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この機会を逃さずに是非ご参加ください！
私たちと一緒に合格を勝ち取ろう！

第 30 回社会福祉士国家試験

受験対策のご案内
Hop! レベルアップ講座
Step! 全国統一模擬試験
Jump! ラスト V！ 講座
国試前日開催！

＜主 催＞
公益社団法人
北海道社会福祉士会
＜共 催＞
TECOM 福祉教育カレッジ

レベルアップ講座
★「国家試験１９科目をどこから、どのように勉強すればよいか判らない」…
そんな声にお応えして学習レベルを上げるための講座を行います。
独学よりも圧倒的に学習効果が上がる 2 日間集中講座です！
<主な講義内容>
★ 国家試験を解くために必要な基礎知識を解説します。
★ 効率的に学習するための頻出キーワードや国家試験の出題傾向に沿った重要ポイントを
解説します。
★ 国家試験の問題を解くテクニックや手順を解説します。
★ 独学ではできない「問題演習」と「解説講義」を徹底して繰り返します。
【日

程】2017 年 10 月 28 日（土）９：３０～１６：３０ 共通 11 科目
29 日（日）９：００～１６：００ 専門 8 科目

【会

場】北海道自治労会館

会議室

〒060-0806 札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
TEL 011-747-1457 FAX 011-747-6828
<公共交通機関>JR 札幌駅北口 徒歩約５分
【講

師】飯塚 慶子（合同会社 飯塚事務所）
慶応義塾大学文学部、全国社会福祉協議会中央福祉学院卒業。慶応義塾大学大学院修士課程修了。
現在は大学、養成施設で社会福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士等の受験対策講座を担当し
教鞭を執る。効率良い勉強法をキーワードにした講義が特徴。
保有資格は、社会福祉士、介護支援専門員、社会福祉士実習指導者、福祉住環境コーディネーター、
福祉用具専門相談員、宅地建物取引士。東京社会福祉士会会員。
自身のホームページ上で受験対策コンテンツを更新中。（http://keikoiizuka.com/）

【受講料】一般：16,000 円（税込、以下同様）
大学・専門学校生（※通信教育課程を含みます。）：14,400 円
北海道社会福祉士会 賛助会員：12,800 円
※１日のみの受講は一般、学生、賛助会員ともに 10,000 円です。
※テキスト代は除きます。
※テキストとして『社会福祉士の合格教科書 2018』（飯塚慶子著/((株)テコム発行）
定価 3,240 円（税込）が必要です。
本講座のお申込みの際にテキストも一緒にお申込みされると、特別の価格（2,590 円）
（税込）にてご購入できます。
【お申込】定員 100 名（先着順）
定員になり次第に締め切りますのでお早めにお申込ください。
専用の「申込書」（本チラシの巻末）によりお申込ださい。
詳しくは申込書をご覧ください。
≪ご案内≫
北海道社会福祉士会では、社会福祉士取得を希望している大学・専門学校生の賛助会員（年会費 1,000 円）を
募集中です！今、加入されるとお得な賛助会員料金で本講座を受講することができます。
お問合わせは北海道社会福祉士会事務局へ！ TEL

011-213-1313

E-mail

info@hokkaido-csw.or.jp

全国統一模擬試験
★日ごろの学習効果がどの程度まで定着しているか…
模擬試験は日頃の学習効果を評価するのに最適です。
全国レベル（約 5,000 人の受験者数：昨年実績）の成績表により、全国順位、偏差値が確認
でき、客観的な学力水準と苦手科目を把握することができます。
『レベルアップ講座の受講（インプット：知識の定着）』→『模擬試験の受験（アウトプット：
評価）』→『苦手科目の復習』→『ラスト V 講座の受講』と続けていければ効果的です！！

【試験内容】出題 150 問（午前（共通科目）問題 83 問、午後（専門科目）問題 67 問）
※全受験者には詳細な解答解説書を配付します。
【受験方法】集合受験（会場受験）、自宅受験、団体受験があります。
受験料やお申込み方法などの詳細は、北海道社会福祉士会のホームページにてご確認いただくか
またはお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 公益社団法人 北海道社会福祉士会
http://www.hokkaido-csw.or.jp
TEL:011-213-1313

ラスト V！講座
★超直前！ 2/4（日）の社会福祉士国家試験日の前日に札幌市内で開催します！
★得点に直結する講義を行います！ あと 1 点で泣かないため、合格に進む最後のチャンスです！
1 点でも多くの点数を取って、絶対、合格を勝ち取ろう！！
【日

程】2018 年 2 月 3 日（土）１１：００～１７：００

【会

場】北海道立道民活動センター（かでる 2.7）

全 19 科目

大会議室

〒060-0002 札幌市中央区北 2 条西 7 丁目
TEL 011-204-5100 FAX 011-271-9827
<公共交通機関>JR 札幌駅南口 徒歩約 13 分/地下鉄さっぽろ駅(10 番出口)徒歩 9 分
【講

師】飯塚 慶子（合同会社 飯塚事務所）

【受講料】一般：8,500 円（税込、以下同様）
大学・専門学校生（※通信教育課程を含みます。）：8,000 円
北海道社会福祉士会 賛助会員：8,000 円
※「レベルアップ講座」とセットでお申込みされると、上記受講料からそれぞれ
1,000 円の割引になります。
【お申込】定員 200 名（先着順）
定員になり次第に締め切りますのでお早めにお申込ください。
専用の「申込書」（本チラシの巻末）によりお申込ださい。
詳しくは申込書をご覧ください。

〇下記に郵便振替払込金受領証のコピーを貼付し、FAX 又は
FAX：011-213-1314 郵送でお申込みください。
お申込み受付後に受講票、受講案内等をお送りいたします。

第 30 回社会福祉士国家試験受験対策 レベルアップ講座／ラスト V！講座 申込書
フリガナ

氏

□一般

名

様

区
□大学・専門学校生※通信教育課程を含みます。
分

男性・女性

□北海道社会福祉士会 賛助会員

会員・賛助会員の方は、いずれかの□にレ点を入れてください。

□

加入済

□

申請中

お申込み内容：該当する□にレ点を入れてください。

レベルアップ講座

ラストV！講座

① □２日間参加 □一般（16,000円）
□大学・専門学校生（14,400円）
□賛助会員（12,800円）

① □ラストV！講座のみ参加
□一般（8,500円）
□大学・専門学校生（8,000円）
□賛助会員（8,000円）
② □１日目（10/28）共通科目の参加（10,000 円）
② □レベルアップ講座とセットで参加
③ □２日目（10/29）専門科目の参加（10,000 円）
□一般（7,500円）
④ □テキスト（『社会福祉士の合格教科書2018』）購入
□大学・専門学校生（7,000円）
※テキスト代は講座当日に現金にてお支払いいただきます。
□賛助会員（7,000円）
（郵便振替による払込をなさらぬようご注意ください。）
※セットでお申込みをされる場合は、左記の「レベルアップ講
※講座受講決定の時点でテキストは先にお送りいたします。
座」にも必要事項をご記入ください。
住

所（

職場

・

自宅

）

※受講票等の送付先です。※マンション・アパート名も必ずご記入ください。

〒
ＴＥＬ(携帯可)

−

−

ＦＡＸ

−

−

@

E-mail

※ご記入いただいた個人情報はこの受験対策のみに利用いたします。

払込先

ここに振替払込請求書兼受領証のコピーを貼り付けてください。
郵便振替口座 ： ０２７２０－３－６４７１１
名
義 ： 公益社団法人 北海道社会福祉士会
通
信
欄 ： 「国家試験対策講座受講」をご記入ください。

北海道社会福祉士会記入欄
受付番号

入金確認
※一度払い込まれた受講料につきましては、定員が満員になるなどの理由を除き、返金いたしま
せんのでご了承願います。なお、返金の際の払込手数料は返金できませんのでご注意ください。
※払込用紙は郵便局に備え付けの「青色

払込取扱票」をご使用ください。

入力確認

（払込手数料は自己負担となります。）
※大学生・専門学校生としてお申込みされる方は、当日に、学生であることを証明できる書類を
ご持参の上、受付にてご提示願います。
※「賛助会員」の加入方法等につきましては、下記へお問い合わせください。

公益社団法人 北海道社会福祉士会
〒０６０-０００２ 札幌市中央区北２条西７丁目 かでる 2.7 4 階
TEL：０１１-２１３-１３１３
E-mail：info@hokkaido-csw.or.jp

受講票送付確認

