
　日時 研修名 主催 内容 講師等
生涯研修

単位

4月17日 支部研修 堺 「審査会ってどんなの？」

4月17日 支部研修 堺 　　平成28年度　第1回堺支部研修会

 5月15日 支部研修 中河内 事例検討会

5月19日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践研究ゼミナール

～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

5月22日 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 大阪社会福祉士会
実習指導者講習会修了者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修～実習

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの情報交換、および実習指導における
事例検討

6月5日 相談ｾﾝﾀｰ　講演と相談会 大阪社会福祉士会
市民のための成年後見制度の活用について

～講演と相談会～
保田　眞規生氏

6月12日 支部研修 堺 　平成28年度　第2回堺支部研修会

6月18日
7月16日
9月17日
10月1日
12月3日

平成29年
2月4日

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ研修
大阪社会福祉士会ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰ

ｶｰｽﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
2016年度スクールソーシャルワーカー

実践連続講座

6月18日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

6月19日 相談ｾﾝﾀｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 大阪社会福祉士会相談ｾﾝﾀｰ 相談ｾﾝﾀｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

6月24日 支部研修 大阪北 『教育相談に関わって～府立高校の20年間～』 大畑　眞由美氏

6月25日 実践研究ｾﾐﾅｰ　2016 生涯研修ｾﾝﾀｰ 第1回目　研究計画の立て方について 神部　智司氏

7月
～平成29年3月

ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 大阪社会福祉士会生涯研修ｾﾝﾀｰ ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝについて

7月3日 支部研修 三島
ゆ～とあい にしなり隣保館「にしなり☆こども食堂」

川辺康子さんを迎えて

7月15日 研修交流会 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 「認知症初期集中支援推進事業の現状と課題」
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7月16日
7月30日
8月20日
8月28日
9月22日

成年後見養成研修 大阪社会福祉士会 2016年度　成年後見養成研修

7月21日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ

～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

7月22日 支部研修 大阪南 事例を通して考える相談援助研修

7月23日 支部研修 南河内 ソーシャルワーカーに知ってほしい年金の話

7月30日 支部研修 北河内 沼野　尚美氏「共に支え共に生きる」

8月6日 支部研修 泉州
被災地支援を通じて見えてきた

社会福祉士の役割と価値

8月26日 支部研修 大阪南 交流会　２０１６

8月27日 支部研修 大阪北 納涼会～名刺交換会

8月27日 支部研修 大阪北
～知ろう、聞こう、見てみ　よう

『発達障害のある方の就労支援』～
松浦　宏樹氏

8月28日 支部研修 堺 平成28年度　第3回　堺支部研修会

8月31日 登録相談員実習 相談センターぱあとなあ 実習生募集のお知らせ

9月3日 支部研修 南河内
事例検討会　「本人の想いにどう応えられるか

～支援の可能性と葛藤～」

9月15日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会 ～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

9月16日 支部研修 中河内
まなぼ～会

「障害者福祉～サービスを中心に～」

9月18日
19日

支部研修 大阪北
ＣＳＷ北支部会員および他支部会員等との交流
目的に『兵庫県～京都の文化や歴史をたどり、

地域福祉との関係を学ぶ』

9月22日 支部研修 豊能
発達障害・当事者から学ぶ

「障害者差別解消法の合理的配慮とは」
上村　明氏



9月24日
11月26日
12月24日
平成29年

2月4日

支部研修 大阪北
相談支援者のｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

「事例検討会でｽﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰを目指そう！」
眞辺　一範氏

9月24日 司法福祉研修会 相談センターぱあとなあ 罪を犯してしまう人の心理の理解 藤岡　淳子氏

9月25日 支部研修 三島 新規会員歓迎会～顔の見える支部活動を目指して～

10月1日 支部研修 北河内 「対人支援のためのﾈｯﾄﾜｰｸ力」 新崎　国広氏

10月8日 成年後見人基本実務研修 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ 名簿登録者基本実務研修会

10月15日 実践研究ｾﾐﾅｰ 生涯研修ｾﾐﾅｰ　調査研究部会 ～第2回目　実践研究の発表について～

10月21日 支部研修 中河内 まなぼ～会　「高齢者福祉～ｻｰﾋﾞｽを中心に～」

10月22日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

10月22日 支部研修 堺 さかいﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

10月23日 支部研修 堺 平成28年度　第4回堺支部研修会　　『実践報告会』

11月5日 大阪社会福祉士学会 大阪社会福祉士会 第４回　大阪社会福祉士学会

11月12日 支部研修 南河内
相談支援職のためのリハビリを

味方につけるｾﾐﾅｰ

11月12日
～13日

社会福祉士実習指導者講習会 大阪社会福祉士会
実習指導者を養成するための

講習会

11月18日 支部研修 中河内 まなぼ～会「刑余者支援」

11月18日 支部研修 大阪南 事例を通して考える相談援助研修

11月26日 活用講座 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
第15回『医療・福祉関係者のための

成年後見活用講座』

11月26日 支部研修 三島 施設見学会　　「ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ｹｱ･ﾊｳｽ」

11月26日
27日

平成29年
3月12日

2016年度
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ

実践力養成研修
大阪社会福祉士会

認定社会福祉士認証・認定機構の認証研修
科目：分野専門/高齢分野/ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ機能別科目

群　　　/地域包括ｹｱ、地域包括支援ｾﾝﾀｰ
一単位

12月10日 支部研修 泉州 年末研修会＆異業種交流会

12月17日 支部研修 大阪南
災害時におけるｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの役割

―暮らしと命を支えるために―
後藤　至功氏



平成29年
1月19日

実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ

～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

1月21日 成年後見人継続研修 大阪社会福祉士会 2016年度　成年後見人継続研修

1月21日
22日

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ　研修 大阪社会福祉士会 司法ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ研修 一単位

1月28日 支部研修 大阪北 講演会及び」ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

2月4日 支部研修 大阪北 相談援助者のｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

2月5日 支部研修 泉州 援助を深める事例研究会

2月18日 実践研究セミナー 実践研究セミナー
実践研究ｾﾐﾅｰ　2016

～第3回目　論文のまとめ方について～
石田　慎二氏

2月18日 支部研修 南河内 成年後見制度の利用 今恵里子氏

2月18日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

2月25日 支部研修 豊能 「性的ﾏｲﾉﾘﾃｨの人権について」 新ケ江　章友氏

3月4日 支部研修 北河内
支部全体会議

医療の現場から見た”つなぐ”連携のかたちとは？
外山　学氏

3月5日 支部研修 堺 全体会議・第５回支部研修会

3月10日 支部研修 豊能 全体会議

3月11日 支部研修 大阪南 支部全体会議・基調講演会 畑　誠氏

3月11日 独立型社会福祉士実践報告会
大阪社会福祉士会

独立型社会福祉士ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会
独立型社会福祉士実践報告会

3月11日 災害支援活動者養成研修 大阪社会福祉士会
災害支援活動者養成研修　　入門編
～現地で役立つ、知識と心構え～

田村　満子氏
家高　将明氏

3月17日 支部研修 大阪北 全体会議

3月18日
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
登録相談員現任研修

大阪社会福祉士会 相続について～遺産分割協議書の見方

3月25日 支部研修 南河内 全体会議・名刺交換会

3月26日 支部研修 三島
全体会議・講演会

「～就労支援相談から見える現在（いま）～」
林 美佐子氏


