
受験対策web講座について

web講座テキスト申込締切︓平成 29年 12月 22日（金）

お問い合せ：日本ソーシャルワーク教育学校連盟　事務局
〒108-0075　東京都港区港南 4-7-8 都漁連水産会館 5階
TEL：03-5495-7242　FAX：03-5495-7219

webkouza@jaswe.jp

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験対策講座を、web で無料配信することで、国家試験合格を
めざす全国の皆さまが、いつでもどこででも、受験勉強ができるようにいたしました。
国家試験受験に向けたポイントの整理や試験直前の最終チェックなどにお役立てください。

　

配信方法：受験対策web講座特設サイトに講義映像（YouTube）を埋込により掲載 
講義内容：1科目 90分程度（出題傾向、重点箇所の解説、激励メッセージ　他）

 

主　　   催       ：一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
後　　　援　　：公益社団法人日本社会福祉士会／公益社団法人日本精神保健福祉士協会／公益社団法人日本医療社会福祉協会

　　

web講座テキスト販売価格：

 　

※各web講座テキストは、ご入金確認後の発送になります。9月22日（金）以降にお申し込みいただいた方は、入金確認後到着まで2週間程度かかる
　場合がありますので、予めご了承の上、お早めにお申し込みください。

　  ・ 『社会福祉士編（社会福祉士専門科目＋共通科目）』　　　　：１冊3,900円（税・送料込）
  　・『精神保健福祉士編（精神保健福祉士専門科目＋共通科目）』 ：１冊3,900円（税・送料込）
※各web講座テキストは、先着順による販売となります。販売部数に達し次第、受付を締め切ります。
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第30回社会福祉士　　第20回精神保健福祉士

無料

web講座テキスト予約申込受付中︕

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟

※全国統一模擬試験と同時に「web講座テキスト」を購入された方は、同じテキストでございますので、購入する必要はありません。ご注意ください。

9月29日（金）より順次発送開始予定



申込期限は、平成 29 年 12月22日（金）です。

●インターネットによる(予約)申込方法 ●FAX による(予約)申込方法

　1．裏面の【FAX ( 予約)申込書】に必要事項を記入

　2．テキスト代金の合計額（ 1冊 3,900円×購入冊数）
を、申込者本人の名前で下記の口座に振り込む

　3．テキスト代金振込領収書（ATM可）を FAX予約・購入
　　申込書に貼付

　4．FAX 予約・購入申込書を下記 FAX 番号まで送信

1．日本ソーシャルワーク教育学校連盟webショップで購入を
　  希望するweb講座テキストをクリックし、カゴに入れる

　4．申込内容確認のメール受信
      （ store@socialworker.jpからのメールが受信できるように設定してください。）

（ 1冊 3,900円×購入冊数）を支払う

受験対策web講座特設サイト
【 www.jaswe.jp/webkouza/ 】から
『web講座テキストの申し込み』をクリック︕　
携帯・スマートフォンの方は、QR コードでアクセス︕

web講座テキスト(予約)申込方法 （１冊3,900円︓税・送料込み）

なお、販売部数に達し次第、受付を締め切ります。

社会福祉士・精神保健福祉士共通科目 11 科目
　・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

社会福祉士専門科目 8 科目
　・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

配 信 科 目
国家試験全 25科目：各科目につき 90分の講義を、特設サイト www.jaswe.jp/webkouza/  で配信

web 講座特設サイト
QR コード

下記注意事項をご了承のうえ、お申込みください（必ずご一読下さい）　
● 本講座映像や講座で使用するweb講座テキストは、試験直前の受験対策として、本連盟の判断により作成しています。
web講座映像やweb講座テキストは、必ずしも国家試験への合格を保証するものではありませんので、各自の判断によりご利用ください。
また、web講座映像やweb講座テキストの購読によって、視聴した者およびその関係者が不利益を被った場合も、本連盟および当該科目担当
講師は一切責任を負いません。

web講座テキスト代金振込先
ジャパンネット銀行　すずめ支店　普通預金　２７４７８９２　一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟
　（振込手数料はご負担くださいますようお願いします）

　※web講座テキスト代金は必ず申込者本人の名前でお振り込みください。

FAX 送信先：

　一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟　事務局
　FAX 番号　０３－５４９５－７２１９
　（お掛け間違えのないよう、ご注意ください）

【ご注意ください】「web講座テキスト」の著作権は本連盟に帰属し、複製（コピー）や電子化などの行為は固く禁じます。
複製（コピー）や電子化などの権利侵害の事実が判明した場合は、法的措置も含め厳正に対処します。
なお、不正の事実を見かけた方は、本連盟事務局まで通報してください。権利侵害を見逃さない高い倫理観が
ソーシャルワーカーには求められます。

精神福祉士専門科目 6 科目
・精神疾患とその治療
・精神保健の課題と支援
・精神保健福祉相談援助の基盤
・精神保健福祉の理論と相談援助の展開
・精神保健福祉に関する制度とサービス
・精神障害者の生活支援システム

●web講座テキストの予約申込みは先着順ですので、在庫が無くなり次第申込みを締め切る場合があります。予めご了承ください。
（申込締切に関するご案内は、本連盟ホームページまたは特設サイトに掲示します）

● web講座テキストは、9月29日（金）頃より入金の確認ができた方から、順次発送を開始します。事前入金ですので、ご注意下さい。

● web講座テキストのお申込み後のキャンセルは、入金後7日間以内にお願いします。なお、入金後のキャンセルによる返金は、振込手数料
を差し引いた額の返金となります。なおweb講座テキスト予約申込期限締切後、もしくは本連盟がweb講座テキストの販売終了を決定
した後に代金を支払った場合は、申込みの受付及びテキストの送付はせず、返金します。
web講座テキストの点訳資料及び講座映像内の手話通訳はご用意できません。●
本講座では、個人からの講義内容に関する本連盟及び講師への意見・質問・疑義照会は受け付けません。●
web講座テキスト及びweb講座映像の内容に万が一誤りがあった場合は、特設サイト内の当該講座視聴ページに訂正・補遺を掲載します。●
本講座は【YouTube】を利用して配信しています。【YouTube】の利用規約により、この映像を商用で利用することは禁止されています。
パブリックビューイング形式で利用する場合、講座視聴料として参加費用を徴収することはできませんのでご注意ください。利用規約に違反
し、損害賠償や訴訟等法的措置が講じられた場合は、当該違反者がその責任を負うものとし、本連盟は一切責任を負いません。
さらに、web講座テキストをコピーして、受講者に配付することは、固く禁じます。
乱丁・落丁本はお取り替えしますので、現物をご返送ください。良品と交換します。

●

平成 29 年度社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験対策web講座

　2．【購入手続き】に進み、氏名・住所・メールアドレス等
必要事項を入力し、送信

　3．  　支払い方法（クレジットカード、コンビニ決済、ネット銀行
振込のいずれか）を選択し、web講座テキスト代金の合計額

●

※講座テキストは、9月29日（金）から申込順でご入金確認後
　に順次発送します

● 9月22日（金）以降にお申し込みいただいた方は、入金確認後、到着まで２週間くらいかかる場合があります。ご了承の上、お早めに
お申し込み下さい。



「第 30回社会福祉士国家試験、第20回精神保健福祉士国家試験の合否及び勉強方法等に関するアンケート」について

　本連盟では本テキストを購入いただいた方を対象に、「社会福祉士国家試験受験者アンケート（仮）」
及び「精神保健福祉士国家試験受験者アンケート（仮）」の実施及び各種資料等を送付することが
あります。
　アンケートはインターネットを通じて実施する予定です。このアンケートの回答は任意であり、
調査実施は平成30年3月～4月頃を予定しています。
　なお、web 講座テキストの申込みの際にいただきました個人情報は、本講座及び上記目的以外には
使用せず、また第三者への譲渡は行いません。個人情報の取り扱い・保管については、万全の配慮を
行います。

平成29年度社会福祉士･精神保健福祉士国家試験受験対策web講座

講義映像視聴方法

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験
対策web講座特設サイト
www.jaswe.jp/webkouza/
にアクセスしてください。

ホームページの左側にある【視聴する
（科目一覧）】各科目名をクリックすると、
該当科目の講義映像が視聴できます。

講座映像開始後、注意事項が表示されます。
よくお読みの上、視聴してください。

①

②

③

　本連盟がこの web 講座映像配信で利用している
動画配信サイト【YouTube】は、利用規約により、

講座映像の商用利用を禁止しています。

　この web 講座を、パブリックビューイング形式

（独自に会場等を設定して講義映像を放映し、複数

の方が視聴すること）で利用する場合、参加費等

の費用を視聴者から徴収することはできませんの

でご注意ください。

　なお、【YouTube】の利用規約に違反し、損害賠

償や訴訟等法的措置が講じられた場合は、当該違

反者がその責任を負うものとし、本連盟は一切の

責任を負いません。

ご注意ください

ホームページはサンプルです。実際のホームページと異なる可能性があります。



↑↑↑　FAX：０３－５４９５－７２１９　↑↑↑
送信面 ( 表 裏 ) を確認してください！

第3 0回社会福祉士・第2 0回精神保健福祉士国家試験
受験対策w e b講座テキスト　ＦＡＸ (予約 )申込書

FAX 専用
 29 w e b

姓 名

せい めい

送信日　　　月　　　日

の り し ろ

↑｢のりしろ｣にのりを塗り、貼り付けてください↑

◆ 合 計 金 額 を ご 確 認 く だ さ い ◆
テキスト代金振込領収書貼付欄（ATM 利用明細票　可 )

※テキスト代振込領収書を貼り付けていない申込書は、一切受付できません。
※振込手数料は、各自ご負担くださいますようお願い致します。

web講座テキスト代振込先： ジャパンネット銀行　すずめ支店　普通預金　２７４７８９２　　
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟事務局使用欄

受付NO.

※勤務先等の場合は、勤務先名・ご所属もご記入ください。

( 表裏が誤って送信されるケースが増えております。申込受付できませんのでご注意ください )

この申込書は、FAXによる申込専用です。インターネットによる申込の方は、必要ありません。

氏　　名

（ふりがな）

所属学校または卒業した
学校名

在校・既卒の別

web講座テキスト送付先

電話番号

  在校生　　　　　　　既卒

(〒　　　　－　　　　　　)

□ □

□ □（社会福祉士専門科目＋共通科目：19科目）

どちらか 1つにチェック

社会福祉士編【3,900円】 精神保健福祉士編【3,900円】注文冊子
希望する冊子にチェック

E-mail 　　＠

注文冊数

社会福祉士編

精神保健福祉士編

1冊3,900円（税・送料込）×　　 　冊 ＝　                                   円

希望する冊子の数と
合計金額を記入

※領収書は、テキスト代振込領収書またはATM利用明細書をもってかえさせて
　いただきます。　

合計金額　：　　　　　　　　　円　

（精神保健福祉士専門科目＋共通科目：17科目）

（社会福祉士専門科目＋共通科目：19科目）

（精神保健福祉士専門科目＋共通科目：17科目）
1冊3,900円（税・送料込）×　　 　冊 ＝　                                   円

※学校一括で申し込む場合に限り、請求書払いを受け付けています。
　必要な方は余白部分にその旨ご記載の上、お申し込みください。追ってご連絡します。


