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保育士試験合格を手にする虎の巻 

 

 

虎の巻 其の１ 「合格に必要なことは」 

まずは、保育士試験によって、どんな知識の有無が確認されるのか？ 

つまり・・・試験問題の出題傾向を把握しましょう！ 

そして、試験の特徴を知り、効率良く勉強しましょう。 

 

[試験の特徴] 

保育士試験の最大の特徴は、「一部合格制度」が採用されていることです。また、年 2 回試験のチャン

スがあることも特徴的です。 

※詳しくは、福祉勉強会ホームページ⇒保育士になりたい人応援サイト⇒保育士国家試験に挑戦する

皆さんへ をご覧ください。 

 

 [保育士試験の出題傾向] 

幼児・児童に関する問題が様々な角度から出題されます。 

歴史、現状、養護、保育、教育、指導、遊び、心理、虐待、発達、特徴、疾病、栄養、感性、音楽、

絵画、工作、法令、施設・職員・資格、条約・宣言、等二文字で表す事ができます。 

また、それぞれを関連付けすることが大切です。 

特に、現状⇔虐待、音楽、絵画、工作⇔感性、疾病⇔栄養、遊び⇔発達、法令⇔施設・職員・資格

など、関連が強い部分は常に意識しながら学習したいところです。 

 

出題のなされ方と問題の解き方 

純粋な五肢一択もありますが、五肢一択に際して組み合わせで選ぶパターンが大部分です。 

例えば、次のような設問です。 

  

問１ 次の文は、保育所における保育に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした

場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 

Ａ 保育所は、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 

Ｂ 保育における養護とは、子どもの生命の保持と情緒の安定を図るために主として看護師が行う治療

や処置である。 

Ｃ 保育における養護とは、そのための一定の時間を設けて、そこで行う援助や関わりである。 
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Ｄ 保育における養護とは、子どもの生命の保持と情緒の安定を図るために保護者に対する指導を行う

ことである。 

Ｅ 保育所では、保育全体を通じて、養護に関するねらいや内容を踏まえた保育が展開されなければな

らない。 

 

（組み合わせ） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

１ ○ ○ ○ × ○ 

２ ○ ○ × ○ × 

３ ○ × × × ○ 

４ × ○ × × × 

５ × × ○ ○ ○ 

 

この様な設問は、すべての選択肢の正誤を把握していなくても解答は導き出せます。 

自信のある選択肢が２～３あれば十分です。 

それは、「正しいもの」「間違いのもの」どちらでも良いのです。 

例示した問題１の場合、B とD は明らかに間違いなので、答えは３となります。 

多くの問題で、本問の選択肢の様に、明らかな間違いが混じっています。 

ガチガチに、全ての知識を正しく丸暗記しなくても大丈夫です。 

 

[何から勉強を始めるか？] 

保育士試験は、何と言っても科目数が多く、出題範囲が広いので、どこから手を付けて良いのか戸惑

ってしまします。もちろん、得意科目や好きな科目から勉強を進めていくというのも、一つの方法ですし、苦

手科目からジックリ時間を掛けて勉強するというのも、一つの方法です。しかし、どちらを選択した場合でも、

勉強時間は限られていますから、「タイムアップ」にならないように留意する必要があります。 

 

そこで、福祉勉強会では、「保育所保育指針」から勉強をはじめることをお勧めしています。 

 

保育所保育指針を学習することで、保育所において、保育士が何を心掛けるべきかがよく分かります。 

加えて、「乳幼児」や「児童」に関して、年齢別の一般的な特徴がつかめますから、特に、初心者の人に

は有効です。 

一回目は、流し読み 

二回目は、全体の骨格を意識しながら 

三回目は、年齢を意識しながら 

四回目は、「ねらい」と「内容」・「内容の取扱い」を意識しながら 

じっくり読み込んでいきましょう！ 
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次に、範囲の広い科目から学習していきましょう。範囲の広い科目からとは、全体像を掴んで部分（詳

細）に入るということです。例えば、社会福祉→社会的擁護→児童家庭福祉（令和 2 年から子ども

家庭福祉）といった感じです。 

また、例えば、人名、著作、鍵盤など、単純暗記に近いインプット学習は、試験日が近くなった頃、最

後にもってくるのが効果的です。 

 

 

 

 

 

 

また、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格をお持ちの方は、筆記試験科目

の「社会的養護」・「児童家庭福祉」・「社会福祉」が免除（証明書の提出が必要）になりますよ！ 

 

次に、筆記試験に合格した後、実技試験に向けた勉強（準備）をどのように進めていくかということも、

保育士資格を取得する上では、重要なポイントになります。 

保育士試験では、筆記試験の他に、実技試験にも合格する必要があるからです。 

 

実技試験は、筆記試験に合格した者だけが受験できます。①音楽表現に関する技術、②造形表現に

関する技術、③言語表現に関する技術の中から、２つを選択し、２つとも合格点を取らなければなりま

せん。※音楽に表現に関する技術は、ピアノ・ギター・アコーディオンの中から、好きな楽器を選ぶことがで

きます。 

 

もちろん、受講生の皆さんが得意とする技術を選択すれば良いのですが、どれも苦手もしくは選択

に迷っている場合には、①音楽表現に関する技術、③言語表現に関する技術の２つをお勧めします。 

 この２つをお勧めする理由は、全くの初心者でも、勉強（準備）の方法さえ間違えなければ、合格点

を取ることが可能だからです。過去に、福祉勉強会で試験勉強に取り組んだ人の中には、全く楽器が

出来ず、音符を読むことも出来ないのに、実技試験でこの２つを選択し、見事！1 回で合格を手にし

た人がいます。 

 

 

 

 

 

保育士の実技試験は、演奏や造形の上手下手ではなく、子供を理解

し、育成支援の為に、音楽や造形・言語というツールを適切に活用するこ

とができるかという視点で採点されるのです。 

勉強時間が足りなそうな人は、最初から 2～3回に分けて、科目合格を

する計画でも良いと思います。 

せっかく「一部合格制度」があるのだから、活用するのも一つの方法です。 
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虎の巻 其の２ 「実技試験の攻略法」 

①音楽表現に関する技術（事前に課題曲が発表されます） 

 ・両手で課題曲を弾ける必要があります。 

  ※複雑な演奏をする必要はありません。単純に、簡潔な演奏で十分です。 

・音符は持ち込み可能です。 

※音符が読めなければ、カタカナの楽譜を準備しておきましょう！ 

  ・多少、演奏を間違えても、やり直しをせずに、そのまま続けましょう。 

 合格のポイントは、子供たちがどれだけ楽しく、どれだけ気持ち良く、保育士と一緒に歌を歌うことが

出来るかという点です。つまり、子供たちと一緒に弾き歌いを楽しめる技術が採点されるのです。 

 

 

②造形表現に関する技術（課題は当日に試験会場で配布。事前に分かりません） 

 ・解答用紙の大きさは A4 判で、絵を描く欄の大きさは縦横 19cm です。 

  ※事前勉強（準備）の時は、必ず、このサイズを意識して行いましょう。 

 ・クレヨン・パス・マーカーペン等の使用はできません。（色は塗残しが無いように、全部塗ります） 

  ※色鉛筆等の筆記用具は持ち込めるので、自分の使いやすい物を予め決めておきます。 

 ・問題文の「条件」を全て満たした絵を描きます。 

※「状況」、「場所」、「人物」を意識し、それらを分かり易く表現しましょう。 

特に、人物では、「人数や年齢」は、適切に描きます。 

 合格ポイントは、保育士として子供たちに、情景及び人物等を豊かにイメージしてもらう描写や色使

いが出来るかという点です。つまり、問題文のイメージに近い状況を子供たちにどれだけ伝えられるかと

いう技術が採点されるのです。 

 

 

③言語表現に関する技術（事前に発表された課題から１つを選択します） 

 ・シナリオは自分で作ります。 

  ※持ち時間は3分間です。3分±10秒程度で話せるように、シナリオを作成し準備しましょう。 

 ・3 歳児 20 人程度の子供に話すことが想定されています。 

  ※話している時の目線が重要です。20 人の子供が目の前に居る雰囲気を演出します。 

 ・声色を使ったり、声に強弱を付けたりして話します。 

  ※身振り・手振りも有効です。 

 合格ポイントは、子供たちの想像力を掻き立てるように、お話しが出来るかという点です。つまり、複

数の子供たちに目線を送る等の配慮をし、子供たちに集中して話を聞いてもらえる技術が採点される

のです。 
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虎の巻 其の３ 「試験日までの計画を立てる」 

 誰にとっても、自発的に規則正しく勉強するのは難しいことです。ましてや、仕事をしながら受験勉強をし

なければならない、社会人受験生にとって、毎日コツコツと勉強するのは至難の業でしょう。 

そこではじめに、計画（ノルマ）を立てて勉強する準備をするのは、重要なことです。 

 

 ここで、計画の立て方のコツをお伝えしましょう！ 

まず、私たちがどんなに望んでも変わらないものがあります。それは「試験日」です。 

 

 直前期になると「試験までに、後 1 ヶ月あれば」とか、あるいは「せめて 2 週間残っていれば」と思うことが

多いものです。しかし、天変地異が起きない限りは、試験の日は変わりません。従って、まずは試験日に

焦点を当てて、筆記試験対策の学習計画を立てましょう。 

 

虎の巻 其の一でも記しましたが、保育士試験では「一部合格制度」が採用されています。結果として、

段階的に筆記試験の科目合格をしていくのは構わないのですが、計画を立てる際には、やはり、１回で

合格するつもりの計画を立てることが重要です。 

 ただ、ここで絶対に間違えてはいけないことがあります。それは、計画を立てる作業が目的にならないこと

です。計画の重要性をお伝えすると、計画を立てることに膨大な時間を使ってしまう人がいます。計画は

大切ですが、その為に、勉強時間が削られるようなら本末転倒です。 

計画は、大雑把で良いのです！ 

例えば、「試験１週間前までに、過去問学習を３年分終わらせる」「１２月までにテキストの読込み

を３回終わらせる」「過去問学習をしてから、テキスト学習をする」「インプット学習をしてから、過去問学

習をする」こんな感じです。 

 

次に、実技試験の計画を立てます。実技試験は、筆記試験に合格した者しか受験することが出来ま

せんから、事前準備は、筆記試験の合格発表が終わってからスタートします。ただ、合格発表から実技

試験本番までは、約３週間しかありませんので、事前に、何の実技を選択するかだけは決めておきます。 

筆記試験に合格したら、すぐに、実技試験の準備が始められるようにするためです。 

虎の巻 其の２でポイントをお伝えしましたが、実技試験は、準備をしなければ合格点を取ることが難

しい反面、準備さえキチンとできれば合格をすることが可能なのです。 

 

 

 

 

 

あなたは、 

過去問学習から 

はじめる派？ 

それとも、 

テキスト学習から 

スタート派？ 
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虎の巻 其の４ 「教材は何を使うか」 

 受験勉強をする時、どんな教材を使うかで頭を悩ます人がいます。 

基本テキストを使えば合格できるわけでもないし、反対に使わなかったからといって不合格になる訳でもあ

りません。虎の巻 其の３の計画でいえば、まさに今は、材料を選ぶ段階です。 

アイテムとしては、①基本テキスト、②参考書（基本的テキストをまとめたもの）、③過去問題集（年

度別と項目別がある）、④予想問題集、⑤一問一答式、⑥受験対策講座などです。最近では、⑦ス

マホのアプリが加わるかもしれません。 

 

何を使うかは、試験までの期間、勉強に割ける時間、自分の性格と相談して決めるしかありません。 

受験勉強に 6 か月かけて合格する人もいれば、２週間程度で合格する人もいます。 

もし、試験までにあまり時間が残されていなかったら、過去問教材を使うことをお勧めします。 

勉強時間に余裕があった場合でも、使う教材を二転三転させるというのは、得策ではありません。 

 

どの教材を使うかは大切なことではありますが、どんな教材を使うにせよ、そこで、学習したことを自分の

頭の中に定着させることがもっとも大切なことです。 

 

ちなみに、独学で複数の難関資格を取得した大平光代さんは、 

暗記のために最低限必要なことは、①繰り返すこと、②関連づけて覚えること、であり、効率良く勉強

する一番のコツは「最初に基礎をきっちりと押さえること」だと言っています。 

シンプルですが、核心を突いてはいないでしょうか。 

 

 「最初に、基本・基礎・骨格をしっかり押さえる」という学習スタイル

は、福祉勉強会が、全ての試験対策で、最も、重要視している 

勉強方法です。 

従って・・・ 

福祉勉強会が、提供している「受験生応援ブログ」の 

過去問学習や対面式の直前対策講座では、 

点の知識を線に繋げることで、「応用力」と「得点力」が身に付き、 

更に、学習を進めることで、受験生の頭の中に、 

「知識の面」が出来るように設計されています。 
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虎の巻 其の５ 「メンタル面の重要性」 

 実は、これが思った以上に大切です。 

保育士試験では、効率よく勉強することに加えて、このメンタル面をいかに良い方向に維持できるかが重

要になってきます。 

 

一定量の勉強をしてきた人にとって、最後に合否の差を分けるのはメンタル面かもしれません。勉強して

いる人ほど、直前になるとソワソワするものだし、1問に対する執着が強くなりすぎる傾向があります。 

実は、このソワソワ感は、時間配分のミスにつながりやすいのです。 

 

これを克服する絶対的な方法があればいいのですが、 

残念ながら、それを明確に示すことはできません。 

ここでは、実際に何人かの受験生がやってよかった 

と感じたことを参考までに書いておきます。 

 

◆試験日の前日は休みを取る。 

（もっともそうするとかえって緊張しそうなら、普段通りに仕事をするべし。） 

◆余計なことを考える時間をなくすため、ひたすら勉強をすることに集中する。 

◆「絶対に合格するぞ！」などと気負わない。 

◆合否は意識しない。 

（もちろん人によっては、合格すると周囲に言ってプレッシャーをかける人もいます。） 

◆自分の力を 100％出すにはどうしたらよいかを具体的に考える。 

例えば、どの問題から解くか？ 

5 問ずつまとめて解いてからマークするか？それとも１問ずつマークするか？ 

煮詰まったら、試験の途中でトイレに行って顔を水で洗おう！とか。 

◆直前期は、自分が問題をすらすら解いているかのような状態をイメージする。 

（今のコンディションはいいぞと潜在意識に植え付ける。） 

◆自分なりのルーティーンを用意する。 

 

要は、緊張を解く方法（肩の力を抜く方法）を何かもっておくと良いということでしょうか。 

ちなみに、過去、福祉勉強会で試験勉強をして合格した受験生の中には、「合格虎の巻

を読むことを習慣にする」というリラックス方法を取り入れた人がいます。 

 

 

 

 

誰かの実践は 

役に立つことが 

多いものです！ 
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虎の巻 番外編 【試験前日と当日の注意】 

・前日は、受験票と筆記具と持ち込み可能な腕時計（デジタルよりアナログの方が良い）を準備する。 

 

・体感温度をコントロールできるように、ひざ掛けやカイロを準備し、服装は、脱ぎ着可能なものにする 

 

・前日は遅くまで勉強せず、早めに寝る。緊張して眠れないなら横になって体を休める。 

 

・当日は少し早めに会場にでかける。 

 

・試験が終わった後の予定（約束）は入れない。 

 

・試験が始まったら、解きやすい問題から解くのも一つの方法。 

自分の得意分野からはじめて、気持ちを落ち着かせてから、 

残りの分野の問題を解くイメージ。 

 

・自分にとって確かな知識と情報を最大限に活かす。 

あやふやなものは保留して、確かなものをまず見つける。そして明らかな〇と×に頼って問題を解く。

それでも決められないときは、初めて感覚に頼る（〇ぽい、×ぽい…）。 

 

・試験の途中でも最初でも、頭が真っ白になったり、心臓が口から飛び出しそうになったり、途中で集中力

が途切れそうになったら、遠慮せずに手を挙げて、トイレに駆け込む。顔を水で洗い冷静さを取り戻す。 

 

・与えられた時間の中で 1問 1問を丁寧に解く。 

 

・自分のリズムで解く。人より早く解く必要はない。 

 

・点数を意識する必要はない。意識しても点数は上がらない。 

 

・まったく分からない問題はさっさと見切る。 

 

 

 

 

 

 

事例問題はヒントが

詰まっている。 

落ち着けば解ける 

問題が多い！ 
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            ソーシャルワンカーのつぶやき ～物は言いよう～ 

 

 

皆さんが受験する保育士試験の合格率を見てみましょう。 

平成３０年に実施された保育士試験の合格率は、１９．７％でした。決して、高い合格率とは言

えません。保育士試験の合格率が低くなる要因は、主に３点あると言われています。 

 

 ① 筆記試験９科目において、科目毎に難易度が異なり、例年、数科目で難問化する傾向がある。 

 ② 「社会的養護」と「教育原理」は、両方とも合格点を取る必要がある。 

 ③ 実技試験 2 分野に合格する必要がある。 

 

1 回目の受験でどれだけ多くの科目で合格点を出せるかがポイントになりますが、①と②は「一部合格制

度」を活用することで、対策を講じることが可能です。 

また、実技試験も同様に、1 回で合格できなくても、2 度目のチャンスがあります。しっかりと準備対策を講

じていれば、2 度目のチャレンジで合格できる可能性は非常に大きいのです。 

 

従って、筆記試験に関しては、自分の得意分野でバンバン点を取ってやるぞー！！という感

じで、実技試験に関しては、自分自身が楽しんで合格点取りにいくぞー！！という感じで良

いと思いますよ。 

 

実際、最近の試験は、この感覚で合格できている人がほとんどのようです。 

正に、物は考えようなのです。 

 

  


