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1．はじめに
平成21年4月から新カリキュラムによる介護福
祉士養成教育が実施され、併せて、国家試験の導
入が法制化された。しかし、国家試験の実施は、
諸般の事情で延期されていたところであるが、平
成28年度入学生から、経過措置はあるものの義務
化される。介護福祉士コースでは、新カリキュラ
ム導入時から、2年次通年の「キャリアアップセ
ミナー」の授業科目を設定し、学生は、国家試験
の有無にかかわらず、国試レベルの知識や技術、
判断力を修得して卒業することと、教員にとって
も国家試験を見据えた授業方法を試行・研究する
ために、介護福祉士養成施設協会主催の卒業時共
通試験への合格を目標としながら試験対策を行っ
てきた。
今回、来年度からの国家試験本格導入を控え、

これまでの卒業時共通試験の成績や、過去3年間
のキャリアアップセミナーで実施した試験結果等
を基に課題や効果的な方策等を検証し、この結果
を、平成28年度入学生の介護福祉士国家試験100％
合格と、介護福祉士に求められる知識や判断力の
修得のための授業や国家試験対策の構築に役立て
たい。

2．方 法
2．1 調査対象
①全体的な傾向・推移については、平成21年度～

平成26年度の卒業時共通試験の結果を対象とした。
②内容の検証については、平成25年度～平成27年
度の「キャリアアップセミナー」の授業で実施し
た試験成績と平成25・26年度卒業時共通試験結果
を対象とした。

2．2 集計値の算出法
①平成21年度～平成26年度の卒業時共通試験（介
養協主催）の結果については、毎年度おこなって
いる試験結果総括資料を基に集計した。
②平成25年度～平成27年度の「キャリアアップセ
ミナー」の授業で実施した試験成績については、
平成25年度から学内模擬試験として、第1回目は、
7月下旬に前年度の介護福祉士国家試験問題（120
問）を、第2回目は、12月中旬に前年度の卒業時
共通試験問題（120問）を実施しており、その結
果を集計し、比較検証した。

3．結 果
3．1 卒業時共通試験等の成績の推移
卒業時共通試験の成績の推移は、表1・表2の
とおりである。
①2年次通年のキャリアップセミナーの授業で国
家試験対策を行っており、平成25年度からは全員
が、合格点（正解率60％以上）に達するなど成績
は向上している。
②Ｈ26年度の平均点が下がっているのは、卒業時
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表1 卒業時共通試験年次別結果
Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度

学生数 33名 26名 28名 24名 22名 24名
本学平均得点（120問中） 84．5 89．7 88．8 92．6 92．0 88．2
本学正解率（100％） 70．4 74．8 74．0 77．2 76．7 73．5
再試験対象者（72問未満） 4 1 2 1 0 0
最高得点（120問中） 100 109 113 107 111 108
最低得点（120問中） 57 66 60 61 73 72

表2 Ｈ26年度 卒業時共通試験全国集計結果
受験校数 平均点／120問 偏差値 最高得点（順位） 最低得点者

全国 394校 81．96 50 （11627名中） （11627名中）
本学 72位 88．17 54．71 108点（164位） 72点（9128位）

表3 Ｈ25年度介護福祉士国家試験と同一問題を利用した実証実験（介養協主催）結果
受験校数 平均点／120問 偏差値 最高得点（順位） 最低得点者

全国 137校 78．26 50 120点（3999名中） 20点（3999名中）
本学 13位 88．64 57．15 118点（24位） 67点（3152位）

共通試験の科目別問題構成数が大幅に変わり、問
題の内容も国試同等になり難易度が上がったこと
が影響している。
③Ｈ26年度から、採点・集計を介養協で行うよう
になったが、表2のとおり、本学は平均点88．17
点（120点満点）で全国平均の81．96点より6．21点
高く、72位／394校であった。
④H25年度には、介養協主催でモデル的に、Ｈ26

年1月にあったＨ25年度介護福祉士国家試験の実
証実験があり本学も参加し、Ｈ26年2月6日に実
施した。表3のとおり、本学の平均点は88．64点
（120点満点）で、全国平均の78．26点より10．38
点高く、順位も13位／137校であった。この学年
は、養成科社会人が熱心に試験対策に取り組んで
いた。

3．2 年間の学習成果の状況（Ｈ25～27年度）
3．2．1 年間の正解率の推移
平成25～27年度の2年生の1年間の成績の推移

を把握するために、①1回目（前年度国家試験問
題）、②2回目（前年度卒業時共通試験問題）、③
3回目（当該年度卒業時共通試験；Ｈ27年度学生
は、Ｈ28年2月試験のため未受験）の平均点の推
移を示したのが、図1である。キャリアアップセ
ミナーの授業で過去問題の実施、採点、修正、解
説などをおこなうことにより確実に正解率が高
まっているが、各年度の学生の状況等により、成
績の向上に差がある。Ｈ26・27年度は、1回目（7
月実施）時点から2回目（12月実施）の伸びが7％
程度であるが、Ｈ25年度は23．5％となっている。
正解率は各年度の試験問題の難易度にも影響され
るが、Ｈ25年度生の特徴として、前項でも触れた

ように、多くの社会人（離職者訓練生）を中心に
して、授業で使った過去問題を科目別にファイル
し、間違ったところ、解説などを記入していくな
ど、自ら計画的に勉強している様子が見られた。
Ｈ26年度生はクラス内の纏まりがなく、意欲が高
まらないようであった。Ｈ27年度生は、前期には
学生が中心になって解説など行い、1回目（7月
実施）には高い点数になり期待をしていたが、1

図1 正解率の推移
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図5 科目別正解率
（Ｈ25・Ｈ26年度 卒業時共通試験）

回目時点から2回目（12月実施）の伸びは少ない。
Ｈ27年度生の特徴として、キャリアアップの時間
はグループとして活発に取り組んでいるが、楽観
的で、自ら課題意識を持ち、計画的に勉強すると
いうところが不足している。

3．2．2 正解率区分の人数分布
正解率を、50％未満～100％の間で6区分（10％

区分）し、該当する人数の割合を示したものが図
2（Ｈ25年度）・図3（Ｈ26年度）・図4（Ｈ27年
度）である。合格ラインは、正解率60％以上であ
り、全員合格のためには、全学生を60％以上にす
ることが重要になる。Ｈ25年度は、正解率60％に
満たない学生が、1回目（7月）の時点では40．9％
いたが、2回目（12月）時点では、全て、正解率
70％以上になり、本試験でも全員が合格ラインに
達した。Ｈ26年度は、正解率60％に満たない学生
が、1回目（7月）の時点では33．4％で、2回目
（12月）時点では25％と底上げに苦慮をしたが、
本試験では全員が合格ラインに達した。Ｈ27年度
は、正解率60％に満たない学生が、1回目（7月）
の時点では30％で、2回目（12月）時点で全員が
合格ラインに達しているが、これらの学生は、か
ろうじて60～69％になったものでまだ安心できる
状態ではない。成績低位の学生の個別状況を見る
と、問題を読み取る力、応用力などの基礎学力に
課題があるが、自学の習慣がなく、授業での学び
がその場限りとなり、段階的な成績の向上に繋

がっていない。全員合格のためには、特に成績低
位の学生を、12月の時点で正解率70％以上に近づ
けることがより重要になる。

3．2．3 科目別正解率の比較（Ｈ25・Ｈ26卒業時
共通試験）
卒業時共通試験の科目別正解率は、図5のとお
りで、正解率が70％未満の科目は、「社会の理解」、
「発達と老化の理解」、「認知症の理解」、「障害の
理解」、「こころとからだのしくみ」で、特に、こ
ころとからだの領域の4科目はすべて正解率が低
く、今後ますます、医療的視点が重要視される中
で、この領域の強化が課題となる。また、全体的
には、全科目の底上げは必要であるが、総合点で
合格点に達するためには、得点しやすい科目で、
全員が確実に正解することも試験対策としては必
要である。

3．2．4 科目別正解率の比較（Ｈ27年度）
Ｈ27年度の第1回（7月）・第2回（12月）の
試験の科目別正解率は図6のとおりで、正解率
70％未満の科目は、第1回目（7月）では、「社
会の理解」、「介護の基本」、「発達と老化の理解」、
「障害の理解」で、第2回目（12月）では、「社
会の理解」、「認知症の理解」、「総合問題」であっ
た。例年、「○○の理解」のように、知識に基づ
く判断を要する問題は正解率が低く、「○○の技
術」「介護過程」のように、実践に基づく態度や
方法を問う問題は正解率が高い。今回、こころと
からだの領域の「障害の理解」と「発達と老化の
理解」の2回目の得点が高いのは、テスト前の授

図2 Ｈ25年度正解率人数分布

図3 Ｈ26年度正解率人数分布

図4 Ｈ27年度正解率人数分布
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図6 Ｈ27科目別正解率比較

図7 Ｈ27 正解率別問題数

業で、重点的に行った結果と思われ、こころとから
だの領域については、今後とも強化が必要である。

3．2．5 問題別正解率の比較
国家試験・卒業時共通試験の問題総数は120問
であるが、Ｈ27年度生の各問題の正解率0％～
100％を7区分で示したものが、図7正解率区分
別問題数である。全員正解の問題が1回目（7月）
には19問／120問であったが、2回目（12月）に
は33問／120問でとなっており、80％以上の学生
が正解した問題数は、1回目には59問／120問
（49％）であったが、2回目には77問／120問
（64％）と上昇している。全問題の64％の問題を、
80％以上の学生が正解していることになる。しか
し、成績低位の学生は、80％以上の人が正解して
いる問題の多くを得点できていない。国家試験の
合格最低ラインは60％と言われており、80％以上
の学生が正解している問題を確実に解くことがで
きれば、全員合格ラインに達することになる。

4．考 察
卒業時に学生が介護福祉士国家試験レベルの知

識や判断力を身につけることと、介護福祉士コー
スにおける国家試験対策を試行・研究することを
目的として、平成21年度から2年通年の選択科目
を設定して成績の向上に取り組んできた。全体と

して、学生は、国家試験が課されていないにもか
かわらず、介養協主催の卒業時共通試験合格をめ
ざして全員が受講した。授業では、過去問題を中
心にした内容を解き、学生間や教員による解説な
どを行うとともに、学生の解答状況を問題別・個
人別に集計・分析し、できるだけその結果を介護
福祉士コースＨドライブで共有するようにした。
年度ごとに、共通試験の難易度の影響もあり、若
干の差異はあるが成績は向上している。特に、全
員合格に達することができたのは成果であり、国
試対策講座「キャリアアップセミナー」は有意義
と考える。

主な課題としては、以下の事項があげられる。
（1）国試対策全体についての課題
①2年間を通じた国試対策計画の策定と体制
整備
入学時から卒業時の国家試験受験まで、段階的、
継続的に学習が進んでいくような計画を作成し、
全体の進捗管理の担当者や、「キャリアアップセ
ミナー」などにおける教員の役割分担などを明確
にし、受験対策が円滑に行えるような体制を整備
する。
今後、更に、教員の負担が増加することになる
ため、Ｈドライブ等による国試対策関連過去問題、
学生の成績状況など共有を図るとともに、国試対
策の業務が主担当者に偏らないように、連携して、
効率的に行うことが必要と考える。
②学生の主体的な取り組みの推進
学生の主体的な取り組みは、成功の要である。
入学時から、学生の主体的取り組みを引き出し、
履修状況を把握しながら、目標達成まで必要な支
援をおこなうようにする。具体的な担当や方法に
ついては、計画策定の中で協議していくことが必
要である。
③教員の国試内容の熟知と授業力の向上
担当教科においては、1年次から出題基準を踏
まえた解りやすい授業を行い、2年次には、1年
で担当した科目についても、関連科目授業時等に
復習の機会を作るなどにより、最後まで責任を
もって、学生の理解を深めるような授業や支援を
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行うことが必要と考える。
（2）学習の方法・内容についての課題
①過去問題の徹底的な習得
過去問題を解き、解説ができる、類似問題を解

ける、を繰り返すことにより、8割の学生は、合
格ラインに到達することができる。Ｈ27年度の学
生の成績（3．2．5問題別正解率）を見ても、120問
題中77問（64％）について、80％以上の学生が正
解しており、基本的なところを確実に得点できる
ような学習を支援していくことが必要になる。
②知識や理論に関する科目の強化
学生が苦手な科目として、「社会の理解」と、

こころとからだの領域の「発達と老化の理解」、「認
知症の理解」、「障害の理解」、「こころとからだの
しくみ」は得点しにくい科目である。今後、介護
職には医療的な視点がより求められるようになっ
ており、1年次の授業から、基本を確実に修得で
きるようポイントを押さえた授業や、2年次の復
習などを工夫し、学力の向上につなげることが必
要である。
③実技や実習の経験を活かした学習の推進
「生活支援技術」や「コミュニケーション技術」、
「介護過程」、「介護の基本」などの科目は、実践
に基づく判断が求められる科目である。特に、「生
活支援技術」は問題数も多く、実技の力が問われ
る。技術系の科目は、知識・理論系に比べ得点し
やすい傾向にあり、知識・理論系が苦手な学生に
とっては、ここで得点することは、全体の底上げ
につながる。「得点しやすい所で確実に得点す
る。」ことを学生にも理解させ、より効果的な成
績向上につなげることが必要である。
（3）個別指導の充実
①学生の主体的な取り組みの支援
学習習慣や受講態度が身についていない学生が

多い中で、入学時からの授業において、受講態度、
ノートの取り方、小テストの利用など、基本的な
姿勢について助言指導をおこなう。また、自学に
ついては、課題を提供し、解らないところは自ら
調べ質問するという学習習慣を身につけるよう、
学生の個別の状況を確認しながら継続的に指導・
支援する。

②成績低位の学生への個別支援
20～30％の学生は、全体的な取り組みの中だけ
ではついていけない。このような学生は、読み書
き、問題の意味の理解、知識の活用など基礎的学
力が劣っており、厳しい状況にある。2年間の中
で、基礎学力をつける時間的余裕はないため、個
別指導の時間と担当教員を計画的に設定し、過去
問題を解きながら基本的理解を深めるなどの方法
で、より手厚く支援し、学生自ら、達成感が得ら
れるような支援を行っていく必要がある。
以上のような課題を踏まえ、今後の国試対策を
検討していきたい。

5．今後の国試対策のあり方
介護福祉士コースにおける国家試験対策につい
ては、これまでの介護福祉士としての人間性と専
門性の養成という本学の基本方針を堅持しながら、
専門性をより高めるツールとして国家試験対策を
充実させるというスタンスに立つべきと考える。
国試対策が、学生の負担感・不安を軽減し、介護
福祉士としての総合的な学びと、介護福祉士とし
ての意欲と希望につながるように、学ぶ喜びを感
じられるような支援にしたいと考える。
国試対策としては、今までの、①基本を確実に
学ぶ授業、②個別支援の充実、③総合的な受験対
策を3つの柱とし、この検証で得た課題を踏まえ
ながら、3月中旬頃までに、コース内で検討を重
ねながら、それぞれの内容をより明確で具体的な
内容にして4月からの実施に繋げていきたい。
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6．おわりに
目前に介護福祉士国家試験の導入が迫ってきた

が、今までの取組みを振り返りながら、今までの
本学の基本方針である「人間性と専門性を備えた
介護福祉士の養成」という視点を大切にし、日々
の学びや学生支援をより充実することで、徒に国
試を怖れることはないと考えている。今、一番期
待されている良質な介護の専門職として、全員が、
名実ともに、介護福祉士国家資格を取得し、社会
に羽ばたけるよう、実習施設のご協力もいただき
ながら、教員一丸となってしっかり支援したい。
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準2008年（財）社会福祉振興・試験センター
4）介護福祉士養成新カリキュラム 教育方法の手引き
2008年 日本介護福祉士養成施設協会編

5）ITO式介護福祉士試験対策講座 2013年 TBC
福祉教育センター
6）介護福祉士国家試験出題基準・合格基準 2015年
（財）社会福祉振興・試験センター

介護福祉士国家試験対策の検証
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