
主催／社会福祉法人長野県社会福祉協議会  
協力／一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟、社会福祉法人長野県共同募金会、公益社団法人長野県社会福祉士会

本研修に関する問い合わせ先

社会福祉法人長野県社会福祉協議会
相談事業部 あんしん創造グループ
TEL.026-226-2035　FAX.026-291-5180
E-mail：ps-shinshu ＠ nsyakyo.or.jp

令和２年

〒386-0025　長野県上田市天神4-24-1 

8月26日（水）〜28日（金）
会場 上田東急ＲＥＩホテル

日程・プログラム概要は裏面をご覧ください。

　会場受講の場合、開催日までの1週間は自ら検温を行い、体
調の把握に努めてください。
　また、研修当日も検温を実施します。37.5度以上の発熱があ
る場合は受講できませんのでご了承願います。

参加等申込みに関する問い合わせ先

名鉄観光サ－ビス株式会社
長野営業所（担当：原）
TEL.026-244-8557　FAX.026-217-8151
E-mail：daisuke.hara@mwt.co.jp

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人々の行動が制限され、
経済活動の縮小による景気の落ち込みは、新たな生活困窮につながって
います。福祉課題はより顕在化し、支援を必要とする人が増加しても、
一方で私たちがこれまで行ってきた相談援助の手法に対する手詰まり
感、相談援助者としてのマインドの維持に日々悩む現状があります。
　しかし、今の社会に向き合い、こうした状況下だからこそ担うべき役
割を自覚し、相談援助の手法を新たに獲得することが、まさにソーシャ
ルワークに求められる価値と理念に基づく実践であると信じています。
　社会変化の過程のなか、改めてソーシャルワークの実践力を養い、各
組織のソーシャルワーク機能を高めることを本研修の目的とします。

赤い羽根共同募金
配分金助成事業

　オンラインによる受講について検討しています。申込時にお
いてオンライン受講を希望される場合は、その旨を入力してく
ださい。なお、オンラインでの講義等は Zoom の利用を予定
しておりますので、パソコン（カメラ付）での参加を推奨します。

　3日間を通じて受講された方に受講証を発行します。

社会福祉従事者で本研修の目的を理解し、
ソーシャルワークの実践力を身につけたい方
※原則3日間を通して受講できる方

参加
対象

下記 URL または QR コードより、
Web にてお申し込みください。

参加
申込

定員
●会場受講…………… 40名
●オンライン受講…… 40名

申込
期限

令和２（2020）年６月15日（月）から７月24日（金）まで
※ただし、定員になり次第、締め切りとなります。

上野谷　加代子 氏  同志社大学 名誉教授

空　閑　浩　人 氏  同志社大学 社会学部 教授

野　村　裕　美 氏  同志社大学 社会学部 准教授

原　田　正　樹 氏  日本福祉大学 社会福祉学部 教授

川　島　ゆり子 氏  日本福祉大学 社会福祉学部  教授

加　山　　　弾 氏  東洋大学 社会学部 教授

講　師（予定）

井　上　信　宏 氏  信州大学 経法学部 教授

黒　木　保　博 氏  長野大学 社会福祉学部 教授 （同志社大学名誉教授）

髙　木　宏　明 氏  諏訪中央病院 副院長

ゲスト講師（予定）

 2020

留意事項

受講費
会場受講、オンライン受講
いずれも 5,000円（宿泊等は別）

コミュニティにおける

ソーシャルワーク力強化

研修 ・長野

※オンラインによる講義、演習、あるいは動画配信などに
ついて現在検討しています。オンラインの場合は、各職場
もしくは自宅からの参加となります。

【http://www.mwt-mice.com/events/kosoken2020】

検温の実施

オンライン受講

受講証の発行



●鉄道で……JR「上田駅」温泉口から徒歩1分
●車で……上信越自動車道 上田菅平ICから約15分

〒386-0025 長野県上田市天神4-24-1   TEL: 0268-24-0109
上田東急ＲＥＩホテル

公共交通機関をご利用ください。
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時間 内　　容 担当講師等

10:30 －受付－

11:00

＜オープニングセッション＞
「コロナ禍における地域共生社会づくりの課題と
展望 ～これからの福祉・医療・保健等の統合を
目指して～（仮）」

上野谷加代子氏
原田正樹氏
ほか

12:30 －昼食－

13:30
【講義Ⅰ】
「コロナ禍におけるソーシャルワークを考える（仮）」 空閑浩人氏

15:00 －休憩－

15:30
【演習①】
「ソーシャルワークで考えてみよう」 野村裕美氏

17:00 －休憩－

19:30
＜ナイトセッション＞
※会場受講者のみ

髙木宏明氏
原田正樹氏

21:00 1 日目終了

1日目：8月26日（水）

日程・プログラム（予定）

時間 内　　容 担当講師等

09:30 ＜振り返りレクチャー＞ 上野谷加代子氏

10:00
＜公開シンポジウム＞ ※動画配信検討中
　「共に生きる、支えるとは……」

井上信宏氏
髙木宏明氏
原田正樹氏

12:00 －昼食－

13:30
【講義Ⅱ】
「ネットワーク構築と地域組織アセスメント」 川島ゆり子氏

15:00 －休憩－

15:30
【講義Ⅲ】
「社会資源開発」 加山 弾氏

17:00 －休憩－

19:30
＜ナイトセッション＞
※会場受講者のみ

川島ゆり子氏
加山弾氏
原田正樹氏

21:00 2 日目終了

時間 内　　容 担当講師等

10:00 ＜振り返りレクチャー＞ 上野谷加代子氏

10:30
【演習②】
　「アクティブブックダイアローグ演習」 野村裕美氏

12:00 －昼食－

13:30
【レポート】
「長野県におけるソーシャルワーク実践」

長野県社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会

14:30
クロージングナラティブ
リレーナラティブ 上野谷加代子氏

15:30 3 日目終了

8月26日（水）〜28日（金）

コミュニティにおける

ソーシャルワーク力強化

研修 ・長野  2020

2日目：8月27日（木）

3日目：8月28日（金）

※オンラインによる講義、演習、あるいは動画配信などについて現在検討しています。


