
2020年
1月実施試験当日まで、あなたの合格をしっかりサポート!!

第32回介護福祉士国家試験

介護福祉士国家試験 受験者のための合格応援ペーパー

20190円
F R E E

介護福祉士
になる！◎介護福祉士にチャレンジ!?

◎国家試験の概要
◎受験対策本の選び方アドバイス
◎受験対策商品ラインナップ
◎教えて！　問題集のあれこれ
◎受験対策セミナー、模擬試験、
　アプリの紹介
◎試験当日の持ち物チェックリスト



連絡事項は以上です
よろしくお願いします！

コウダさん
どうしたの？

あっ
フクザワさん

あ、あのぉ…
フクザワさんは
今年介護福祉士の受験を
したんですよね

でも今のままでも
仕事はできるし…
正直迷っていて

私、施設長に
来年の試験を受けたら
どうかと言われて…

勉強は大変だったけど
私は受けてよかったよ！

試験対策が
日々の仕事の
根拠の確認にも
なったし！

確かに
それはそうかも
だけど…

フクザワさん
は受けてよか
ったですか？
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キャリアアップ…
手当かぁ…

それにキャリアアップに
なるし、うちには
資格手当も
あるからね

ヒラノさん！

なんだかその気に
なってきました
試験のこと
調べてみます！

がんばって！
わからないことは
気軽に聞いてね

この仕事が嫌いじゃ
ないなら、資格をとって
みてもいいんじゃない？

そっかぁ
仕事は好きだしなぁ…

コウダさん
特別養護老人ホームで働く
23歳。おっとりした性格。

フクザワさん
コウダさんの先輩。
前向きで明るい。

ヒラノさん
施設の介護リーダーで、優しく
冷静。みんなの王子様的な存在。
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国家試験の概要 どんな試験なの？

まずは介護福祉士の仕事についてイメージしてみよう。

＊1 実務経験3年以上
①従業期間・従事日数：試験実施年度の3月31日までに、通算して【従業期間3年（1095日）
以上かつ従事日数540日以上】の条件を満たす必要があります。
②実務経験の範囲：実務経験として認められる施設や業務は、細かく規定されていますの
で、必ず社会福祉振興・試験センターのホームページ等で確認してください。

● 2017年度～2021年度までの間に介護福祉士養成施設を卒業した人は、卒業後5年の間に
国家試験に合格するか、介護等の業務に5年間従事するか、いずれかの条件を満たすこ
とで、その後も引き続き、介護福祉士資格を有することになります。

＊2 旧福祉系高校ルートは、次の２つのルートの人です。
①2008年度以前に福祉系高等学校（専攻科を含む）に入学し、卒業した人
②特例高等学校（専攻科を含む）を卒業し、9か月以上介護等の業務に従事した人

＊3 指定登録機関（試験センター）に登録すると、「介護福祉士登録証」が交付されます。

日々の暮らしに支援を必要とする人に対し
て、専門的な知識と技術により、その人の
心身の状況に応じた介護を提供する専門
職のことです。

介護福祉士は、利用者の自宅や入所施設、
デイサービスやグループホームなど、利用
者の暮らしの場で、24時間365日の生活を
支えます。

●実務経験ルートによる受験資格は、「実務経験3年以上＊1」かつ「実務者研修修了」の人となります。

 介護福祉士になるには？

受験申込書の提出　2019年8月上旬～9月上旬 
　➡
筆記試験受験　2020年1月下旬
　�旧福祉系高校ルートの人 ＊2 は、介護技術講習もしくは�
実技試験を受ける必要があります。

　➡
合格発表　2020年3月下旬
　➡
指定登録機関に登録 ＊3
　➡
介護福祉士に！

◆資格取得までの流れ

まずは実務者
研修を

受けなくちゃ
！
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国家試験の概要 どんな試験なの？

 試験について教えて！　※第31回試験の実績より

◆受験者数／合格率／合格点／得点率

「合格」するには、次の①②を満たす必要があります。
①総得点の60％程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点があること
②「11科目群」すべてに得点があること

受験者数 合格率 合格点 得点率
第29回（2016年度） 7万6323人 72.1％ 75点 60.0％
第30回（2017年度） 9万2654人 70.8％ 77点 61.6％
第31回（2018年度） 9万4610人 73.7％ 72点 57.6％

◆試験の形式
○マークシート：解答の番号を塗りつぶします。
○5肢択一：5つの選択肢から正しいもの（適切なもの）を1つ選びます。
○図・表・イラスト・グラフを用いた問題が出題されることがあります。
○配点は1問1点です。

合格基準

＜試験についての詳しい情報は…＞
公益財団法人　社会福祉振興・試験センター
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-5-6　 TEL 03-3486-7559（国家試験情報専用電話）　　
HPアドレス　http：//www.sssc.or.jp/

◆筆記試験の科目、出題数、試験時間

領域 科目名 出題数 科目群 試験時間

人間と社会
1 人間の尊厳と自立 2 1

10：00～11：50
（110分）

2 人間関係とコミュニケーション 2 2
3 社会の理解 12 3

介護

4 介護の基本 10 1
5 コミュニケーション技術 8 2
6 生活支援技術 26 4
7 介護過程 8 5

こころとからだの
しくみ

8 発達と老化の理解 8 6

13：45～15：35
（110分）

9 認知症の理解 10 7
10 障害の理解 10 8
11 こころとからだのしくみ 12 9

医療的ケア 12 医療的ケア 5 10
総合問題 13 総合問題 12 11
合計 125 11科目群

科
目
群

で
0点
をとらないよう

に
ね
！
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①基本メニュー

③オプション

②サイドメニュー

過去問

国試ナビ

合格ドリル

模擬試験

合格テキスト

よく出る問題暗記マスター

セミナー

ワークブック

一問一答

アプリ

テキストは、次の３つから自分に合ったものをセレクト

お好みで、次の４つから自分に合ったものを追加

必要に応じて追加

テキスト

模擬問題集

受験勉強の王道はこの３種類！

受験対策本は、種類が多くてどれを買えばいいかわからない…そんな人に、本の選
び方をご提案します。①基本メニュー、②サイドメニュー、③オプションの３つから、
それぞれ自分に合ったものを選んでみてください。

受験対策本の選び方アドバイス
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コツコツタ
イプの

人には…

 過去問
 ワークブック（上・下）
 模擬問題集
 合格ドリル
 よく出る問題

コツコツタイプの人には、
インプット→アウトプット→暗記という、
絶対にはずさないラインナップをオススメします。
合格に必要な知識が確実に身につき、
余裕をもって試験本番を迎えられるでしょう。

勉強を効率よく進めるには、セミナーや模擬試験もオススメです。
⇨詳しくは16ページへ

まずは、過去問で問題の傾向を把
握しよう。わからないところはワー
クブックで確認しながら解いてみ
よう。

【̧1日10問×3年分で、40日】

●わからないところはすぐにワークブック
で確認するクセをつけましょう。マーカー
を引いておくと、復習時に役立ちます。
●ワークブックのかわりに国試ナビを活
用するのもよいでしょう。

問題の傾向をつかんだら、次は合
格ドリルに取り組んで、基礎を押
さえよう。そして、模擬問題集に挑
戦してみよう。

【̧40日】

●合格ドリルを使えば、シールを貼った
り、書き込んだり、楽しみながら勉強でき
ます。
●苦手な科目をつくらないためにも、全
科目を網羅することが大切です。

最後は、よく出る問題で総仕上
げ。ここで間違えた問題は、「なぜ
間違えたのか」をはっきりさせてお
くことが大切。これで、本番では絶
対に得点できるはず！

●暗記には、念には念を入れて、暗記マス
ターを活用。苦手な項目を中心に、「覚
えたぞ」と自信がつくまで繰り返します。

Step
1

Step
2

Step
3

勉強法 一言メモ

選んだ本は

コレ！
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スキマ時間
活用

タイプの人
には…

スキマ時間活用タイプの人には、
少しずつ、でも確実に知識を積み上げていく
ラインナップをオススメします。ちょっとした時間、
ちょっとした努力の積み重ねで、
気づいたらしっかり「合格力」がついているはず。

勉強を効率よく進めるには、セミナーや模擬試験もオススメです。
⇨詳しくは16ページへ

まずは一問一答を準備して、1科目ずつつ
ぶしていこう。10分でも机に向かえる時間
ができたら国試ナビや合格テキストを
読み、外出先や移動中のスキマ時間には、
同じ科目の一問一答を解いてみよう。

【̧1日合計1時間で、60日】

●文章を読みながら覚えるタイプの人は合
格テキスト、イメージで捉えるほうが得意
な人は、国試ナビを活用してください。
●苦手な科目に取り組んでいるときほど、
「スキマ時間」を意識して、少しずつ進めま
しょう。

模擬問題集で実力だめし。解けなかった問題は、再
び国試ナビや合格テキストで調べて確実に理解し
よう。本番までにたっぷり時間がある場合は、ここで
も科目ごとにつぶしていく方法がオススメ。あまり時
間がなくて焦っている人は、毎回、科目を変えて取り
組んでみよう。　 【̧30日】

●この時期、かばんには暗記
マスターを入れておき、スキマ
時間に眺めましょう。知識を脳
に「定着」させることを意識して
ください。

●自信をもって「覚えたぞ」と言えるようになるに
は、丸暗記ではなく、「理解していること」が大前提
です。ゴロ合わせなど、自分なりの覚え方を考える
のも、得点アップにつながります。

Step
1

Step
2

Step
3

勉強法 一言メモ

選んだ本は

コレ！

 国試ナビ
     or 合格テキスト

 模擬問題集
 暗記マスター
 一問一答

仕上げは、暗記マスターをメイン
に。意識的に「スキマ時間」をつく
り、自宅でも外出先でもひたすら
覚えよう。赤シートを活用すると
効果的。

8



短期集中タ
イプ

の人には…

短期集中タイプの人には、短期間で
「合格力」をつけるラインナップをオススメします。
「絶対、合格するぞ！」という
強い意志（気合？）をもって取り組むと
効果も倍増です。

まずは、過去問を解いて、
試験の全体的な傾向をざっ
くり把握しよう。

【̧10日】

●よくわからなかった問題には「目印」を付けなが
ら、とにかく3年分をいっきに解いてみましょう。

過去問で解けなかった問
題について、国試ナビや
合格テキストで調べて理
解しつつ、同時に暗記マ
スターを活用して確実に
覚えてしまおう。

【̧40日】

●過去問で間違えた問題、よくわからなかった問
題は、解説をしっかり読み込むことが大切です。二
度と間違えない覚悟で取り組みましょう。
●短期間で効率よく勉強するには、セミナーや
模擬試験がオススメです。苦手科目や重点的に
覚えるべきポイントがはっきりします。

仕上げは過去問と国試ナビまたは
合格テキストをフル活用。すべて
の科目群で得点できるように、過去
問の解説と国試ナビまたは合格
テキストを徹底的に読み込み、知
識を確実にしよう。苦手な科目から
取り組むのがオススメ。

●まず過去問で「目印」を付けた問題か
ら解いてみましょう。
●余裕があれば模擬問題集を解いて、問
題を解くことに慣れておくとよいでしょう。

Step
1

Step
2

Step
3

勉強法 一言メモ

選んだ本は

コレ！

 過去問
 国試ナビ

     or 合格テキスト
 暗記マスター

勉強を効率よく進めるには、セミナーや模擬試験もオススメです。
⇨詳しくは16ページへ
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介護福祉士国家試験
受験ワークブック 2020
上 下

◆2019年6月刊行予定
◆定価 本体2,800円（税別）
◆B5判／【上】約340頁【下】約340頁
◆ISBN

【上】978-4-8058-5870-7
【下】978-4-8058-5871-4

◆2019年8月刊行予定
◆定価 本体2,400円（税別）
◆AB判／約320頁
◆ISBN 978-4-8058-5880-6

出題実績をもとにした重要項目。
よく出るところを効率よく学べる！

読んで学ぶ！ 必須知識を網羅した定番書

出題内容を単元別にスッキリ整理！ フルカラーでわかりやすい

受験対策商品ラインナップ

イラストや図表で、理解しやすく記憶に残る効果的な学習法を指南
します。単元別の出題頻度がわかる出題分析表も収載！

科目ごとに着実な3ステップで学習できます。用語解説も充実し、あな
たを合格までサポート。

見て覚える！
介護福祉士国試ナビ 2020

大きな図表とイラ
ストでイメージを
つかむ！

科目間の重複をなくし、重
要事項・よく出る事項を確
実に記憶できるように工夫

必要な知識を叩き込む！ インプットの本

試験の傾向と
対策を知る！

重要項目を頭に
叩き込む！

一問一答で知識
を定着！

1
STEP

2
STEP

3
STEP
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わかる！ 受かる！ 
介護福祉士国家試験
合格テキスト 2020

◆2019年5月刊行
◆定価 本体2,600円（税別）
◆A5判／484頁
◆ISBN 978-4-8058-5888-2

受験勉強を始める際の 「最初の一冊」

出題基準や出題実績を踏まえて、受験に必要な知識を厳選して掲載。
ムリなく、ムダなく合格までをサポート。

よく出るテーマが
ひと目でわかる

よく出るワードを
しっかり押さえる

○×問題ですぐに確認できる

難解語句も効率
よく理解できる

◆2015年2月刊行
◆定価 本体2,600円（税別）
◆A5判／362頁
◆ISBN 978-4-8058-5094-7

七訂　介護福祉用語辞典
資格取得に向けた学習だけでなく、
介護現場の日常業務や各種研修等でも活用できる１冊。

■受験勉強の強力な助っ人！

介護福祉士として知っておくべき用語をわかりやすく解説

重要ポイン
トはフクロウ
と一緒に楽
しく学べる

●さまざまな制度の動きを的確にフォロー！
●介護福祉士養成カリキュラムや国家試験出題基準に対応！
●約3,600語を収載！

●アプリ版もあります。　（中央法規ホームページ参照）
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介護福祉士国家試験
過去問解説集 2020 
第29回－第31回全問完全解説

解く力をつける！ アウトプットの本

◆2019年5月刊行
◆定価 本体3,000円（税別）
◆B5判／436頁
◆ISBN 978-4-8058-5867-7

◆2019年6月刊行予定
◆定価 本体3,000円（税別）
◆B5判／約400頁
◆ISBN 978-4-8058-5875-2

出題傾向を把握！ 合格に必要な知識を身につける

繰り返し解いて、得点力・応用力を身につける！

3年分の全問題を掲載。解答を導く考え方やポイントを丁寧に解説し、
法制度改正の最新情報も追加しています。

過去問を分析し、よく出るテーマを押さえました。
すべての選択肢にわかりやすい解説が付いています。

介護福祉士国家試験
模擬問題集 2020

正誤は○×で明記

学習しておくべき項
目や何が問われて
いるのかを確認

重要語句や正誤
のポイントがよく
わかる！

イラストや図表
で知識を定着！

問題の項目と
テーマを明示

ポイント、キーワード
は色文字に

重要テーマは図表
にまとめ、3つのパ
ターンに整理

コピーして使える
マークシート付！
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速習一問一答　
介護福祉士国試対策 2020 

◆2019年6月刊行予定
◆定価 本体1,400円（税別）
◆新書判／約290頁
◆ISBN 978-4-8058-5885-1

◆2019年7月刊行予定
◆定価 本体1,600円（税別）
◆A5判／約300頁
◆ISBN 978-4-8058-5886-8

○×問題で、よく出るテーマをスピードチェック！

直前対策の決定版。合格への「あと10点」を目指す！

総仕上げ！ 直前対策の本

10点アップ！ 
介護福祉士国家試験
よく出る問題 総まとめ 2020

出題傾向をもとに厳選した過去問を収載！　ハン
ディサイズで持ち歩きやすく、スキマ時間に効率よく 
学べます。

落としてはいけない問題を確実にものにする
ことで、合格への「あと10点」を後押し。ワークで概要を

押さえる

○×問題で
チェック

ポイントで
しっかり理解

10点UPで実力を
つける！

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP

1問ずつ明確に解説！何回解いたかチェック！

科目ごとに
「ポイント解
説」を掲載！
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らくらく暗記マスター
介護福祉士国家試験 2020

楽しく学んで実力アップの本

◆2019年6月刊行予定
◆定価 本体1,400円（税別）
◆新書判／約220頁
◆ISBN 978-4-8058-5878-3

◆2019年5月刊行
◆定価 本体1,800円（税別）
◆B5判／300頁
◆ISBN 978-4-8058-5889-9

ラクに楽しく覚えて点数アップ！

書き込みタイプの受験対策書籍。全部ふりがな付き！

書いて覚える！
介護福祉士国家試験
合格ドリル 2020

オリジナルキャラクターのマンガや暗記術、コンパクトに
まとまった図表で重要項目を楽しく学習！

受験勉強のスタートは、まずはここから。書き込むから記憶に残る！ 
基本の「き」をしっかり押さえる１冊。シールもついて、楽しさアップ！

枠に答えを
書き込む

解答編を見て
答え合わせする

余白に書き込みをすれ
ば、自分のオリジナル
参考書が完成！

1
STEP

2
STEP

3
STEP

図表で要点を整理！

特選チェックで
習得度を確認！

暗記術で
ラクに覚える！

ふ
●

り
●

が
●

な
●

付き！
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　制度改正や統計・調査の最新結果、最
新試験の出題傾向などが反映されていない
ので、古い情報を覚えてしまう危険性もあり
ます。自分で調べることもできますが、効率
や時間を考えると、新しい本を使って勉強
するのがオススメです。

　たとえば、外国の文献をもとにしている
と、訳し方で表現が異なることがあります。
その場合、それが正誤のポイントになること
はないので、表現ではなく、書いてある内容
をしっかり覚えておいてください。また、本
が完成した時期によって、書いてある数値
が変わってくる場合があります。日ごろから、
新聞などに目を通しておくとよいでしょう。

去年の本を持っています。
今年もこれで
勉強できますか？

本によって書いてあることが
違う場合があります。
どれを覚えたらいいですか？

合格者はこう
使っていた！

◆Sさん：いくつかの本を
見比べながら、どの本にも
載っている重要項目をノー
トに書き出して、オリジナ
ルのノートをつくりました。

◆Kさん：ワークブックを科目ごとに切り分けて、
「今日はこれ！」と思った科目だけを持ち歩いて
いました。1冊まるまるだと、「覚えることがいっ
ぱい」と気が重くなりますが、1科目だけなら「こ
れならがんばれそう」と前向きになれました。

　気になったものは全部手にとって中を
見てみてください。本によって文字の大きさ
や色、図表のまとめ方などに特徴がありま
す。本冊子の「受験対策本の選び方アドバ
イス」を参考に、自分に合ったものを選びま
しょう。

書店にはいろいろな
種類の本があって、どれを
買えばよいかわかりません…。

　正確な数値を覚えていなくても、数値
が表している意味や傾向を覚えておけば答
えは導き出せます。
①一番多い（少ない）のは何か
②�AとBでは、どちらが多い（少ない）か
③全体としてどういう傾向にあるか
ということをしっかり押さえておきましょう。

統計数値が
覚えられません…。
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試験が近づいたら…

人気講師による集中講義で試験に出るポイントを効率よく学びましょう。制度のしくみ
や医療の知識など、アタマのなかの知識をすっきり整理して試験本番に臨めます。

介護福祉士国家試験直前対策講座	
（1日間）
【講師】青木宏心（社会福祉法人�喜寿福祉会�経営企画室室長）
■受講料（予価）　各回12,000円（税別）　
■開催日（予定）　12/7（土）大阪会場、12/14（土）東京会場

	 試験の後は講師がポイントを解説！

■受験料（予価）　11,000円（税別）
■開催日（予定）　東京会場　第２回：11/17（日）
　　　　　　　��大阪会場　第２回：11/23（土）
※会場受験は、模擬試験（第２回）の実施のみとなります。
� 自宅で都合のよいときに受けられます！

■受験料（予価）　各回4,500円（税別）／第1回・第2回セット8,000円（税別）
■問題発送開始予定　　第1回：6月下旬から　　第2回：9月下旬から

受験対策セミナーで得点力をアップ！

模擬試験にチャレンジ！
問題集や参考書で勉強した後は、本番への力試しをしてみましょう。

https：//www.chuohoki.co.jp/seminar/care/

受験対策セミナー、
模擬試験について、

詳しくは
ホームページで

⇩

会場受験

在宅受験

本番を模した
問題とマークシート

後日、全国順位が
わかる成績表が
届きます！
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Rakuraku jyuken

介護福祉士合格アプリ2020	
一問一答+模擬問題+過去問題

●充実の問題数で合格をサポート！
　★一問一答　735問（過去問題から厳選）
　★模擬問題　375問（五肢択一）
　★過去問題　375問（五肢択一）

● 誤答問題の自動蓄積、 
ユーザーランキング、見直しクリップ、 
成績表などの機能を搭載！

●ランダム出題で解答力アップ！

● 無料アプリをダウンロード後、 
コンテンツを購入

いつでも♪どこでも♪スマートフォンでらくらく受験対策

アプリで手軽に学習！

詳しくは
ホームページで

⇩

※最新の2020年版ア
プリは、2019年夏ごろの
発売を予定しています。

	 いつでも、どこでも	
	 学習できる！ 

通勤・通学途中や休憩時間を有効活用	全科目セットや科目単品で	

	 の購入が可能！書籍版よりもお買い得な価格になってい

ます

	弱点攻略機能で、
	 苦手科目が得意科目に！

間違えた問題だけを集中して解答できます	 ユーザーランキングで	
	 モチベーションアップ！

学習時間や正答率から算出したランキン

グを確認

	一問あたりの解答目安
	 時間を表示！実際の試験時間から算出。解答スピード

に慣れましょう
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介護福祉士受験に
役立つ

コンテンツが満載！

今日の一問一答
力試しとして、日々の勉強の手助けとして、あなたの受験
勉強のスタイルに合わせてご活用ください。

石橋先生の受験対策講座
忙しい日々の中で効率よく勉強するにはどうしたら？�と
お悩みのあなたに、ぴったりのガイド役となるのがこの
コーナーです。介護の現場にも詳しい石橋亮一先生が、
受験勉強のポイントを講義します。

教えて！  受験勉強Q&A
合格者の体験談や編集部からのアドバイスを中心に、皆
さんから寄せられた資格受験に関する質問にお答えする
コーナーです。さあ、一緒に“合格”を目指しましょう！�質
問も募集しています。

私はこうして合格しました！
晴れて介護福祉士になった皆さんに、仕事をしながら勉
強を続けるコツや効果的な勉強法、受験を仕事に活か
す展望についてうかがいました。

そのほか、受験に役立つコンテンツが盛りだくさんです。
●アプリ版もできました！
（右上のQRコードからダウンロードサイトに進めます）

https://www.caresapo.jp/

■AB判・96頁（増刊号88頁）　■毎月27日発売
■定価：通常号 977円（本体905円）、増刊号（年2回）1,285円（本体1,190円）

●介護福祉士国家試験への対策が充実！
　2019年4月号から2020年2月号まで、毎月、予想問題を掲載。
　さらに、効果的な受験勉強をサポートする情報も！

●特集では、旬のテーマをイラストや表でわかりやすく解説。
●�在宅特集では、サービス責任者やホームヘルパーに役立つ知識とノ
ウハウを伝えます。

●�連載では、介護技術や医学知識、認知症ケアなど、幅広いテーマの
最新情報を多数掲載。

介護専門職の総合情報誌
『おはよう21』は、介護現場で活躍する方々に役立つ情報を、
「より早く」「よりわかりやすく」「より楽しく」お伝えします。

会場までの行き方は、いくつかのルートを
把握しておくと安心だよ

電子版も
好評発売中！
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合
格

試験当日は、緊張して注意がおろそかになってしまいがち。
肝心の試験で慌てないため、きちんと準備をしておきましょう。

 受験票

 会場への行き方・メモ

 筆記用具…　鉛筆・消しゴム

 腕時計

 財布・ICカード

 昼食・おやつ・飲み物

  参考書・ノート

  上着・ひざ掛け

  ハンカチ・ティッシュ

受 験 票氏 名
○○○ ○○○□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

受 験 票

氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE参 考 書

□□□□□□

お守りにもなる

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

CHOCOLATE

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

CHOCOLATE

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

CHOCOLATE

受 験 票
氏 名 ○○○ ○○○

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

会場案内図

○○駅

NOTE

参 考 書

□□□□□□

会場までの行き方は、いくつかのルートを
把握しておくと安心だよ
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