
社会福祉士国家試験合格に必要な知識を、 コンパクトに一冊にまとめた
受験対策書の決定版‼

わかる！受かる！ 社会福祉士国家試験

合格テキスト2023
●社会福祉士国家試験受験対策研究会＝編集

●A5判・736頁●2022年5月発行 ●定価4,840円（本体4,400円＋税10％） 8488

➊押さえるべきポイントを厳選し、コンパクトにまとめた受験対策書の決定版

➋インプットした知識を、過去問を使ってすぐにアウトプットできるように編集

➌学習に便利な赤シート付き

10 年分の国試から厳選された 3,200問を超える問題＊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！　　＊専門科目編と共通科目編との合計

2023 過去問 一問一答＋α
●一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟＝監修

社会福祉士国家試験【専門科目編】
●A5判・約400頁　●2022年 7月発行予定　●定価3,080円（本体2,800円+税10%）　8482

➊問題に対して○×で解答を示し、その解答に至る
ポイントを解説として簡潔に掲載！

➋第30～ 34回の国家試験の問題に加え、第25～
29回の国家試験から「これだけは解いておきたい」
という問題をピックアップ‼　選択肢ごとに一問一
答形式にして収載

➌赤シートで解答を隠して繰り返し解くことができる

社会福祉士･精神保健福祉士国家試験【共通科目編】
●A5判・約570頁　●2022年 7月発行予定　●定価3,300円（本体3,000円+税10%）　8483

ビジュアルで確認！全体像を把握‼

見て覚える！
社会福祉士国試ナビ2023
●いとう総研資格取得支援センター＝編集

●AB判・約380頁　●2022年7月発行予定

●定価3,300円（本体3,000円+税10%）　8480

➊国試19科目を５領域に分類

分析整理された項目で効率よく学ぶ

➋試験の全体像を把握して確実に覚えられる構成

➌出題範囲をスッキリ整理

ポイントを図表やイラストで解説！

穴埋めでトレーニング！ 「国試ナビ」 対応の問題集

書いて覚える！社会福祉士

国試ナビ 穴埋めチェック2023
●いとう総研資格取得支援センター＝編集

●A5判・約290頁　●2022年7月発行予定

●定価2,420円（本体2,200円+税10%）　8484

➊各分野の重要問題を穴埋め形式で学習し、試験問題を解くため

の実力をつける

➋「見て覚える！社会福祉士国試ナビ」の参照頁でしっかり復習

できる

➌赤シートを使って繰り返し学習することで、基本を確実にし、

得点力アップにつながる

「覚えられない」 「暗記できない」にお応えする “覚える学習”
スキマ時間の学習にもぴったり！

らくらく暗記マスター
社会福祉士国家試験2023
●暗記マスター編集委員会＝編集

●新書判・192頁　●2022年6月発行予定

●定価1,760円（本体1,600円+税10%）　8478

➊複雑な内容、難解な用語を図表でスッキリ整理！

➋クマ先生・ウカルくんのやりとりで、楽しく学習！

➌暗記術で、ムリなく、ムダなく、重要語句をインプット！

➍付属の赤シートで理解度をチェック

得点力をあげる！よく出る 450 問＋詳しい解説！

社会福祉士国家試験

模擬問題集2023
●一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟＝編集

●B5判・約460頁　●2022年6月発行予定

●定価3,960円（本体3,600円+税10%）　8475

➊出題基準や過去の出題傾向を徹底分析し精選した450問

➋豊富な事例問題で試験対策

➌国家試験でも出題される5肢 2択の模擬問題も収載

➍選択肢ごとのわかりやすい解説で合格力アップ
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最新版

第35回
（2023年２月実施予定）

社会福祉士国家試験
受験対策書

過去3年分（第32回～第34回）450問を選択肢ごとに解説。
第 30回～第31回の 2年分は問題・解答を掲載！

社会福祉士国家試験

過去問解説集2023
第32回－第３4回完全解説+第30回－第31回問題＆解答

●一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟＝編集

●B5判・616頁　●2022年5月発行　●定価4,400円（本体4,000円+税10%）　8467

➊「科目別ポイント」で、第34回出題傾向＆第35回対策を押さえる！

➋充実した解説で、＋αの知識＆解答を導き出す力をつける！

➌出題時以降の法改正や統計数値の更新など、最新情報にも対応！
➍コピーして使えるマークシート付で、マークシート対策もバッチリ！

国家試験合格に必要な知識を完全網羅！ 「傾向と対策」
「重要項目」 「一問一答」 の 3ステップで効率よく学ぶ‼

受験ワークブック2023
社会福祉士国家試験【専門科目編】
●社会福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会＝編集
●B5判・498頁　●2022年5月発行
●定価3,520円（本体3,200円+税10%）　8471

社会福祉士･精神保健福祉士国家試験【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
●B5判・624頁　●2022年5月発行
●定価3,520円（本体3,200円+税10%）　8472

➊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！
➋押さえる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！
➌特に重要な用語やキーワードの色文字は、確実にインプット！
➍一問一答で知識を定着させる！試験直前の最終チェックにも最適！



お届け先

ご 住 所

ご自宅 ・ 勤務先（ご名称・部署名・ご担当者名をご記入ください）

〒
電 話

F A X

お支払い １. 公費 ２. 私費 ( 個人購入 )

ご名称
＊ご自宅の方は
　記入不要です 代金引換

※一部、お取扱い

できない地域が

ございます。

希望曜日

平日 土曜 日曜 無指定

※日程の指定は出来ません

※「振込」を選んだ場合、曜日・時間の指定は出来ません

※電話番号が無記入の場合、代金引換でのお届けは出来ません

希望時間
９～12 時 12～14 時 14～16 時 16～18 時

18～20 時 19～21 時 無指定
部署名

＊ご自宅の方は
　記入不要です

代引手数料300円　※ご購入3,500円（税込）未満の場合、別途送料がかかります。

お名前

（ご担当）

振込（銀行、郵便局、コンビニ）必要書類 見積書 (　　通 ) 納品書 (　　通 ) 請求書 (　　通 )

※請求書は、商品と同送いたします。公費→約1カ月以内、私費→約2週間以内にお支払下さい。

出版社使用欄
（記入不要）

コード 売上日 売上 No 区分 社員 業種 方法 請納 場所 用紙 売上 支払 支払期日

７ 882

コード 書　　名 定価(税込) 注文数

8488
わかる！受かる！
社会福祉士国家試験合格テキスト2023

4,840円

8467 社会福祉士国家試験過去問解説集2023 4,400円

8471
社会福祉士国家試験
受験ワークブック2023（専門科目編）

3,520円

8472
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験
受験ワークブック2023（共通科目編）

3,520円

8475 社会福祉士国家試験模擬問題集2023 3,960円

8478
らくらく暗記マスター
社会福祉士国家試験2023

1,760円

8480 見て覚える！社会福祉士国試ナビ2023 3,300円

8484
書いて覚える！社会福祉士国試ナビ
穴埋めチェック2023

2,420円

8482
2023社会福祉士国家試験
過去問 一問一答＋α（専門科目編）

3,080円

8483
2023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）

3,300円

※ 書名・発行時期・体裁・金額等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。　※ 発行予定の書籍は発行され次第お送り致します。
※ 3,500円(税込)以上ご購入の場合、送料サービス。  ※ ご注文の受付からお届けまでに、１週間 ~１０日程度かかります。

FAX申込書
お申込みの際、下記に必要事項を

ご記入のうえ、FAX 送信願います

中央法規出版　東京営業所 宛　 FAX.03-3837-8037

2022年5月発行

2022年5月発行

2022年5月発行

2022年5月発行

2022年6月発行予定

2022年6月発行予定

2022年7月発行予定

2022年7月発行予定

2022年7月発行予定

2022年7月発行予定

☆お客様の個人情報のお取り扱いについて　個人情報保護管理者　取締役総務部長　℡ .03-3834-5810

●弊社はお客様の個人情報を商品の発送・納品、代金の請求、入金の確認、返金、サービス実施、弊社の商品、サービス、催し物のご案内、これらの確認のための連絡に使用します。弊社は法令に基づく場合を除いて、お客様の個人情

報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。弊社はお客様によりよいサービスの提供のため、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、適切な管理を実施させて業務の一部を外部に委託します。

お客様が弊社に個人情報を与えることは任意ですが、お客様が弊社に個人情報を与えない場合には、弊社からの返信やサービスの提供ができない場合がありますのであらかじめご了承下さい。お客様には、ご自身の個人情報の利用目的

の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除の要求、利用又は提供の拒否をする権利があります。必要な場合には、右記の窓口までご連絡下さい。　【個人情報問合わせ窓口】　中央法規出版株式会社　福岡営業所長　　（220325）

　　 年　　月　　日                                                                                                                 「熊本県社会福祉士会　専用」 

FAXお申込み 中央法規出版宛て
下の記入欄にご記入のうえ、
FAX してください。

FAX. 092-726-2060

お申込書

中央法規出版株式会社　福岡営業所

〒810-0073　福岡市中央区舞鶴3-2-1　4Ｆ 　☆担当：柿本

TEL.092-724-8714  FAX.092-726-2060

SNS、メルマガ、けあサポで最新情報を発信しています。
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