
令和2年度 東京都社会福祉協議会登録講師派遣事業

■ 研修科目一覧 【　12.その他　】

分野
科目
番号

講師
講師
番号

科目名 研修の内容・形態など 時間数
派遣可能時期・曜

日・時間帯など
対象
地域

286 安原 1004
準備のかからない集団レクリ
エーションと個別レクリエーショ
ンの進め方

集団レクリエーションは何か。個別レクリエーションは何か。考えてみましょう。それぞれの目的がありま
す。その時に利用者が望んでいるプログラムを組んで楽しみましょう。

90～
120分

ご相談ください ②

287 関屋 2002
生活保護・生活困窮者対象の
面接と訪問　依存症者支援の
基礎

生活困窮者や生活保護受給者等を対象とした相談・訪問の技術の基礎と、支援の視点と姿勢を学びます。
アルコールやギャンブル等の依存症を理解し、依存症者支援の方法などの基礎を、精神保健福祉の視
点から解説します。自立生活の促進等を事例から考える研修です。

90分 応相談（日曜以外） ②

288 関屋 2002
生活保護・生活困窮者対象の
グループワーク実践

生活保護受給者、生活困窮者等を対象としたグループワークのプログラムと援助技術を、講師の20年間
程のグループワーク実践もふまえ解説します。
精神保健福祉の視点から、アルコール・薬物・ギャンブル依存症者の回復支援、コミュニティワークの課
題等も学びます。

90分 応相談（日曜以外） ②

289 関屋 2002
こども食堂のつくり方・続け方
研修
＜福祉施設編＞

福祉施設が取り組む、子ども食堂･こどもの居場所のつくり方や、運営継続のサポート等について解説し
ます。
高齢者・障害者・児童福祉施設等による子ども食堂や多世代食堂の取り組みが、各地で行われていま
す。子ども食堂の立ち上げ方や、活動継続のためのコーディネート等を学びます。福祉施設の社会貢
献、地域共生社会を目指す研修です。

90分 応相談（日曜以外） ②

290 黒木 2009 グループワークの基礎
ソーシャルグループワークの基礎・理論について理解し、現在施設で行っているグループ活動を見直す
力を得ることを目的とします。活動を交えて、楽しく学びます。演習形式。

90分 応相談（日曜以外） ①

291 黒木 2009 グループワークの企画
グループワークの計画とプログラミングについて学びます。グループワークを行うための計画のポイントと
プログラムを作成することで、理論をベースとした活動の組み立て方を学びます。（グループワークの基
礎を受講済みのみ）演習形式。

90分
相談により研修内容
および予定を決定

①

292 黒木 2009 グループワークの運営
グループワークのスキルと原則をもとに運営のコツを演習を通じて学びます。（グループワークの基礎・企
画を受講済みのみ）演習形式。

90分
相談により研修内容
および予定を決定

①

293 仙北屋 2010 地域福祉の理解 今後の地域福祉のあり方について、実際の事例交えて研修させていただけたらと思います。 100分 応相談 ①

 
そ
の
他

   ① 都内全域（島嶼部・都外施設 含む ） 

   ② 都内全域（島嶼部・都外施設 除く ） 

   ③ ２３区のみ    ④多摩地域のみ  

対
象
地
域
 

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「登録講師名簿」をご参照ください。



分野
科目
番号

講師
講師
番号

科目名 研修の内容・形態など 時間数
派遣可能時期・曜

日・時間帯など
対象
地域

294 仙北屋 2010 介護福祉士国家試験対策 試験の概要や勉強の仕方の助言など、させていただきます 100分 応相談 ①

295 仙北屋 2010 社会福祉士国家試験対策 試験の概要や勉強の仕方の助言など、させていただきます 100分 応相談 ①

296 小沼 3001
ソーシャルワーク実習指導方
法論

ソーシャルワーク実習における実習プログラムの作成や実習スーパービジョンの展開方法を理解する。
講義・グループワークを行う。

120分
火・木・金・土・日で
応相談

①

297 小沼 3001
地域生活支援における社会資
源の活用と開発

社会資源の活用と開発について、具体的な展開方法を理解する。様々な実践事例を紹介すると同時
に、グループワークを通じて実際の取り組み方を検討する。

120分
火・木・金・土・日で
応相談

①

298 平野 4003 災害から命を守ろう！
災害（台風・じしん）から命を守るためには何が大事なのか。何を準備すれば良いのかを考える。
／講義とグループワーク

90分 応相談 ②

299 三田 5011 社会資源過疎からの福祉
いわゆる社会資源が限られた地域でも、その地域の力を再発見・発掘していく方法を考え、実際の事例
を活用しながら、地域の可能性へのアプローチ方法のヒントを得ることを目指すという内容です。

90分
応相談、極力ご希望
に沿うよう調整をさせ
て頂きます。

①

300 吾妻 6002
介護福祉士国家試験 受験対策
【認知症の理解】

介護福祉士の国家試験において「認知症の理解」は8割～9割が過去問の類似問題です。東京都職業
能力開発センターの受験対策講座を務める講師が過去問を分析し、高齢者福祉分野以外の方にもわか
り易く受験のポイントを伝えます。（人間の尊厳と自立、介護の基本、介護過程についても相談に応じます。）

90～
120分

応相談 ①

301 小原 6004
公正採用選考で始まるフェア
な職場

公正採用選考は職業安定法に定められている応募者の能力と適性のみを選考基準とする採用選考方
式。しかし、法律違反の不適正な採用選考が多くみられる。人権尊重の公正採用選考の実践はフェアな
職場づくりにもつながる。公正採用選考とは何か、差別採用選考とは何か、具体的な事例を講義とワーク
で考える。

90分
応相談（原則、あら
ゆる時期・曜日・時
間帯可）

①

302 山田 7011
実習生の受入が楽しみになる
【研修１】

保育士・社会福祉士・精神保健福祉士実習等の受入にあたって必要な心構え、組織体制・社会的意義
等の基本的事項について実習指導者講習会の内容を圧縮してお伝えします。

120分 応相談 ①

303 山田 7011
実習生の受入が楽しみになる
【研修２】

保育士・社会福祉士・精神保健福祉士実習等の受入にあたって、具体的な組織体制・指導のあり方につ
いて共に考えます。科目番号「302」の研修と合わせ、ユニット型での研修が望ましいです。

120分 応相談 ①

 
そ
の
他

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「登録講師名簿」をご参照ください。
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科目
番号

講師
講師
番号

科目名 研修の内容・形態など 時間数
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地域

304 山田 7011
実習生の受入が楽しみになる
【研修３】

保育士・社会福祉士・精神保健福祉士実習プログラムをについて共に考えます。科目番号「302」の研修
と合わせ、科目番号「302」と「303」の研修を踏まえ、ユニット型での研修が必須です。

120分 応相談 ①

305 山田 7011
相談支援（ソーシャルワーク）
で大切な事

相談支援に必要な基礎的な心構え、スキルについて楽しく、深く参加者と共に考える機会を創ります。科
目番号「80」の研修を併せるとより深く学べます。

120分 応相談 ①

306 山田 7011
スクールソーシャルワーク
　― 学校文化を踏まえた相談
支援 ―

スクールソーシャルワーカー・障害児者相談支援専門員・社会福祉協議会コミュニティーソーシャルワー
カーの経験から学校との連携について考えます。

120分 応相談 ①

307 山田 7011
災害時相談支援
　―車中泊者・みなし仮設入居
者の相談支援―

熊本地震の車中泊者等の巡回相談の経験から、災害の社会的様相、被災者がおかれがちな心理状
態、見落とされがちなニーズ、必要な支援（ソーシャルワーク）について学びます。

120分 応相談 ①

308 山田 7011
共生型施設・共生型社会
　―多様な人の多様な幸せ―

高齢者・障害者・子どもが共に過ごす共生型施設の基本的な考え方や、障害の有無に関わらず多様な
人が暮らす社会のあり方についても考えます。

120分 応相談 ①

309 山田 7011
災害時ソーシャルワーク
　―熊本地震の事例を中心に―

家族関係が分断され、支援の優先順位が混乱し、支援の行き違いが起こりがちな、災害時ソーシャル
ワーク実践のあり方について学びます。

120分 応相談 ①

326 永久 6006 オンライン会議の可能性を探る

近年、技術の進歩により、Web会議システムを使った「オンライン会議」や「オンラインセミナー」が凄まじ
いスピードで広まっています。福祉現場でもどのように導入できるのか。リアルとオンラインのコミュニケー
ションをどう融合させていくのか。体験しながらその可能性を探ります。
※必要設備：Wi－Fi環境、ZoomやLineなど外部アプリをインストールできるパソコン。詳細は研修決定後
に打ち合わせます。

90分 応相談 ①

 
そ
の
他

※色付けをしてある「科目番号」はライブ型オンライン研修の実施も可能です。 ※講師概要は、別紙「登録講師名簿」をご参照ください。


