
精神保健福祉士
社 会 福 祉 士 実力アップ講座

● 必ず押さえておきたい基礎知識を丁寧に解説
● 全科目にわたり、出題が予想される重要ポイントを詳解
● 学習教材選びのヒントや効果的な勉強方法についても提示

【精神保健福祉士　専門科目】

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

【精神保健福祉士・社会福祉士　共通科目】

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】

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

講　　師

精神専門科目 伊東利洋（いとう総研）

社会専門科目、社
会・精神共通科目

荒木　篤（笠松町地域包括支援センター）

露木信介（東京学芸大学）

受 講 料

１日あたり 11,880円（税込）
レジュメ含む
昼食は除く

定員・テキスト

会場によって異なります。なお、定員に達した場合は「受付終了」とさせていただ
き、ホームページにてお知らせします。
精神専門科目では、『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ［専門科目］2019』
（2018年8月発行予定）がテキストです。事前にお買い求めください。

開催日程　　　各回9時25分開始 16時30分終了予定

日　　程 科　　目 講師 開催地 会　場

11月17日
（土）

社会専門科目

露木 東京
ＴＯＣ有明コンベンションホール
（東京都江東区有明）11月18日

（日）
社会・精神共通科目

11月23日
（祝）

社会専門科目

荒木

東京
ＴＯＣ有明コンベンションホール
（東京都江東区有明）

11月24日
（土）

社会・精神共通科目

11月25日
（日）

精神専門科目 伊東

12月 8日
（土）

社会専門科目

露木 福岡
電気ビル本館
（福岡市中央区渡辺通）12月 9日

（日）
社会・精神共通科目

12月15日
（土）

精神専門科目 伊東 大阪
新大阪丸ビル別館

（大阪市東淀川区東中島）

12月15日
（土）

社会専門科目

荒木 仙台
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

（仙台市宮城野区榴岡）12月16日
（日）

社会・精神共通科目

12月22日
（土）

社会専門科目

露木 大阪
新大阪丸ビル別館

（大阪市東淀川区東中島）12月23日
（日）

社会・精神共通科目

精神保健福祉士
社 会 福 祉 士 最終チェック講座

● 本番までのラストスパート！　国家試験を確実に解く実力を養成
● 近年の出題傾向をふまえ、科目ごとにポイントを解説

● 自分の弱点を最終チェック！　ここでしか聞けない情報も満載

講　　師

栗田紀子（精神専門：九州医療専門学校） 青木宏心（社会専門・共通：グリーンスクール善行）

受 講 料

１日あたり 11,880円（税込）
レジュメ含む
昼食は除く

定　　員

会場によって異なります。なお、定員に達した場合は「受付終了」とさせていただ
き、ホームページにてお知らせします。

開催日程　　　各回9時25分開始 16時30分終了予定

日　　程 科　　目 講師 開催地 会　　場

12月22日（土） 社会専門科目

青木

東京
ＴＯＣ有明コンベンションホール
（東京都江東区有明）

12月23日（日） 社会・精神共通科目

12月22日（土） 精神専門科目 栗田

2019年

1月12日（土）
社会専門科目

青木

大阪
新大阪丸ビル別館

（大阪市東淀川区東中島）

2019年

1月13日（日）
社会・精神共通科目

2019年
1月14日（祝）

精神専門科目 栗田

20180420

　受験勉強に不安や悩みをお持ちのみなさまを「受験対策講座」でお手伝い！
　毎年好評いただいている、学習の理解を深める「実力アップ講座」と、本番での得点アッ
プに直結する「最終チェック講座」の２タイプをご用意しております（社会福祉士版では
１日集中講座も有）。皆様のニーズにあわせてお選びいただき、ぜひお申し込みください。

精神保健福祉士・社会福祉士
受験対策講座(セミナー)のご案内

社 会 福 祉 士 1日集中講座
● 「社会福祉士国試ナビ」をテキストに、重要分野を集中解説！
● 出題範囲の重複をスッキリ整理します！

● 問題を解きながら、確実に知識を定着させます！

講　　師

伊東利洋（いとう総研）

受 講 料

１日あたり 11,880円（税込）
レジュメ含む
昼食は除く

定員・テキスト

会場によって異なります。なお、定員に達した場合は「受付終了」とさせていた
だき、ホームページにてお知らせします。
本講座では、『見て覚える！社会福祉士国試ナビ2019』（2018年7月発行予定）
がテキストです。事前にお買い求めください。

開催日程　　　各回9時25分開始 16時30分終了予定

日　　程 科　　目 講師 開催地 会　　場

12月 9日（日） 社会専門科
目、社会・精
神共通科目

伊東

名古屋
愛知県産業労働センター　ウインクあいち

（名古屋市中村区名駅）

12月24日（祝） 仙台
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

（仙台市宮城野区榴岡）

合格
への

近道



20180420

https://www.chuohoki.co.jp/

札 幌 営 業 所 〒060-0052 札幌市中央区南２条東2-9 TEL.011-219-6121 FAX.011-252-0828

仙 台 営 業 所 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-9-2 TEL.022-222-1693 FAX.022-216-5087

東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東3-29-1 中央法規ビル5F TEL.03-3834-5817 FAX.03-3837-8037

岐 阜 営 業 所 〒502-0905 岐阜市山吹町1-4 TEL.058-231-8752 FAX.058-231-8756

大 阪 営 業 所 〒530-0041 大阪市北区天神橋4-8-12 TEL.06-6351-9079 FAX.06-6355-3447

広 島 営 業 所 〒732-0804 広島市南区西蟹屋2-9-12 TEL.082-568-5870 FAX.082-568-5871

福 岡 営 業 所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-1 TEL.092-724-8714 FAX.092-726-2060

信 頼 と 実 績 の 人 気 講 師 陣

 精神保健福祉士・社会福祉士受験対策講座　申込書   下記に FAXでお申込みください。

実力アップ
講座

受講希望 日　程 区　分 開催地

11月17日（土） 社会：専門科目

東 京
11月18日（日） 社・精：共通科目

11月23日（祝） 社会：専門科目

東 京11月24日（土） 社・精：共通科目

11月25日（日） 精神：専門科目

12月08日（土） 社会：専門科目

福 岡
12月09日（日） 社・精：共通科目

12月15日（土） 精神：専門科目 大 阪

12月15日（土） 社会：専門科目

仙 台
12月16日（日） 社・精：共通科目

12月22日（土） 社会：専門科目

大 阪
12月23日（日） 社・精：共通科目

最終チェック
講座

受講希望 日　程 区　分 開催地

12月22日(土) 社会：専門科目

東京12月23日(日) 社・精：共通科目

12月22日(土) 精神：専門科目

  1月12日(土) 社会：専門科目

大阪  1月13日(日) 社・精：共通科目

  1月14日(祝) 精神：専門科目

１日集中講座
受講希望 日　程 区　分 開催地

12月  9日(日)
社会：専門科目、
社・精：共通科目

名古屋

12月24日(祝) 仙台

1 日あたり
11,880 円
（税込）

1 日あたり
11,880 円
（税込）

1 日あたり
11,880 円（税込）

※お申込み、お問い合わせにつきましては、下記最寄りの営業所に
ご連絡ください。
※左記ＱＲコード、中央法規出版ホームページからも、お申込みが
可能です。

【ＮＥＷ】けあサポアプリ版リリース！！
「今日の一問一答」コーナー、模擬試験・セミナー・
関連書籍のご案内、解答速報など、受験対策をサポー
トします。右記ＯＲコードより！

伊東利洋 
　いとう総研

大手住宅メーカー勤務を経

て、福祉業界へ転職。福祉

施設、介護支援専門員等の

業務に従事。10数年ほど前

より福祉関係の講座を開始

し、現在、大学、専門学校、

各種団体の非常勤講師を務

める。わかりやすい講義に

は定評がある。

荒木篤 
　笠松町地域包括支援センター

日本福祉大学社会福祉学部

卒。日本福祉大学大学院医

療・福祉マネジメント科修

了。介護支援専門員の実務

研修、現任研修の講師のほ

か、社会福祉士や介護支援

専門員の受験対策講座でも

講師を務めている。

露木信介 

　東京学芸大学

ルーテル学院大学大学院総

合人間学研究科修了。社会

福祉士等の養成講座や受験

対策講座の講師、現場にお

けるスーパービジョンや職

員研修講師、けあサポ【露

木先生の受験対策講座】な

どを担当。

栗田紀子 
　九州医療専門学校

西九州大学大学院健康福祉

学研究科修了。学校法人九

州アカデミー学園九州医療

専門学校精神保健福祉士

通信学科長、同法人の笑み

ファーム共同作業所を兼務

し、精神保健福祉士の国家

試験対策に著作多数。

青木宏心
　グリーンスクール善行

桜美林大学大学院老年学研

究科修了。大学准教授を経

て、2015年度より現職。法

人理事として新規事業立ち

上げのほか、職場教育にも

携わっている。雑誌「おは

よう２１」に「受験生応援

ゼミ」を連載中。

受講をご希望される方は、ご希望の日程の欄に○をつけ、振込用紙等の送付先をご記入のうえ、弊社までFAX送信願います。

振込用紙・請求書送付先

住所・所在地
〒　　　　－　　　　

（郵便番号を必ずご記入ください。送付先が勤務先の場合は、勤務先の名称も忘れずにご記入ください）

お　名　前

（フリガナ） 電話番号

FAX番号

売上番号 コード 金額 売上日 区分 担当 顧客コード 請納 場所 用紙 売上 支払

☆お客様の個人情報のお取り扱いについて　個人情報保護管理者　取締役総務部長　℡ .03-3834-5810

●弊社はお客様の個人情報を商品の発送・納品、代金の請求、入金の確認、返金、サービス実施、弊社の商品・サービス・催し物のご案内、これらの確認のための連絡に使用します。弊社は法令に基づく場合を除いて、お客様の個人情報を当該本人の同
意を得ず第三者に提供することはありません。弊社はお客様によりよいサービスの提供のため、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、適切な管理を実施させて業務の一部を外部に委託します。お客様が弊社に個人情報を与える
ことは任意ですが、お客様が弊社に個人情報を与えない場合には、弊社からの返信やサービスの提供ができない場合がありますのであらかじめご了承下さい。お客様には、ご自身の個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除の要求、
利用又は提供の拒否をする権利があります。必要な場合には、下記の窓口までご連絡下さい。【個人情報問合わせ窓口】中央法規出版株式会社　営業課長

◆お申し込みにあたって
■お申込みいただいた後、請求書 ･振込用紙を５月下旬から順次送付する予定です。請求書がお手元に届きましたら、速やかにお振込みください。請求書の送付後、２週間たってもお支払いがない場合、自動的にキャンセルとなります。
■５月下旬より、中央法規ホームページからもお申込みいただけます。なお、その場合、カード決済のみとなります。
■ご入金が確認できた方には受講票・会場案内等を、５月下旬から順次送付する予定です。なお、ご入金後の返金には応じかねます。
■諸般の事情により、開催日程等が変更になることがございます。その場合は、該当の日程にお申込みいただいた方に、小社から連絡いたします。

【受講される方は下記テキストをあわせてお申込ください】
書籍は発行後に郵便振替用紙同封で送付します。講座当日に会場でお買い求めいただくこともできます（数量限定）。

受講区分 書　名 注文

【１日集中講座】を受講される方
見て覚える！社会福祉士国試ナビ［専門科目］２０１９
（中央法規出版発行　2018 年７月発行予定　定価 3,024 円（税込））　　5674

【実力アップ講座 精神専門科目】を受講される方
見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ［専門科目］２０１９
（中央法規出版発行　2018 年 8 月発行予定　定価 2,808 円（税込））　　5675


