
本事業は、東京都から東京都福祉人材センターが受託して実施しています。

  

キャリア教育で
福祉現場で働く職員から
「働くことの意義」や「働
くうえで大切にしている
こと」などの声をお届け

キャリア教育で
福祉現場で働く職員から
「働くことの意義」や「働
くうえで大切にしている
こと」などの声をお届け

　介護・保育等の福祉現場で働く職員が講師を務めます。
　学校に打合せに伺い、ご要望に沿ったセミナーをご提案します。
　準備は東京都福祉人材センターにおまかせください。

1. ご希望の日時

2. 対象者

3. ご希望のセミナーの内容等（該当するものに　 をしてください）

打合せ

人材センターの
職員が学校に
打合せに伺います

2 講師調整
資料作成

人材センターで
講師の調整、

資料作成を行います

3 当日

当日の会場や
機材の準備を
お願いします

4 アンケート報告

当日行った
アンケートの内容を
後日ご報告します

5

送信先　FAX：03-6256-9690　東京都福祉人材センター行

「 フクシを知ろう！なんでもセミナー」申込書

東京都福祉人材センターでは、実際に福祉の現場での仕事を体験できる事業も実施
しています。詳しくは東京都福祉人材センターのホームページをご覧ください。

学校名

担当者

連絡先

（所属・担当）

（TEL）

（E-mail）

（氏名）

（FAX）

第1希望

第2希望

日　程 時　間

　　　　月　　　日　（　 　）

　　　　月　　　日　（　 　）

　　　　：　　　　～　　　　：　　　　

　　　　：　　　　～　　　　：　　　　

（学年）   年 （人数）   名

学科・コース名等

学年・人数

　　キャリア教育　　　家庭科　　　総合的な学習　　　生活と福祉　　　発達と保育　
　　人間と社会　　　道徳　　　未定・検討中　　　その他（　　　　　　　　　　　）

　1 講師
　　福祉現場の職員　　　　東京都福祉人材センター職員　　　　未定・検討中

　2 主たる内容
　　福祉業界全体の話（高齢・障害・児童福祉）　　　　福祉業界への就職の話　　　　
　　高齢者福祉分野の話　　　　障害者福祉分野の話　　　　児童福祉分野の話
　　未定・検討中　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　3 具体的に希望される内容

教科・科目

希望される
セミナーの内容等

その他
（ご要望・連絡事項）

学校訪問型

セミナー

どのような教科・科目でもご相談ください！

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-10-3　東京しごとセンター7階
東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター　人材対策推進室

TEL：03-6261-3925　　FAX：03-6256-9690　　Mail：j-fukushirou@tcsw.tvac.or.jp
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/form-teach.html

家庭科・生活と福祉で
「高齢」「障害」「子ども」など、
ご希望のテーマに沿ったセミ
ナーをご提案

家庭科・生活と福祉で
「高齢」「障害」「子ども」など、
ご希望のテーマに沿ったセミ
ナーをご提案

進路指導で
進路選択に向けて、福祉現場
の実態や仕事内容について、
動画などを使って情報提供

進路指導で
進路選択に向けて、福祉現場
の実態や仕事内容について、
動画などを使って情報提供

総合的な学習として
体験学習前のガイダンスなど
で、前向きに取り組めるよう
現場の職員からアドバイス

総合的な学習として
体験学習前のガイダンスなど
で、前向きに取り組めるよう
現場の職員からアドバイス

道徳・人間と社会で
「福祉とは？」という視点で、
共に支え合う社会について身近
なテーマからお話しします

道徳・人間と社会で
「福祉とは？」という視点で、
共に支え合う社会について身近
なテーマからお話しします

セミナー開催までの流れ

フクシロウ　   検索

まずはお気軽にご相談ください

FAX・メール・
申込フォームで
お申込みください

申込み1フクシって
何？にお答えします
教職員の皆様へ

学校の費用負担はありません

無料

フクシを知ろう！
なんでもセミナー

必須　

必須　

必須　

FAX・メールまたは、人材センターホームページからお申込み下さい
お申込み前のお願い
● 福祉現場で働く職員の講師を希望される場合は、開催の2か月前を目途にお申込みください。
● 開催希望日が迫っていても対応できる場合がありますので、お電話でご相談ください。
● 開催日の1週間前を目安にセミナーで使用する資料等を送付いたしますので、内容の確認をお願いします。
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講師の調整、

資料作成を行います
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セミナー開催までの流れセミナー開催までの流れ
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FAX・メール・
申込フォームで
お申込みください

申込み申込み1

必須　

必須　

必須　
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