
 

 

 

 

平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【社会福祉士基礎分野講習】＜基礎東京 C＞ 

開催日：平成 28 年 7 月 24 日（日） 

会 場：大妻女子大学千代田キャンパス 本館３３２教室 
 

   【プログラム】 

時間 科目 形式 講義内容 講師 

9:30～9:55 受付 ※会場内に掲載している座席表をご確認の上、指定の席にお座りください。 

9:55～10:00 オリエンテーション 

10:00～11:30 社会福祉士論 講義 

１．社会福祉士の業務・役割と意義 

２．相談援助の概念と範囲 

３．相談援助の理念 

４．相談援助における権利擁護の意義 

空閑 浩人 

（同志社大学） 

11:30〜12:15 ＜休憩＞ 

12:15〜13:45 
相談援助の基盤と

専門職 
講義 

１．相談援助に係る専門職の概念と範囲 

２．専門職倫理と倫理的ジレンマ 

３．総合的かつ包括的な援助と多職種連携 

（チームアプローチ含む）の意義 

中谷 陽明 

（松山大学） 

14:00〜17:00 
相談援助の理論と

方法 
講義 

１．人と環境の相互作用 

２．相談援助の対象 

３．様々な実践モデルとアプローチ 

４．相談援助の過程 

５．相談援助における援助関係 

６．相談援助のための面接技術 

７．ケースマネジメント 

８．アウトリーチ 

９．相談援助における社会資源の活用・調

整・開発 

中谷 陽明 

（松山大学） 

17:00〜 修了証交付（10 分程度） 

※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 

 

 

 

社会福祉士 



平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【社会福祉士実習分野講習】＜実習東京ＣＪ①＞ 
開催日：平成 28 年 8 月 9 日（火）～8月 12 日（金） 

会 場：日本社会福祉士養成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会 研修室 

 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形態 講習内容 講師 

8 月 9 日
（火） 

10:10～10:25 受付 

10:25～10:30 オリエンテーション 

10:30～12:00 実習指導概論 講義 

１．実習指導の意味と目標 

２．実習担当教員に求められる力量 

３．本科目の構成と内容 

白川 充 

（仙台白百合女子大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～14:15 実習指導方法論Ⅳ 講義 実習評価の意味と方法 
白川 充 

（仙台白百合女子大学） 

14:30～16:45 実習指導方法論Ⅳ 演習 
実習評価票の仕組みと評価基準 

及び評価方法 

白川 充 

（仙台白百合女子大学） 

8 月 10 日
（水） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅰ 講義 

１．実習教育マネジメントの意味と

対象 

２．実習担当教員の役割 

岡崎 幸友 

（吉備国際大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅰ 演習 

１．実習教育マネジメントの現状と

組織の課題 

２．実習担当教員のマネジメント力

量の向上 

岡崎 幸友 

（吉備国際大学） 

8 月 11 日
（木） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅱ 講義 相談援助実習指導の内容 
渡辺 裕一 

（武蔵野大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅱ 演習 相談援助実習指導の方法 
渡辺 裕一 

（武蔵野大学） 

8 月 12 日
（金） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅲ 講義 実習教育スーパービジョンの概要 
潮谷 恵美 

（十文字学園女子大学）

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅲ 演習 実習教育スーパービジョンの実際 
潮谷 恵美 

（十文字学園女子大学）

16:45～ 修了証交付（10 分程度） 

※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 



平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【社会福祉士実習分野講習】＜実習東京ＣＪ②＞ 

開催日：平成 28 年 8 月 23 日（火）～8月 26 日（金） 

会 場：日本社会福祉士養成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会 研修室 

 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形態 講習内容 講師 

8 月 23 日
（火） 

10:10～10:25 受付 

10:25～10:30 オリエンテーション 

10:30～12:00 実習指導概論 講義 

１．実習指導の意味と目標 

２．実習担当教員に求められる力量 

３．本科目の構成と内容 

白川 充 

（仙台白百合女子大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～14:15 実習指導方法論Ⅳ 講義 実習評価の意味と方法 
白川 充 

（仙台白百合女子大学） 

14:30～16:45 実習指導方法論Ⅳ 演習 
実習評価票の仕組みと評価基準 

及び評価方法 

白川 充 

（仙台白百合女子大学） 

8 月 24 日
（水） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅰ 講義 

１．実習教育マネジメントの意味と

対象 

２．実習担当教員の役割 

高杉 公人 

（聖カタリナ大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅰ 演習 

１．実習教育マネジメントの現状と

組織の課題 

２．実習担当教員のマネジメント力

量の向上 

高杉 公人 

（聖カタリナ大学） 

8 月 25 日
（木） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅱ 講義 相談援助実習指導の内容 
福富 昌城 

（花園大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅱ 演習 相談援助実習指導の方法 
福富 昌城 

（花園大学） 

8 月 26 日
（金） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅲ 講義 実習教育スーパービジョンの概要 
村井 美紀 

（東京国際大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅲ 演習 実習教育スーパービジョンの実際 
村井 美紀 

（東京国際大学） 

16:45～ 修了証交付（10 分程度） 

※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 



平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【社会福祉士実習分野講習】 ＜実習京都ＣＪ＞ 

開催日：平成 28 年 9 月 6 日（火）～9月 9日（金） 

会 場：同志社大学今出川キャンパス 良心館 1階 102 教室 

 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形態 講習内容 講師 

9 月 6 日
（火） 

10:10～10:25 受付 

10:25～10:30 オリエンテーション 

10:30～12:00 実習指導概論 講義 

１．実習指導の意味と目標 

２．実習担当教員に求められる力量 

３．本科目の構成と内容 

岡崎 幸友 

（吉備国際大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～14:15 実習指導方法論Ⅳ 講義 実習評価の意味と方法 
岡崎 幸友 

（吉備国際大学） 

14:30～16:45 実習指導方法論Ⅳ 演習 
実習評価票の仕組みと評価基準 

及び評価方法 

岡崎 幸友 

（吉備国際大学） 

9 月 7 日
（水） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅰ 講義 

１．実習教育マネジメントの意味と

対象 

２．実習担当教員の役割 

高杉 公人 

（聖カタリナ大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅰ 演習 

１．実習教育マネジメントの現状と

組織の課題 

２．実習担当教員のマネジメント力

量の向上 

高杉 公人 

（聖カタリナ大学） 

9 月 8 日
（木） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅱ 講義 相談援助実習指導の内容 
福富 昌城 

（花園大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅱ 演習 相談援助実習指導の方法 
福富 昌城 

（花園大学） 

9 月 9 日
（金） 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 実習指導方法論Ⅲ 講義 実習教育スーパービジョンの概要 
山本 博之 

（田園調布学園大学）

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 実習指導方法論Ⅲ 演習 実習教育スーパービジョンの実際 
山本 博之 

（田園調布学園大学）

16:45～ 修了証交付（10 分程度） 

※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 



平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【社会福祉士演習分野講習】＜演習東京ＣＥ①＞ 
開催日：平成 28 年 8 月 2 日（火）～8月 5日（金） 

会 場：日本社会福祉士養成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会 研修室 

 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形式 講義内容 講師 

8 月 2 日 
(火) 

10:10～10:25 受付 

10:25～10:30 オリエンテーション 

10:30～12:00 相談援助演習概論 講義 
１．相談援助演習の構成と内容 

２．演習の基礎知識の共通理解 

石川 久展 

（関西学院大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～15:45 
グループを活用した効

果的な演習教育 
講義 

１．グループワークの理論 

２．グループワークを活用した 

演習の進め方 

３．演習展開における課題 

石川 久展 

（関西学院大学） 

8 月 3 日 
(水) 

09:45～10:00 受付  

10:00～12:00 相談援助演習方法論Ⅱ 講義 演習方法の概要 
藏野 ともみ 

（大妻女子大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～16:45 相談援助演習方法論Ⅱ 演習 
「相談事例」を活用した総合的 

かつ包括的な相談援助実践の実際 

藏野 ともみ 

（大妻女子大学） 

8 月 4 日 
(木) 

09:45～10:00 受付 

10:00～12:00 相談援助演習方法論Ⅲ 講義 演習教材の概要 
西川 ハンナ 

（東京未来大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～16:45 相談援助演習方法論Ⅲ 演習 
「地域」で活用される相談援助技

術の実際 

西川 ハンナ 

（東京未来大学） 

8 月 5 日 
(金) 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 相談援助演習方法論Ⅰ 講義 
１．シラバスの作り方 

２．評価方法の理解 

岡田 まり 

（立命館大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 相談援助演習方法論Ⅰ 演習 
１．シラバス作成の実際 

２．学生指導と評価の実際 

岡田 まり 

（立命館大学） 

16:45～ 修了証交付（10 分程度） 

  ※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 

 
 



平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【社会福祉士演習分野講習】＜演習東京ＣＥ②＞ 
開催日：平成 28 年 8 月 23 日（火）～8月 26 日（金） 

会 場：都漁連水産会館 5 階会議室  

 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形式 講義内容 講師 

8 月 23 日 
(火) 

10:10～10:25 受付 

10:25～10:30 オリエンテーション 

10:30～12:00 相談援助演習概論 講義 
１．相談援助演習の構成と内容 

２．演習の基礎知識の共通理解 

福山 和女 
（ルーテル学院大学名

誉教授・大学院付属包

括的臨床コンサルテー

ション・センター） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～15:45 
グループを活用した効

果的な演習教育 
講義 

１．グループワークの理論 

２．グループワークを活用した 

演習の進め方 

３．演習展開における課題 

福山 和女 
（ルーテル学院大学名

誉教授・大学院付属包

括的臨床コンサルテー

ション・センター） 

8 月 24 日 
(水) 

09:45～10:00 受付  

10:00～12:00 相談援助演習方法論Ⅱ 講義 演習方法の概要 
保正 友子 

（立正大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～16:45 相談援助演習方法論Ⅱ 演習 
「相談事例」を活用した総合的 

かつ包括的な相談援助実践の実際 

保正 友子 

（立正大学） 

8 月 25 日 
(木) 

09:45～10:00 受付 

10:00～12:00 相談援助演習方法論Ⅲ 講義 演習教材の概要 
松端 克文 

（桃山学院大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～16:45 相談援助演習方法論Ⅲ 演習 
「地域」で活用される相談援助技

術の実際 

松端 克文 

（桃山学院大学） 

8 月 26 日 
(金) 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 相談援助演習方法論Ⅰ 講義 
１．シラバスの作り方 

２．評価方法の理解 

中谷 陽明 

（松山大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 相談援助演習方法論Ⅰ 演習 
１．シラバス作成の実際 

２．学生指導と評価の実際 

中谷 陽明 

（松山大学） 

16:45～ 修了証交付（10 分程度） 

  ※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 

 
 



平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【社会福祉士演習分野講習】＜演習京都ＣＥ＞ 

開催日：平成 28 年 9 月 6 日（火）～9月 9日（金） 

会 場：同志社大学今出川キャンパス 良心館 1階 101 教室 

 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形式 講義内容 講師 

9 月 6 日 
(火) 

10:10～10:25 受付 

10:25～10:30 オリエンテーション 

10:30～12:00 相談援助演習概論 講義 
１．相談援助演習の構成と内容 

２．演習の基礎知識の共通理解 

野村 裕美 

（同志社大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～15:45 
グループを活用した効

果的な演習教育 
講義 

１．グループワークの理論 

２．グループワークを活用した 

演習の進め方 

３．演習展開における課題 

野村 裕美 

（同志社大学） 

9 月 7 日 
(水) 

09:45～10:00 受付  

10:00～12:00 相談援助演習方法論Ⅱ 講義 演習方法の概要 
空閑 浩人 

（同志社大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～16:45 相談援助演習方法論Ⅱ 演習 
「相談事例」を活用した総合的 

かつ包括的な相談援助実践の実際 

空閑 浩人 

（同志社大学） 

9 月 8 日 
(木) 

09:45～10:00 受付 

10:00～12:00 相談援助演習方法論Ⅲ 講義 演習教材の概要 
中村 佐織 

（京都府立大学） 

12:00～12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45～16:45 相談援助演習方法論Ⅲ 演習 
「地域」で活用される相談援助 

技術の実際 

中村 佐織 

（京都府立大学） 

9 月 9 日 
(金) 

09:45～10:00 受付 

10:00〜12:00 相談援助演習方法論Ⅰ 講義 
１．シラバスの作り方 

２．評価方法の理解 

田中 千枝子 

（日本福祉大学） 

12:00〜12:45 ＜昼食休憩＞ 

12:45〜16:45 相談援助演習方法論Ⅰ 演習 
１．シラバス作成の実際 

２．学生指導と評価の実際 

田中 千枝子 

（日本福祉大学） 

16:45～ 修了証交付（10 分程度） 

  ※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 



 



 

 

 

 

平成 28 年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【精神保健福祉士基礎分野講習】〈基礎東京Ｐ〉 

開催日：平成 28 年 7 月 17 日（日） 

 会 場：日本社会福祉士養成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会 研修室 

 

【プログラム】 

時間 科目 形式 講義内容 講師 

9:45～10:10 受付 

10:10～10:15 オリエンテーション 

10:15～11:45 精神保健福祉士論 講義 

１．精神保健福祉の歴史 

２．精神保健福祉士の業務及び役割 

３．相談援助の概念と範囲 

藤井達也 

（上智大学） 

11:45〜12:45 ＜休憩＞ 

12:45〜14:15 
精神保健福祉相談

援助の基盤 
講義 

１．精神保健福祉相談援助に関わる専門職

の概念と範囲 

２．専門職倫理と倫理的ジレンマ 

３．精神保健福祉活動における総合的かつ

包括的な援助と他職種連携（チームアプ

ローチ含む）の意義 

四方田清 

（順天堂大学） 

14:25〜17:25 
精神保健福祉相談

援助の理論と実践 
講義 

１．精神保健福祉相談援助の理念 

２．精神保健福祉相談援助の対象 

３．精神科医療の特性 

４．精神科リハビリテーションと精神保健

福祉士 

５．さまざまな実践モデルとアプローチ 

６．精神保健福祉相談援助の過程 

７．精神保健福祉相談援助のための方法 

８．相談援助活動の展開 

吉川公章 

（福井県立大学） 

17:25〜 修了証交付（10 分程度） 

※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 

精神保健福祉士 



平成 28年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【精神保健福祉士実習分野講習】〈実習東京ＰＪ〉 

開催日：平成 28 年 8 月 30 日（火）～9月 2日（金） 

会 場：日本社会福祉士養成校協会・日本精神保健福祉士養成校協会 研修室 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形態 講習内容 講師 

8 月 30 日
（火） 

9:45～10:00 受付 

10:00～10:05 オリエンテーション 

10:05～11:35 
精神保健福祉 

援助実習指導概論 
講義 

１．精神保健福祉士法改正と実習関

連事項の変更 

２．実習指導の意味と目標 

３．実習機関の理解 

鈴木 孝典 

（高知県立大学） 

11:35〜12:25 ＜昼食休憩＞ 

12:25～14:25 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅰ 
講義 

１．実習教育マネジメントの意義と

対象 

２．実習教育マネジメントの内容と

展開方法 

鈴木 孝典 

（高知県立大学） 

14:30～18:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅰ 
演習 

３．担当教員の役割 

４．実習教育マネジメントに活用する

ツール、書類様式等 

鈴木 孝典 

（高知県立大学） 

8 月 31 日
（水） 

09:30～9:45 受付 

9:45〜11:45 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅱ 
講義 実習プログラミングと実習事前指導 

名城 健二 

（沖縄大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30〜15:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅱ 
演習 

地域機関における実習プログラミン

グ 

名城 健二 

（沖縄大学） 

9 月 1 日
（木） 

09:30～9:45 受付 

9:45〜11:45 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅳ 
講義 

精神科医療機関における実習プログ

ラミング 

中村 卓治 

（広島文教女子大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30〜15:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅳ 
演習 実習の評価と事後指導 

中村 卓治 

（広島文教女子大学） 

9 月 2 日
（金） 

09:30～9:45 受付 

9:45〜11:45 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅲ 
講義 

１．ソーシャルワークのスーパービ

ジョン 

田村 綾子 

（聖学院大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30〜15:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅲ 
演習 

２．精神保健福祉援助実習における 

スーパービジョン 

３．スーパービジョンの課題 

田村 綾子 

（聖学院大学） 

15:30～ 修了証交付（10 分程度） 

※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 



平成 28年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【精神保健福祉士実習分野講習】〈実習京都ＰＪ〉 

開催日：平成 28 年 9 月 6 日（火）～9月 9日（金） 

会 場：同志社大学今出川キャンパス 良心館 1階 105 教室 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形態 講習内容 講師 

9 月 6 日
（火） 

9:45～10:00 受付 

10:00～10:05 オリエンテーション 

10:05～11:35 
精神保健福祉 

援助実習指導概論 
講義 

１．精神保健福祉士法改正と実習関連事

項の変更 

２．実習指導の意味と目標 

３．実習機関の理解 

鈴木 孝典 

（高知県立大学） 

11:35〜12:25 ＜昼食休憩＞ 

12:25～14:25 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅰ 
講義 

１．実習教育マネジメントの意義と対象 

２．実習教育マネジメントの内容と展開

方法 

鈴木 孝典 

（高知県立大学） 

14:30～18:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅰ 
演習 

３．担当教員の役割 

４．実習教育マネジメントに活用するツ

ール、書類様式等 

鈴木 孝典 

（高知県立大学） 

9 月 7 日
（水） 

09:30～9:45 受付 

9:45〜11:45 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅱ 
講義 実習プログラミングと実習事前指導 

名城 健二 

（沖縄大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30〜15:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅱ 
演習 地域機関における実習プログラミング 

名城 健二 

（沖縄大学） 

9 月 8 日
（木） 

09:30～9:45 受付 

9:45〜11:45 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅲ 
講義 

１．ソーシャルワークのスーパービジョ

ン 

田村 綾子 

（聖学院大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30〜15:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅲ 
演習 

２．精神保健福祉援助実習における 

スーパービジョン 

３．スーパービジョンの課題 

田村 綾子 

（聖学院大学） 

9 月 9 日
（金） 

09:30～9:45 受付 

9:45〜11:45 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅳ 
講義 

精神科医療機関における実習プログラミ

ング 

中村 卓治 

（広島文教女子大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30〜15:30 
精神保健福祉援助実

習指導方法論Ⅳ 
演習 実習の評価と事後指導 

中村 卓治 

（広島文教女子大学） 

15:30～ 修了証交付（10 分程度） 

※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 



平成 28年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【精神保健福祉士演習分野講習】〈演習東京ＰＥ〉 

開催日：平成 28 年 8 月 9 日（火）～8月 12 日（金） 

会 場：都漁連水産会館 5 階会議室 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形式 講義内容 講師 

8 月 9 日 
(火) 

9:45～10:00 受付 

10:00～10:05 オリエンテーション 

10:05～11:35 
精神保健福祉援助演習

指導概論Ⅰ 
講義 

１．精神保健福祉援助の内容と構

成 

２．演習の基礎知識の共通理解 

松本 すみ子 

（東京国際大学） 

11:35〜12:25 ＜昼食休憩＞ 

12:25～15:25 
精神保健福祉援助演習

指導概論Ⅱ 
講義 

１．精神保健福祉士養成のおける

演習の意義と目的 

２．グループワークを活用した効

果的な演習教育 

松本 すみ子 

（東京国際大学） 

8 月 10 日 
(水) 

09:30～9:45 受付  

9:45～11:45 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅲ 
講義 

コミュニティ場面における演習方

法の概要 

橋本 みきえ 

（西九州大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30～16:30 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅲ 
演習 事例を活用した効果的な演習方法 

橋本 みきえ 

（西九州大学） 

8 月 11 日 
(木) 

09:30～9:45 受付 

9:45～11:45 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅱ 
講義 

相談援助場面における演習方法の

概要 

今村 浩司 

（西南女学院大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30～16:30 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅱ 
演習 事例を活用した効果的な演習方法 

今村 浩司 

（西南女学院大学） 

8 月 12 日 
(金) 

09:30～9:45 受付 

9:45～11:45 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅰ 
講義 シラバスの作り方 

江間 由紀夫 

（東京成徳大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30～16:30 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅰ 
演習 成績評価の内容と方法 

江間 由紀夫 

（東京成徳大学） 

16:30～ 修了証交付（10 分程度） 

        ※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 



平成 28年度社会福祉士・精神保健福祉士 実習演習担当教員講習会 

【精神保健福祉士演習分野講習】〈演習京都ＰＥ〉 

開催日：平成 28 年 9 月 6 日（火）～9月 9日（金） 

会 場：同志社大学今出川キャンパス 良心館 1階 106 教室 

【プログラム】 

日程 時間 科目 形式 講義内容 講師 

9 月 6 日 
(火) 

9:45～10:00 受付 

10:00～10:05 オリエンテーション 

10:05～11:35 
精神保健福祉援助演習

指導概論Ⅰ 
講義 

１．精神保健福祉援助の内容と構

成 

２．演習の基礎知識の共通理解 

栄 セツコ 

（桃山学院大学） 

11:35〜12:25 ＜昼食休憩＞ 

12:25～15:25 
精神保健福祉援助演習

指導概論Ⅱ 
講義 

１．精神保健福祉士養成のおける

演習の意義と目的 

２．グループワークを活用した効

果的な演習教育 

栄 セツコ 

（桃山学院大学） 

9 月 7 日 
(水) 

09:30～9:45 受付  

9:45～11:45 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅱ 
講義 

相談援助場面における演習方法の

概要 

今村 浩司 

（西南女学院大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30～16:30 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅱ 
演習 事例を活用した効果的な演習方法 

今村 浩司 

（西南女学院大学） 

9 月 8 日 
(木) 

09:30～9:45 受付 

9:45～11:45 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅲ 
講義 

コミュニティ場面における演習方

法の概要 

橋本 みきえ 

（西九州大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30～16:30 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅲ 
演習 事例を活用した効果的な演習方法 

橋本 みきえ 

（西九州大学） 

9 月 9 日 
(金) 

09:30～9:45 受付 

9:45～11:45 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅰ 
講義 シラバスの作り方 

江間 由紀夫 

（東京成徳大学） 

11:45～12:30 ＜昼食休憩＞ 

12:30～16:30 
精神保健福祉援助演習

方法論Ⅰ 
演習 成績評価の内容と方法 

江間 由紀夫 

（東京成徳大学） 

16:30～ 修了証交付（10 分程度） 

  ※講師・会場につきましては、急遽変更となる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。 


