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2021年度 社会福祉士・精神保健福祉士 全国統一模擬試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方針 

 
 

 

  

すべての会員校は、本実施方針をご確認いただき、模擬試験の実施・未実施に

かかわらず『模擬試験基本情報登録フォーム』へ 2021 年６月 11 日（金）まで

に回答してください。必ず模擬試験専用ホームページ上の web 回答フォームか

ら入力をお願いします。 

 

 

 

 

 

主催： 

 

 

 
模擬試験編集委託： 中央法規出版株式会社 

実 施 事 務 局： 株式会社ワールドプランニング 

後 援 （ 予 定 ）： 日本社会福祉士会 

   日本精神保健福祉士協会 

   日本医療ソーシャルワーカー協会 

     全国社会福祉法人経営者協議会 
  

2021年度 

社会福祉士・精神保健福祉士 

全国統一模擬試験 

本年度は変更点が複数あります 

ご担当者様におかれましては本紙を十分ご確認ください 
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2021 年社会福祉士・精神保健福祉士全国統一模擬試験 ご検討ガイド 

『模擬試験基本情報登録フォーム』へ入力の前に、以下の点をご検討・ご決定ください。 

 

 貴学の既卒生が受験する場合、受験を受け入れるかどうかご検討く

ださい。受験を受け入れた場合にできることは【既卒生の受験成績を

学校の模擬試験担当者（以下学校担当者）が確認できる】【学校全体の集

計結果に加えることができる】【国家試験直前までマイページを通じ

ての連絡が可能】です。既卒生への合格支援にご活用頂けます。 
 

※『既卒生が模試申込時に自身の卒業校を記入する』ことが必要となり

ますため、お勧めいただく際にお伝えください 

 

 

 

 

 

  

本年は新型コロナウイルス感染症対策のため、『学校受験(従来同様

の校内参集方式)』または『直接送付・回収（受験生個人宅への模試一

式を送付・自宅で回答したマークシートを返送）』のいずれかを選択で

きます。 
また、８月 27 日（金）までは実施方法を変更することが可能です。

感染拡大状況に応じ、柔軟に変更することができます。 
 

 

 

 

  

 

養成している資格に合わせて模擬試験の受験区分を選択ください。

複数選択が可能です。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

学校申込・個人申込いずれかを選択してください。在校生は①、

既卒生は②とすることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ１ 

既卒生の受け入れ 

実施するまたはしない 

ステップ３ 

受験区分 

5種類からお選びください 

旧カリキュラム内容の国家試験は 2023年度まで！ 

既卒生の合格支援にご協力ください 

既卒生の受験受入や既卒生への模試受験の声かけ等、 

より一層のサポートをお願いします。 

貴校のニーズに合わせて様々なパターンが選べます 

・社会福祉士専門科目＋共通科目 （Ａ）…6,900 円 

・精神保健福祉士専門科目＋共通科目（Ｑ）…6,900 円 

・専門科目のみ(社会福祉士)（Ｃ）…4,700 円 

・専門科目のみ(精神保健福祉士)（Ｐ）…4,700 円 

・同時受験(社会福祉士＋精神保健福祉士＋共通科目) （Ｗ） 

…11,500 円 （以上全て税込み） 

詳細は５ページ 

ステップ２ 

実施方法 
会場受験または 

直接送付・回収 

詳細は３・５～６ページ 

基本情報登録フォーム入力〆切 2021年６月 11日（金） 

ステップ４ 

申込方法 

学校申込または個人申込 

詳細は６ページ 

① 学校申込 (実施校取りまとめ) 

学校担当者が自校の申込者を取りまとめて、受験申込の手続き及び受験料の

支払いを行う申込方法です。 

② 個人申込 

受験生が期日までに各自申込手続・受験料の支払いを行う申込方法です。 
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【重要】本年度の変更点 

昨年から続く新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、本年度は以下の点を変更し実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成績集計速報を 2 回実施します 

模擬試験受験者からの「得点情報を早く知りたい！」とのご要望にお応えし、本年も成績集計

速報を 10月 25日（月）と 11 月 17日(水)（両日とも予定）の２回掲載します。受験生は「受験

者用マイページ」から、成績集計速報を確認することができます（詳細９ページ）。学校担当者は学

校管理者専用ページから確認できます。 

  

旧カリキュラムに基づいた国家試験の実施は 2023 年度まで、自校の既卒生
へ積極的な模擬試験受験の促しをお願いします 
国家試験の合格率は、例年、社会福祉士・精神保健福祉士ともに既卒生の合格率が新卒の受験

者と比較して大幅に低く推移しています。先般のカリキュラム改正に伴い、これまでのカリキュ

ラムに基づいた国試の実施は 2023 年度までとなり、あと３回です。既卒生が学んだカリキュラ

ムを基に作成された国家試験を実施している現時点での合格支援が非常に重要です。 

既卒生への切れ目のない合格支援として、既卒生の受け入れ及び受験の声かけをより一層重点

的にお願いします。 
 

 

実施方法が『学校受験(従来同様の校内参集方式)』『直接送付・回収（受験生個人宅へ模試一式を送付・

自宅で回答したマークシートを返送）』の 2種類から選べるようになりました 
 

今回より学校ごとに『学校受験(従来同様の校内参集方式、以下『学校受験』)』または

『直接送付・回収（受験生個人宅へ模試一式を送付・自宅で回答したマークシートを返送、

以下『直接送付・回収』）』のいずれかを選べます。どちらの方法で実施された場合も、校内

成績の集計の対象になります。 

なお、新型コロナウイルス感染症対策のため学校受験の会場へ参集が困難な既卒生につ

いても『直接送付・回収』にて受験いただけます。この場合においても、校内成績への集計

を実施します。既卒生への合格支援等にご活用ください。（詳細５・６ページ） 

この機に、既卒生の受験申込の受け入れを進めて頂きますようお願いします。 
※既卒生の模試成績を確認するためには、『実施校が既卒生の申込を受入れる』『既卒生が模試申

込時に自身の卒業校を入力する』の２点が必要です。既卒生へ模擬試験の受験を呼びかける際

はご留意ください。 

 

４月に実施していた「実施意向調査」を行いません 

例年、各校に「模擬試験実施意向調査」の回答をお願いしていましたが、今年は実施しま

せん。代わりに「模擬試験基本情報登録フォーム」を設置しました。詳細は２ページ、アク

セス先は１・４・10ページをご確認ください。 

 

模擬試験の申込開始日を変更します 

各種変更に伴い、申込開始を例年の６月初旬から６月 18日（金）へ変更します。 

 

受験対策 PointBookの模試との同時販売を行いません 

本年度は PointBookの販売は実施致しません。別の形式での映像教材の作成を企画中で

す。決定次第お知らせいたします。 
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2021年度 社会福祉士・精神保健福祉士全国統一模擬試験 

年間スケジュール 
 

【作業のお願い】 

★は学校担当者に実施いただく作業です。また、個人申込(詳細６ページ)の場合、以下申し込み締め

切り日までに受験生（在校生・既卒生）に申込手続を行っていただく必要がありますので、十分な周

知をお願いします。なお、模試専用ホームページから学校担当者 ID・パスワードでログインして行う

作業も含まれます。学校担当者 ID・パスワードは、厳重に管理してください（詳細７・８ページ）。 

 

★『模擬試験基本情報登録フォーム』への回答締切：６月 11日（金） 

  URL：https://pro.form-mailer.jp/fms/5aa285e2223656 

･ 専用ページ内の学校担当者 ID・パスワード送付：６月 17日以降 

･ 受験者配布用「受験の手引き」は『基本情報登録フォーム』へ回答が

あり次第随時発送します 

★ 在校生・既卒生への模擬試験開催に関する情報提供 

 

★ 受験申込受付開始：６月 18 日（金） 

  ご注意ください：本年は例年より申込開始が遅くなっています 

 

★ 模試開催形式の指定・変更〆切：８月 27 日（金）予定(詳細５ページ) 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、〆切を延長する場合がございます） 

 

★ 受験申込受付締切：９月 15 日（水）（厳守） 

 

 

･ 受験票（ハガキ）の発送・試験資材発送（個別発送含む）： 

『基本情報登録フォーム』へ入力いただいた実施予定日までに送付 

★ 模擬試験の実施 
試験実施期間：10月２日（土）～11月３日（水・祝）のうち１日ないし２日 
試験実施基準日：10月 23日（土）、24日（日） 

※点字受験は 10月 23日(土)～11月３日(水・祝)の期間内にて実施してください 
 

･ 第 1回成績集計速報：10月 25 日（月）予定  
（10 月 20 日(水)17:00 実施事務局到着分まで集計し掲載） 

 

★マークシート返送期日： 

11 月５日（金）〈17：00 迄〉実施事務局必着（厳守） 

･ 第２回成績集計速報：11月 17 日（水）予定 

（11 月５日(金)17:00 実施事務局到着分まで集計し掲載） 

 

･ 個人成績表発送：11 月 29日（月）予定 

･ 学校担当者用成績表発送：12 月１日（水）予定 

 

※本模擬試験の事務窓口は、実施事務局（株式会社ワールドプランニング）です。 

※実施方針は次ページより掲載しております  

６月 

８月 

10月 

11月 

12月 

既卒生への周知も 

お願いします 

『学校受験』『直接送付・回収』のい

ずれかを選択できます 

感染流行状況に合わせて変更可能

です 

９月 
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2021 年度｢社会福祉士・精神保健福祉士 全国統一模擬試験｣  

実 施 方 針 
 

◆ 模擬試験基本情報登録フォームのご案内 ◆ 

模擬試験のご担当者様（以下学校担当者）の氏名や在校生・既卒生の受験方法、申込方

法、実施する模擬試験の区分等を回答頂くフォームを設置しております。以下の実施方針を

ご確認の上、2021 年６月 11 日（金）までに web 回答フォーム 

（https://pro.form-mailer.jp/fms/5aa285e2223656）からご回答ください。 

本登録フォームは模擬試験の実施の有無を問わず、すべての会員校に回答をお願いします。 

※本フォームは SSL 暗号化通信に対応しています 

 

１．実施体制 

主催：一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

模擬試験編集委託：中央法規出版株式会社 / 実施事務局：株式会社ワールドプランニング 

 後援（予定）：日本社会福祉士会 / 日本精神保健福祉士協会 / 日本医療ソーシャルワーカー協会  

        全国社会福祉法人経営者協議会 

 

２．試験内容、受験対象、受験区分及び受験料 

 試験内容：社会福祉士専門科目(全８科目)・精神保健福祉士専門科目(全６科目)・共通科目(全 11 科目) 

         ※共通科目のみの受験はできません 

 受験対象：会員校の在学生及び既卒生（以降、在校生・既卒生の別を要さない場合、左記を総称し『受験生』

と記載します） 

 受験区分及び受験料：・社会福祉士専門科目＋共通科目          （Ａ） 6,900 円(税込) 

     ・精神保健福祉士専門科目＋共通科目    （Ｑ） 6,900 円(〃) 

      ・専門科目のみ(社会福祉士)     （Ｃ） 4,700 円(〃) 

・専門科目のみ(精神保健福祉士)     （Ｐ） 4,700 円(〃) 

      ・同時受験(社会福祉士＋精神保健福祉士＋共通科目)  （Ｗ） 11,500 円(〃) 

 

３．実施基準日および実施期間  

実 施 期 間：2021 年 10 月２日(土)～11 月３日(水・祝) 

実施基準日：精神保健福祉士専門科目   2021 年 10 月 23 日(土) 

共通科目および社会福祉士専門科目  2021 年 10 月 24 日(日) 

   ※ただし、点字問題による試験は、10 月 23 日(土)～11 月３日（水・祝)に実施してください。 

 

４．実施方法 【重要な変更点があります ご確認ください】 

 

 

 

 

 

 

 

【重要：本年の変更点】 

⚫ これまでの『学校受験(従来同様の校内参集方式)』に加え、『直接送付・回収（受験生個人宅へ

模試一式を送付・自宅で回答したマークシートを返送）』をお選び頂くことができるようになり

ました。この受験形式においても、校内成績へ合算し集計することが可能です。 

⚫ 感染拡大状況等に合わせ、実施形式（学校受験／直接送付・回収）を８月 27 日（金）まで変更

することが可能です。変更方法は追ってご案内します。 

※上記変更〆切日は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により延期される場合があります 
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･ 実施方法について、模擬試験基本情報登録フォームへ希望される実施方法を回答下さい。 

･ 在校生と既卒生の間で異なる実施方法を選ぶ（例：在校生は『学校受験』・既卒生は『直接送付・回

収』方法にて実施 等）ことは可能ですが、在校生間・既卒生間で実施方法を変える（例：在校生の

A ゼミの学生は『学校受験』、B ゼミの学生は『直接送付・回収』方法で実施 等）ことはできません。 

 

５．申込受付期間、申込方法、受験料の支払い 

申込受付期間：2021 年６月 18 日（金）～９月 15 日(水)   

※例年よりも受付開始が遅くなっておりますのでご注意ください 

※上記期間を過ぎた申込受付は原則として受け付けません 

申 込 方 法：「学校申込（実施校取りまとめ）」と「個人申込」があります。 

     学校担当者が『模擬試験基本情報登録フォーム』にていずれかを選択してください。 

※併用（例：在学生は学校申込、既卒生は個人申込 等）も可能です。 

※郵送による申込は受付ません。 

 

①学校申込 (実施校取りまとめ)：学校で受験者の申込と受験料を取りまとめる申込方法です。学校

担当者は、自校の受験希望者を取りまとめて、受験申込及び受験料の入金を行ってください。 

【申込手順】 

１）「学校担当者専用ページ」内の「学校申込フォーム」に受験希望者全員の情報を登録してく

ださい。模擬試験専用ページのマイページへログインするには、後日郵送するＩＤとパスワ

ードが必要です。 

２）見積書と請求書は申込受付期間終了後(10 月上旬)、登録いただいた人数で作成されますの

で、学校担当者専用ページよりダウンロードし、期限までに受験料を指定口座へお振り込み

下さい。入金受付後、申込が完了します。 

 

②個人申込：受験希望者が期日までに各自申込・受験料の支払いを行う申込方法です。 

【申込手順】 

１）受験希望者が自身で「模擬試験専用ホームページ」から「個人申込フォーム」に必要事項を

入力し申込を確定します。 

２）画面の指示に従って個別に受験料を支払います(コンビニ決済またはクレジットカード決

済)。決済が完了後、申込が完了します。 

 

･ 個人申込であっても、学校担当者は「学校担当者専用ページ」で、申込情報を確認できます。 

･ 申込及びマイページは PC、スマートフォンにてご利用いただけますが、旧 OS、ブラウザおよびスマ

ートフォン以外の携帯電話を利用して申し込む場合の動作保障は致しかねます。また PC や端末のセ

キュリティ設定、およびネットワーク設定によっては正常に動作しない場合があります。 

※申込方法等の詳細は、『基本情報登録フォーム』入力後に送付する「受験の手引き」も併せてご確認ください。 

 

重要：キャンセルについて 

 以下の時点以降のキャンセル・返金はいかなる場合でもお受けできません。 

学校申込：申込〆切日後 (９月 15 日以降)  個人申込：受験料入金後 
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 ※web 上にアップロードされる情報は、セキュリティの強化の上、その取扱に万全を期します。 

 

６．注意事項 

【模擬試験の送付について】 

･ 試験資材の送付は、試験実施日までに余裕をもってお届けできるよう準備しますが、実施期間初日の 10 月

２日（土）に実施する場合、資材の到着が前日の 10 月１日(金）となる場合があります。 

･ 試験資材は到着後すぐに開封し部数等をご確認ください。不明・不足がありましたら、平日の営業時間中に

実施事務局（ワールドプランニング）へお問い合わせください。土日・祝日に実施される場合、実施事務局・

本連盟事務局ともに当日のお問い合わせや資材発送への対応はできません。また、平日のお問い合わせも、

実施日直前では対応できない場合もあります。 

･ 『直接送付・回収』方法にて受験する受験生については、模試資材一式が到着次第直ちに内容物を確認し、

不足があれば速やかに実施事務局へ申し出るよう、ご周知ください。 

･ 試験資材手配の関係上、実施期間前の模擬試験実施は受付できません。 

 

 

マイページについて 

本模擬試験では、実施校ごとの『学校担当者管理ページ』と受験生個人用の『受験生用マイ

ページ』を模擬試験専用ホームページにご用意します。 

 

『学校担当者管理ページ』（ID・パスワード付）…学校担当者による受験者の一括管理が可能 

学校担当者管理ページの主な機能 

▽自校学生(既卒生含)の申込状況の確認 

▽学校申込フォームの入力 

申込受付期間内は、登録内容(受験者情報)の追加が可能です。問い合わせフォームより変

更・削除依頼をお送りください。 

▽試験会場(教室)および実施日時の管理、変更 

▽成績速報・集計された成績の閲覧（Excel 表でダウンロード可能） 

▽自校の受験生宛の連絡 （受験票発送以後、「受験者用マイページ」経由にて可能） 

「学校担当者管理ページ」と「受験者用マイページ」は 2022 年３月下旬まで使用可能です。 

模試実施後も引き続き受験生への国試対策情報のお知らせに活用いただけます。 

※学校担当者専用 ID 及びパスワードは、実施校ご担当者様宛に、６月 17 日以降発送予定です。 

※学校担当者専用 ID 及びパスワードは、毎年異なります。 

前年度の学校担当者専用 ID 及びパスワードは使用できません。 

 

『受験生用マイページ』（ID・パスワード付） 

受験票発送時に、受験生 1 人ずつに個別の ID・パスワードを通知します。これにより受験希望者は

学校担当者管理ページから通知された情報を得ることができます。 

自校の試験情報（試験会場・実施日時等）の確認、試験実施後は成績表郵送前でも正答の確認や

成績集計速報の閲覧等が可能です。 

 

【免責事項】 
本連盟では、学校担当者専用 ID 及びパスワードの紛失及び紛失による情報流出に関して、

一切責任を負いません。また情報管理徹底のため、原則として、学校担当者専用 ID 及びパ

スワードは再発行ができません。受験生の個人情報が多く含まれておりますため、厳重な

管理をお願いします。 
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【実施期間後の実施・申込していない方の受験について】 

･ 実施期間後に実施される場合は試験資材（問題・マークシート用紙・解答解説集）販売のみの対応と

なり、いかなる場合も受験票・ID・パスワード・成績表の発行や採点および成績集計は行いません。 

･ 実施期間後に実施する場合においても、受験料は『２．試験内容、受験対象、受験区分及び受験料』

(５ページ)に示した額となります。 

･ 試験当日に申込のない者の受験追加は認められません。試験資材の予備を使用した追加回答等は成績集

計の妨げとなり、全受験生の成績集計及び成績発送の遅れにつながりますので、一切行わないでください。 

 

【模試の実施順序・実施スケジュールについて】 

社会福祉士・精神保健福祉士両方の資格の模擬試験を実施する学校は、国家試験に準じて下記順序

にて試験を実施してください。 また、自宅等で受験生が個別に受験する際は、時間割等実際の国家試験

に準じ実施するようご案内ください。 

 ①精神保健福祉士専門科目  ②共通科目   ③社会福祉士専門科目 

 

７．実施会場の確保及び実施にかかる要員及び自然災害等による試験の取扱 

･ 受験会場確保及び試験実施にかかる人員等は、各実施校で手配してください。これらの費用については、

本連盟では負担しません。また、使用する受験会場は、感染症対策が適切に実施できる、バリアフリー対応

の会場にしてください。 

･ 会場確保の際には、試験時間とは別に、試験前後 30 分（注意事項のアナウンス、マークシート回収及び試

験終了後のアンケートに回答する時間）を含めて確保してください。 

･ 自然災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等で止むを得ず設定した試験日に試験を実施できない

場合は、各校にて実施期間内の日程調整を実施し、受験生へのアナウンスを実施してください。 

･ 実施方法の変更受付期間終了後の変更受付はできません。変更に合わせた資材の送付ができないため、

実施方法の変更受付期間終了後に実施方法を変更する際は、各校が自校受験生へ変更点について十分

周知を行い、円滑に受験ができるよう配慮ください。 

･ 台風上陸などが予想され、実施予定日での試験実施が困難な可能性が高い場合は、早めに電子メールや

受験者用マイページなどを活用して、受験生への通知をお願いします。なお、受験生より実施事務局やソ教

連事務局へ問い合わせがあっても回答することはできません。 

 

８．在校生・既卒生への周知について 

･ 自校の在校生及び既卒生には、各実施校から試験実施及び申込について周知してください。 

･ 模擬試験専用ホームページを開設し、模擬試験並びに国家試験に関する情報提供を行います。模擬試験

専用ホームページへのアクセスは、本連盟ホームページにリンクを掲載します。 

･ ソ教連では、Twitter、Facebook による広報周知を行っております。既卒者への模擬試験案内等にご活用く

ださい。 

 

９．受験者配布用「受験の手引き」について 

『模擬試験基本情報登録フォーム』に「受験の手引き」の必要部数をご回答ください。回答があり次第随時、

受験の種類や申込方法などを記載した「受験の手引き」を送付します。近年、既卒者の国家試験合格率が

極めて低く推移していますので、在校生だけではなく、既卒生等への頒布にご協力ください。なお、本年は

データでの配布も予定しております。併せて周知にご活用ください。 
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10．障がいのある受験者への配慮対応 

･ 模擬試験基本情報登録フォームへのご入力（会員校模試担当者が行う）及び模擬試験申込時の申し出

（模擬試験受験生が行う）ことが必要となります。配慮対応を希望される方は必ずお申し出くださ

い。これら事前の申し出が無い場合、対応できません。 

･ 点字による「問題」及び「正答・解説集」の用意が可能です。なお、成績表の点字化は行っていません。 

･ 点字による試験の解答方法は、「塗りつぶしタイプ」または「白紙タイプ」を選択できます。申込時に回答して

ください。 

･ 拡大文字による「問題」及び「正答・解説集」の用意が可能です。また、チェック式解答用紙、記述式解答用

紙の用意が可能です。 

･ 点字による受験は、準備の関係上、申込受付終了日の９月 15 日（水）以降は、一切受付することができませ

んので、あらかじめご承知おきください。 

･ 点字受験の実施日は、点字化の作業期間が生じるため、『会場受験』『直接送付・回収』どちらの実施方法

の場合においても、必ず 10 月 23 日(土)～11 月３日（水・祝）の期間で設定してください。 

･ 本模擬試験は DAISY（デジタル録音図書）規格には対応していません。 

･ 障害配慮による試験時間延長等の対応は実施校にて設定及び調整してください。 

 

11．採点及び成績表の発送等 

マークシート返送期限：2021 年 11 月５日（金）〈17：00 迄〉 実施事務局必着（厳守） 

『学校受験』『直接送付・回収』どちらも上記が締切です 

成績集計速報：第１回 2021年10月25日（月）…10 月 20 日 (水 )17:00 実施事務局着分まで集計  

第２回 2021 年 11 月 17 日（水）…11 月５日 (金 )17:00 実施事務局着分まで集計 

 ※受験者個人のマイページ及び学校担当者専用ページに掲載 

個人成績表送付：2021 年 11 月 29 日（月） 発送予定 

学校担当者用成績表送付：2021 年 12 月１日（水） 発送予定 

･ 上記以降に到着したマークシートは、成績集計の作成及び実施校全体の成績集計に一切反映するこ

とはできません。マークシート到着の遅れは、成績集計の妨げとなり、全受験生の成績集計及び成績

発送の遅れにつながりますので、期日の厳守をお願いします。 

･ 学校担当者用成績表では、実施校間の比較はできません。 

･ 成績集計速報は、掲載日程は作業の進行状況により、前後する場合があります。 

･ 成績集計速報は、受験者個人のマイページにおいて、科目別得点数・総合得点数を掲載します。学校

担当者専用ページでは、学校の全受験者の科目別得点数・総合得点数を掲載します。学校担当者専用

ページでは、Excel でダウンロードが可能です。 

･ 『直接送付・回収』方法で受験しマークシートを返送する際の送料は受験生がご負担ください。また、

郵便事故の防止のため、返送の際は投函記録が残る一般書留・簡易書留を利用するよう周知してくだ

さい。 

 

12．『直接送付・回収』方法での受験に関する注意・免責事項 

以下の場合において、本連盟では一切の責任を負いません。期限までにマークシートが実施事務局

に到着しない場合、成績表を出すことができないため、期限や内容物、送付方法等十分に確認の上返

送するよう確実にご周知ください。また、学校受験を実施する学校のご担当者におかれましては、期

限にゆとりをもった返送にご協力をお願いします。 

･ 郵便事故による不着、汚損・破損による採点不能 

･ 受付締切直前の投函による期限超過後の実施事務局到着による採点不能 

･ マークシート等の入れ忘れや受験番号の記載漏れやミスによる採点不能 
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13．学校受験における試験欠席者への試験問題の配布等 

･ 試験当日に欠席した学生がいる場合、各実施校が当該者に試験資材を配布してください。 

･ 試験当日欠席した学生のマークシートは、各学校で他の受験生のマークシートと共に取りまとめ後、返送期

限日 11 月５日(金)〈17：00 迄〉までに実施事務局宛にお送りください。他の受験者同様に集計し、個人成

績表をお送りすることが可能です。 

 

14．著作権 

本模擬試験の試験問題および解説の著作権は、日本ソーシャルワーク教育学校連盟に帰属します。無断

転載・無断複製（コピー）や電子化などの行為は禁止します。無断転載・無断複製（コピー）や電子化などの権

利侵害の事実が判明した場合は、法的措置も含め厳正に対処します。 

 

15．各種調査及びアンケート回答の協力のお願い 

本連盟では、模擬試験受験者を対象としたマークシート形式による「進路意向（就労状況）アンケート」を実

施しております。本模擬試験の実施直後、回答のご協力をお願い申し上げます。アンケートは各問題冊子の

最後に掲載予定です。詳細は、試験資材発送時に改めてご案内します。 

 

◆ 在宅受験について ◆ 

ソ教連の模擬試験は、中央法規出版株式会社でも「在宅受験」を実施しています。問題・正答解説

集及び成績表は同一ですが、申込先や実施方法等が異なります。「在宅受験」をご検討の方は、中央法

規出版株式会社へ詳細をご確認ください。 

なお、「在宅受験」申込の受験者の成績と「学校受験」「直接送付・回収」にて実施した受験生の成

績を合算することができません。なお、実施事務局及び中央法規出版の間で「学校受験」から「在宅

受験」に、また「在宅受験」から「学校受験」に切り替える等はできません。 

在宅受験に関するお問い合わせ ： 中央法規出版株式会社営業部 電話：03-3834-5813 

 

◆ 本連盟からのメールのご確認をお願いします ◆ 

模擬試験実施に関する連絡事項等については、担当者様宛にメールでお送りしております。実施に

係る重要な連絡もお送りしますので、随時ご確認をお願いします。 

 

 

 

本模擬試験に関するお問い合わせ先 

 【全国統一模擬試験 実施事務局：株式会社ワールドプランニング】 

  模擬試験基本情報登録フォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/5aa285e2223656 

  ※本フォームは SSL 暗号化通信に対応しています 

問い合わせ電話番号：03－5206－7445 

  問い合わせ E-mail：info@spw-mosi.com 

  営業日・営業時間：平日 10：00～17：00 （土・日・祝 休業） 


