創価大学
社会福祉士国家試験合格率

私立大学全国第1位
（全国第4位）

81.3％

（全国平均 27％）

創価大学文学部
社会福祉専修ガイドブック
創価大学文学部社会福祉専修

検 索

?

社会福祉 って何？
自分の努力だけでは解決できない問題を抱えている
人と社会システム（環境）の双方を支援する
⇨親の介護と仕事の両立に悩む人
⇨子どもを虐待してしまう親と子ども（家族）
⇨繊細でありすぎるために、生きにくい人
⇨頑張っているのに経済的に苦しい人 など

創価大学社会福祉専修が育てる人材
社会福祉相談専門職として

社会福祉素養と

福祉に貢献

人間関係力をもつ社会人

福祉の専門知識、援助技術、
高い倫理性をもつ人

コミュニケーション・傾聴
・分析する力

地域社会に根ざした福祉人材を育てます

支援する
仕組み

?

社会福祉士 って
どんな仕事なの？
◎社会福祉士は、生活の上で困っている人など、生活に不安のある人すべ
てに対して、相談に応じ、一緒に考えていくことを仕事にしています。

１．生活問題を抱えた人が、身近な地域で生活できるような
システムを考えてつくることができる
２．バリアフリーによる安心して暮らせる福祉のまちづくり
ができる社会福祉素養と人間関係力をもつ社会人

創価大学社会福祉専修で学ぶこと

◎社会福祉士は、法律で定められた教育を受け、国家試験に合格した者が
登録によって資格を得られる、専門性と倫理観の高い専門職です。

1.福祉理念（「幸せ」の意味を考える力）
2.福祉に関する専門知識
3.実践力（実務をこなす力・援助する技術）

Q. 介護福祉士との違いは？？

A.

特別養護老人ホームを例にとるとわかりやすくなります。介護福祉士は「介護職」
と言われる仕事に就き、利用者の方の排泄や食事、入浴の介助をします。社会福祉
士は多くの場合、「生活相談員」という仕事に就きます。入所する方の手続きや、
利用者の方の不安や不満の相談に応じたり、自立を損ねないような生活のあり方に
ついて考え助言したり、家族や病院、役所などと連絡・調整をします。これらの仕

社会福祉士は多くの人と関わる仕事です。人と接し、話を聴き、関係を
築くことができなければいけないので、人間関係力をつけることに力点
を置きます。

事を「相談援助」と呼びます。
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社 会 福 祉 士 合 格までの 道のり
１年次
９月初旬 専修選抜試験

専修決定までの流れ

２年次

専修開始

社会福祉士受験資格取得のために必要な科目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

４月入学時
新入生対象ガイダンス
社会福祉専修の概要を
ここで説明します

７月上旬
専修選抜試験要項発表
９月に行われる選抜試験の
概要を発表します

９月上旬
専修選抜試験実施
主に前期の成績とエントリーシート、
面接試験を総合して選抜します

人体の構造と機能および疾病
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
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
地域福祉の理論と方法
福祉行財政と福祉計画
福祉サービスの組織と経営
社会保障
高齢者に対する支援と介護保険制度
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
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
就労支援サービス
権利擁護と成年後見制度
更生保護制度
相談援助実習
相談援助実習指導
相談援助演習

４年間で上記の科目を修得します。またこの他に
文学部としての卒業要件を満たす必要があります。

翌年４月（２年次）
専修開始（定員20名）

社会福祉士受験資格取得

社会福祉専修生としての
カリキュラム開始

社会福祉士国家試験合格

３年次
相談援助実習事前ガイダンス

社会福祉専修担当教員紹介
《ソーシャルワークの理論と実践》
馬場

を行います。

《現代社会福祉の現状と課題》
和田

４年生

《生活問題と福祉》
岩川 幸治 講師

孤立、排除、貧困、虐待など私たちの生活にはたくさ
んの問題があります。その背景となっている原因や課
題は何か、解決していくにはどうしたらいいのか、福
祉の視点を踏まえて検討していきます。

相談援助実習ってなに？？
社会福祉士国家試験に必要な科目であり、厚生労働省が定める実習
指定施設で180時間以上、23日間以上の実習を行います。相談援助
実習は、社会福祉専門職としての相談援助技術の実践の集約とその
理論化であり、「実践の学」であることを確認することでもありま
す。社会福祉や相談援助に関する知識や情報に接する授業科目にお
いて大学で学習したことを、実際の援助場面で確認します。実習先
では、実習指導者について専門的援助技術、基礎的知識、多職種と
の連携のあり方などを習得します。実習にあたっては、学生一人ひ
とりを担当する教員がついてサポートします。実習に入る前には実

篠崎 ひかるさん

印象的だった授業は「障害者福祉論」で、目隠しをして
白杖を使い学内を回りました。すると、自分が想像して
いないところにも、たくさんの生活しずらさが存在して
いることに気づきました。このようなことに、１つでも多
く気づいて行動できる人間になりたいと思いました。社
会福祉専修での学びを活かし、将来は地元の福岡県で公務員の福祉職として働きたいと考えています。支援
を必要としている一人ひとりに、誠実に向き合える社会福祉士になるのが目標です。
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光一 教授

少子高齢社会の進行・地域社会の変化・家族構造の変
化など現代社会福祉の背景分析を行い、問題や課題
を確認します。地域社会の中で誰もが普通に暮らせる
システムを創造することを目的とします。

社会には多くの障壁があることを実感。将来は社会福祉士に。
人間学科

茂樹 教授

児童（子ども）・家庭福祉を学ぶものにとって必要な
基礎知識の習得をめざします。児童（子ども）・家庭福
祉の現状を把握することを主とし虐待などの現状分析

社会福祉士として登録

在学生メッセージ

４年次
８〜９月相談援助実習、
11月実習報告会、
１月国家試験

習計画の作成指導を行い、実習中は実際に教員が施設を訪問し、学
生の皆さんの疑問や不安に対する助言や指導を行います。実習終了
実習巡回指導の様子

後は、大学内で実習報告会を行い、それぞれの実習経験をシェア
し、最終的に「実習報告書」としてまとめあげます。
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国家試験合格のために…

卒業生
患者さんやその家族に寄り添える
医療ソーシャルワーカーに

創価大学社会福祉専修では、国家試験を受験する皆さんを全面
バックアップしております。外部講師を招いての課外対策講
座、模擬試験受験料補助、社会福祉専修担当教員によるきめ細
やかな個別指導、さらに社会福祉士国家試験に合格した卒業生
による受験相談など学生一人ひとりに合った受験サポートをし
ております。また、受験勉強ができる社会福祉専修資料室も完
備しております。創価大学は

社会福祉士になりたい

という

皆さんの夢を実現します。

Q. 受験科目が多いから合格は
難しいような気がするけど。。。

A.

東村 陽子さん

東京医科大学病院
文学部人間学科2015年卒業

全国の受験者の合格率は30%前後です。
第27回（平成27年）の全国の合格率は27.0％、

私は、西新宿にある東京医科大学病院本院の
総合相談・支援センターで医療ソーシャル
ワーカーとして勤務しております。病院に来
られる患者さんやそのご家族が抱えている
様々な不安に寄り添いながら、相談支援を
行っています。また、医療専門職や地域の関係機関との連携・協働を図
りながら、在宅や地域の医療機関への転
院支援を行っています。患者さんやご家
族に「相談してよかった」と思っていた
だけるよう、相手の立場に立ち、寄り添
うことのできる医療ソーシャルワーカー
としての自覚を持ち、仕事に取り組んで
います。

本学の合格率は81.3％で13名が合格しました。10名以上の受験者がいた
219校のなかで、全国で4位、私立大学では1位の結果を収めました。

Q. 社会福祉専修の就職率はいいの？？

A.

社会福祉専修で学んだ、「すべての人々の健康で文化的な生活の実現の
ために社会の構成員として互いに包み支えあう」というソーシャルイン
クルージョンの考え方に感銘を受けました。地域の方々と協力し合い、
すべての人が安心して安全に暮らせる社会を実現したいと考え、住民の
方々と距離が近い基礎自治体への就職を希望しました。社会福祉士の資
格を活かし、一人ひとりがいきいきと暮らせるお手伝いをしたいと考え
ています。

2015年3月卒業生（社会福祉専修1期生）は全員
が就職率100％を勝ち取りました。主な就職先
は、社会福祉協議会、福祉行政を担当する公務
員、大病院の医療ソーシャルワーカー（MSW）、
特別養護老人ホーム、障害者支援施設など、多
岐にわたっています。

社会福祉専修資料室も完備！
！

卒業生の進路（社会福祉専修）
就職率100％
9％

高齢者
障害者
児童
病院
企業

9％
45％

9％
18％
9％
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大倉 愛さん

新潟県村上市役所

社会福祉士は
こんなところに…
児童福祉施設
高齢者福祉施設
障害者支援施設
役所 （公務員など）
社会福祉協議会
病院 （メディカルソーシャルワーカー）
学校 （スクールソーシャルワーカー）
刑務所
など

（平成27年３月卒業生）
社会福祉協議会

住民一人ひとりが、いきいきと暮らせる
お手伝いをしていきたい

社会福祉士として働く中に
「つながり」の大事さを実感

川上 友子さん

埼玉県社会福祉協議会
文学部人間学科2015年卒業

文学部人間学科2015年卒業

私は現在、埼玉県社会福祉協議会・研修開発部・ケアマネジャー業務課で
勤務しております。業務内容は、福祉の現場を支えている方々を支援して
いくものです。実際に支援を必要としている方々に対して直接的なサポー
トをするものではありませんが、間接的に支援
が必要な方々のサポートをしているとの自覚を
持って仕事に取り組んでいます。また、埼玉県
社会福祉協議会には「つながりをチカラに」と
いうキャッチフレーズがあります。さまざまな
関係機関や関係職種の方々と積極的につなが
り、連携・協働して埼玉県の地域福祉の向上に
貢献していきたいです。
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創価大学
文学部事務室
東京都八王子市丹木町1- 236
TEL：042- 691- 8047
FAX：042- 691- 8232
Mail：s4043@soka.ac.jp

