一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟

2022 年度 社会福祉士・精神保健福祉士

受験生向けＱ＆Ａ
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模擬試験について

３.

受験生用 MyPage について

Q1.

どのような試験ですか？

Q22.

受験生用 MyPage とはなんですか？

Q2.

誰が試験問題を作っていますか？

Q23.

ID、パスワードはどうやったら手に入りますか？

Q3.

受験できる試験内容を教えてください。

Q24.

ID もしくはパスワードを紛失しました。

Q4.

どのような人が受験しますか？

Q5.

受験に必要な条件はありますか？

４.

Q6.

既卒者、通信課程の学生でも受験できますか？

Q25.

Q7.

家の近くの学校で受験できますか？

Q8.

個人受験と、中央法規出版の在宅受験の違いは

５.

なんですか？
Q9.

試験当日（間近）の自然災害、新型コロナウイルス感染

Q26.

試験当日、災害や感染症防止対策で、試験が延期・
中止になる場合はありますか？

学校受験・個人受験から在宅受験への変更（切替）
は可能ですか？

Q11.

模擬試験結果はいつ分かりますか？

症の対応について

学校受験、個人受験、在宅受験で問題等に違いはあり
ますか？

Q10.

成績について

Q27.

予定した試験当日に受験できない場合、成績票は作
成されますか？

個人受験の場合、模擬試験の問題等はいつ届きま
すか？

２.

申込、受験料について

Q12.

申込締切はいつですか？

Q13.

受験の手引きはどこで手に入りますか？

Q14.

申込にはどのような方法がありますか？

Q15.

申込手順を教えてください。

Q16.

受験料の支払い方法はどのようなものがありますか？

Q17.

受験料の支払い期限はいつですか？

Q18.

インターネットから誤って２回申し込んでしまいました。
どうすればよいですか？

Q19.

学校申込なのにインターネットから個人で申し込んで
しまいました。どうすればよいですか？

Q20.

申込後のキャンセルはできますか？

Q21.

法人経営協会員法人の職員ですが、卒業した学校で
もソ教連模擬試験を実施しています。学校の卒業
生、法人職員のどちらで申し込めばよいでしょうか？

【模擬試験のお申込み、お問い合わせ】 全国統一模擬試験実施事務局
〒162-0825

東京都新宿区神楽坂 4-1-1 オザワビル 2 階

TEL：03-5206-7445

FAX：03-5206-7747（営業時間

(株)ワールドプランニング内
平日 10 時～17 時）
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１. 模擬試験について

Q1.
A.

どのような試験ですか？
一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟（以下略称・ソ教連）が実施する “社会福祉士”
と“精神保健福祉士”国家試験合格支援のための模擬試験です。
試験の概要はこちら→ http://www.spw-mosi.com/exam/pages/moshigaiyou

Q2.
A.

誰が試験問題を作っていますか？
ソ教連会員校の教員を中心とした委員体制で、質の高い試験問題の作成・編集に取り組んでいま
す。

Q3.
A.

受験できる試験内容を教えてください。
受験できる試験は、大きく分けて 5 つあります。あなたの受験パターンに合わせてお選びくださ
い。
受験区分
受験区分
受験区分
受験区分
受験区分

A
C
Q
P
W

社会福祉士専門科目 ＋ 共通科目
社会福祉士専門科目のみ
精神保健福祉士専門科目 ＋ 共通科目
精神保健福祉士専門科目のみ
社会福祉士専門科目 ＋ 精神保健福祉士専門科目 ＋ 共通科目

詳しくはこちら→http://www.spw-mosi.com/exam/pages/moshitype

Q4.
A.

どのような人が受験しますか？
“社会福祉士”
“精神保健福祉士”の国家資格取得を目指す学生や社会人が、毎年 1 万人以上受験
しています。

Q5.
A.

受験に必要な条件はありますか？
受験条件は下記のいずれかにあてはまる場合です。
・ソ教連会員校の在学生または卒業生で、その学校が本年度のソ教連模擬試験を実施する予定があ
ること。
・法人経営協会員法人の職員であること。
開催方法等の一覧は以下でご確認ください。

https://www.spw-mosi.com/exam/pdf/shikenkubun_list.pdf （PDF）
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Q6.
A.

既卒者、通信課程の学生でも受験できますか？
学校によって、既卒者や通信課程の学生も受験できます。また、法人経営協会員法人にお勤めの
方も受験できます。
開催方法等の一覧は以下でご確認ください。

https://www.spw-mosi.com/exam/pdf/shikenkubun_list.pdf （PDF）

Q7.
A.

Q8.
A.

家の近くの学校で受験できますか？
本模擬試験の会場は、あなたが在籍している、又は卒業した学校のみとなります。

個人受験と、中央法規出版の在宅受験の違いはなんですか？
『個人受験』は、在籍している、又は卒業した学校が模擬試験を実施する場合で、新型コロナウ
イルス感染症の対応によって学校を会場とせず、申込み時に指定した住所へ模擬試験一式を送付
し、回答したマークシートを返送する方法です。実施校が新型コロナウイルス感染症の対応によ
り、実施方式を選択していますので、ご自身で実施方法を選択することはできません。なお、法
人経営協会員法人にお勤めの方も、
『個人受験』にてお申込み・受験できます。
『在宅受験』は、行事などで試験実施期間内に本模擬試験を実施できない学校の学生や、受験対
象者が在校生に限られている学校の既卒者が同じ試験を受けることができるようにするためのも
のです。申込及びお問い合わせは、以下の中央法規出版が対応します。
※中央法規出版 在宅受験関連情報

Q9.
A.

⇒ http://www.chuohoki.co.jp/seminar/

学校受験、個人受験、在宅受験で問題等に違いはありますか？
出題される問題と正答解説集・成績表は同じですが、中央法規出版の『在宅受験』を利用した場
合、学内の他の受験生との成績集計の対象にはなりません。個人成績は集計します。

Q10. 学校受験・個人受験から在宅受験への変更（切替）は可能ですか？
A.

本模擬試験申込後に、学校受験または個人受験から中央法規出版が実施している在宅受験への切り
替え、および中央法規出版が実施している在宅受験から学校受験または個人受験への切り替えは、
一切できません。

Q11. 個人受験の場合、模擬試験の問題等はいつ届きますか？
A.

10 月上旬より順次発送予定です。順次発送のため、即日到着や特定の日にちまでに送ることはで
きません。
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２. 申込、受験料について

Q12. 申込締切はいつですか？
A.

【個人申込】、
【学校申込】ともに申込締切は 2022 年 9 月 15 日（木）です。

Q13. 申込に入りますか？
A.

所属する学校でご入手してください。また当サイトからもダウンロードが可能です。
※模擬試験の概要 ⇒ http://www.spw-mosi.com/exam/pages/moshigaiyou

Q14. 申込にはどのような方法がありますか？
A.

個人で申し込む【個人申込】と、学校が取りまとめて一括して申し込む【学校申込】の 2 つの方
法があります。学校によって申込方法が異なるため、当サイト『学校別開催方法一覧』で所属校
の申込方法を確認してください。なお、法人経営協会員法人にお勤めの方は【個人申込】にてお
申込みください。
【個人申込】は当サイトの申込フォームからのみ受け付けています。

Q15. 申込手順を教えてください。
A.

下記の図（
「受験の手引」2 ページ）で、あなたがどこに当てはまるか確認してください。
詳細は「受験の手引き」2 ページにて確認してください。

★ご注意ください★

～学校申込の注意点～

あなたの学校が【学校申込】を行う場合、ご自身で【個人申込】を行うと重複申込になってしまいます。
必ず学校担当者（先生など）もしくは当サイトにて【学校申込】の対象となっているか確認してください。
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Q16. 受験料の支払い方法はどのようなものがありますか？
A.

【個人申込】の受験料の支払方法は、
『コンビニ決済』・『クレジットカード決済』があります。
【学校申込】は、所属する学校で確認の上、学校へお申込みください。
下図をご参照ください。
（※受験料支払いが完了していない場合、受験できませんのでご注意くだ
さい。
）

Q17. 受験料の支払い期限はいつですか？
A.

【個人申込】
・ 『クレジットカード決済』の場合、申込時にカード情報をご入力いただく必要があります。
なお、即日決済となりますので、申込完了時点で支払いは完了します。
・ 『コンビニ決済』の場合、申込後５日以内に当サイトで指定されているコンビニで受験料を
お支払いください。
※ 誤って支払方法決定前に画面を消してしまった場合は、My Page へログインすると支払方法決定
画面へ移動します。

【学校申込】
・ 受験する学校によって異なりますので、必ず学校担当者に確認してください。

Q18. インターネットから、誤って 2 回申し込んでしまいました。どうすればよいですか？
A.

不要な申込を削除しますので、当サイトの問い合わせフォームより削除依頼をしてください。
なお、申込状況によって手数料が発生する場合があります。ご了承ください。
※ 削除依頼を行わなかった場合、2 件分の受験申込がされたとみなされるため、2 回分の請求が発生し
ます。ご注意ください。
※上記の通り、クレジットカード決済は、即日決済となりますので、十分ご注意ください。
※ 問い合わせフォーム

⇒

http://www.spw-mosi.com/exam/registers/inquirePublic
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Q19. 学校申込なのにインターネットから個人で申し込んでしまいました。どうすればよいですか？
A.

誤って個人で申し込んでしまった場合、二重登録になってしまいます。下記のいずれかの対応をお願
いします。
① 実施事務局へ個人で申し込んだ内容についてキャンセルの連絡をする（返金が発生する場合等の手
数料はご負担いただきます）。
② 学校担当者へ申し出て学校申込分をキャンセルし、個人で申し込んだ内容をそのまま利用する。
＊ ②の場合、学校申込には含まれませんが、申込状況や成績等は学校で把握されます。
＊ 受験料を重複して振り込まないよう、十分ご注意ください。

Q20. 申込後のキャンセルはできますか？
A.

申込締切の 2022 年 9 月 15 日（木）以前か、以降で異なります。以下を確認してください。
◇コンビニ払いで入金前の場合
期日までに入金されないと、自動的にキャンセルとなります。
◇クレジットカード払い、コンビニ払いで入金済の場合
申込締切の 2022 年 9 月 15 日（木）以前の場合は、問い合わせフォームでキャンセルの旨を連
絡してください。確認の上、ご指定住所に返金申請書を郵送します。
※問い合わせフォーム

⇒

http://www.spw-mosi.com/exam/registers/inquirePublic

◇申込締切の 2022 年 9 月 15 日（木）以前の学校申込の場合
学校担当者にご確認ください。
◇申込締切の 2022 年 9 月 15 日（木）以降の場合
受験票の発送と資材の発送が手配されるため、キャンセルを受け付けることはできません。

◇返金申請書による返金について
決済手数料及び振込手数料を受験料から差し引いて返金します。
決済手数料及び振込手数料は、受験料・決済方法・返金先の金融機関により異なります。

Q21.

法人経営協会員法人の職員ですが、卒業した学校でもソ教連の模擬試験を実施していま
す。学校の卒業生、法人職員のどちらで申し込めばよいでしょうか？

A.

どちらに申し込まれても模擬試験の問題や回答方法などに違いはありません。成績表も同じよう
に出ます。ただ、学校に申し込んだ場合、学校を会場とした受験となるケースもありますので、
どこで受験したいかをもとに検討しお選びください。
なお、卒業生として申し込んだ場合、模擬試験の成績が卒業した学校に通知され、学校全体の成
績に集計されます。法人職員として申し込んだ際は卒業した学校の成績に集計されません。
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３. 受験生用 My Page について

Q22. 受験生用 My Page とはなんですか？
A.

My Page は、あなた専用の ID とパスワードで、ご自身の本模擬試験に関する情報を管理するペー
ジです。試験情報はもちろん、学校からの情報や試験終了後の得点結果速報などもご覧いただけ
るオプション機能がついています。
※中央法規出版にて実施している『在宅受験』へお申込された方は利用できません。

Q23. ID、パスワードはどうしたら手に入れられますか？
A

【個人申込】
・申込完了後、登録したメールアドレスに ID が送信されます。
※ パスワードは申込時、ご自身で設定をしていただきます。

【学校申込】
・学校担当者に一括で付与されます。学校担当者から受け取ってください。

Q24. ID、パスワードを紛失しました
A.

当サイトより【ID とパスワードを忘れた時】にアクセスし、再発行の手続きを行ってください。
※ ID とパスワードを忘れた時⇒http://www.spw-mosi.com/exam/remindermails/
※ 登録に用いた E-mail アドレスが必要となります。
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４. 成績について

Q25. 模擬試験結果はいつ分かりますか？
A.

模擬試験当日に、
『正答・解説集』を配布します。自己採点と見直しにご活用ください。
その後、2022 年 11 月 29 日（火）に個人成績表を申込時に登録したご住所へ郵送します。
また、得点等の成績速報を、
2022 年 10 月 25 日（火）ならびに、11 月 16 日（水）に受験生用 My Page 公開予定です。
※ 受験された試験の実施日により速報の公開日が異なります。

５. 試験当日（間近）の自然災害、新型コロナウイルス感染症の対応について

Q26. 試験当日、災害や感染症防止対策で、試験が延期・中止になる場合はありますか？
A.

自然災害や新型コロナウイルス感染症の対応等で止むを得ず設定した試験日に試験を実施できな
い場合があります。学校担当者からの連絡を十分ご確認ください。試験日は各学校が設定してい
るため、実施事務局及びソ教連事務局ではお問い合わせに対応できません。

Q27. 予定した試験当日に受験できない場合、成績票は作成されますか？
A.

回答したマークシートを、返送期日までに実施事務局にお送り頂ければ、成績が集計され、個人
成績表を発行することができます。マークシートは原則として、学校単位で取りまとめて集計し
ており、マークシート返送期日は、学校担当者のみに案内しています。マークシートの返送方法
や受験の仕方については、学校担当者へ相談してください。
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