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あなたの力が日本の高齢社会を支える
　高齢者の人口は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年には3,677万人になる
と推計されています。介護保険制度を支えるケアマネジャー（介護支援専門員）には、多くの優秀
な人材が必要とされており、あなたがケアマネジャーの資格を取ることは、地域福祉ヘの貢献だ
けでなく、周りの人たちを笑顔にすることに繋がります。目的と意義をはっきり見据えて、あな
たの人生のステップアップに挑戦してください。私たちがケアマネ試験対策というフィールドで
あなたを応援します。

目指すは10月。私たちと一緒に合格を勝ち取りましょう
　ケアマネジャーの資格試験（介護支援専門員実務研修受講試験）は、例年10月の日曜日に行わ
れています。難しい試験と思われがちですが、決してそうではありません。しっかりした講座で
基本的な知識を養い、応用力を身につけ、本試験と同様の問題集に挑戦し試験に臨むことが大事
なのです。

合格力を養えるサポート態勢の充実したケアマネ通信講座
　試験に挑戦する多くの方は「忙しく時間が取れない」「思うように理解できない」といった悩み
をお持ちです。本講座なら試験に出るところを絞ってムダなく効率のよい学習ができ、短期間で
確実に合格力を養えます。また、学習途中でわからないところや疑問点はいつでもメールでお問
い合わせください。「わからないままにしないで、その都度解決すること」が鉄則です。

ムリなく・ムダなく実力を養成する3Ｓｔｅｐ

学 習 の 流 れ
Step1

テキスト学習
基礎学習

テキストや音声学習で介護保
険制度の全体像を掴み、基礎
から重要事項、例外までしっ
かり学習。試験のポイントが
短時間で学べます。

Step2
問題集学習

応用力学習
単元ごとにチェック問題を解く
ことで理解度を確認し、応用力
を養います。わからないところ
は、その都度質問できますから
スムーズに学習が進みます。

Step3
模擬試験演習

実力完成学習
過去問と模擬試験を５回実
施、すべての模擬試験で本番
レベルの難易度の問題を出題
します。解答解説による復習
で実践力を養います。

10
月
ケ
ア
マ
ネ
試
験

ケアマネジャーを目指すあなたに
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　介護支援専門員は 2000 年の介護保険制度発足に伴い、介護支援を担う要として位置付けら
れることとなりました。要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知
識及び技術を有し、要介護者等からの相談に応じ、また適切なサービスが受けられるように市町
村やサービス提供事業者、施設等と連絡調整などを行う者です。
　そのような援助に関する必要な知識や技術を持っている者であることを証明するのが「介護支
援専門員証」であり、この交付を受けてはじめて「介護支援専門員」を名乗ることができます。

受験資格
介護や保健医療、福祉の仕事に携わっている方が受験できます。
実務経験は５年以上（かつ 900 日以上従事）が必要です。

出題は五肢複択方式で、ほとんどの都道府県
ではマークシート方式で行われますが、都道
府県によっては選択番号を記入するところも
あります。60 問を 120 分

※
で解答します。

①介護支援分野 25 問

②保健医療福祉サービス分野  

保健医療サービスの知識等 20 問

　　　福祉サービスの知識等　　15 問

合計 60 問

出題方法・出題数・試験時間

国家資格等に
基づく業務に
従事する者

介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作
業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士（管理栄養士を含む）、義肢装具士、言語
聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師、医師、歯科医師

相談援助業務
に従事する者

生活相談員または支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員として、要介護者等の日常生活の自立に
関する相談援助業務に従事 など

実施時期 年１回。例年10月の日曜日に実施。

受験地 申込日現在、受験資格に該当する業務に従事している場合、その勤務地のある都道府県。
従事していない場合は、住所がある都道府県。

受験申込期間 ６月～７月頃。（都道府県によって異なり、早いところでは６月下旬に締め切られています）

合格発表 11月下旬～12月上旬

出題形式 ほとんどの都道府県がマークシート方式で、五肢複択方式。

受験資格 上記をご参照ください。

合格ライン 「介護支援分野」及び「保健医療福祉分野」の区分ごとに正答率７割を基準とし、
問題の難易度で補正されています。　※試験の詳細、受験資格のお問い合わせは、受験地の都道府県庁 ･ 社協の試験担当課へ。

試験ガイド

受験ガイド 介
ケ ア マ ネ ジ ャ ー

護支援専門員とは？

※点字受験者（1.5倍）：180分、　弱視等受験者（1.3倍）：156分
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　パソコンやスマホが苦手な方でも、操作方法はとても簡
単です。ご家庭のパソコン、お使いのスマホやタブレット
から講座のホームページに接続し、あなたのＩＤとパス
ワードを入れるだけで学習画面に入れます。本当に直感的
な操作でラクラクと学習を進めることができます。

スマホの直感的操作でラクラク学べる

　本講座最大の特徴は、その豊富な問題数にあります。晶
文社刊『基本問題集』（上・下巻）、『実戦予想問題』に加え、
多数の試験合格者を輩出した講師陣・執筆陣が徹底的に過
去問を分析し、作成したオリジナルの模擬試験問題を解く
ことで、本試験を突破できるだけの実力が身につきます。

2,500超の厳選された問題が解き放題

　本講座オリジナル音声教材は、晶文社刊『合格テキスト』に沿った内容で、ケアマ
ネ本試験に出題されるポイントを解説しています。CD（74分）に換算すると約12枚

試験に出るポイントを突いた音声教材

　ケアマネ試験の勉強をはじめると、普段聞き慣れない専門用語や介護
保険制度特有の難しい言葉がたくさん出てきて、戸惑ってしまう人も多
いようです。本講座では、設問や解説ごとに関連用語を調べられる用語
辞典機能を備えています。途中でわからない用語があれば、どのページ
上でも「ケアマネ用語集」で検索して即座に解決することができます。

便利で必ず役立つ用語辞典機能

分のボリューム。webサイトにアクセスすれば、いつ
でも、どこでも試験に頻出の項目を効果的・効率的に
学習できます。

特長 1

特長 2

特長 3

特長 4

7つの特長ケアマネ
通信講座

Online
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80%
現在の理解度

問題の棚卸しで弱点が克服できる
　本講座では、間違った問題や後で解きたい問題を個別
で勉強することができます。何度でも挑戦できますか
ら、ウィークポイントの克服に役立ちます。また、解答
を途中で止めた時点で何パーセント学習が進んだか、正
解率はどれぐらいかが一目でわかるようにシステムを構
築しているので、学習の進捗管理が視覚的にできます。

特長 5

※いただいた質問は、原則として１～２営業日以内にご回答いたします。
　なお、複雑なご質問は２～３営業日程度いただきます。

　合格に向けた万全のサポート態勢を整えています。学習の途中で
わからないところや疑問点は、いつでもご質問ください。メールは
24時間受け付けています。もちろん郵送やFAXでも質問に対応し
ています。また、勉強の悩みや不安などの学習相談もいつでも受け
付けています。

メールサポートは24時間受付特長 6

　晶文社刊①『ケアマネジャー合格テキスト』、②『ケアマネジャー基本問題集』上巻、
③『ケアマネジャー基本問題集』下巻、④『ケアマネジャー実戦予想問題』を郵送で
お届けします。紙冊子の参考書と問題集は、腰を据えて取り組むのに最適。オンライ
ンで出題する問題ともリンクしているので、驚くほど学習が定着します。

一発合格者から大好評の
問題集も郵送でお届け

特長 7



6

TEL. ▶ ☎03-3518-4943 FAX（24 時間受付）▶ 03-3518-4945

お問い合わせ先

49,800 円（税込）受講料

https://www.shobunsha-caremanekoza.com/
ケアマネ通信講座online Webサイト

（１）まずは下記の Web サイトで受講申込をお済ませください。 
 ケアマネ通信講座 online → https://www.shobunsha-caremanekoza.com/

（２）講座受講料は下記にある口座にお振り込みください。

（３）お振り込みの確認が取れ次第、会員 ID・パスワードをメールにてお送り致します。
 送られてきた ID・パスワードでログインしてください。
 なお、紙冊子の問題集はお振り込みの確認後、２～３営業日内に発送します。

（４）無事ログインが完了できたら、いよいよ講座をご利用頂けます。

お申し込み方法

お 申 し 込 み 方 法
下記の手順でお申し込み下さい。

送付教材
①ケアマネジャー合格テキスト’21
②ケアマネジャー基本問題集’21　上巻

③ケアマネジャー基本問題集’21　下巻
④ケアマネジャー実戦予想問題’21

※お届け時の教材の乱丁・落丁・破損等につきましては、無料で交換いたします。
※教材がお気に召さない場合や都合で受講できなくなったときは、教材が到着した日を含む８日以内に限り返品できます。送料はご負担ください。

Web で受講申込をお済ませいただいた後に、下記の口座に受講料（49,800 円）をお振り込みください。

ゆうちょ銀行からお振り込みの場合
口座番号 10150-8681511
口座名義 カ）ショウブンシャ

その他の金融機関からお振り込みの場合
金融機関 ゆうちょ銀行
支店名 〇一八支店（ゼロイチハチ支店）
口座種類 普通
口座番号 0868151
口座名義 カ）ショウブンシャ

お支払い方法

＊お振り込み前に必ず受講申込をお済ませください。

＊お振込み手数料はご自身でご負担いただけますようお願いいたします。

＊領収書の発行は原則行っておりません。� �
　お振込み時の明細書を大切に保管ください。

お申し込み者
全員に令和２年
過去問解説＊

を
プレゼント

必ずもらえる

＊PDFダウンロード版
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ポイントがわかりやすく良かったと思います。学習
する時間がなかなかとれないなか車で聞く事が出
来、疑問に思ったところはテキストで確認しました。
本当に短い期間しかないなかで、模擬試験の合格点
も５回目でやっと取れたのが、９月末でした。試験
の振り返りで間違った所を確認しただけで、音声を
聞く時間を取れたのがよかったのだと思います。

　　　（48 歳・女性・介護福祉士）

講座アンケートより❶

最初５回の模擬試験を経験したことで、実際の試験
に落ち着いて取り組むことができました。とても有
意義だったと思います。一発合格を念頭に、強い意
志を持って学習しました。がんばりました‼　自分
を誉めたいです。家族を始め、周囲の協力に感謝で
す。ありがとうございました。受講して良かった～。

（56 歳・女性・介護福祉士）

講座アンケートより❷

ケアマネ通信講座を利用して合格しました。独学の
難しさを音声教材で何度も助けられました。通勤の
車のなかで、昨晩の復習をして、４か月でテキスト
終了。基本問題集上下巻を３か月かけて繰り返しま
した。とてもよい参考書でした。解説がとてもわか
りやすかったです。　　（66 歳・社会福祉士・男性）

講座アンケートより❸

愛読者カードより❶

最初のうちは問題が難しく感じ、解くのに時間がか
かりました。３回目ぐらいから問題を理解できるよ
うになりました。何度も同じ問題をまちがえて、く
じけそうになることもありましたが、基本問題集を
５巡して力をつけて、見事ケアマネに合格すること
ができ、本当に嬉しいです。問題の答を隠すために
このハガキを使っていたのでくちゃくちゃですが、
捨てないでとっておいて良かったです。ありがとう
ございました‼　　　　（39 歳・生活支援員・女性） 

愛読者カードより❷

１発合格できましたー‼　今年初めて受験でした。
問題集上・下、５、６回はやったと思います。（中略）
この問題集は裏表紙にのっている合格者さんの声が
とてもはげみになりました。これをやれば必ず合格
できると。この問題集に出会えてよかったです。あ
りがとうございました。合格することができ、本当に
嬉しいです。問題の答を隠すためにこのハガキを使
っていたのでくちゃくちゃですが、捨てないでとっ
ておいて良かったです。ありがとうございました‼

 （42 歳・パート・女性）

愛読者カードより❸

合格テキスト、過去問解説、実戦予想問題を自分な
りに連携させて見やすくするよう工夫しました。書
き込めるスペースが多く、追加情報も余裕で書き込
めました。「ケアマネ試験クラブ」(http://care-
manager.club/syoubunsya-kihon-part1/) と い
うブログで紹介されており、そこでの出会いが最高
の結果、一発合格につながりました。     

    （34 歳・相談支援専門員・男性）

通信講座受講者の喜びの声

問題集利用者の合格体験記


