
ス ク ー ル（ 学 校 ）
ソ ー シ ャ ル ワ ー ク
教 育 課 程 認 定 事 業
社会福祉士・精神保健福祉士有資格者を基盤とした
実践力のあるスクール（学校）ソーシャルワーカー養成に向けて
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「スクール（学校）ソーシャルワーク（SSW）」は、子どもたちが健やかに安心して生活を送れる
ように、子どもとその家庭をめぐる環境との様々な関係性について、学校を中心にソーシャルワー
クの考え方や専門技術の支援を行う、子どもの発達権・学習権の保障を目指した活動です。

スクールソーシャルワークとは

まもる
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つなぐ

つくる

子どもと保護者が、 こころも体
も元気に過ごせるよう、 様々な
人・もの・場所や制度を「知る・
選ぶ ・活用」 できるようにささ
えます

元気な育ちを支えるため、

「あったらいいな」の声をキャッ
チし、　「あってよかった」 しく
みや場所、 人のつながりを他
の専門職と協力しながらつくり
ます困っている子どもや保護者と、

支えになる人や場所 ・ 制度 ・
しくみをつなぎ、 協力し合い
ながら困りごとの解決を目指
します

子どもや保護者、 親子を周り
で支える人たちに、 活用でき
る制度やしくみなどの役立つ
情報をわかりやすく伝えます

いじめや虐待等で困っている
子どもや保護者の声に、 丁寧
に耳を傾けて、 制度やしくみ
を活用しながら子どもの権利
をまもります

スクールソーシャルワーカーは
「チーム学校」の一員として、教職員と協働しながら
子どもと家庭、学校を支える社会福祉の専門職

　スクールソーシャルワーカーの活動の場は、学校の中だけではありません。
　ソーシャルワーカーの専門性を活かし、学校の外に出て地域の様々な人や関係機関とつなげるこ
とができる専門職です。小中高校等の先生が教育者としての本来業務に専念できるようサポートす
るとともに、子どもが元気に学び、発達できる環境を整えるため、子どもと保護者を学校の中と外
の両方から支援します。

貧困や病気等、子どもや保護者
をとりまく困りごとについて、
福祉的な観点から解決のヒント
を探し出します



スクール ( 学校 ) ソーシャルワーク教育課程 (230 時間 )

スクールソーシャル
ワーク専門科目群

140 時間

＜科目の例＞
○　教育原理、教育行財政、
学校運営、社会教育など

○　教育心理、教育支援、
発達心理、教育福祉など

スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程カリキュラムの例

スクール（学校）ソーシャルワーク
教育課程のながれ

認定スクール（学校）ソーシャルワーク
教育課程修了者登録名簿

スクール（学校）ソーシャルワーク
教育課程認定審査委員会

社会福祉士・精神保健福祉士の養成校（大学等）

　課程認定に必要な科目を設置
　　〇　スクールソーシャルワーク専門科目群
　　〇　教育関連科目群
　　〇　追加科目

認定を受け
設置 ・開講

①　課程認定を申請 ③　教育課程を認定
スクールソーシャル

ワーカー教育課程修了
＋

国家資格取得
社会福祉士 or 精神保健福祉士

④ SSW教育課程
　履修 ・受講

○　精神保健の課題
　　と支援

追加科目
30時間

○　SSW論
○　SSW演習
○　SSW実習
○　SSW実習指導

教育関連科目群
60時間

●　人体の構造と機能及び疾病
●　心理学理論と心理的支援
●　社会理論と社会システム
●　現代社会と福祉
●　地域福祉の理論と方法
●　福祉行財政と福祉計画
●　社会保障
●　障害者に対する支援と障害者
　　自立支援制度
●　低所得者に対する支援と
　　生活保護制度
●　保健医療サービス
●　権利擁護と成年後見制度
●　社会調査の基礎
●　相談援助の基盤と専門職
●　相談援助の理論と方法
●　福祉サービスの組織と経営
●　高齢者に対する支援と
　　介護保険制度
●　児童や家庭に対する支援と
　　児童 ・家庭福祉制度
●　就労支援サービス
●　更生保護制度

社会福祉士養成課程
1,200 時間

　本連盟では、2008( 平成 20) 年度より文部科学省が予算事業として始めた『スクールソーシャルワー
カー活用事業』に合わせて、教育分野に関する基本的な知識に加え社会福祉等の専門的な知識・技術を有
するスクールソーシャルワーカーを養成するために「スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程認定事
業（SSW教育課程）」を 2009( 平成 21) 年度から開始しました。

　スクールソーシャルワーカーは、2015( 平成 27) 年度より原則として社会福祉士や精神保健福祉士等
の福祉に関する専門的な資格を有する者のうちから選考が行われるようになりました（「スクールソーシャ
ルワーカー活用事業実施要領」（平成 27 年 4 月 1 日改正））。現在、国では 2019( 令和元）年度までに全
国すべての中学校区に 1万人を配置することを目標にして採用が進められてきました。
　本連盟では、社会福祉士・精神保健福祉士の教育課程を設置している大学等に、SSW教育課程設置を
認定し、全国の認定校が実践力のあるスクールソーシャルワーカーの養成に取り組んでいます。

スクール（学校）ソーシャルワーク
教育課程のなりたち

②　教育課程の認定審査を実施 ⑤　修了者名簿
　　登録申請

スクールソーシャル
ワーカーを志望する方

➅　修了者名簿に登録

「スクール（学校）ソーシャルワーク」とは、学校教育法第 1条で定める学校のうち原則として 18 歳未満の児童生徒を対象とした学校、同法で定める
学校に関する施設・機関等、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定める教育委員会など、その他教育基本法及び地方公共団体の条例などで定
める学校教育に関する施設・機関・組織その他の施設・期間等（以下、「学校現場等」という。）において、学校及び日常での生活を営む上で課題の解
決を要する児童生徒とその家族及びその児童を取り巻く環境・学校・社会・制度等を対象としたソーシャルワークの業務を行うことを言います。

(社会福祉士等ソーシャルワークに関する国家資格有資格者を基盤としたスクール（学校）ソーシャルワーク教育課程認定事業に関する規程第 1条の 2より抜粋 )

※上記は社会福祉士課程に SSW 教育課程を付設した場合。
    社会福祉士、精神保健福祉士の有資格者、教職免許取得者は履修免除科目があります。
　 詳細は SSW サイト（ http://www.jaswe.jp/ssw.html）を参照ください。



〒 108-0075　東京都港区港南 4-7-8　都漁連水産会館 5 階
電話：03-5495-7242　Fax：03-5495-7219
 E-mail（スクール（学校）ソーシャルワーク事業担当）： ssw@jaswe.jp

学校名 教育課程種別 所在地 電話番号

星槎道都大学 通学 北海道北広島市中の沢 149 番地 011-372-3111
藤女子大学 通学 北海道石狩市花川南四条 5丁目 0133-74-7019
北星学園大学 通学 北海道札幌市厚別区大谷地西 2丁目 3-1 011-891-2731
北海道医療大学 通学 北海道石狩郡当別町字金沢 1757 0133-23-1211
岩手県立大学大学院 通学 岩手県滝沢市巣子 152-52 019-694-2016
東北福祉大学 通学 宮城県仙台市青葉区国見 1-8-1 022-301-1279
東北公益文科大学大学院 通学 山形県鶴岡市馬場町 14-1 0235-29-0555
東京福祉大学 通学 群馬県伊勢崎市山王町 2020-1 0270-20-3672
淑徳大学 通学 千葉県千葉市中央区大巌寺町 200 番地 043-265-9846
白梅学園大学 通学 東京都小平市小川町 1-830 042-346-5619
大正大学 通学 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1 03-5394-3018
帝京科学大学 通学 東京都足立区千住桜木 2-2-1 03-6910-3790
帝京平成大学 通学 東京都中野区中野 4-21-2 03-5843-3315
東京学芸大学 通学 東京都小金井市貫井北町 4-1-1 042-329-7178
東京家政学院大学 通学 東京都町田市相原町 2600 042-782-9824
日本社会事業大学 通学 東京都清瀬市竹岡 3丁目 1番 30 号 042-496-3100
日本大学 通学 東京都世田谷区桜上水 3-25-40 03-5317-8497
法政大学 通学 東京都町田市相原町 4342 042-783-2806
武蔵野大学 通学 東京都西東京市新町一丁目 1-20 03-5530-7312
明星大学 通学 東京都日野市程久保 2-1-1 042-591-5268
田園調布学園大学 通学 神奈川県川崎市麻生区東百合丘三丁目 4-1 044-966-1306
東海大学 通学 神奈川県伊勢原市下糟屋 143 番地 0463-93-1121
YMCA健康福祉専門学校 通学・通信 神奈川県厚木市中町 4-16-19 046-223-1441
国際こども・福祉カレッジ 通学 新潟県新潟市中央区古町通 2-541 025-222-8670
新潟青陵大学 通学 新潟県新潟市水道町 1丁目 5939 番地 025-266-8833
富山国際大学 通学 富山県富山市願海寺水口 444 076-436-2570
北陸学院大学 通学 石川県金沢市三小牛町イ 11 076-280-3850
中部学院大学 通学・通信 岐阜県関市桐ヶ丘 2-1 0575-24-2212
静岡英和学院大学 通学 静岡県静岡市駿河区池田 1769 054-264-8874
静岡福祉大学 通学 静岡県焼津市本中根 549-1 054-623-7450
聖隷クリストファー大学 通学 静岡県浜松市北区三方原町 3453 053-439-1433
愛知教育大学 通学 愛知県刈谷市井ケ谷町広沢 1番地 0566-26-2118
名古屋市立大学 通学 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑 1 052-872-5703
日本福祉大学 通学 愛知県知多郡美浜町大字奥田字下前 35-6 0569-87-2322
鈴鹿医療科学大学 通学 三重県鈴鹿市岸岡町 1001 番地 1 059-383-8991
びわこ学院大学 通学 滋賀県東近江市布施町 29 0748-22-3388
京都女子大学 通学 京都府京都市東山区今熊野北日吉町 35 075-531-7048
花園大学 通学 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1 075-277-0371
大阪大谷大学 通学 大阪府富田林市錦織 3-11-1 0721-24-1042
大阪樟蔭女子大学 通学 大阪府東大阪市菱屋西 4-2-26 06-6723-8181
大阪人間科学大学 通学 大阪府摂津市正雀 1-4-1 06-6381-3000
大阪バイオメディカル専門学校 通学 大阪府大阪市中央区島之内 1-14-30 06-6530-8866
大阪府立大学 通学 大阪府堺市中区学園町 1-1 072-254-9552
日本メディカル福祉専門学校 通信 大阪府大阪市東淀川区大隅 1-1-25 06-6329-6553
桃山学院大学 通学 大阪府和泉市まなび野 1-1 0725-54-3131
関西国際大学 通学 兵庫県尼崎市潮江 1-3-23 06-6498-4755
関西福祉大学 通学 兵庫県赤穂市新田 380-3 0791-46-2735
関西学院大学 通学 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155 0798-54-6844
岡山県立大学 通学 岡山県総社市窪木 111 0866-94-9168
川崎医療福祉大学 通学 岡山県倉敷市松島 288 086-464-1022
至誠館大学 通学 山口県萩市大字椿東浦田 5000 0838-24-4000
四国学院大学 通学 香川県善通寺市文京町三丁目 2-1 0877-62-2111
松山東雲女子大学 通学 愛媛県松山市桑原 3-2-1 089-931-6211
松山大学 通学 愛媛県松山市文京町 4-2 089-926-7137
北九州市立大学 通学 福岡県北九州市小倉南区北方 4-2-1 093-964-4036
筑紫女学園大学 通学 福岡県太宰府市石坂 2-12-1 092-925-3514
福岡県立大学 通学 福岡県田川市伊田 4395 番地 0947-42-2118
長崎国際大学 通学 長崎県佐世保市ハウステンボス町 2825-7 0956-39-2020
長崎純心大学 通学 長崎県長崎市三ツ山町 235 番地 095-846-0084
九州ルーテル学院大学 通学 熊本県熊本市中央区黒髪 3-12-16 096-343-1600
熊本学園大学 通学 熊本県熊本市中央区大江 2-5-1 096-364-5161
沖縄国際大学 通学 沖縄県宜野湾市宜野湾 2-6-1 090-893-0069
沖縄大学 通学 沖縄県那覇市字国場 555 098-832-1768

スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程認定事業　認定課程設置校
2020 年 4 月現在


