
第35回 社会福祉士･第25回 精神保健福祉士国家試験対策第35回 社会福祉士･第25回 精神保健福祉士国家試験対策

直前演習講座
＆

ザ･ファイナル

直前演習講座
＆

ザ･ファイナル

直前演習講座案内直前演習講座案内

本試験が迫る直前期には、頻出問題や今後出題が予想される重要事項についての確認が必要です。具体的には、関連法規、介護保険関連、障害者総合
支援法、法制度の改正・新制度、最新の統計問題などです。春から通年講座を受講している方も、12月中旬前後の講座終了後から国家試験までの間に
再確認しておきたいところです。直前演習講座では、専門予備校が選び抜いた予想問題を通して、周辺知識も含めた詳しい解説を行います。
テーマ別演習では注意すべき法制度や統計に特化した問題を演習し、解説講義で理解を深め定着させます。科目別演習の本試験型予想問題は、午前科
目(社会福祉士・精神保健福祉士共通科目)と午後科目(社会福祉士専門科目)に分けて実施。難易度や出題形式に加え、出題範囲に至るまで本試験を想
定し、さらに最新の動向を踏まえた内容です。全問を解答することで自分のレベルと弱点をしっかり把握し、最後の仕上げにつなげていきます。
また、テスト形式で時間制限を設けて解答することにより、時間配分とスピードアップのトレーニングを行い、解答に迷った問題を見直したり、ミス
がないかをチェックするなどの予行演習にも最適です。

関東エリア

直前演習講座[予想問題演習＋解説講義]の内容

◆受講料：7,500円(税込)
◆テーマ別テスト：1時間／全45問(五肢択一問題)、解説講義：3時間

◆実施内容：〇社会福祉士関連法規　〇介護保険関連　〇障害者総合支援法　
　　　　　　〇法制度の改正・新制度（社会福祉士）　〇最新の統計問題　〇権利擁護　　

オンライン (Zoom)
池袋校配信

教室対面：横浜校

教室対面：大宮校

社福テーマ別演習社福テーマ別演習社福テーマ別演習社福テーマ別演習

改正になった法律や、「社会保障給付費」「人口動向」「世帯動向」のように年度によって変化する統計は、最新のものをチェックしておく必要があり、
前年度比較など独学では効率よく絞り込めない部分を重点的に取り上げて実施します。

講座No.

A-10

A-20

A-30

日　程

1/8(日)

12/11(日)

12/10(土)

時　間

[テスト ] 自宅受験※
[ 解説講義 ] 10:00－13:00

[ テスト ] 10:00－11:00
[ 解説講義 ] 12:00－15:00

[ テスト ] 10:00－11:00
[ 解説講義 ] 12:00－15:00

担当講師

富岡

佐藤

張

実施方法 (校舎 ) 定　員

290名

20名

20名

※各校舎同内容です。
※一部共通科目の内容が含まれます。

◆日時等：

※オンライン (Zoom) で受講される方には、事前にテストを送付しますので、問題を解いた上で解説講義にご参加ください。

A

教室対面 Zoomオンライン



◆受講料：9,500円(税込)
◆科目別テスト：2時間／全83問(五肢択一問題＋事例問題)、解説講義：3時間

◆実施内容：本試験共通科目予想問題
　　　　　　〇共通科目11科目

オンライン (Zoom)
池袋校配信

教室対面：横浜校

教室対面：大宮校

社福･精神共通科目予想問題演習社福･精神共通科目予想問題演習社福･精神共通科目予想問題演習社福･精神共通科目予想問題演習

社会福祉士／精神保健福祉士国家試験に出題される共通科目全 11 科目の予想問題テストを実施し、その解説講義を行います。テストは本試験と
同様の83問、時間も 2時間と予行演習には最適です。テスト実施後すぐの解説講義では弱点克服のための対策を講じます。

講座No.

B-10

B-20

B-30

日　程

12/11(日)

12/18(日)

12/17(土)

時　間

[テスト ] 自宅受験※
[ 解説講義 ] 10:00－13:00

[ テスト ] 10:00－12:00
[ 解説講義 ] 13:00－16:00

[ テスト ] 10:00－12:00
[ 解説講義 ] 13:00－16:00

担当講師

富岡

佐藤

張

実施方法 (校舎 ) 定　員

290名

20名

20名

※各校舎同内容です。

◆日時等：

※オンライン (Zoom) で受講される方には、事前にテストを送付しますので、問題を解いた上で解説講義にご参加ください。

B

◆受講料：8,000円(税込)
◆科目別テスト：1時間30分／全67問(五肢択一問題＋事例問題)、解説講義：3時間

◆実施内容：本試験社福専門科目予想問題
　　　　　　〇午後科目8科目

オンライン (Zoom)
池袋校配信

教室対面：横浜校

教室対面：大宮校

社福専門科目予想問題演習社福専門科目予想問題演習社福専門科目予想問題演習社福専門科目予想問題演習

社会福祉士国家試験に出題される専門科目全8科目の予想問題テストを実施し、その解説講義を行います。テストは本試験と同様の 67問、時間も
1時間30分と予行演習には最適です。テスト実施後すぐの解説講義では弱点克服のための対策を講じます。

講座No.

C-10

C-20

C-30

日　程

12/18(日)

1/8(日)

1/14(土)

時　間

[テスト ] 自宅受験※
[ 解説講義 ] 10:00－13:00

[ テスト ] 10:00－11:30
[ 解説講義 ] 12:30－15:30

[ テスト ] 10:30－12:00
[ 解説講義 ] 13:00－16:00

担当講師

富岡

佐藤

張

実施方法 (校舎 ) 定　員

290名

20名

20名

※各校舎同内容です。

◆日時等：

※オンライン (Zoom) で受講される方には、事前にテストを送付しますので、問題を解いた上で解説講義にご参加ください。

C

◆受講料：6,000円(税込)
◆解説講義：3時間

◆実施内容：精神保健福祉士専門科目　〇専門科目6科目

オンライン (Zoom)
池袋校配信

精神専門6科目要注意事項チェック精神専門6科目要注意事項チェック精神専門6科目要注意事項チェック精神専門6科目要注意事項チェック

精神保健福祉士専門科目 6科目について、難しい傾向が見られる「精神保健の課題と支援」や法律の趣旨を理解していないと解答が難しい分野など、
試験前に受験生がきちんと押さえておくべき内容を講義します。

講座No.

D-10

日　程

12/25(日)

時　間 担当講師

富岡

実施方法 (校舎 ) 定　員

290名

◆日時等：

D

10:00－13:00



ザ･ファイナル案内ザ･ファイナル案内
各科目｢あと1点｣の上積みを目指し本試験に出そうな内容をとりあげて、

合格に必要な知識を徹底的に最終確認します！

◆受講料：5,000円(税込)　　　◆対　象：社会福祉士受験者、精神保健福祉士受験者　　　◆実施内容：共通科目

オンライン (Zoom)
池袋校配信

教室対面：横浜校

教室対面：大宮校

社福･精神共通科目社福･精神共通科目

共通科目では「現代社会と福祉」や「地域福祉の理論と方法」など出題数の多い科目や、「権利擁護と成年後見制度」のように、過去の国家試験
で難易度の高かった科目でもきちんと得点に結びつけるポイントを最終チェックします。

講座No.

S-10

S-20

S-30

日　程

1/15(日)

1/15(日)

1/21(土)

時　間

10:00－13:00

10:00－13:00

10:00－13:00

担当講師

富岡

佐藤

張

実施方法 (校舎 ) 定　員

290名

20名

20名

◆日時等：

S

◆受講料：5,000円(税込)　　　◆対　象：社会福祉士受験者　　　◆実施内容：社会福祉士専門科目

オンライン (Zoom)
池袋校配信

教室対面：横浜校

教室対面：大宮校

社会福祉士社会福祉士

社会福祉士専門科目では「相談援助の基盤と専門職」や「相談援助の理論と方法」のように得点源とすべき科目や、「児菫や家庭に対する支援」
といった難易度の高い科目でもきちんと得点に結びつけるポイントを最終チェックします。

講座No.

T-10

T-20

T-30

日　程

1/22(日)

1/15(日)

1/21(土)

時　間

10:00－13:00

14:00－17:00

14:00－17:00

担当講師

富岡

佐藤

張

実施方法 (校舎 ) 定　員

290名

20名

20名

◆日時等：

T

精神保健福祉士精神保健福祉士U

◆受講料：5,000円(税込)　　　◆対　象：精神保健福祉士受験者　　　◆実施内容：精神保健福祉士専門科目

オンライン (Zoom)
池袋校配信

精神保健福祉士専門科目について、「精神保健福祉に関する制度とサービス」「精神障害者の生活支援システム」のように必す得点すべき分野や、「精
神保健の課題と支援」などの難易度の高い科目でもきちんと得点に結びつけるポイントを最終チェックします。

講座No.

U-10

日　程

1/21(土)

時　間 担当講師

富岡

実施方法 (校舎 ) 定　員

290名

◆日時等：

10:00－13:00



講座申込について講座申込について
下記申込方法･注意事項を必ずご確認の上、お申込みください。

◆コンビニ決済
お申込み後､５日以内に下記のコンビニにてご決済ください。
・セブンイレブン　　・ミニストップ　　　・ローソン　
・セイコーマート　　・ファミリーマート　・デイリーヤマザキ

！

◆クレジットカード決済

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内

下記表示のあるクレジットカードがご利用いただけます。※支払いは一括となります。

☆希望講座 : 社会福祉士・精神保健福祉士国試
☆希望校舎 ： 「池袋校(※)」「横浜校」「大宮校」から選択
☆分　　類 ： 短期(Zoom講座含む)を選択
☆「申込可能講座検索」をタップ/クリック
☆ご希望の講座を選択してお申込みください。
※オンライン(Zoom)受講ご希望の方は「池袋校」を選択してください。

お申込み後、受付完了メールを自
動送信します。
※はじめてのお申込みの際は会員登録(無料)が必要と
なります。

※ドメイン指定受信拒否を設定されている場合には、弊
社からのメール(tokyo-ac.co.jp)が受信できるよう
にあらかじめ設定をお願いします。

＊期日以内にご決済･お支払いのない場合、お申込みは自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
＊オンライン実施の講座は開講日の 7日前がお支払い期限となります。

お問い合わせ先お問い合わせ先

＊手続き完了後は受講講座変更ができませんので、予めご了承ください。変更をご希望の場合は、一度お申込み済の講座を
　解約していただき、改めてご希望の講座をお申込みください。
＊解約を希望される場合は、｢申込規約｣に記載の解約規定をご参照ください。
　｢申込規約｣は弊社ホームページ (www.tokyo-ac.jp) 内の｢特定商取引法による表示｣からご覧いただけます。
＊天候不良による休講については弊社ホームページならびに各校ブログでご確認ください。

東京アカデミー申込規約
スマホからの確認はコチラ
(PDF が開きます )

校　舎 郵便番号 住　所 電話番号

東京アカデミー池袋校 171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1　メトロポリタンプラザビル 13F 03(5954)0731

東京アカデミー横浜校 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-4-1　横浜天理ビル 11F 045(320)0731

東京アカデミー大宮校 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-380-1 048(654)7501

《 講座申込方法 》

《 受講料一覧 》

直前演習講座

講座名 受講料
7,500円

9,500円

8,000円

6,000円

《 留意事項 》

【講座実施 /配信校一覧】

《 オンライン (Zoom) 受講上の注意 》

A　社福テーマ別演習
B　社福･精神共通科目予想問題演習
C　社福専門科目予想問題演習
D　精神専門 6科目要注意事項チェック

ザ・ファイナル
S　社福･精神共通科目
T　社会福祉士
U　精神保健福祉士

5,000円

5,000円

5,000円

(税込)

★使用教材はお申込時にご登録の住所へ送付いたします。お届けまで日数を要する場合がありますので、余裕をもってお申込みください。
★オンライン生配信講義 (Zoom使用 ) となり、お申込者ご本人様のみがご視聴いただけます。
★Zoomの視聴環境につきましては必ずご自身で確認をお願いいたします。
★講義参加時はビデオ（カメラ）はON、マイクはOFF（ミュート）、参加者名を会員マイページログイン ID（※Zoomミーティング IDではありません）に設定してください。
★講義参加用の詳細（ZoomURL、パスコード等）は講義開始3日前迄にご登録のメールアドレスにお知らせいたします。講義2日前になってもメールが届かない場合は
　池袋校までお問い合せください。
★2つ以上のデバイス（PC、タブレット、スマートフォン等）からの講義参加は不可とさせていただきます。
★オンライン講義のURL（ミーティング ID/ パスコード）のネット上での公開または他の方との共有、講義の録画、録音、配付資料の共有は禁止しております。
★講義はリアルタイムの LIVE 配信が基本ですが、お仕事やご都合で参加できない場合、後日視聴することが可能です。その際は、講座実施日の2日前から講座実施日当
　日までに池袋校へ申請してください。視聴期間は講座実施日から７日間となります。

https://my.ptsc.jp/tokyo-academy/OnlineRequest/movWebMoushikomiKoozaKosyaSelScr?kouza=506

