
効果的・効率的な学習で
合格を手に！

社会福祉士、精神保健福祉士国家試験 受験者のための合格応援ペーパー

2019（ 0円 ）
F R E E

社会福祉士
精神保健福祉士

！になる

第32回社会福祉士国家試験　　　　
第22回精神保健福祉士国家試験 2020年２月上旬

◎国家試験の概要

◎合格までの６ステップ!!

◎これで合格！学習方法

◎受験対策商品ラインナップ

◎スマートフォンでも、 
らくらく受験対策！

◎受験対策セミナー、 
模擬試験の紹介

2020年２月上旬



合計　150 問

社会福祉士国家試験の概要

■ 試験科目、問題数、試験時間

■前回（第31回）試験の実績（2019年2月3日㈰実施）

■ 合格基準

受 験 者 数 合 格 者 数 合 格 率

41,639 人 12,456 人 29.9％

■出題方式
５つの選択肢から、原則、正しいもの（適切なもの）を選ぶ方式

次の２つの条件を満たす必要があります。
⑴	 問題の総得点の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の方
⑵	 	⑴を満たし、18科目群（上記試験科目の①～⑰と、⑱⑲の１科目群を加えた18科目群）
すべてにおいて得点があった方

試験科目 問題数 試験時間

共
通
科
目

①人体の構造と機能及び疾病
②心理学理論と心理的支援
③社会理論と社会システム
④現代社会と福祉
⑤地域福祉の理論と方法
⑥福祉行財政と福祉計画
⑦社会保障
⑧障害者に対する支援と障害者自立支援制度
⑨低所得者に対する支援と生活保護制度
⑩保健医療サービス
⑪権利擁護と成年後見制度

７問
７問
７問
10 問
10 問
７問
７問
７問
７問
７問
７問

午前

135分
（10：00 ～12：15）

専
門
科
目

⑫社会調査の基礎
⑬相談援助の基盤と専門職
⑭相談援助の理論と方法
⑮福祉サービスの組織と経営
⑯高齢者に対する支援と介護保険制度
⑰児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
⑱就労支援サービス　　　　
⑲更生保護制度

７問
７問
21 問
７問
10 問
７問
４問
４問

午後

105分
（13：45 ～15：30）

合格基準の１科目群
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■ 社会福祉士国家試験の受験状況

■ 社会福祉士国家試験の合格基準

社会福祉士国家試験は、1989年に第１回が実施され、2019年までに計31回実施され
ました。

過去の合格ライン、得点率は次の通りです。

過 去５年 の 合 格 基 準
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合計　163 問

精神保健福祉士国家試験の概要

■ 試験科目、問題数、試験時間

■前回（第21回）試験の実績（2019年2月2日㈯、3日㈰実施）

■ 合格基準

受 験 者 数 合 格 者 数 合 格 率

6,779 人 4,251 人 62.7％

■出題方式
５つの選択肢から、原則、正しいもの（適切なもの）を選ぶ方式

次の２つの条件を満たす必要があります。
⑴	 問題の総得点の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の方
⑵	 	⑴を満たした者のうち、試験科目16科目群（ただし、試験科目の一部免除を受けた受
験者にあっては、５科目群（専門科目のうち、⑤及び⑥を１科目群として算定））の各科
目群すべてにおいて得点があった方

試験科目 問題数 試験時間

専
門
科
目

①精神疾患とその治療
②精神保健の課題と支援
③精神保健福祉相談援助の基盤
④精神保健福祉の理論と相談援助の展開
⑤精神保健福祉に関する制度とサービス
⑥精神障害者の生活支援システム

10 問
10 問
15 問
25 問
12 問
8 問

1 日目午後

140分
（13：30 ～15：50）

共
通
科
目

⑦人体の構造と機能及び疾病
⑧心理学理論と心理的支援
⑨社会理論と社会システム
⑩現代社会と福祉
⑪地域福祉の理論と方法
⑫福祉行財政と福祉計画
⑬社会保障
⑭障害者に対する支援と障害者自立支援制度
⑮低所得者に対する支援と生活保護制度
⑯保健医療サービス
⑰権利擁護と成年後見制度

7問
7問
7問
10 問
10 問
7 問
7 問
7 問
7 問
7 問
7 問

２日目午前

135分
（10：00 ～12：15）

合格基準の
１科目群
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■ 精神保健福祉士国家試験の受験状況

■ 精神保健福祉士国家試験の合格基準

精神保健福祉士国家試験は、1999年に第１回が実施され、2019年までに計21回実施
されました。

過去の合格ライン、得点率は次の通りです。

過 去５年 の 合 格 基 準
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社会福祉士
精神保健福祉士 合格までの　　ステップ！！

まず、国家試験について知ることが大切で
す。試験時間や出題範囲はもちろん、各科
目の出題問題数、合格基準を押さえ、試験
時間の配分にも気をつけましょう。詳しく
は、２～５頁の概要をご参照ください。

国家試験はとても出題範囲が広いため、出題頻度を踏まえてコンパクトにまとめ
られた参考書の活用が効率的です。参考書選びのポイントは、①自分の目で見
てフィットするか、②直近の試験の傾向
が反映されているかなどです。そして、
1つに決めたら浮気ゴコロを起こさず、
その参考書を使い倒すことが大切です。

◦『過去問解説集』
◦介護・福祉の応援サイト「けあサポ」

◦『受験ワークブック』
◦『見て覚える！社会福祉士国試ナビ』
◦『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ』

知識を詰め込んだら、解答できるチカラを養うこ
とが必要です。一問一答形式の問題集や、本試
験と同じ解答方式の問題集などを活用すると、
出題傾向がつかめて知識の定着もはかれます。
間違った問題は参考書に戻るなど、そのままにし
ないで、理解するようにしましょう。

◦『模擬問題集』　
◦�『国家試験過去問 一問一答+α』
◦�「 社会福祉士国家試験 

中央法規全国模試」
etc.

etc.

etc.

Step 1 のおすすめ教材！

Step 2 のおすすめ教材！

Step 3 のおすすめ教材！

6



合格までの　　ステップ！！

参考書や問題集でチカラを養ったら、実際の臨場感を体感したいものです。
本試験に近い形で、ほかの受験生と肩を並べることのできる模擬試験などに
チャレンジすることがおすすめです
（在宅受験という方法もあります）。
自分の現状が把握でき、同じ目標
をめざす同志の姿も刺激になり、
励みになるはずです。

学習が進むと苦手分野が見えてきます。一概に
は言えませんが、「相談援助」関係の科目は得
意、「福祉行財政」「社会調査」「組織と経営」
などは苦手といった傾向があるようです。国家
試験では全科目で得点をしなければならないの
で、苦手分野の克服は大命題といえます。

◦『書いて覚える！　社会福祉士　�
　�国試ナビ穴埋めチェック』
◦「受験対策セミナー（実力アップ講座）」
◦「社会福祉士合格アプリ」「精神保健 
　  福祉士合格アプリ」

国家試験の直前期には、+αの得点を狙うこ
とと、取りこぼしをしないことが重要です。
複雑な制度の仕組みや難解な専門用語など
は、要点が整理された図表やゴロ合わせな
どの暗記術が収載された参考書を駆使し
て、ダメ押しのインプットを行いましょう。

◦『らくらく暗記マスター』
◦�「受験対策セミナー（最終チェック 

　講座）」
◦�「社会福祉士合格アプリ」「精神 

 保健福祉士合格アプリ」
etc.

etc.

◦�「社会福祉士国家試験　 
  中央法規全国模試」

◦�「社会福祉士・精神保健福祉士   
  全国統一模擬試験」

etc.

Step 5 のおすすめ教材！

Step 4 のおすすめ教材！

Step 6 のおすすめ教材！
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実力チェック 　　　　実力アップ 最終確認

基礎力定着 応用力獲得 実力試し ラストスパート！

～　　　８月 ９月　　　～　　　　10月 11月 12月　　　～　　　２月

7月下旬
第32回社会福祉士国
家試験の「試験概要」
及び「受験申し込み手
続き」公表予定

8月 　　
出題基準・合格基準
発表予定

　　　　　　　　　　出　願
12月
受験票の受け取り

2月上旬
国家試験

まずは『過去問解説集』
で、出題傾向や自分の
得意な科目・分野、不
得意な科目・分野をチ
ェック！

出題の傾向をつかんだ
ら、『模擬問題集』に挑
戦。確実に理解してい
るところと、あいまいな
ところを整理しよう！

「模擬試験」（25頁参照）で
実力試し
�『過去問一問一答+α』
で苦手科目を克服

わからないところや、苦
手分野は『受験ワーク
ブック』で確認

正しい知識が定着していない
ところは再度、『受験ワークブ
ック』に戻って確認

『国試ナビ』で
横断的に理解

「受験対策セミナー」（24頁参照）
で知識の整理、総仕上げ

すきま時間に『暗記マス
ター』や「社会福祉士合
格アプリ」で知識の
定着を！

こ れ で 合 格 ！ 　 学 習 方 法

国家試験の概要と手続きは
必ずチェック。
イメージがふくらんで、
やる気もわいてくる！

（11頁参照）

（12頁
参照）

（14頁参照）
（15頁参照）

8月上旬～9月下旬 9月上旬～10月上旬

（10頁参照）
（13頁参照）

期日までに
必ず出願しよう！

「受験の手引」請求

『穴埋めチェック』
で復習
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実力チェック 　　　　実力アップ 最終確認

基礎力定着 応用力獲得 実力試し ラストスパート！

～　　　８月 ９月　　　～　　　　10月 11月 12月　　　～　　　２月

7月下旬
第32回社会福祉士国
家試験の「試験概要」
及び「受験申し込み手
続き」公表予定

8月 　　
出題基準・合格基準
発表予定

　　　　　　　　　　出　願
12月
受験票の受け取り

2月上旬
国家試験

まずは『過去問解説集』
で、出題傾向や自分の
得意な科目・分野、不
得意な科目・分野をチ
ェック！

出題の傾向をつかんだ
ら、『模擬問題集』に挑
戦。確実に理解してい
るところと、あいまいな
ところを整理しよう！

「模擬試験」（25頁参照）で
実力試し
�『過去問一問一答+α』
で苦手科目を克服

わからないところや、苦
手分野は『受験ワーク
ブック』で確認

正しい知識が定着していない
ところは再度、『受験ワークブ
ック』に戻って確認

『国試ナビ』で
横断的に理解

「受験対策セミナー」（24頁参照）
で知識の整理、総仕上げ

すきま時間に『暗記マス
ター』や「社会福祉士合
格アプリ」で知識の
定着を！

こ れ で 合 格 ！ 　 学 習 方 法 【 社 会 福 祉 士 】

受験番号や試験会場、
日時、注意事項などが記載。
必ずチェック！

（16頁参照）

期日までに
必ず出願しよう！

（17頁参照）
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社会福祉士国家試験
過去問解説集2020
第29回‒ 第31回完全解説
＋第27回‒ 第28回問題＆解答

試験対策は過去問から！
過去5年分、750問で基本の理解、力試し！
傾向対策、総復習で着実に学習効果を発揮！！

1 科目別ポイントで、出題傾向＆
勉強方法をおさえて徹底攻略！ 3 充実した解説と＋αの知識で

解答を導きだす力をゲット！

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟／編集
2019年5月刊行　Ｂ５判　624ページ
定価　本体3,800円（税別）
ISBN978-4-8058-5868-4

読者の声

2 出題実績で出題傾向をつかみ、
合格もつかむ！

◦	問題を解けるようにするだけでなく、この本の解
説部分までが頭に浮かぶようにしたことで、マス
ターすることができました。（36歳・市役所）

4 法改正や統計数値も
第32回試験に対応した最新情報！ 

5 第27回‐第28回試験の
問題と解答を掲載

コピーして使える
マークシート付き！
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試験当日まで手離せない！
国家試験に必要となる基礎知識を網羅し、

「傾向と対策」「重要項目」「一問一答」を収載した、
試験直前までの学習をサポートする1冊！

社会福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会／編集
2019年6月刊行予定　Ｂ5判　約480ページ
定価　本体3,000円（税別）
ISBN978-4-8058-5872-1

社会福祉士・精神保健福祉士
国家試験受験ワークブック2020

【共通科目編】
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会／編集
2019年6月刊行予定　Ｂ5判　約610ページ
定価　本体3,000円（税別）
ISBN978-4-8058-5873-8

社会福祉士国家試験
受験ワークブック2020

【専門科目編】

特に重要な用語や
キーワードの色文
字は、付属の赤シ
ートで確実にインプ
ット！

押さえておくべき知識を完全網
羅！ 過去の出題実績と合わせ
て効率よく学習できる！

一問一答で知識を記憶！
試験直前の最終チェック
にも最適！

3
1

出題傾向をふまえ
て、詳しい学習要点
の解説や受験対策
をアドバイス！

2

4
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らくらく暗記マスター　
社会福祉士国家試験
2020

「覚えられない」「暗記できない」に
お応えした  覚える学習”をしっかりサポート！
スキマ時間の学習にもぴったり！

本書に付属の赤シートで
理解度をチェック！

キャラクターのやりとりで、
楽しく学習！

暗記術でムリなくムダなく、
重要語句を頭にインプット！

特選チェックで
習得度を確認！

◦暗記ポイントがコンパクトにまとまっていて使いやすい。（22歳・障害者支援センター）
◦全科目の頻出分野が学習でき、復習用にも最適です。（29歳・福祉事務所）
◦可愛らしいキャラクターのセリフも見逃せない情報です。（36歳・介護保険施設）

暗記マスター編集委員会／編集
2019年6月刊行予定　新書判　約190ページ
定価　本体1,400円（税別）
ISBN978-4-8058-5879-0

読者の声

2複雑な内容、難解な用語を
図表でスッキリ整理！1

3 4 5

”
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社会福祉士国家試験
模擬問題集
2020

本試験の形で解く！　得点力をあげる！ 
よく出る！ 450問＋詳しい解説！

◦	試験と同じ150問の問題が3回分入っているお得な模擬問題集！（38歳・特別養護老人ホーム）
◦	試験前の力試しに最適！	解答編（別冊）が取りはずしできて便利！（42歳・更生保護施設）
◦	先輩がみんな、繰り返し解いて合格したと言っていました。（25歳・福祉事務所）

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟／編集
2019年7月刊行予定　B5判　約450ページ
定価　本体3,400円（税別）
ISBN978-4-8058-5876-9

読者の声

出題基準や過去の出題傾向を徹底分析し
精選した450問（150問×3回分）1

解説は学習しやすい別冊
形式（とりはずし可能）4

選択肢ごとのわかりやすい
解説で合格力アップ！

事例問題と5肢2択
問題も豊富に収載2

3
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見て覚える！
社会福祉士国試ナビ
2020

図表でわかる！ 
試験合格へのナビゲーション

分析・整理された項目で
効率よく学べる！

出題範囲をスッキリ整理。
図表やイラストでポイントがわかる

全体像を把握して確実に
覚えられる構成

◦オールカラーで見やすい！（35歳・地域包括支援センター）
◦	社会福祉士国家試験の全体像を掴むのに最適でした。（29歳・児童相談所）
◦	覚えにくい内容が、図表にまとまっていることでスッと頭に入りました！（50歳・社会福祉協議会）

いとう総研資格取得支援センター／編集
2019年7月刊行予定　AB判　約370ページ
定価　本体2,800円（税別）
ISBN978-4-8058-5881-3

読者の声

1

3

2

14



書いて覚える！
社会福祉士国試ナビ
穴埋めチェック2020

穴埋めでトレーニング！　　
国試ナビ対応の問題集

穴埋め形式で、試験で問わ
れるポイントを理解！

伊東先生が優しく
ポイント解説

「国試ナビ」の参照頁で
しっかり復習できる！

◦手頃な大きさなので、持ち歩いて空いた時間に復習しています。（26歳・居宅介護支援事業所）
◦	国試ナビで視覚的に覚えた内容を知識として定着させるのに役立っています。（39歳・会社員）
◦	この1冊で各項目の覚えるべき重要語句がまとめられているので便利！（28歳・グループホーム）

いとう総研資格取得支援センター／編集
2019年7月刊行予定　Ａ５判　約280ページ
定価　本体2,000円（税別）
ISBN978-4-8058-5887-5

読者の声

赤シートを使えば繰り返
し学習できる！4 5過去の出題

実績を明記3

21

15



5年分の国試がコンパクトなA5サイズに！
一問一答形式なので、どこでも持ち運んで、スキマ時間に勉強できる！

【共通科目編】は、精神保健福祉士国家試験にも対応

◦	重要な語句や事柄、問題を解く際のキーワードなどが色文字になっていて使いやすかった。（40歳・病院）
◦	一問一答形式に慣れることで、即答する力が養えた！（32歳・障害者支援施設）

読者の声

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟／監修
2019年7月刊行予定　A5判　約380ページ　
定価　本体2,600円（税別）
ISBN978-4-8058-5883-7

2020社会福祉士・精神保健福祉士国家試験
過去問 一問一答＋α　

【共通科目編】
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟／監修
2019年7月刊行予定　A5判　約540ページ　
定価　本体2,800円（税別）
ISBN978-4-8058-5884-4

2020社会福祉士国家試験
過去問 一問一答＋α　

【専門科目編】

第何回試験の何番の
問題として出題された
かを明示。法令の改
正や統計の更新などを踏ま
え出題当初の問題を見直し
たものに「改変」と明記

左ページの問題に対
して○╳で解答を示
し、その解答に至る
ポイントを解説

チェックボックスを活用し、何度も学習できる！

頻出問題や重
要問題が一目
でわかる！

「社会福祉士国家試験
出題基準」を参考に、
問題を並べ替え

側注で語句の定
義や覚えておき
たい周辺知識な
どを押さえられ
る！

過去問の出題傾
向を踏まえて整
理

第27回から第31回の
国家試験の問題を
選択肢ごとに一問一
答形式にして収載

1

6
5

2

4

8

3

7
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Rakuraku jyuken

社会福祉士合格アプリ2020
一問一答+模擬問題+
過去問題+穴埋め

●充実の問題数で合格をサポート！
　・	一問一答　約3,000問（過去問題を○×式に）
　・模擬問題　450問（五択）
　・過去問題　450問（五択）
　・穴埋め　約1,500問

六訂
社会福祉用語辞典

●約2,900の社会福祉に関する用語を
解説！

●豊富な検索オプションに加え、履
歴・しおり・マーカー機能などを実
装しています。

アプリ
特集ページ

（中央法規コーポ
レートサイト）

 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！
さらに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！
誤答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

精神保健福祉士合格アプリ2020
模擬問題+過去問題

●充実の問題数で合格をサポート！
　・模擬問題　240問（五択）
　・過去問題　240問（過去3年分、五択）

※コンテンツは精神保健福祉士国家試験の
専門科目のみとなります。社会福祉士・精
神保健福祉士共通科目は、「社会福祉士
合格アプリ2020」をご活用ください。

●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

17



実力チェック 　　　　実力アップ 最終確認

基礎力定着 応用力獲得 実力試し ラストスパート！

～　　　８月 ９月　　　～　　　　10月 11月 12月　　　～　　　２月

7月下旬
第22回精神保健福祉
士国家試験の「試験概
要」及び「受験申し込み
手続き」公表予定

8月
出題基準・合格基準
発表予定

　　　　　　　　　　出　願
12月
受験票の受け取り

2月上旬
国家試験

まずは『過去問解説集』
で、出題傾向や自分の
得意な科目・分野、不
得意な科目・分野をチ
ェック！

出題の傾向をつかんだ
ら、『模擬問題集』に挑
戦。確実に理解してい
るところと、あいまいな
ところを整理しよう！

◦�「模擬試験」（25頁参照）で
実力試し
◦ 『過去問一問一答+α』
で苦手科目を克服

わからないところや苦
手分野は『受験ワーク
ブック』で確認

正しい知識が定着していない
ところは再度、『受験ワークブ
ック』に戻って確認

『国試ナビ』で
横断的に理解

「受験対策セミナー」（24頁参照）
で知識の整理、総仕上げ

すきま時間に「精神保
健福祉士合格アプリ」
で知識の定着を！

国家試験の概要と手続きは
必ずチェック。
イメージがふくらんで、
やる気もわいてくる！

こ れ で 合 格 ！ 　 学 習 方 法

9月上旬～10月上旬

（21頁参照）

（20頁参照）

（23頁参照）

期日までに
必ず出願しよう！

「受験の手引」請求
8月上旬～9月下旬

（22頁
参照）

（17頁
参照）
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実力チェック 　　　　実力アップ 最終確認

基礎力定着 応用力獲得 実力試し ラストスパート！

～　　　８月 ９月　　　～　　　　10月 11月 12月　　　～　　　２月

7月下旬
第22回精神保健福祉
士国家試験の「試験概
要」及び「受験申し込み
手続き」公表予定

8月
出題基準・合格基準
発表予定

　　　　　　　　　　出　願
12月
受験票の受け取り

2月上旬
国家試験

まずは『過去問解説集』
で、出題傾向や自分の
得意な科目・分野、不
得意な科目・分野をチ
ェック！

出題の傾向をつかんだ
ら、『模擬問題集』に挑
戦。確実に理解してい
るところと、あいまいな
ところを整理しよう！

◦�「模擬試験」（25頁参照）で
実力試し
◦ 『過去問一問一答+α』
で苦手科目を克服

わからないところや苦
手分野は『受験ワーク
ブック』で確認

正しい知識が定着していない
ところは再度、『受験ワークブ
ック』に戻って確認

『国試ナビ』で
横断的に理解

「受験対策セミナー」（24頁参照）
で知識の整理、総仕上げ

すきま時間に「精神保
健福祉士合格アプリ」
で知識の定着を！

受験番号や試験会場、
日時、注意事項などが記載。
必ずチェック！

こ れ で 合 格 ！ 　 学 習 方 法 【 精 神 保 健 福 祉 士 】

（16頁参照）

期日までに
必ず出願しよう！

（13頁参照）

（17頁
参照）
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精神保健福祉士国家試験 
過去問解説集2020
第19回 ‒ 第21回全問完全解説

国家試験を徹底分析！
問題に強くなり合格力の基礎をつくる

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟／編集
2019年5月刊行　B5判　約570ページ
定価　本体3,800円（税別）
ISBN978-4-8058-5869-1

過去3年分の専門科目・
共通科目489問を収載

選択肢ごとに詳しく解
説し、重要な周辺知識
もしっかりフォロー

1

2

3

◦	3年分の共通、専門両科目の問題が全問載っていたので、ひと目でこれだと即決しました。解説が充実して
いて、参考書としても使えます。（24歳・地域包括支援センター）
◦	学生のときに落ちて3年越しのチャレンジ。時間効率とおさらい効果が高く、これ1冊で合格できました。（27歳・就
労継続支援B型事業所）

◦	苦手科目こそ過去問かなと。回数を解いて、頻出テーマに当たりをつけました。（38歳・グループホーム）

読者の声

最新の制度、統計情報
にも対応
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精神保健福祉士国家試験 
過去問解説集2020
第19回 ‒ 第21回全問完全解説

必要な知識を整理でき、繰り返し利用することで実力UPを図る
受験対策図書の決定版

＊【共通科目編】については、11頁をご覧ください。

公益社団法人日本精神保健福祉士協会／編集
2019年6月刊行予定　B5判　約500ページ
定価　本体3,000円（税別）
ISBN978-4-8058-5874-5

精神保健福祉士
国家試験
受験ワークブック2020

【専門科目編】

一問一答で実力チェ
ック。試験前の最終
チェックにも最適！

過去の出題実績
を紹介

出題基準にそって押さえておく
べき重要項目を完全網羅！

最新の法改正、
統計資料に対応

3

2

5

1

重要語句は、確実
にインプット！

4
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精神保健福祉士国家試験
模擬問題集〈専門科目〉
2020

出題実績をもとに作成した模擬問題
基礎的知識の習得から
ラストスパートまで長〜く使える問題集！

国家試験の問題数と同じ
専門科目80問を3回分収載！

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟／編集
2019年7月刊行予定　A5判　約350ページ
定価　本体2,800円（税別）
ISBN978-4-8058-5877-6
＊共通科目は『社会福祉士国家試験模擬問題集2020』（12頁参照）をご利
用ください。

◦	多くの問題が収載されていて、繰り返し解くことで力をつけることができました。（23歳・病院）
◦	最新情報の問題もあり、国試で狙われやすい動向を把握するのに役に立ちました。（23歳・大学院）
◦	解説はキーワードが色文字になっていて、大切なポイントが端的にわかりました。（24歳・グループホーム）

読者の声

1

2
短文事例問題、
長文事例問題とも、
豊富に収載

取り外しができる
解答編の解説は
選択肢ごとに充実
した内容

3
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◦	ポイントがまとまっていて全体像もわかりやすく、非常に助かっています。（34歳・グループホーム）
◦	オールカラーで視覚的に理解することができて学習しやすいです。（29歳・社協）
◦	覚えづらかった内容が図表により頭の中で整理できました。（41歳・病院）

読者の声

見て覚える！
精神保健福祉士
国試ナビ〔専門科目〕2020

図表でわかる！ 
試験合格へのナビゲーション

分析・整理された項目で
効率よく学べる！

出題範囲をスッキリ整理。
図表やイラストでポイントがわかる

全体像を把握して確実に
覚えられる構成

いとう総研資格取得支援センター／編集
2019年7月刊行予定　AB判　約230ページ
定価　本体2,600円（税別）
ISBN978-4-8058-5882-0

1

3

2

4 穴埋め問題で知識を
定着！
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受験対策セミナー  

最近の出題傾向、効率的な学習方法、重要ポイントなどについて解説します！
■受講料（予価）　
1日あたり
　11,000円（税別）

■講師（予定）　
荒木篤、露木信介、
伊東利洋

開催地 開催予定日（2019 年） 科目

東京

11月16日（土） 社会　専門科目
11月16日（土） 精神　専門科目
11月17日（日） 社会・精神　共通科目
11月23日（土・祝） 社会　専門科目
11月24日（日） 社会・精神　共通科目

仙台 11月30日（土） 社会　専門科目
12月	 1日（日） 社会・精神　共通科目

福岡
12月14日（土） 社会　専門科目
12月15日（日） 社会・精神　共通科目
12月21日（土） 精神　専門科目

大阪
12月14日（土） 精神　専門科目
12月21日（土） 社会　専門科目
12月22日（日） 社会・精神　共通科目

実力アップ講座

＊ 日程・会場・講師等について変更の場合があります。
詳細は小社ホームページでご確認ください。

開催地 開催予定日（2019 年）
東京 11月		3日（日・祝）
名古屋 11月23日（土・祝）
大阪 11月30日（土）
仙台 12月22日（日）

■受講料（予価）
1日あたり
　11,000円（税別）

■講師（予定）
青木宏心、栗田紀子

本番までのラストスパート！国試を確実に解く力をつけるべく、最重要ポイントを解説します!

＊日程・会場・講師等について変更の場合があります。詳細は小社ホームページでご確認ください。

開催地 開催予定日 科目

東京

2019 年
12月21日（土） 社会　専門科目

12月21日（土） 精神　専門科目
12月22日（日） 社会・精神　共通科目

大阪

2020 年
1月11日（土） 社会　専門科目

1月12日（日） 社会・精神　共通科目
1月13日（月・祝） 精神　専門科目

最終チェック講座

■受講料（予価）　11,000 円（税別）
■講師（予定）　　伊東利洋

社会福祉士　１日集中講座

＊日程・会場・講師等について変更の場合があります。詳細は小社ホームページでご確認ください。

確実な得点力

アップに向けて！ 社会 精神
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模擬試験

日本ソーシャルワーク教育学校連盟主催の、通常、養成校内で受験する模擬試験を、中央法規
出版設営の会場またはご自宅で受験できます。

会場受験と同じ問題をご自宅にお届け。都合のよいときに受けられま
す。後日、解説書と成績表が届きます。

■受験料（予価）　5,600円（税別）
■問題発送開始　7月下旬から（予定）

会場受験と同じ問題をご自宅にお届け。都合のよいときに受けられま
す。後日、解説書と成績表が届きます。

■受験料（予価）　受験コースに応じて　4,700円～11,500円（税込）
■問題発送開始　10月中旬から（予定）

開催地 開催予定日（2019 年）

東京 11月24日（日）
12月17日（土）

大阪 12月11日（日）
12月15日（日）

仙台 12月18日（日）

社会

社会福祉士国家試験　中央法規全国模試

社会福祉士・精神保健福祉士　全国統一模擬試験

試験の後、講師がポイントを解説します。
■受験料（予価）　11,000円（税別）
■講師（予定）　荒木篤、君和田豊

試験の後、講師がポイントを解説します。
■受験料（予価）　11,000円（税別）
■講師（予定）　岡部真智子

開催地 開催予定日（2019 年） 模試内容
東京 11月12日（土） 社会　専門科目+共通科目
大阪 11月13日（日・祝） 社会　専門科目+共通科目

問題集や参考書で

勉強した後は、

本番への力試し！

会場受験

会場受験

在宅受験

在宅受験

＊ 日程・会場・講師等について変更の場合があります。 
詳細は小社ホームページでご確認ください。

＊日程・会場・講師等について変更の場合があります。詳細は小社ホームページでご確認ください。

本番を模した問題と
マークシート

精神

25



　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
はありませんので、表現ではなく、書いてあ
る内容をしっかりと覚えてください。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。

合格者はこう
使っていた！

◆Sさん：何冊かの本を
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
ルのノートを作りました。

◆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
れなら頑張れそう」と前向きになれました。

去年の本を持っています。
今年もこれで
勉強できますか？

　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「これで合格！	学習方法」などを参
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…。

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

　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…。

　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があり
ます。自分で調べることもできますが、手間
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。
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社会福祉士・精神保健福祉士
国家試験受験に役立つ
コンテンツが満載！

〈アプリ版はこちら〉

https://www.caresapo.jp/

露木先生・張先生の受験対策講座
　受験対策で有名な露木信介先生と張百々代先生が、
　合格のポイントをズバリ解説します！（毎週火曜日更新）

今日の一問一答
　○×問題を1日5題出題。コツコツ続けて合格力を身につけましょう！（平日毎日更新）
今週の穴埋め問題
　穴埋め形式の問題を出題。合格にむけて確実な理解につなげましょう！
　（毎週金曜日更新）

月イチ確認テスト
　前月の「今日の一問一答」から20問出題。
　満点が取れるまで繰り返しチャレンジしましょう！（毎月15日前後更新）

教えて！ 受験勉強Q＆A
　試験の情報から勉強の悩みまで、あなたの疑問に合格者が答えます！

私はこうして合格しました
　年間スケジュール、使用した教材、必勝3カ条など、
　受験者が知りたい合格体験談が満載です！

解答速報を実施します
　国家試験の当日に中央法規の予想解答を掲載。ぜひご利用ください！

スマートフォンからはアプリ版がおすすめ
　	アプリ版では、受験対策コンテンツに加え、	
受験対策書籍の購入やセミナー・模擬試験のお申し込みも可能です！
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試験当日は、ふだん以上に注意がおろそかになってしまいがち。
肝心の試験でパニックにならないよう、きちんと準備をしておきましょう。

		�　　　…出かける前に必ず確認 
しましょう!

		�　　　　　　　　　　　　    
…早めの到着と、いくつかのルートの把握を！

		�　　…万が一に備えてタクシー代も！  
小銭も用意しておくとグッド！

		�　　　　　　　　　　　  
…鉛筆・消しゴムは余裕をもって多めに！  
芯もきちんとチェック！

		�　　　　　    …自宅から持参するか、 
自宅近くで用意しましょう！

		�	　　…座席によっては会場の時計が 
見づらいことも！

		�　　　　　　 
…これまでの勉強の“証”がつまっています

		�	　　…会場によって寒暖の差が、 

念には念を！

		�　　　　　　　　　 
…身だしなみの基本

		�　　　　　　　　　　　  
…試験中は電源OFFに！


