老人福祉施設 

京都府京都市伏見区桃山町山ノ下

66-38 

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会  社会福祉協議会 京都府木津川市木津川端 1-19 

社会福祉法人 空心福祉会 

特別養護老人ホーム えるむ 
介護老人福祉施設 京都府福知山市天田大塚 14‐1 

社会福祉法人いこま福祉会 

かざぐるま  
多機能型事業所 奈良県生駒市壱分町 356-2 

社会福祉法人やすらぎ会 

特別養護老人ホームやすらぎ園 
介護老人福祉施設 天理市福住町 5504 

社会福祉法人大和桜井園 

特別養護老人ホーム 大和桜井園 

介護老人福祉施設 
奈良県桜井市阿部 1073 番地 

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 

神戸聖生園 
生活介護 兵庫県神戸市須磨区友が丘 1-1 
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社会福祉法人甲山福祉センター 

特別養護老人ホーム 甲寿園 
介護老人福祉施設 兵庫県西宮市甲山町 53 

社会福祉法人聖徳園 

ワークメイト西宮 

就労継続支援 B

型、生活介護 
兵庫県西宮市浜町 9-20 

社会福祉法人円勝会 

介護老人福祉施設 シルバーコースト甲子園  
介護老人福祉施設 兵庫県西宮市枝川町 17-40 

社会福祉法人枚方療育園 北摂三田福祉の里 

障害者支援施設 三田療護園  
障害者支援施設 兵庫県三田市東本庄 1188 

社会福祉法人三田市社会福祉協議会 社会福祉協議会 兵庫県三田市川除 675 

株式会社ネクステ 

就労継続支援 B 型事業所 ニコマルプラス 

就労継続支援 B

型 
兵庫県丹波市氷上町横田 460-1 

社会福祉法人三木市社会福祉協議会 

三木市立障害者総合支援センター はばたきの丘 

就労継続支援 B

型、生活介護 

兵庫県三木市志染町青山 1 丁目 25

番地 

社会福祉法人博愛福祉会 

サンホームみかづき 
介護老人福祉施設 兵庫県佐用郡佐用町志文 515 

社会福祉法人みずうみ 

地域密着型小規模特別養護老人ホーム あさひ乃苑 

地域密着型小規模多機能型居宅介護 あさひ乃苑 

介護老人福祉施

設、小規模多機能

型居宅介護 

島根県松江市古志町 191-10 

社会福祉法人友愛会 

特別養護老人ホーム 愛寿園 
介護老人福祉施設 島根県飯石郡飯南町佐見 45 

社会福祉法人大田市社会福祉協議会 社会福祉協議会 島根県大田市大田町大田イ 128 

日本赤十字社福岡県支部 

特別養護老人ホーム やすらぎの郷 
介護老人福祉施設 福岡県粕屋郡志免町大字吉原 600 

社会福祉法人古賀市社会福祉協議会  社会福祉協議会 福岡県古賀市庄 205 

社会福祉法人筑紫会 

生活介護事業所 フレンズ  
生活介護 

福岡県筑紫野市岡田 1 丁目 18 番 5

号 

社会福祉法人清心福祉会 

介護老人保健施設 ピア・ハート  
介護老人保健施設 

福岡県築上郡築上町大字安武 844 番

地の 2 

社会福祉法人唐津市社会福祉協議会  社会福祉協議会 佐賀県唐津市二夕子 3-155-4 

社会福祉法人ライン工房 

社会就労センター ライン工房  

就労継続支援 B

型、生活介護、就

労移行支援 

熊本県熊本市東区戸島 5 丁目 8 番 6

号 

社会福祉法人 太陽の家 
施設入所支援、就

労継続支援 B 型 
大分県別府市大字内竈 1393 番 2 

*人事異動等の事由で実習施設の実習指導者が不在となった場合、その施設で実習が行えない場

合があります。 

*法令等の改正により、ソーシャルワーク実習の日数及び時間数が変更となる場合があります。 
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３．社会福祉士一般養成課程（通信） １年９か月 

（1）学修スケジュール 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

課題①

スクーリン

グ①

課題③

スクーリン

グ①

２学期 ３学期

社会福祉の原理と政策 課題① 課題②

ソーシャルワークの基盤と
専門職（専門）

課題①

保健医療と福祉 課題①

医学概論 課題①

１年目
１学期

社会学と社会システム 課題①

貧困に対する支援 課題①

社会保障 課題① 課題②

心理学と心理的支援 課題①

ソーシャルワークの理論と
方法（専門）

課題①

ソーシャルワーク演習（専
門） 課題① 課題②

ソーシャルワーク実習指導 課題① 課題②・③

ソーシャルワーク演習

ソーシャルワークの基盤と
専門職

課題①

ソーシャルワークの理論と
方法

課題① 課題②

課題① 課題②

ソーシャルワーク実習 ソーシャルワーク実習

権利擁護を支える法制度
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（2）スクーリング会場と日程 

●スクーリング会場 

  スクーリングは次の 11 会場で開催します。出願時にスクーリング会場の希望を提出してもらい

ます。 

①（兵庫県）宝塚医療大学 宝塚キャンパス、②（北海道）札幌青葉鍼灸専門学校、③（福島県）福

島医療専門学校、④（東京都）宝塚医療大学 荒川キャンパス、⑤（神奈川県）横浜医療専門学

校、⑥（愛知県）名古屋平成看護医療専門学校、⑦（和歌山県）宝塚医療大学 和歌山キャンパ

ス、⑧（大阪府）宝塚医療大学 大阪豊崎キャンパス、⑨（鳥取県）米子コンベンションセンター

BIGSHIP、⑩（広島県）全国柔整鍼灸協同組合広島事務所、⑪（福岡県）全国柔整鍼灸協同組合

福岡事務所 

 

●スクーリング日程 

学修期間中に 2 回、合計 6 日間開催します。 

   実習該当者は、その他に 2 回合計 4 日間の「ソーシャルワーク実習指導」スクーリングがあ

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

スクーリン

グ②

課題③

スクーリン

グ②

ソーシャルワーク実習 ソーシャルワーク実習

課題①

刑事司法と福祉

ソーシャルワーク演習

ソーシャルワーク実習指導 課題②・③

地域福祉と包括的支援体制 課題①

社会福祉調査の基礎

課題①

課題①

課題②

課題①

課題①

課題①

ソーシャルワーク演習（専
門）

課題④

障害者福祉

福祉サービスの組織と経営

児童・家庭福祉

２年目
４学期 ５学期

高齢者福祉
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ります。 

 

 〔ソーシャルワーク実習指導スクーリング（2、5学期）〕（実習該当者のみ受講） 

日程・時間 1日目 2日目 

9:00 ～ 10:30 

ソーシャルワーク実習指導 

（8：45～ガイダンス） 
ソーシャルワーク実習指導 

10:40 ～ 12:10 

13:00 ～ 14:30 

14:40 ～ 16:10 

16:20 ～ 17:05 

 

〔ソーシャルワーク演習スクーリング（3、5学期）〕（全員受講しなければなりません） 

日程・時間 1日目 2日目 3日目 

9:00 ～ 10:30 
ソーシャルワーク 

演習 

（8：45～ 

ガイダンス） 

ソーシャルワーク 

演習 

ソーシャルワーク 

演習 

10:40 ～ 12:10 

13:00 ～ 14:30 

14:40 ～ 16:10 

16:20 ～ 17:50 

※2023 年 4 月中旬ごろに日程を決定します。 

 

（3）学校指定実習施設一覧 一般養成課程（2022 年 6 月 1 日現在） 
●実習該当者は、希望にもとづき以下の学校実習施設より決定します。 

●｢ソーシャルワーク実習」は厚生労働省が定める実習施設において 240 時間の実習が必要で

す。ソーシャルワーク実習は機能の異なる 2 カ所以上の実習施設で行います。1 カ所の実習施

設において 180時間以上行うことを基本にしています。 

●実習施設・日程は、実習施設との調整になります。 

●一覧に記載された実習施設は、2022年 6 月 1 日現在において実習可能な施設です。 

 

実習施設名称 種 別 所 在 地 

社会福祉法人札幌協働福祉会 

あいのさとサポートセンター 
障害者支援施設 

北海道札幌市北区篠路町福移 147-

36 

社会福祉法人札幌明啓院 

救護施設 札幌明啓院 
救護施設 

北海道札幌市東区東苗穂 1 条 3 丁

目 2-11 

社会医療法人康和会 

札幌しらかば台病院 
病院 

北海道札幌市豊平区月寒東 2 条 

18 丁目 7 番 26 号  

社会福祉法人北ひろしま福祉会 

特別養護老人ホーム 東部緑の苑 
介護老人福祉施設 北海道北広島市朝日町 2 丁目 6-9 

社会福祉法人秋田けやき会 

軽費老人ホーム ウエルハウス御所野 
軽費老人ホーム 秋田県秋田市御所野下堤 5-1-5 

社会福祉法人若竹会 

多機能事業所 すきっぷ 
多機能事業所 岩手県宮古市藤が丘 2-3 

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 

障害者支援施設 宮城県船形の郷 
障害者支援施設 

宮城県黒川郡大和町吉田字上童子

沢 21 番地 

社会福祉法人北野会 

板橋区徳丸地域包括支援センター  

地域包括支援セン

ター  
東京都板橋区徳丸 3-32-28  

社会福祉法人白十字会 

特別養護老人ホーム 白十字ホーム 
介護老人福祉施設 東京都東村山市諏訪町 2-26-1  
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医療法人社団 東京石心会 

立川市北部東わかば地域包括支援センター  

地域包括支援セン

ター  
東京都立川市若葉町 3-45-2  

社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

特別養護老人ホーム 片平長寿の里 
介護老人福祉施設 神奈川県川崎市麻生区片平 1829 

社会福祉法人一廣会 

特別養護老人ホーム 金井原苑 
介護老人福祉施設 

神奈川県川崎市麻生区片平 1430

番地 

医療法人五星会 

新横浜リハビリテーション病院  
病院 

神奈川県横浜市神奈川区菅田町

2628-4  

社会福祉法人斉信会 

障害者支援施設 畑町ガーデン  
障害者支援施設 千葉県千葉市花見川区畑町 591-17  

社会福祉法人松里福祉会 

就労継続支援 B 型事業所 ここらぼ まつさと 
就労継続支援 B 型 千葉県松戸市五香 5-10-3 

社会福祉法人悠久会 

八千代市八千代台地域包括支援センター  

地域包括支援セン

ター  

千葉県八千代市八千代台西 1-7-2 

３階-B  

社会福祉法人山武市社会福祉協議会  社会福祉協議会 千葉県山武市埴谷 1868-14 

社会福祉法人愛の会 

特別養護老人ホーム 桜川陽だまり館  
介護老人福祉施設 茨城県水戸市河和田町 58  

宇都宮市社会福祉協議会 社会福祉協議会 栃木県宇都宮市中央 1-1-15 

社会福祉法人慈生会 

マ・メゾン光星 
障害者支援施設 栃木県那須郡那須町豊原乙 1189 

社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉 

特別養護老人ホーム 草加キングス・ガーデン  
介護老人福祉施設 埼玉県草加市遊馬町 185  

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会 社会福祉協議会 埼玉県狭山市富士見 1-1-11 

社会福祉法人ふじみ野福祉会 

特別養護老人ホーム むさしの 
介護老人福祉施設 埼玉県富士見市南畑新田 16-1 

社会福祉法人隼人会 

特別養護老人ホーム 鴻巣まきば園 
介護老人福祉施設 埼玉県鴻巣市前砂 517-1   

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 

のぞみの園 

知的障害者総合施

設 
群馬県高崎市寺尾町 2120-2 

社会福祉法人中信社会福祉協会 

障害者支援施設 ささらの里 
障害者支援施設 長野県松本市大字内田 200-1 

社会福祉法人誠信会 

障害者支援施設 富士本学園 
障害者支援施設 静岡県富士市大淵 4632-7 

社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会 

特別養護老人ホーム 春緑苑 
介護老人福祉施設 

愛知県春日井市廻間町字神屋洞

703 番地 1 

社会福祉法人大垣市社会福祉事業団 

特別養護老人ホーム 大垣市くすのき苑 
介護老人福祉施設 

岐阜県大垣市多芸島４丁目 64 番地

1 

社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 社会福祉協議会 三重県桑名市常磐町 51 

社会福祉法人三重県厚生事業団 

三重県身体障害者総合福祉センター 
障害者支援施設 三重県津市一身田大古曽 670-2 

社会福祉法人大垣市社会福祉事業団 

特別養護老人ホーム 榛原の里 
介護老人福祉施設 

滋賀県大津市真野普門三丁目 1120

番地 

社会福祉法人甲賀学園 

児童養護施設 鹿深の家 
児童養護施設 

滋賀県甲賀市甲賀町小佐治 3571

番地 

企業組合やじろべえのハウス 
地域密着型通所介

護 
滋賀県草津市木川町 1607 

社会福祉法人グロー 

救護施設 ひのたに園 
救護施設 滋賀県蒲生郡日野町松尾 121 

社会福祉法人みおつくし福祉会 

母子生活支援施設 北さくら園 
母子生活支援施設 

大阪府大阪市東淀川区相川 3 丁目

11 番 24 号 

社会福祉法人育徳園 

特別養護老人ホーム いくとく  
介護老人福祉施設 

大阪府大阪市阿部野区天王寺町北

3-18-16 

社会福祉法人隆生福祉会 

特別養護老人ホーム ゆめあまみ 
介護老人福祉施設 大阪市東住吉区湯里 1-3-22 

社会福祉法人永寿福祉会 

永寿の里  彩羽  
障害者支援施設 

大阪府大阪市平野区長吉川辺 3-

20-14 
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医療法人協和会 

協和会病院 
病院 大阪府吹田市岸部北 1-24-1 

社会福祉法人茨木市社会福祉協議会 社会福祉協議会 
大阪府茨木市駅前四丁目 7 番 55

号 

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 

地域生活総合支援センターあい 
障害者支援施設 大阪府茨木市玉櫛二丁目 5 番 8 号 

社会福祉法人成光苑 

介護老人福祉施設 高槻けやきの郷 
介護老人福祉施設 大阪府高槻市番田 1-60-1 

合同社会遊研会 

まぶち介護・社会福祉士事務所  

独立型社会福祉士

事務所 

大阪府門真市浜松 27-16 川端サン

モールＡ棟 103 号室 

社会福祉法人聖徳園 

特別養護老人ホーム ひらかた聖徳園  
介護老人福祉施設 大阪府枚方市香里ヶ丘 3-15-1 

社会福祉法人わらしべ会 

障害者支援施設 わらしべ園 
障害者支援施設 大阪府枚方市長尾荒阪 2 丁目 3545 

社会福祉法人秀美福祉会 

介護老人福祉施設 アイリス 
介護老人福祉施設 

大阪府枚方市春日東町 2 丁目 12

番 10 号 

社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 社会福祉協議会 大阪府枚方市新町 2 丁目 1-35 

社会福祉法人藤井寺市社会福祉協議会 社会福祉協議会 大阪府藤井寺市北岡 1-2-8 

社会福祉法人富翔会 

障がい福祉サービス生活介護 まんてん 
生活介護 大阪府富田林川面町 2-5-19 

社会福祉法人コスモス 

コスモスケアプランセンターせんぼく 

特定・一般相談支

援 
大阪府堺市南区栂 202-9 

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 社会福祉協議会 大阪府岸和田市野田町 5-5 

社会医療法人慈薫会 

介護老人保健施設 大阪緑ヶ丘 
介護老人保健施設 大阪府岸和田市流木町 668-1 

市立貝塚病院  病院 大阪府貝塚市堀３丁目 10-20 

社会福祉法人南海福祉事業会 

特別養護老人ホーム フィオーレ南海  
介護老人福祉施設 大阪府泉南郡田尻町吉見 326-1 

社会福祉法人そうび会 

特別養護老人ホーム つるぎ荘  
介護老人福祉施設 

大阪府堺市東区日置荘田中町 143-

1 

社会福祉法人友々苑 

介護老人保健施設 友々苑 
介護老人保健施設 

京都府京都市左京区静市市原町

447-1 

社会福祉法人京都障害者福祉センター 

京都市山科身体障害者福祉会館 
生活介護 

京都府京都市山科区竹鼻四丁野町

34-1 

社会福祉法人京都府社会福祉事業団 

京都府立心身障害者福祉センター 
障害者支援施設 

京都府京都市中京区烏丸東入る清

水町 375 

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター 

洛西寮 
障害者支援施設 

京都府京都市西京区大枝東長町 1-

67 

社会福祉法人ヤマト福祉会 

地域密着型特別養護老人ホーム宝生苑 
介護老人福祉施設 

京都府京都市伏見区桃山町山ノ下

66-38 

社会福祉法人京都障害者福祉センター 

京都市伏見障害者授産所 

就労継続支援 B

型、生活介護 

京都府京都市伏見区紙子屋町 544

番地 

社会福祉法人乙訓福祉会 

生活介護事業所 乙訓の里 
生活介護 

京都府長岡京市下海印寺川向井

20-30 

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会  社会福祉協議会 京都府木津川市木津川端 1-19 

社会福祉法人 空心福祉会 

特別養護老人ホーム えるむ 
介護老人福祉施設 京都府福知山市天田大塚 14‐1 

社会福祉法人利生会 

特別養護老人ホーム 亀岡園  
介護老人福祉施設 

京都府亀岡市河原林町河原尻上砂

股 100 

社会福祉法人いこま福祉会 

かざぐるま  
多機能型事業所 奈良県生駒市壱分町 356-２ 

奈良県立藤の木学園 施設入所支援 奈良県奈良市菅野台 2-43 

社会福祉法人 やすらぎ会 

特別養護老人ホーム やすらぎ園 
介護老人福祉施設 奈良県天理市福住町 5504 
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社会福祉法人大和桜井園 介護老人福祉施設 奈良県桜井市阿部 1073 番地 

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 

神戸聖生園 
生活介護 兵庫県神戸市須磨区友が丘 1-1 

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 

神戸愛生園 
障害者支援施設 兵庫県神戸市須磨区友が丘 1-1 

社会福祉法人甲山福祉センター 

特別養護老人ホーム 甲寿園 
介護老人福祉施設 兵庫県西宮市甲山町 53 

社会福祉法人聖徳園 

ワークメイト西宮 

就労継続支援 B

型、生活介護 
兵庫県西宮市浜町 9-20 

社会福祉法人円勝会 

介護老人福祉施設 シルバーコースト甲子園 
介護老人福祉施設 兵庫県西宮市枝川町 17-40 

市立伊丹病院  病院 兵庫県伊丹市昆陽池 1-100 

社会福祉法人枚方療育園 北摂三田福祉の里 

障害者支援施設 三田療護園 
障害者支援施設 兵庫県三田市東本庄 1188 

社会福祉法人三田市社会福祉協議会 社会福祉協議会 兵庫県三田市川除 675 

株式会社ネクステ 

就労継続支援 B 型事業所 ニコマルプラス 
就労継続支援 B 型 兵庫県丹波市氷上町横田 460-1 

社会福祉法人三木市社会福祉協議会 

三木市立障害者総合支援センター はばたきの丘 

就労継続支援 B

型、生活介護 

兵庫県三木市志染町青山 1 丁目 25

番地 

社会福祉法人博愛福祉会 

特別養護老人ホーム サンホームみかづき 
介護老人福祉施設 兵庫県佐用郡佐用町志文 515 

社会福祉法人もみの木福祉会 

グループホーム和桜 
共同生活援助 鳥取県米子市富益町 4635-3 

社会福祉法人みずうみ 

地域密着型小規模特別養護老人ホームあさひ乃苑 

地域密着型小規模多機能型居宅介護あさひ乃苑 

地域密着型介護老

人福祉施設、地域

密着型小規模多機

能型居宅介護 

島根県松江市古志町 191-10 

社会福祉法人大田市社会福祉協議会 社会福祉協議会 島根県大田市大田町大田イ 128 

社会福祉法人仁寿会 

介護老人保健施設 仁寿苑 
介護老人保健施設 

島根県邑智郡川本町大字川本 381-

4 

社会福祉法人わかくさ福祉会 

デイサービスセンター 共楽苑 

地域密着型通所介

護 
島根県益田市桂平町 107-3 

社会福祉法人菊水会 

特別養護老人ホーム きくがわ苑 
介護老人福祉施設 山口県下関市菊川町下岡枝 1064 

社会福祉法人下関市民生事業助成会 

障害者支援施設 なごみの里 
障害者支援施設 山口県下関市大字蒲生野 250 

社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション事業団 

香川県障害者支援施設 たまも園 
障害者支援施設 香川県高松市田村町 797 

社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 

インクル春ケ丘  
多機能事業所 

福岡県北九州市小倉南区春ケ丘

10-5 

社会福祉法人徳和会 

特別養護老人ホーム 花の季苑 
介護老人福祉施設 

福岡県福岡市南区和田 4 丁目 16

番 1 号 

日本赤十字社福岡県支部 

特別養護老人ホーム やすらぎの郷 
介護老人福祉施設 福岡県粕屋郡志免町大字吉原 600 

社会福祉法人古賀市社会福祉協議会  社会福祉協議会 福岡県古賀市庄 205 

社会福祉法人筑紫会 

生活介護事業所 フレンズ  
生活介護 

福岡県筑紫野市岡田 1 丁目 18 番 5

号 

社会福祉法人宰府福祉会 

障害者支援施設 宰府園  
障害者支援施設 福岡県太宰府市大字大佐野 761-1 

社会福祉法人清心福祉会 

介護老人保健施設 ピア・ハート  
介護老人保健施設 

福岡県築上郡築上町大字安武 844

番地の 2 

社会福祉法人朝倉市社会福祉協議会 社会福祉協議会 福岡県朝倉市甘木 198 番地 

社会福祉法人唐津市社会福祉協議会  社会福祉協議会 佐賀県唐津市二夕子 3-155-4 
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社会福祉法人長興会 

長光園 障害者支援センター 
障害者支援施設 

佐賀県佐賀市兵庫南２丁目 16 番 39

号 

社会福祉法人明星会 

児童養護施設 明星園 
児童養護施設 長崎県長崎市磯道町 748 番地 

社会福祉法人ライン工房 

社会就労センター ライン工房  
多機能型事業所 

熊本県熊本市東区戸島 5 丁目 8 番

6 号 

社会福祉法人百八会 

シルバーピアさくら樹通所介護事業所  
通所介護 熊本県熊本市東区佐土原 3-12-26 

社会福祉法人 太陽の家 
施設入所支援、就

労継続支援 B 型 
大分県別府市大字内竈 1393 番 2 

*人事異動等の事由で実習施設の実習指導者が不在となった場合、その施設で実習が行えない場

合があります。 

*法令等の改正により、相談援助実習の日数及び時間数が変更となる場合があります。  
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履修科目一覧表 

短期養成課程 

 
法令上の履修科目名 

（社会福祉に関する科目・指定科目） 

短期養成課程 

面接授業 印刷教材 実習 

1 現代社会と福祉  180  

2 相談援助の理論と方法  360  

3 地域福祉の理論と方法  180  

4 相談援助演習        45 405  

5 相談援助実習指導 27 243  

6 相談援助実習   180 

合   計 
実習あり 72 1,368 180 

実習なし 45 1,125  

 

一般養成課程 

 
法令上の履修科目名 

（社会福祉に関する科目・指定科目） 

一般養成課程 

面接授業 印刷教材 実習 

1 医学概論  90  

2 心理学と心理的支援  90  

3 社会学と社会システム  90  

4 社会福祉の原理と政策  180  

5 社会福祉調査の基礎  90  

6 ソーシャルワークの基盤と専門職  90  

7 ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）  90  

8 ソーシャルワークの理論と方法  180  

9 ソーシャルワークの理論と方法（専門）  180  

10 地域福祉と包括的支援体制  180  

11 福祉サービスの組織と経営  90  

12 社会保障  180  

13 高齢者福祉  90  

14 障害者福祉  90  

15 児童・家庭福祉  90  

16 貧困に対する支援  90  

17 保健医療と福祉  90  
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18 権利擁護を支える法制度  90  

19 刑事司法と福祉      90  

20 ソーシャルワーク演習        45 81  

21 ソーシャルワーク演習（専門）  324  

22 ソーシャルワーク実習指導 27 243  

23 ソーシャルワーク実習   240 

合   計 
実習あり 72 2,808 240 

実習なし 45 2,565  

 

 


