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まず、教員に
知って

もらいたい!
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「合格きっと」使い方 学生版・教員版
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「合格きっと」は、教員として登録されていますか？



合格きっと（eラーニング）とは



合格きっと（eラーニング）は、介護福祉士養成大学連絡協議会が運営してい
る過去10年分以上の介護福祉士国家試験問題（一問一答形式）を無料で利用
可能なシステムです。パソコン・スマホで隙間時間に利用できます。

※厚生労働省発表第34回介護福祉士国家試験養成校別合格率
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24090.htmlにより算出した結果、

介護福祉士養成大学の新卒合格率は96％でした。

・介護福祉士養成大学連絡協議会が運営
・正会員大学なら無料
・学生を100%合格へ導くツール

・パソコン・スマホで利用
・一問一答形式
・過去10年分以上収録

01 合格きっと（eラーニング）とは

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24090.html


介護福祉士試験合格に向けた指導の

ポイント・具体的な例



何回も過去問を解いている学生は、
この問題の正解はコレ！というように解答番号を覚えがちですが・・。

この前、解いた問題だな。
確か、答えは3番だったよね。
でも、なぜ3番だったかな…

「合格きっと」のポイント

⑤

①

②

④

③



この前、解いた問題だな。
確か、答えは3番だったよね。でも、なぜ3番だったかな…

何回も過去問を解いている学生は、
この問題の正解はコレ！というように解答番号を覚えがちですが・・。

この前、解いた問題だな。
確か、答えは3番だったよね。でも、なぜ3番だったかな…

①枝問題を一つ一つ確実に〇×で答える形式

②学生自ら勉強ノートを作成し、その答えをみんなと共有する

介護福祉士国家試験対策システム 「合格きっと」は、

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

問題を読み、考え、解答するので、実力アップにつながります。

これが合格きっとの強みです。

「合格きっと」のポイント

⑤

①

②

④

③



02 介護福祉士試験 合格に向けた指導のポイント

過去問を3年分（～5年分）解く

勉強（間違い）ノートを作る

全科目漏れなく勉強する

時間配分に気を付ける

公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームぺージを確認する

健康管理

学生への意識づけと
「皆！勉強するぞ！」という
雰囲気づくりが大事！



合格きっと システム

登録・使い方説明・

1コマ

「合格きっと」システム

全員登録させ、使い方

について説明し、実際に

〇✖の枝問題の過去問

を解く。

スマートフォンの待ち受

け画面に入れるように

指導する。

授業外特別対策過去問チャ

レンジ4回・模擬試験3回分

（受験義務）の日程周知

介護福祉士・社会福祉士の

国家試験合格実績と介護福

祉士国家試験合格基準につ

いて周知。

また、もう一度合格きっとの使

用について勧める。

※過去問（5年分）印刷し、学生に

配布。1月は毎日登校し、集中勉

強会を行うことについて事前周知。

授業外特別対策過去問

チャレンジ4回 実施

教員が分担し試験監督

を行う。

正解率7割未満（午前・

午後別）1週間以内で

勉強ノートを作成し、教

員に提出及び確認をも

らう。

模擬試験3回分（受験義務）

実施

正解率7割未満（午前・午後

別）1週間以内で勉強ノート

を作成し、教員に提出及び確

認をもらう。

※学力評価試験（介護福祉士養成施

設協会）6割未満の場合、再試験。再

試験の場合、得点8割以上必要。

1限～5限まで教室で

集中勉強実施

事前に1月中に集中して

勉強できるように教室を

予約する。毎回（授業日・

平日）1限は過去問（午前

か午後）を解き、点数を報

告する。

※試験監督教員あり、点数版に学

生自ら直接点数を書くように指導。

02

3年生

11月

4年生

4月中

4年生

6月中

4年生

7月・11月・12月

4年生

1月中

介護福祉士試験合格に向けた指導の具体的な例

国家試験勉強に関する意識づけ 国家試験問題になれる 国家試験前の訓練・練習 集中勉強開始



「合格きっと」使い方
学生版・教員版



Let's try！たくさん勉強しましょう！

難しくないよう！頑張りましょう！

めざせ！介護福祉士 合格

絶対！合格するんだ！

合格きっと（介護福祉士国家試験対策システム）

各自、スマホやパソコンの検索バーに

「合格きっと（介護福祉士国家試験対策システム）」
と入れてみましょう！

セア先生



合格きっと（介護福祉士国家試験対策システム）

介護福祉士養成大学連絡協議会の
ホームページからでも
アクセスできます！



新規登録コード照会１

click！



加盟校名とメールアドレスを入力する2

所属大学オフィシャルeメールで登録！



入力したメールにアクセスし、新規登録コードを確認する3

○○○○



新規登録 － click！4

click！



新規登録 － 同意して会員登録へ5

click！



新規会員登録 － 記入する6

click！



新規登録 － click！７

メールアカウントは

「@」マーク前
の部分です。
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介護国試過去問題 〇 × 問題

clickclick
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学習管理 - 〇 × 問題

・採点
・勉強ノート

確認できます！
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学習管理 - 勉強ノート
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学習管理 - 勉強ノート

セア先生

すごい！
みんなが作成した
勉強ノート（答え）が

なんと！478
答えもありますね。

みんなが先生です！



●合格きっと に教員として登録する方法

１．まず、「合格きっと」に新規登録する。
２．教員の先生は、中央総合ビジネスサービス（CGBS） に、
「教員設定の依頼メール」を送る。

メールアドレス： choi@cgbs.jp
３．教員設定（学習者⇒教員）の上、教員設定完了メールの返信が届く。

★「合格きっと」「会員交流サイト（メーリングリスト付き掲示板）」などの
利用時、加盟校の代表教員の登録・変更・既に登録済の情報確認を行いたい場
合は、中央総合ビジネスサービス に問い合わせてください。

「合格きっと」に教員として登録しましょう。
✯教員専用ページにアクセスできます。

✯貴大学登録の学生全員の勉強履歴を把握できます。

貴大学は、「合格きっと」システ
ムにアクセスしていますか？

教員が動くと、学生も動きます。

mailto:choi@cgbs.jp


ポイント１

どの学生が
①いつ
②どの科目を学習し、
③何点取れたのか、
④どのように勉強ノートを作成
したのか、

確認ができます。

ポイント２

この場合は、学習者登録の際に、
大学メールアドレスで登録するよ
うに指導してください。
大学メールアドレスが学習者ＩＤ
となります。

03 教員画面の見方・指導 –その１



03 教員画面の見方・指導 –その２

印刷機能もあります！
また、「いいね！」ボタンもあります。

よく解説できた問題については、「いいね！」を
クリックしてくださると、学生は喜ぶと思います！

click！



03 教員画面の見方・指導–その3

ここがポイント！
ダウンロードした場合、Excelの使い方について教員の指導が
必要である（※Excelが苦手な学生もいる）。

・Excel（CSV）フアイルでダウンロードできる。
・CSVであるため、保存する際には、Excelフアイルとして保
存する。

・最初は、行替えされず、表示される。
・枠の調整や「折り返して全体を表示する」方法について
指導する。

・Excelが苦手な学生には、ワードに貼り付け活用するよう
に指導する。

ぜひ教員の先生方から学生に対して
「勉強ノート」作成やダウンロード

自分だけの勉強ノート作り（ファイルリング）等について
教えてください。そうすれば学生は動きます！

折り返して全体を表示する



貴大学の学生の合格をお祈り申し上げます！

目指せ！

合格

全員の合格を祈ります

介護福祉士
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