
南海福祉看護専門学校共催 

2023 年（第 35 回） 
社会福祉士受験対策講座のご案内 

毎年６０％以上の合格者を輩出している社会福祉士国家試験対策講座です。 

対面講義で行いますので、理解度がより深まり、効率の良い受験勉強ができます。 

各講座の詳細・申し込みについては、それぞれの講座の募集案内をご覧ください。 

 

年間スケジュール 
 

インプット講座（暗記必須科目攻略講座） （全 3 回） 

日程：令和４年８月 28 日（日）、9 月 18 日（日）、10 月 10 日（月祝） 

会場：大阪府社会福祉会館 （大阪市中央区谷町 7-4-15） 

受講料： 12,000 円(南専学生) 15,000 円(一般) 申し込み受付中 

 

頻出問題中心講座   （全 3 回） 

日程：令和４年 11 月 3 日（木祝）、11 月 23 日（水祝）、12 月 18 日（日） 

会場：大阪府社会福祉会館 （大阪市中央区谷町 7-4-15） 

受講料：12,000 円(南専学生) 15,000 円(一般)  

詳細については 9 月頃に発表 

 

得点アップ講座（各科目 1 点アップ講座） （全 3 回） 

日程：令和４年 12 月 25 日（日）、令和５年 1 月 8 日（日）、1 月 15 日（日） 

会場：大阪府社会福祉会館 （大阪市中央区谷町 7-4-15） 

受講料：12,000 円(南専学生) 15,000 円(一般)  

詳細については 10 月頃に発表 

  

【問い合わせ先】   関西社会福祉受験研究会 

代表 番匠谷 光晴（社会福祉学博士・認定社会福祉士） 

〒598-0007 大阪府泉佐野市上町 1-4-22 

TEL 072-464-4444    FAX 072-463-8100 

E-mail  kansaijuken@mbr.nifty.com 

ホームページ https://www.fukushijuken.com/ 

    当会ホームページ 
 

 

関西社会福祉受験研究会 

 



主催 関西社会福祉受験研究会   共催 南海福祉看護専門学校 

2023 年（第 35 回） 

社会福祉士受験対策講座 

インプット講座（暗記必須科目攻略講座） 
 
2023 年（第 35 回）社会福祉士の国家試験合格を目指す方に向けた、受験対策講座を
実施いたします。理解度の向上で効率よく合格できるように当会はすべて対面講義で
開催しています。 

【受 講 料】    12,000円(南専受講生) 15,000円(一般)（消費税込）   

【募集人数】    102名 

【申し込み方法】 

 １．本講座は、下記の URL、もしくは QRコードからお申込みください。 

（googleフォームを使用しています） 

★『その他質問』の欄に①南海福祉看護専門学校 ②学籍番号を記載して 

ください。 

インプット講座申込フォーム 

ＵＲＬ：https://forms.gle/ijBDVTuNpBDaJ7589 

 

 2．Ｅ-mailからの申込み（googleフォームを使用しない場合） 

   E-mail  kansaijuken@mbr.nifty.com 

 ①お名前（ふりがな） ②住所 ③携帯番号 ④メールアドレス ⑤なにでこの講座を知り

ましたか？ ⑥紹介者があれば ⑦過去問題集（中央法規）購入の有無 

 ⑦南海福祉看護専門学校 学籍番号記載 

 

NO 月日 場所 時間 講義科目 

1 令和 4年 

8/28 

（日） 

大阪府社会福祉会館 

301 

（大阪市中央区谷町

7-4-15 

大阪メトロ谷町線 

「谷町 6丁目」駅 

下車南へ徒歩 5分） 

9：30～11：20 

 

11：30～13：00 

13：40～15：10 

15：20～16：50 

1. オリエンテーション・合格体験談等 

国家試験攻略の仕方（代表 番匠谷 光晴先生） 

2. 現代社会と福祉 

3. 人体の構造と機能及び疾病 

4. 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 

2 令和 4年 

9/18 

（日） 

大阪府社会福祉会館 

403 

 

9：30～11：00 

11：10～12：40 

13：20～14：50 

15：00～16：45 

1. 福祉サービスの組織と経営 

2. 社会保障 

3. 社会調査の基礎 

4. 権利擁護と成年後見制度 

3 令和 4年 

10/10 

(月祝) 

大阪府社会福祉会館 

301 

 

9：30～11：00 

11：10～12：40 

13：20～14：50 

15：00～16：30 

16：30～16：45 

1. 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 

2. 社会理論と社会システム 

3. 福祉行財政と福祉計画 

4. 保健医療サービス 

5. 次回の講座に向けて 

 
申込みはこちら 

https://forms.gle/ijBDVTuNpBDaJ7589
mailto:kansaijuken@mbr.nifty.com


【受講料の入金方法】 

申込みをされた方は、下記口座にお振込みください。 

なお、入金を確認した後、受講証（メール）をお送りします。受講票が 8 月 26 日ま

でに届かない場合は、当会までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

【締め切り】     令和４年８月２３日（火） 

 

【講座について】 

1. 合格専用レジュメ    当日に配布します。 

2. 当講座では、合格に向けての対策上、「社会福祉士国家試験 過去問解説集 2023 

/中央法規」を推奨しています。 

事前に購入を希望される方は、申込時に「購入希望」と記入してください。 

特別価格でのご購入ができます。 

「社会福祉士国家試験 過去問解説集 2023/中央法規」をご注文いただいた方に

は、中央法規出版株式会社より直接郵送されます。振込用紙も同封されています

ので必ず期日までに、ご自身で振り込みをお願い致します。 

3.個人情報の取扱いについて 
申込書等にご提供いただいた個人情報は、受験対策講座開催にかかる連絡に必要な場合の他、
当会が主催する受験対策事業についての情報提供に利用させていただきます。なお、個人情
報をご本人の同意なく関西社会福祉受験研究会以外の第三者に開示することは致しません。 

4.自然災害（台風、地震等）について 
大阪市に特別警報・暴風警報・暴風雪警報が発令された場合は、中止します。大阪市外であ
っても台風接近などの状況を勘案して個別に判断します。本講座においては午前 7 時までに
決定して中止の場合は、各人に一斉メールにてお知らせします。なお、自然災害により中止
となった講座について既に受講料をお支払いの方については、講座資料の発送をもってかえ
させていただきます。 

5.新型コロナウィルス関係について 
会場でのコロナ対策は万全にしております。会場（大阪府社会福祉会館）が行政により閉鎖
されない限り、講座の中止は致しません。中止になった場合には、講座資料の発送をもって
かえさせていただきます。 

 

【問い合わせ先】       関西社会福祉受験研究会  

            代表  番匠谷 光晴 

                     〒598-0007  大阪府泉佐野市上町 1-4-22 

                     TEL   072-464-4444   FAX  072-463-8100 

                          携帯  090-2280-6344  （大丹生
お お に ゅ う

） 

               https://www.fukushijuken.com/ 

E-mail  kansaijuken@mbr.nifty.com 当会ホームページ 

※※振込先※※ 

三菱ＵＦＪ銀行 泉佐野支店（７１０）  普通  ０３６３４６７ 

カンサイシヤカイフクシジユケンケンキユウカイ バンシヨウヤ ミツハル 

関西社会福祉受験研究会  番匠谷 光晴 
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