
 

- 1 - 

2020 年 5 月末日 
 

在籍生各位 
華頂社会福祉専門学校 社会福祉科 

  
  

 

学科通信 2020 年 5 月 

 

新年度がスタートし２ヶ月が経過しました。激動のコロナウイルス騒動の中での自粛生活
があり、また多くの社会機能が麻痺した５月、こんなときこそステイ・ホームな在宅時間を
活用し、自宅学習を進めておられましたと思います。 

体調管理には例年以上に留意されているとは存じますが、公私ともに安全・安心な時間を
過ごしてゆきたいものですね。 

 
 
重要 
【教務連絡事項】 

※自宅学習関連、およびその他の連絡事項については、本校からメールにて連絡すること
があります。大切なお知らせを配信しています。各自、本校からのメール受信設定
（kacho-sw@sage.ocn.ne.jp）を必ずしておいてください。 

 なお、アドレス変更をご希望の方、郵送のみをご希望の方は、ご連絡をお願いします。 
※本校 HP にて、添削課題返却等の発送物、各種のお知らせをアップしています。ぜひア

クセスをしてみてください。 
 ※皆さんの自宅学習を実りあるものとするため、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

2019 年度以前在籍生対象連絡事項 
［2020 年度四学期科目の自宅学習に関して］ 

●一学期科目、自宅学習課題については、学習期間、及び提出締め切りは、以下の通りとな
ります（提出漏れ等に注意）。 
□「相談援助演習」（課題⑤）：5 月～6 月末 
□「高齢者に対する支援と介護保険制度」（課題①）：4 月～5 月末 
□「高齢者に対する支援と介護保険制度」（課題②）：6 月～7 月末 
□「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」：4 月～5 月末 
□「福祉サービスの組織と経営」：5 月～6 月末 
□「児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」：6 月～7 月末 
□「相談援助実習指導」（課題②・③、実習該当者のみ）：各実習終了後二週間以内 
※「高齢者に対する支援と介護保険制度（課題①）」、「障害者に対する支援と障害者自
立支援制度（課題①）」については、5 月末が提出締め切りとなります。 

※特に今学期以降の科目について、再履修等の不認定評価が出た場合、平成 2020 年度修了
（2021 年 3 月 31 日付け）は延期されることになります。この点、ご留意しつつ課題に
取り組んでください。 

※既に「相談援助演習」について不認定となっている場合も、修了延期となります。 
※なお、修了延期となった場合、今年度（2021 年 2 月実施予定）の社会福祉士国家試験の
受験は出来なくなります。 
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［2020 年度一学期科目の自宅学習に関して］（また、再履修等該当者） 
●一学期科目、自宅学習課題については、学習期間、及び提出締め切りは、以下の通りとな
ります（提出漏れ等に注意）。 

□「現代社会と福祉」（課題①）：4 月～5 月末 
□「現代社会と福祉」（課題②）：6 月～7 月末 
□「相談援助の基盤と専門職」（課題①）：4 月～5 月末 
□「相談援助の基盤と専門職」（課題②）：6 月～7 月末 
□「保健医療サービス」：4 月～5 月末 
□「人体の構造と機能及び疾病」：6 月～7 月末 
□「相談援助実習指導」（課題①）：4 月～7 月末 
 

 
［スクーリング関連提出物についての再確認］ 

●次の提出物について、5 月末日（締切日消印・持ち込み有効）が申し込み期限ですので、
各自、再度確認してください。 
□相談援助演習スクーリング②参加申込書 

 
□相談援助実習指導スクーリング②参加申込書 

 
※受付終了後、来月の学科通信にスクーリング参加決定通知を同封する予定です。 
※駐車場を使用希望の方は、事前に申込書の提出をしてください。 
※スクーリング期間中に学校特約の宿泊施設の利用を希望する場合、申し込み期間は、

スクーリング参加決定通知発行後から 6 月 30 日までです。 
 

●2020 年度 8 月スクーリング開催日程 
  □相談援助実習指導②-Ⅱ 8/20 ～ 8/21  担当講師：谷口 卓先生（予定） 
  □相談援助演習②-Ⅱ   8/17 ～ 8/19  担当講師：花原信昭先生（予定） 
    ※各スクーリングの詳細は、「履修の手引」にて確認をしてください。 

    ※既に、ご案内していますように、各スクーリングは人数の関係で 1 開講のみ予定して 
います。スケジュールの調整をお願いします。欠席された場合は、代替え日程を設け 
ていませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。また、新型コロナウイ 
ルス感染症の発生など不足の事態に因り担当講師が変更となることをご了解下さい。 

 
 

2020 年度生対象連絡事項 

［2020 年度一学期科目の自宅学習に関して］ 
●一学期科目、自宅学習課題について学習期間、及び提出締め切りは、以下の通りとなりま
す（提出漏れ等に注意）。 

□「現代社会と福祉」（課題①）：4 月～5 月末 
□「現代社会と福祉」（課題②）：6 月～7 月末 
□「相談援助の基盤と専門職」（課題①）：4 月～5 月末 
□「相談援助の基盤と専門職」（課題②）：6 月～7 月末 
□「保健医療サービス」：4 月～5 月末 
□「人体の構造と機能及び疾病」：6 月～7 月末 
□「相談援助実習指導」（課題①）：4 月～7 月末 
※「履修の手引」等にて確認してください。 

 
●学習課題の提出方法について、次の点を再度確認してください。 

□科目ごとに、それぞれの課題別に一本の提出物となるように綴じてください。 
□ただし、出題（設題）が複数ある場合、出題ごとに分けて綴じるのではなく、学習課題
別に一本となるように綴じてください（特に、科目「現代社会と福祉」の学習課題等）。 

□それぞれの学習課題の指示に従い、学校指定の原稿用紙、または「自宅学習課題」の発
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行時に添付した学校指定の解答用紙を必ず使ってください。 
※なお、解答用紙に不備・不足がある場合は、学校まで連絡してください。 

□課題提出時の返信用付票、及び各評価用付票の添付漏れ、記入漏れ、切手貼付漏れ等の
ないように十分に注意してください（提出状態によっては不備扱いとなり、返送される
場合もあります）。 

 
［スクーリング関連提出物についての再確認］ 

●次の提出物について、5 月末日（締切日消印・持ち込み有効）が申し込み期限ですので、
各自、再度確認してください。 
□相談援助実習指導スクーリング①参加申込書・・・実習該当者のみ 
※受付終了後、来月の学科通信にスクーリング参加決定通知を同封する予定です。 
※駐車場を使用希望の方は、事前に申込書の提出をしてください。 
※スクーリング期間中に学校特約の宿泊施設の利用を希望する場合、申し込み期間は、

スクーリング参加決定通知発行後から 6 月 30 日までです。 
※来年 2 月に実施される相談援助演習スクーリング①は、全員必須となります。くれぐ

れもご注意ください。 
 

●スクーリング実施については、下記の制限があります。 
□『履修の手引』に規定の通り、それぞれの時期でスクーリング参加人数が 10 名以下とな
った場合、両期間の参加希望者の参加期間を変更・調整していただくことがあります。 

□なお、本年度相談援助実習該当者については、各期間への参加人数の偏りをなくした場
合でも、それぞれ 10 名以下になるため、以下の開催日となりましたことをご了承くださ
い。 

 
●2020 年度 スクーリング開催日程 

  □2020 年 8 月 10～11 日 相談援助実習指導①（実習該当者のみ出席）  
担当講師：平尾竜一 

□2021 年 2 月 相談援助演習①（全員出席） 
□2021 年度開催日程             

   2021 年 8 月 相談援助実習指導②（実習該当者のみ出席） 
相談援助演習②（全員出席） 

          
  注） ※2021 年 2 月開催予定、相談援助演習①の参加申込書の提出は、10 月 20 日 

（消印有効）です。 
             

2019 年度在籍生対象連絡事項 
［教育訓練給付関係提出書類についての再確認］ 

●次の提出物については、5 月中と締め切りとしておりましたが、まだ提出を済ませていな
い場合は受付ますので、至急ご提出ください。（今般のコロナウイルス感染症の発生にて
いろいろとハローワークでも延期なされた案件も伝え漏れておりますゆえ） 
□教育訓練給付金支給要件照会に対する回答書（コピー） 
※支給要件を満たす場合、回答書（コピー）の提出を絶対に忘れないようにしてくださ 

い。 
※支給要件の詳細については、前回の学科通信（4 月号）を参照してください。 
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2020 年度生対象連絡事項 
［2020 年度当初提出物等についての再確認］ 

●次の提出物については、すでに締め切り日を過ぎています。まだ提出を済ませていない場
合は、至急提出ください。 
□卒業証明書または実務経験証明書（出願時に見込証明であった場合のみ要提出：入試判
定通知に明記。実務経験証明書については、出願時の指定用紙を使用のこと） 

□相談援助実習免除願（実習免除者のみ） 
□誓約及び同意書（全員） 
□相談援助実習調査票（実習該当者のみ）締め切り:５月末日とします。 
□連絡先確認票 

 
 
［相談援助実習についての連絡事項］  

●2020 年度「相談援助実習」日程については、相談援助調査票記載内容を参考に調整を行っ
ています。ただし、今般のコロナウイルス感染症の発生にて多くの施設・機関が実習生受
入については中断されている状態です。よって、調整にはお時間を頂戴したく存じます。
よって、社会情勢が落ち着いてから、それぞれの施設・機関に実習生受入再開のめどが明
確となってからのこととなります。特に事前に詳細、具体的に日程を指定されたものを記
されておられる方もいましょうが、希望通りの日程に添えることを確約できるものではあ
りません。原則として、日程の決定はあくまで受け入れ施設側の状況に基づいて、当該施
設が判断するものであることを予めご了承ください。 

●特に年末年始、連休等は受け入れ施設側の指導体制が確保できない、感染症予防などのた
め、制約が生じやすい時期となりますので、特定の時期に限定しての実習の希望について
はお応えできかねることが多々あることをお含みおきください。 

●今後、日程調整のために本校より連絡をさせていただくことがありますので、ご了解くだ
さい。 

 
「第32回 社会福祉士国家試験合格発表」 

今年度は、受験者数は39,629人、合格者数は11,612人、合格率は29.3％でした。今年度も
、本科修了生の皆さんが奮闘されました。 

 
 

当校の結果はこちらです。 
        ☆受験者数 43人（新卒：11人，既卒：32人） 
     ☆合格者数 12人（新卒： 8人，既卒：4人） 

     ☆合格率   27.9%（新卒：72.7％，既卒：12.5％） 

     (出典：https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000607025.pdf) 
 
【連絡事項】 

◇ 5月期中旬迄は3密回避のため休校でしたが、既にサイトの通り再開しております。 
◇ 本校公式サイトでは・・・ 

・在籍生のみなさんへのお知らせ 
・就職情報     

    など、更新しています。どうぞアクセスしてみてください。 

以上 

 

 

 

 

 


