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第21期生260名が受講スタート！ 
「第21期・新受講生を迎えて」 
財団法人 日本知的障害者福祉協会　社会福祉士養成所 

所　長 

小 板 孫 次  

　第21期生の皆様、社会福祉士養成所へのご入学、おめでとうございます。 

　また、第21回社会福祉士国家試験を受験し、無事難関を突破された合格者の皆様に重ねて

祝福申し上げます。これから、各々の分野で活躍されることを心から期待しています。 

　今期は「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正を受けてカリキュラムの大幅な見直し

がなされて以後、初めての入学者となります。社会福祉を取り巻く状況が大きく変化し、福

祉ニーズがますます多様化、高度化するなか、「社会福祉士」には“人権と社会正義”を根拠

として、専門的知識や技術を有する人材として熱い期待が寄せられています。皆様方には、

自分の足元をしっかり踏み固め、地球全体を見渡すような広い視野をもって活動する「社会福祉士」になっていただき

たいと思います。 

　多くの方々が仕事や家事等と多忙な中での受講になるかと思います。目標に向かって、邁進されることを期待し、今

後における御健闘を心からお祈り申し上げます。 

平成21年6月　発行 

第21期生社会福祉士養成所の受講生は、260名です。 
概要については下記の通りとなります。 

 年度（期生） 応募者数 入学者数 
 平成19年度（19期生） 331名 297名 
 平成20年度（20期生） 391名 311名 
 平成21年度（21期生） 285名 260名 

※養成所に対するご要望・ご意見等ございましたら、

ご連絡ください。　　　yoseijo@aigo.or.jp

レポートを郵送する際、１教科毎に１枚の封筒で郵
送した方がよいのでしょうか？　また、複数教科を
１枚の封筒に同封しても良いのでしょうか？ 

＜最近の動向や数値に関する情報源として＞ 

●国民の福祉の動向（厚生統計協会） 

●厚生労働白書（ぎょうせい） 

●週刊福祉新聞（福祉新聞社） 

＜最後の仕上げや知識の整理に＞ 

●必携・社会福祉士（筒井書房） 

●社会福祉士・受験ワークブック（中央法規） 

●社会福祉小六法（ミネルヴァ書房） 

　10数年前、フィリピンのマニラ空港でタクシーの順番待ち

をしていた時のこと。タクシーが来なくて暇をもてあました

警備員から「どこから来た？仕事は？」と聞かれて、資格を

とったばかりだった私は思わず「I am a social worker」と

答えてしまいました。すると周囲から「オー」と声があがり、

「マザー・テレサを知っているか？」と聞く人もいて「Yes」

と言ったものだから、さらに注目を浴びてしまいました。私

はテレサを知っているけど、テレサの方は私を知らないのだ

けれど…。 

　警備員はタクシーの運転手と何か話した後、私に歩み寄っ

て「この車に乗れ」とすすめました。運転手は「本当は外国

から来た人には見せたくないが、あなたがソーシャルワーカ

ーならば見ておいて欲しい」と言って目的地に着くまでにス

ラム街を通り、車を止めて町の説明をしてくれました。思い

がけない展開に私は「ソーシャルワーカーには国境を越えて

人々から期待が寄せられていること」を実感しながら、マニ

ラの町を見つめていました。医療の分野では「国境なき医師

団」が活躍していますが、歴史をたどるとソーシャルワーカ

ーはずっと前から国境を越えて活動しています。その末端に

加わっていることに、身の引き締まる思いをしたものでした。 

　近代社会の成立と同時に生まれたソーシャルワークは様々

な試行錯誤を経て、現在も発展の途上にあります。今回の法

改正で社会福祉士養成課程のカリキュラムも大きく変更され

ました。新しいテキストを見ると、これまでの議論が取り入

れられた部分とまだまだ論議の途上である部分が交錯してい

るように思われます。 

　社会福祉現場の第一線にいるみなさんは、現場から社会福

祉の理論構築に参加していく要件を備えています。その意味

で、みなさんがこれから取り組む学習はたいへんにやりがい

のあるものです。広い視野と深い見識を持って活動する社会

福祉士をめざして、共に学び、成長していきましょう。 

 

＊　＊　＊　＊　　おすすめ！　　＊　＊　＊　＊ 

 

（財）知的障害者福祉協会の出版物 

『行動障害の基礎知識』　2007年　￥1890 

『障害福祉の基礎用語─知的障害を中心に』　2004年　￥1800 

『DNAパラダイス─27人のアウトサイダーアーティストたち』　2003年　￥2600

●複数教科のレポートをまとめて送付してください。（そうしな
いと封筒が足りなくなります。また、費用も少なく済みます。） 



合格率（％）合格者数（名）受験者数（名）
17.41801,033第１回試験
23.43781,617第２回試験
20.65282,565第３回試験
26.48743,309第４回試験
23.89243,886第５回試験
22.31,0494,698第６回試験
26.51,5605,887第７回試験
30.02,2917,633第８回試験
29.42,8329,649第９回試験
27.63,46012,535第10回試験
29.54,77416,206第11回試験
29.05,74919,812第12回試験
26.56,07422,962第13回試験
29.58,34328,329第14回試験
31.410,50133,452第15回試験
28.510,73337,657第16回試験
29.812,24141,044第17回試験
28.012,22243,701第18回試験
27.412,34545,022第19回試験
30.613,86545,324第20回試験
29.113,43646,099第21回試験
28.8124,359432,420合　　　計

これまでの国家試験の結果

第21回社会福祉士国家試験受験状況
合 格 率合 格 者受 験 者

29.1％13,436人46,099人

１－１．総得点150点に対し、得点85点以上の者（総得点
の60％程度を基準として、問題の難易度で補正した。配点
は１問１点である。）。 
１－２．試験科目の一部免除を受けた受験者（社会福祉士
及び介護福祉士法施行規則第５条の２）総得点70点に対し、
得点46点以上の者（総得点の60％程度を基準として、問題
の難易度で補正した。配点は１問１点である。）。 
 
２．１－１又は１－２を満たした者のうち、１－１に該当
する者にあっては、試験科目（ただし、社会福祉援助技術
については、「一問一答問題」と「事例問題」をそれぞれ
別個の試験科目とみなす。）14科目（１－２に該当する者に
あっては、６科目。）の各科目すべてにおいて得点があっ
た者。 

第21回社会福祉士国家試験において本養成所より212名が合格しました。 
昨年度（第20回試験）は253名でした。 

辻　慶子さん

電話による育児相談、子ども家庭支援センターの虐待対策専

門相談員として、カウンセラーの立場でお話をお聞きしていま

したが、“聴く”だけでなく、多面的な勉強をして相談者のお

役に立ちたいと思うようになり、受験しました。

①　レポートに集中！

２ヶ月に一度のレポート提出は本当に辛く、最後のレポート

提出までは本格的な受験勉強はしませんでした。与えられた課

題を書くために、教科書をつまみ読みしたり、ネットで検索し

たり、図書館に行って調べたりしていくうちに、少しずつ、社

会福祉士の姿勢・めざす方向を理解できるようになり、大切な

時間・作業だったんだなと、後からわかりました。レポートの

科目はその都度、ユーキャンの『社会福祉士速習レッスン』

（共通科目と専門科目）に目を通すようにしました。簡単に、

色彩を使ってまとめてあるので一通り教科を理解した気持ちに

なれました。

②　ＷＥＢで知識習得

ちっとも勉強に身の入らない自分が情けなく、諦めようかと

揺れていた頃、中央法規の『社会福祉士国家試験採択ＷＥＢ講

座』を申し込んでみました。それが自分にはとても合っていた

ようで思わずはまり、勉強が楽しくなりました。画面から声で

解説してくれることが新鮮で、心地良い刺激だったのかもしれ

ません。後期スクーリングの後から始めたので少しおそかった

のですが、繰り返し聞き、問題を解いたお陰で受験生らしくな

ってきました。

③　直前２年分の過去問題集

スクーリングで「過去問題は２年分をしっかり勉強するとい

い」というお話があり、それを実行することを決めてからは、

気分が軽くなりました。出てきた法律は『社会福祉六法』を引

いて理解するようにし、自分だけの「間違いノート」を作って

復習するようにしました。「間違い問題」はとても大切で、ど

う違うのか、どこを引っかけようとしているのか、自分に解説

できるようにしました。３回は復習しました。

④　２回の模試を活用

これもスクーリングで「模試は必ず受けるように」と勧めて

くださったことが良かったと思います。10月下旬に受けた全国

統一模試では、時間配分を失敗してしまいました。そこで１科

目10問14分（１問90秒以内）を徹底させ、科目ごとに終了予定

時間を決めるようにしました。その結果、11月の養成所を会場

とした模試では、時間配分はうまくいったのですが、集中力の

持続が課題と感じました。午前、午後とも中だるみがあり、終

盤になると慌ててしまい、冷静な判断ができなくなるという自

分の弱点を発見しました。そこで、本番の試験では午前、午後

とも得意科目から取り組むようにしました。模試は自分の欠点、

弱点を見つめ直し修正するチャンスだと思います。

57歳の挑戦は、加齢による理解力・持久力の点からもかなり

無謀と思える面が多々ありましたが、針の目ほどの可能性に挑

戦した自分がいとおしく、応援してくれた家族や姉の優しさを

再確認できてとても満足しています。味をしめて、この４月か

らは、精神保健福祉士の通信教育を始めました。皆様、来年の

１月の試験に向けて、一緒にがんばりましょう！
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平成20年10月に修了した第
19期生288名を調査対象とし、
211名（①受験をした187名、
②申込をしたが当日受験をしな
かった11名、③申込をしなか
った13名）からの回答が得ら
れました。
左図は受験者の意見を参考に
科目別難易度を示したグラフで
す。
医学一般・社会福祉原論・社
会保障論・法学の順に難しいと
回答しています。
なお、昨年度（回答数216名）
と比較すると医学一般の難易度
が高くなっています。
※厚生労働省へ報告の関係上、
現在もアンケートは回収して
います。なお、回答がない方に
は、催促の連絡をする場合が
ありますのでご了承ください。

・やはりコツコツ日々学習をすることが大切。 ・過去問に取り組むことを中心としすぎた為、基礎知識を積む部分がおろそかに
なってしまった。 ・反省点として、苦手な科目について、理解を深めるためにもっと過去に出題された問題・傾向を調べ、学習
すべきでした。 ・卒業できたことで気持ちが切れた感があった。来年は必ず合格します。 ・読解力が必要である。短い時間で
答えなければいけないので、問題をどんどん解く練習をするとよい。 ・過去問だけでなく、最新の情報も必要だった。 ・本格
的な受験対策を始めるのに時間がかかってしまった。暗記法よりもつながりをもった勉強ができなかった。 ・計画的に早め早め
の勉強が大切。 ※その他のコメントにつきましてはホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。

１．試験の日時及び試験科目

２．試験地（23か所）
北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県

３．受験手数料
9,600円

４．受験申込書の受付（提出）期間
平成21年９月10日（木曜日）から10月９日（金曜日）（消印有効）まで

５．合格者の発表
平成22年３月15日（月曜日）
合格者の受験番号、合格基準点及び正答をホームページに掲載・合格証書投函

※上記の最新情報、受験申込書類『受験の手引』の請求方法や『出題基準・合格基準』については、
社会福祉振興・試験センターのホームページ（http://www.sssc.or.jp/）を参照してください。

（昨年度参考）試験科目試験時間試験日

①社会福祉原論　　⑥社会学

②社会保障論　　　⑦法学

③公的扶助論　　　⑧医学一般

④地域福祉論 （80問）

⑤心理学

①人体の構造と機能及び疾病　⑥福祉行財政と福祉計画

②心理学理論と心理的支援　　⑦社会保障

③社会理論と社会システム　　⑧低所得者に対する支援と生活保護制度

④現代社会と福祉　　　　　　⑨保健医療サービス

⑤地域福祉の理論と方法　　　⑩権利擁護と成年後見制度（76問）

午前10時00分

～12時00分

平成22年

１月31日

（日曜日） ⑨老人福祉論

⑩障害者福祉論

⑪児童福祉論

⑫社会福祉援助技術

⑬介護概論 （70問）

⑪社会調査の基礎　　　　　　⑯障害者に対する支援と障害者自立支援制度

⑫相談援助の基盤と専門職　　⑰児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

⑬相談援助の理論と方法　　　⑱就労支援サービス

⑭福祉サービスの組織と経営　⑲更生保護制度

⑮高齢者に対する支援と介護保険制度　　　　　　　　　　　　　（74問）

午後１時30分

～３時30分


