
1 大変良かった 効率的に勉強できた気がする

2 大変良かった 情報量が多いこと、動画とリンクしているので理解度が増すこと。

3 大変良かった どの科目もポイントが解りやすく整理されてあった。

4 大変良かった 重要な部分が分かりやすかった

5 大変良かった 必要な要点をまとめてあってわかりやすかった。

6 大変良かった 過去の問題を中心に、大事な部分が抜粋されているので講義と連動して学びやすいと感じました。

7 大変良かった とても見やすかった

8 大変良かった ポイントの集中、分量の適当さ

9 大変良かった 読みやすくまとめてありました。

10 大変良かった 独学なので法改正や変更をチェックできた

11 大変良かった 要点がまとめてあったから。

12 大変良かった 話している内容が目でも確認でき、わかりやすかった

13 大変良かった 試験対策に要点を絞った内容で、わかりやすい解説だった。

14 大変良かった
新しい制度改正の内容が具体的に明記されていたことに加え、ワークブックや参考書に記載されていないポイントまで分か
りやすくまとめられていた。端的であり非常に目に留まりやすかった。

15 大変良かった 各科目のポイントを知る事ができ、本試験の傾向と対策が分かった。

16 大変良かった 各科目のポイントがまとまっていてわかりやすかったです。

17 大変良かった 一冊で様々な科目の重要ポイントがわかる

18 大変良かった 大変まとまっていて分かりやすいし、リーゾナブルな値段。

19 大変良かった 良くまとめてある

20 大変良かった 分かりやすく説明してあった

21 大変良かった よくまとまっていたから

22 大変良かった 別に購入したテキストには載っていないものも多く記載されていたため勉強になった

23 大変良かった 今年問題とされるだろう可能性のある部分を中心に作成されているため、参考になると思う。

24 大変良かった 受験対策の要点がまとまっているので、どこに的を絞ればいいかが分かる

25 大変良かった 新しい制度やしくみの勉強に役立った

26 大変良かった 要点がまとめられており、見やすかった。

27 大変良かった ポイントが絞られている。見易さ。余計な情報が掲載されていない。

28 大変良かった 今までの出題傾向や今年出そうなポイント、国家試験に特化した講義設定になっていてわかりやすかった。

29 大変良かった 要点がまとめてあり、分かりやすいです。

30 大変良かった 要点がまとめられているから

31 大変良かった 内容を信じて学び続けた。

32 大変良かった ポイントが絞られていて、幅広い範囲のどこを中心に勉強していけば良いか分かりやすかった。

33 大変良かった 出題傾向がわかった。

34 大変良かった 直前の学習、整理に役立った。

35 大変良かった コンパクトにまとまっており良かったです。

36 大変良かった 膨大な試験範囲の中から頻出事項を取り上げてくださり、分かりやすかったです。

37 大変良かった
視聴した講座の内容を正確に理解するのに大変役立ちました。また、要点が整理されたテキストとしても活用させていただ
きました。

38 大変良かった 内容がコンパクトにまとめられており、受験の際（最終見直し）に大いに役立った。

39 大変良かった 実際の国試に出た箇所を網羅

40 大変良かった 必要なところが解りやすくまとめられている教科が多かったため

41 大変良かった 要点がコンパクトにまとまっていて見やすかったです。

42 大変良かった 簡な受験対策説明や「最後まで諦めない。100点取らなくてもいいんだよ。」辛いときに励みになりました。

43 大変良かった 講義と合わせて各科目のポイントが分かりやすく解説されていた。

44 大変良かった 重要なところがコンパクトに掲載されていたので。

45 大変良かった 試験科目ごとに大項目、中項目、小項目の出題頻出項目をまとめてあり大変良かったと思います。

46 大変良かった 各教科試験直前まで何度も見ました。先生にもよりますが、大事な点がようわかりました。

47 大変良かった
出題傾向からの分析や今年力を入れたほうがいいポイントの予測などを絞ってくれていた先生がたもおられ、そういった視
点を参考に学習をすすめることが出来たので、苦手科目などについては、大変ありがたかった。

48 大変良かった 各科目ともに、ポイントがまとまっていてボリュームもよいと思います。

49 大変良かった とってもわかりやすく、講座に集中することできました。

50 大変良かった テキストがよくまとめられていたのでweb講座の前後に学びやすかった。

51 大変良かった ほとんどの科目で要点がまとめられてあり、参考書としても活用できた。

52 大変良かった 先生方の励ましのお言葉が励みになりました

53 大変良かった 内容がコンパクトに要約されていた

54 大変良かった コンパクトにまとめられて、科目の概要をつかむのに大いに助けられた。

55 大変良かった わかりやすかった。国試の問題にも出た。

56 大変良かった 何度も、見返し勉強できた

57 大変良かった ポイントを絞った、それぞれの先生方の工夫を凝らした、更に情熱のこもったテキストと感じ、やる気が出ました。

58 大変良かった 専門科目と共通科目が1冊にまとまっているのが便利で良かった。

59 大変良かった 理論と展開のテキストがわかりやすかった

60 大変良かった 理解しやすくまとまっていた

61 大変良かった わかりやすくまとまっている領域が多かった

62 大変良かった
web講座を購入した時は、まだ3年生でした。来年度の受験に向けてというところです。まだ講義映像は視聴しておりませ
ん。これから視聴しようと思っているのですが、視聴できる期間などは期限があったのでしょうか？
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63 まあ良かった
出題実績の表が見やすくてよかったです。ただ、巻末にまとめてでなく各科目のページにあると講義中も参照しやすいと思
います。

64 まあ良かった 先生によってまとめ方に違いがあり、分かりやすい科目と、要点が分かりづらい科目があった。

65 まあ良かった 内容がコンパクトにまとまっていた。

66 まあ良かった
普段使用しているテキストに載っていない内容もあって勉強になった。最近の制度の改正などのに重点がおかれていて、
新しいことをたくさん学べた。

67 まあ良かった 統計データが乗ってため

68 まあ良かった 講義によって内容がわかりやすいものとわかり難いものがあった。

69 まあ良かった 講義内容とあっていたから

70 まあ良かった 要点がまとめてあった為

71 まあ良かった
要点が簡潔にまとめられており、テキストだけ読んでもある程度理解できる書き方がされていたので、他のテキストと合わ
せて効率よく勉強することができた。図や表にまとめているところが視覚的に覚えるのにとてもよかった。一部、資料の文字
が小さいところや背景と文字が重なる資料が少し見づらかった。

72 まあ良かった 要点が簡潔にまとめられていた

73 まあ良かった 要点がまとめられており、見やすかった。見やすかったため、web講座で喋る先生方の言葉を付け加えやすかった。

74 まあ良かった 見やすいが、理解しづらい所があった。

75 まあ良かった
文字が多いのでカラーにするとさらにわかりやすいと思います。白書など出典を載せているので、A4サイズは見やすくて適
度なサイズだと思います。

76 まあ良かった コンパクトに要所をまとまっているから。

77 まあ良かった ページ番号と目次をリンクさせて、検索しやすくしてほしい。もう少し、予想問題を指摘してほしい。

78 まあ良かった よくまとまっている科目もあったから

79 まあ良かった 表やグラフが参考になった。

80 まあ良かった 聞き漏らしても、解らなかったとしても、再度確認が可能だったため。

81 まあ良かった 実際に講義を受けてる感覚で、何回も見なおせす事ができる

82 まあ良かった 科目によって、資料のわかりやすさにバラツキがある

83 まあ良かった 大事な要点だけをまとめてあるため

84 まあ良かった 過去問を一通り解いた後で使用すると頭に入りやすくなるから。

85 まあ良かった わかりやすい科目とわかりにくい科目がある

86 まあ良かった 出題範囲を体系的、網羅的に勉強できたから。

87 まあ良かった 先生が、試験にそった直前対策が出来た。

88 まあ良かった 重要な点がわかる。体系的に学べる

89 まあ良かった 1冊にまとまってるのが使いやすい。字体が難しそうに見えるのが難点。かわいい字体だと親しみやすいかなと思った

90 まあ良かった 社会保障が表しかほとんど乗ってないため。

91 まあ良かった カラー刷りであれば、図表・グラフが見やすいのですが。

92 まあ良かった 全部大事だと思いますが、要点が解りづらい教科があった、図表もせっかく載っているのに、見づらいと感じた

93 まあ良かった すべて網羅してない点は心配だが、内容が絞ってあるので取っつきやすいから。

94 まあ良かった 講座ごとの見出しがあると、便利だと思う。

95 まあ良かった 科目によって違いはあるが、分かりやすくまとめてあるので試験対策になる。

96 まあ良かった 内容に差があったから。

97 まあ良かった 地域福祉・保健医療サービスの内容は大変満足しました。

98 まあ良かった 講座によっては使いやすいものがある一方で役に立たないものもあった。

99 まあ良かった 受験対策上の留意点等がわかりやすく講座の中で示されていた

100 まあ良かった
web講座開始のタイミングが、国試直前であるため、直前対策としてポイントを絞った科目は、うまく活用する事が出来たと
思う。

101 まあ良かった 説明がわかりやすかった

102 まあ良かった 大事なところをまとめてあったのが良かった。

103 まあ良かった 説明が多過ぎる。試験対策なら問題の解説をする方がいい。

104 まあ良かった 分かりやすかった。

105 まあ良かった ポイントが絞られていて持ち運びに便利です。

106 まあ良かった 重要項目、試験に出そうな点についての要点がまとめられていたから

107 まあ良かった とても参考になった講義もあれば参考にならなかった講義もあったから

108 まあ良かった 教科によっては重要なポイントが絞られていたため。

109 まあ良かった 分かりやすい先生もいれば分かりにくい先生もいた

110 まあ良かった ポイントを端的にまとめられているから。

111 まあ良かった 勉強のポイントが判った。

112 まあ良かった 基礎的な知識をつけるのに役立った。

113 まあ良かった
わかりやすく、まとめられていたが！資料などは、明らかに見にくいものがあり誰にでも見やすい様に少し考慮された方が
良いかとおもいました

114 まあ良かった 大切なところがまとまっている

115 まあ良かった 授業を受けているようです。何回も繰り返し確認できる。

116 まあ良かった １科目100分程度に限定した内容のためか、科目によっては内容が不十分

117 まあ良かった 少し役に立った

118 まあ良かった 要点にしぼられていてわかりやすい

119 まあ良かった 最新の統計資料が載っていたから。資料に色があると更に良い。

120 まあ良かった 科目によって完成度にばらつきがあるので。

121 まあ良かった 視聴をしていないとわかりづらい部分が多い。携帯するのに大きすぎる。隙間学習には無理がある。
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122 まあ良かった
結構絞り込んであるので、助かっています。
過去問題の出題範囲がわかりやすくなっています。

123 まあ良かった 最新の統計を調べる手間が省けた

124 まあ良かった
テキストは受験対策用によくまとまっていた。今回の受験は専門科目のみで、共通科目は不要だったので、その分テキスト
一冊を安く、薄くしていただけると更に利用しやすいと思う

125 まあ良かった テキストを基に勉強の範囲を絞れました。

126 まあ良かった テキストがあったので、勉強しやすかった。

127 まあ良かった 勉強のポイントがまとまっていた

128 まあ良かった 低所得者、福祉サービスの科目のような内容が良かったです。

129 まあ良かった 講義を受講したことで、分からなかったことが理解出来た。

130 まあ良かった 講座内容に沿って分かりやすくまとめてあるものは良いが、グラフなどの資料がほとんどという講座は、分かりにくかった。

131 まあ良かった うまくポイントが整理されていた

132 まあ良かった ポイントを教えてくれたから

133 まあ良かった 科目によるが、資料として参考になった

134 まあ良かった コンパクトに要点を押さえていた。

135 まあ良かった 簡潔にまとめられている資料でした

136 まあ良かった ポイントがまとめられていた。

137 まあ良かった ポイントがまとめられていました。テキストを購入したので、市販の参考書は不要でした。

138 まあ良かった まとめられていて、見やすかった。

139 まあ良かった 先生によって後から見返した時に見やすい、見にくいがあった

140 まあ良かった 簡潔な記載、見やすい

141 まあ良かった 要点がまとまっていてわかりやすかった

142 まあ良かった 科目にもよるが、ある程度要点が纏まっていたから。

143 まあ良かった 暗記内容をまとめてあった

144 まあ良かった ポイントをわかりやすく整理されていた

145 まあ良かった 全科目が１冊にまとまっていて、直前の見直しにも使いやすかった

146 まあ良かった
受験に必要な情報がまとめられていたと思う。しかし、科目にばらつきが感じられた。せめてすべての科目のフォントを合わ
せてほしい。

147 まあ良かった 横断的な学習が出来た。

148 まあ良かった

要点をまとめてある講義が大半でした。分かりやすく、何処を勉強すればいいか分からない私にはとてもよい教科書でし
た。が、中には、文章を長々と書いておられ、要点がぼやけてしまっていたり、事例を出して分かりやすく説明してくださる先
生もおられましたが時間を使いすぎるのでは？と、感じる講義がありました。気になった点はこの二点です。先生方の分析
力や、指導で、今年こそは受かりたいと思っています。ありがとうございました。

149 まあ良かった 科目ごとにインデックスなど付くとなお良いと思います。巻末の出題実績がとても良かったです。

150 まあ良かった 一冊にまとめられてていいが、持ち運ぶのは重かった

151 まあ良かった 社会保障は昨年よりも文章が少なく、文字数が多い方がフォローしやすかった。

152 まあ良かった 科目によっては図解されていて、理解しやすかった。

153 まあ良かった
科目によって感想は異なりますが、ポイントを押さえた内容が多く良かったです。ただ製本の状態が、もうワンランク上だと
使いやすいように思いました。

154 まあ良かった
web講座で勉強するときは、テキストがあると解りやすかったが、社会福祉士、精神保健福祉士、両方購入すると、共通科
目がダブって、もったいないように感じた。

155 まあ良かった 全体的に良かったが、科目によってはあまり良くなかった。

156 あまり良くなかった 問題演習などがない。

157 あまり良くなかった 内容が重複している。共通と専門に分けて欲しい。

158 あまり良くなかった グラフが区別しづらかった。

159 あまり良くなかった 白黒印刷

160 あまり良くなかった 教科（教員）によって見にくい教材があった

161 あまり良くなかった 社会保障が分からなかった。

162 あまり良くなかった 講座のレジメとしてはまあまあだが、参考書としては使いにくい。

163 あまり良くなかった レイアウトが見づらかった

164 あまり良くなかった 講師先生により、パワーポイントのみの記載であったり、内容が偏っており、結局ワークブックを頼ることになりました。

165 あまり良くなかった
誤字脱字が多過ぎ。誤字脱字がある度に集中が切られる。最新統計資料等、同じテキストで完結せず他の資料を持ち出さ
なければいけないなどテキスト代と合わない。国試対策も謳うならば、もう少し親切なテキストにしてほしいです。

166 まったく良くなかった
テキストは分厚く持ち歩けず、webは音声がノイズが大きく聴き取りづらく、途切れることも多く、不愉快な気分になり、使用
を中止した。

167 まったく良くなかった ポイントがまとめられていてこれだけを集中して学びました。



1 大変良かった 視聴後、明らかに理解が進んだ

2 大変良かった 分かりやすいし、先生方それぞれとても素敵な方ばかりだった

3 大変良かった 先生方が熱く語るところで、頑張ろうと気力が出てくるので。

4 大変良かった
ポイントを絞って説明してくれていた。どの講師の方の説明も解りやすくまた熱意がとても伝わり、聞いているとやる気が湧
いた。

5 大変良かった 何回も聞けるから。iPhoneからでも見れるから。

6 大変良かった

テキストを見なくても、内容が理解できる講義を講師の方々がされているからです。私なりの活用法ですが、車で移動しなが
らタブレットの音声を聞いています。テキストを見ながら聞くことが基本ではありますが、自分は今、福祉業界での経験がな
いので、語彙に慣れることを目的に活用できています。ただし、「専門科目.精神疾患とその治療」はノイズが大きく（お声が
小さく）非常に聴きづらいです。

7 大変良かった ポイントを絞って、かつ全体の把握ができた

8 大変良かった
日々黙々と自学する中での、web講座は心強くありがたいものでした。予想箇所のポイントなども聞かせてもらい、とても参
考になりました。

9 大変良かった 分かりにくいところを押さえられた！

10 大変良かった 実際に講義を受けているようであったから。

11 大変良かった 文章ではなかなか頭に入らない事や、難解な課題を理解しやすい表現で解説してくださったので、勉強になった。

12 大変良かった
授業形式で受講することが出来、耳から音源が入ることで記憶にとどまりやすい。項目ごとに先生独自の暗記方法やコツを
言ってくれたので興味深い。何度でも視聴できるのが大変ありがたい。

13 大変良かった 臨場感のある映像で無料で視聴でき、社会福祉試験の準備にとても役に立った。

14 大変良かった
問題予想等、充実した内容であった。各講座の説明においては目から鱗な内容（詳細な説明）が多々あり理解が深まった。
傾聴して良かったと思う。

15 大変良かった 通信課程だったので、わかりやすい講義を何度も聴講できたのがとてもよかったです。

16 大変良かった 何度も視聴でき、効率よく取り組めた。

17 大変良かった 実際に自宅で見て聞けて効率が良かった

18 大変良かった
講師が講義内容を十分理解した上で行っているものは、単なる受験対策に留まらない内容であると感じました。山本先生の
講義は特に良かったと思いました。

19 大変良かった 文字だけでは理解しきれない部分があったが、言葉で理解することができた

20 大変良かった 教科によるが、特に注目される部分が強調され説明さている講義はとても良かったです。

21 大変良かった 通信で勉強しており講義を聞いたことがないため

22 大変良かった 全体像がつかめた

23 大変良かった
短い時間のなかで要点を話してもらえる上、噛み砕いて説明しているので理解しやすかった。音声だけ聞くなど通学中にも
活用できた。

24 大変良かった わかりやすくまとまっている

25 大変良かった 各科目のポイントがわかりやすく良かったです。

26 大変良かった 講師の方が上手にポイントを説明してくださったから。

27 大変良かった
福祉行財政の講座では、円グラフなどがあり、文章だけの説明より分かりやすいです。講師の先生方も、個性ある方ばかり
で楽しく講座を受講しました。

28 大変良かった 自分のペースで聞けるから

29 大変良かった 良いと思った科目は4つだが、それらがとても良かったので。

30 大変良かった 出題基準に沿った講義

31 大変良かった 予想されるところを分析し、的確に照会して下さっている。

32 大変良かった 実際の事例を用いた説明が分かりやすく、わからない所は繰り返し視聴できたから。

33 大変良かった 特徴のある先生方なので、聞いていて結構楽しいです。

34 大変良かった 理解しやすかったから。

35 大変良かった 車や就寝前にリスニングにも活用できた。

36 大変良かった 講師の授業を無料で何回も聴くことができ、本だけて勉強するより、とても覚えやすかった

37 大変良かった 要点が絞られており、短期集中の学習に役立ったから。

38 大変良かった 講師の先生方の個性あふれる授業がとても楽しくて何度も見たくなったから

39 大変良かった 耳から入る情報はとても印象に残りやすかった。

40 大変良かった テキストだけでは理解出来なかったところが、リアルタイムで授業を聴いているように理解出来たからです。

41 大変良かった 私の場合、学習は、読む、書くが中心でしたので、耳から学習できたのは効果的でした。

42 大変良かった 教授陣の温かいメッセージが受講を通じて伝わった。またわかりやすい講義内容であり、大変勉強になった。

43 大変良かった 実際の国試に出た内容が多かったから

44 大変良かった 講義がとてもわかりやすくよかったです。携帯にダウンロードして隙間時間にも見るようにしました。

45 大変良かった 講師の方々の人となりが素敵でした。近親感が持てました。

46 大変良かった 全体的にわかりやすく、クセの強い講師が多かったことが逆効果になり、私には内容が印象づけられ入りやすかったです。

47 大変良かった 各講師のポイントを絞った講義と熱意ある励ましが力になった。

48 大変良かった 国家試験のことをよくご存じの先生方の解説を、繰り返し視聴できたので。

49 大変良かった とても勉強になった。今後もずっと視聴したい。

50 大変良かった
今年はweb講座の視聴を初めて2回目です。昨年よりも今年は講師(先生)のお顔を見ながら講義に集中して勉強して行くこ
とが出来ました。良かったと思います。

51 大変良かった 試験問題を解きながら、解説していた先生のが一番よかったです。印象に残りました。

52 大変良かった 視覚だけでなく聴覚からの説明は、入り込みやすい利点があった。

53 大変良かった 傾向と出るポイントを聞けたから。BGMとして流して何かのついでに勉強という使い方もできて便利だった。

54 大変良かった わかりやすく、楽しい講座があった。

55 大変良かった 声も聞き取りやすかった。

56 大変良かった 実際声を聴いて、目で見ての方が覚えやすい
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57 大変良かった
私自身は出題傾向をあまり気にせず勉強していましたが 新しい制度や情報、話題のことも盛り込まれていて大変参考に
なった。

58 大変良かった 過去の出題傾向を踏まえ、受験勉強のポイントについての説明が参考になった。

59 大変良かった 理解が深まった

60 大変良かった 出題が予想されるポイントについて、くわしく説明されていた

61 大変良かった 苦手な共通科目について、効率的に学習できた。

62 大変良かった 全科目は視聴しなかったが、資料以外の講師の話がきけてわかりやすかった。

63 大変良かった 精神保健福祉士専門科目は内容がわかりやすかった。

64 大変良かった わかりやすかった。

65 大変良かった 映像があることはとても理解しやすかったです。音声だけより、頭にスムーズに入ってきました。

66 大変良かった 出題傾向、広い範囲をすべて勉強できないので絞って教えてくれるところが良かったです。

67 大変良かった 無料なのに、出やすいところを的確に教えてもらえたから

68 大変良かった 試験に向けての分析、講義内容が素晴らしいと思った。

69 大変良かった それぞれの先生方の情熱を感じて、励まされた。

70 大変良かった ポイントを押さえられている点と対策だけではなく実務的にも役に立つ内容。

71 大変良かった
要点を抑えた効率の良い学習が出来た。耳から入る情報教材が他になく、聞き流すだけでも頭に残った。参考書を見ながら
の学習と差別化でき、モチベーションを保つことができた。

72 大変良かった ポイントがしぼられており、内容も面白かった

73 大変良かった 要点をまとめている。

74 大変良かった 知識がわかりやすく、コンパクトにまとめられている。受験に対する心構えがわかる

75 まあ良かった 時間の配分が講師の方々によって大きく異なるのが少し気になりました。

76 まあ良かった 一流の先生の講義が聴けた。刺激になった

77 まあ良かった 科目によって、要点が分かりやすい科目、分かりづらい科目がわかれる。

78 まあ良かった わかりやすかった。

79 まあ良かった 普段使用しているテキストにない内容もあって勉強になった

80 まあ良かった 先生方により差が大きい。

81 まあ良かった 巻末に資料があるので、出題傾向については、より具体的におしえてほしかったです。

82 まあ良かった
テキストに沿って話を進めていたので、テキストと一緒に見るととてもわかりやすかった。講師の方によって、講座の進め方
も違っており、楽しみもあったのでよかった。個人的には、ほぼ淡々とテキストを読んでいく講座よりも、例や補足説明を多く
話してくれたり、抑揚をつけて話を進めてくれる講師の方の講座が聴きやすく、記憶に残りやすかった。

83 まあ良かった ゆっくり喋ってくれて分かりやすかった。一度聞いただけでは理解できないことも、繰り返し聞けるので助かった。

84 まあ良かった 理解しづらい箇所がある。

85 まあ良かった 講師によって保持教材が増え、分かりにくいところもあった

86 まあ良かった 声がハッキリ聴き取れたから。

87 まあ良かった
全部は見ていませんが特に相談援助の理論と方法の空閑先生、地域福祉の理論と方法の宮脇先生は大変わかりやす
かったです。

88 まあ良かった 講師によって違いが大きいように感じたため。

89 まあ良かった テキストには書いてないことを教えてくれたり、説明が大変わかりやすい科目もあったから

90 まあ良かった モチベーションが上がった。

91 まあ良かった 自分の都合で学習出来た。

92 まあ良かった 試験に向けたポイントをもっと具体的に入れて欲しい内容もあった

93 まあ良かった 上記同様、講座のわかりやすさにバラツキがある

94 まあ良かった
試験対策としてポイントがまとめてあり、不足している他の模擬試験や一問一答の要点を書き込むこみました。これ一冊勉
強したら大丈夫と自信を持って試験に挑めそうです。

95 まあ良かった ポイントが解りやすいから

96 まあ良かった
もっと直前に見ている人のことを考え、これを見て、聴いたこの事を覚えて…って言う内容にしてほしい。対策を聞いていて
も、間に合わない人が多いのでは…

97 まあ良かった わかりやすい科目とわかりにくい科目がある

98 まあ良かった ポイントなどを押さえた講義だったから。

99 まあ良かった 重要な部分の振り返りにはなったから。

100 まあ良かった 先生が、試験にそった直前対策が出来た。

101 まあ良かった 先生によっては聞き取りづらい、早口すぎる、話し方が面白くないと感じることもあった

102 まあ良かった 色んな講師がいるもんだなと感じた

103 まあ良かった 説明が、文章で理解出来ない所を、例えば？等と、例を上げて説明して下さる先生が多かったのがよかった！

104 まあ良かった 時間を制限しなくていいから、最後まできちんと説明してほしいと思った。ノイズが気になる講座があった。

105 まあ良かった
限られた時間内で密度の濃い講義であるため、早口で単調なしゃべり方が多く、視聴していて眠気がさすことも少なくなかっ
た。

106 まあ良かった 文字からの学習ではなく実際に講義を聴きながら学習でき、繰り返し学べるから。

107 まあ良かった 内容に差があった。

108 まあ良かった 間違った説明があった。

109 まあ良かった 教科によってばらつきがある

110 まあ良かった 映像はあまり見ていない。通勤時に聞いて音声として活用させてもらった。

111 まあ良かった 自宅で講義が受けられたから

112 まあ良かった
テキストのどこが大事かとか補足説明などがある講義ほど頭に入るように感じました。棒読みの先生もいて、そういう時には
途中でやめて、自分のペースでテキストを読みました。

113 まあ良かった 講義を受けているようで学びやすかった。

114 まあ良かった 講師による。

115 まあ良かった 講師によっては、声が小さくて聞き取りにくかった。
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116 まあ良かった 内容が多いためか進行が少々早すぎた

117 まあ良かった 繰り返し視聴することができる

118 まあ良かった せっかくの講義なので板書や視覚教材などがあるとさらに理解しやすい物足りなさがありました。

119 まあ良かった 通信での勉強だったので、講義らしい授業を聞いていなかったので、参考になる点が多かった。

120 まあ良かった 眠気を誘う講義もあった。

121 まあ良かった 講師によってはわかりやすかったため。

122 まあ良かった 分かりやすい人もいれば分かりにくい先生もいた

123 まあ良かった 講師により講義力の差があった。

124 まあ良かった 分かりやすい先生が多かったが、資料をただ読んでいくだけの先生もいたので残念だった。

125 まあ良かった 講義を耳で聴くことにより内容を理解できた

126 まあ良かった それぞれの講師が面白い

127 まあ良かった 通信課程に在学していたので、授業を聴いているようだったこと。

128 まあ良かった 役に立った

129 まあ良かった 精神疾患とその治療の音質が悪かった。聞き取りにくい。(スマホ版)

130 まあ良かった 何度も聞いて確認できる

131 まあ良かった 試験の要点を教えてくれる

132 まあ良かった とてもためになった授業とテキスト見ればいいやっていう授業がありました。

133 まあ良かった 苦手な教科を繰り返し見れたので良かった。

134 まあ良かった
内容は試験に向けてピンポイントで解説していただいて大変わかりやすかったです。先生方から国試受験の勉強方法や心
構えなどを教えていただけた点もよかったです。しかし、私の映像再生端末のせいかもしれまけんが、1時間ほど映像授業
を再生したところでフリーズしてしまうことが3.4回ありました。その点が残念でした。

135 まあ良かった テキストだけでわかりづらい箇所が理解できた。試験勉強のコツがわかった。

136 まあ良かった 出題傾向と対策の概要がつかめた。

137 まあ良かった 低所得者、福祉サービスの科目のような内容が良かったです。

138 まあ良かった 今、何を勉強するべきなのかということを考えると先生によりばらつきがある

139 まあ良かった
講義によっては学習できたが、中には法律が改正されたから出る出ない。今年は出ないが来年は出るばかりの講座で時間
の無駄と思えた。

140 まあ良かった 重要箇所が頭に残る

141 まあ良かった 分かりやすく説明して頂きました。

142 まあ良かった 科目によってだが、理解が深まった

143 まあ良かった 映像より、音声だけの方を主に聞いていた。（移動や、ながら勉強で利用したので）

144 まあ良かった テキストにそった講義内容で、わかりやすかった

145 まあ良かった 失礼ではありますが、講師によっての差を感じた。

146 まあ良かった どの先生もとてもわかりやすかったです。

147 まあ良かった 通信制で講義を受ける機会が少なかったが、web講座を聞いて理解が進んだ。

148 まあ良かった 自分が理解できない部分の講義を見たりして、理解を深めることができた。

149 まあ良かった
講師の先生方の緊張から聞き取りにくかったり、まとまりが良くないと感じる点がありました。けれども、映像を止めて繰り返
し聴きメモをゆっくり取れるなどweb講座ならではの便利さを感じました。

150 まあ良かった 聴きやすいものが多かったから。

151 まあ良かった すき間時間に活用できた

152 まあ良かった テキストを利用しながらの視聴というより、スキマ時間に常に聴いており、その部分はかなり記憶に残ったと思います。

153 まあ良かった フォーマットが統一されておらず見づらい、重くて持ち運びが不便。

154 まあ良かった コンパクトにまとめてあった

155 まあ良かった 講師の話しが分かりやすく、要点がまとめられていた事

156 まあ良かった 内容はもとより、滑舌の問題なのか、大変聞き取りにくい教科があった。

157 まあ良かった 講義の内容がよくまとまっていて分かりやすかったです。先生ごとに講義の時間が揃うとなお良いと思います。

158 まあ良かった 各科目の大まかな傾向や流れがわかった。

159 まあ良かった ポイントを勉強できたからです

160 まあ良かった 講師により、理解に違いがあった

161 まあ良かった 出題予想をしてくださった

162 まあ良かった 見やすかったです

163 まあ良かった 科目のポイントがまとまっていて、理解しやすかった。

164 まあ良かった わかりやすい講座と、わかりにくい講座があったので。

165 まあ良かった 科目によって差を感じた。

166 あまり良くなかった 講座の時間が長くなかなかまとまった時間が取れなかった

167 あまり良くなかった 時間が短い。

168 あまり良くなかった 教科（教員）によって内容に差がありすぎてためにならないものがあった

169 あまり良くなかった 時間は貴重だから、国試に関係のある話だけにして欲しかったです。

170 あまり良くなかった 時間が短すぎて説明が途中までだった

171 あまり良くなかった 1時間30超えて長すぎるものがある。範囲は分かるので本題に早く入って欲しかった。

172 あまり良くなかった 受験対応ということもあり、来年の受験を考えている私としては出題ポイントのみで理解が進みづらいから。

173 あまり良くなかった 90分、講義で無駄な話がが多い

174 あまり良くなかった
映像内で資料を見て下さいとなった際に、テキストを見てもダイレクトに答えが載っていないなど、国試対策も含めた映像と
しては不十分と感じました。

175 まったく良くなかった ノイズが大きい。音声が途切れる。



1 12月以降、短期集中で一気に見た。

2 2年前から2年分受講した。主に家でテキストを見ながら。

3
web講座は、車の中や家事をしながら、何度も聞いた。テキストは要点がまとまっているので、講座を聞きながら理解しやすかった。また、試
験が近くなった時に、講座で重要だと言われた所や下線が引いてあるところ、太字のところを見直して、暗記した。試験当日も見直しに活用し
た。講座の中の講師の方の学習方法の説明や試験当日の心構えは参考になったし、激励の言葉で頑張ろうという気持ちになれた。

4 イヤホンで通勤時に聴いて活用しました。

5 いろんな合間にも視聴できた。

6 カフェで見た

7 しっかり、テキストを見ながら聴講した

8 スピードラーニングのようにひたすら再生していた。

9 その時間は集中して、テキストにアンダーラインやメモをしながら聴講した。

10 テキストに書き込みを行い、試験勉強のメインテキストとして活用しました。

11 テキストの勉強に飽きたとき活用した。歯を磨くときなど生活の中でBGMがわりに聞いた。

12
テキストは一回ずつ視聴しながら、アンダーラインを引いたり講師先生の言葉を記入しました。またよくまとめられている表などは、コピーし自
身のワークノートに貼り付けで活用しました。講義映像はとにかく毎日、朝の準備の時や車移動、調理中などなど、観るというより聞き続けま
した。

13 テキストは試験当日の最後の見直しで役に立った

14
テキストを科目ごとに解体して、1科目ずつ持ち歩いていました。通勤歩行中に音声で聞いたり、電車内で聞きながらテキストを見たりしまし
た。

15 テキストを過去問勉強と併用し活用た。

16 テキストを見ながら講義を受け、勉強のモチベーションをあげることに役立った

17 テキストを見ながら講義映像をみた。

18 テキストを再読しました

19 テキストを職場で読み、家でWeb講座を止めながらメモをとり、受けていた。

20 テキストを通勤中に見て内容を頭に入れながら 帰宅後や休日にWEB講座を1.5倍の速さで観て復習した。

21 テキスト読みや暗記に疲れた時

22 できる限り、講義音声を流していた

23 パソコンとテキストを使って集中して講座を受けた。

24 パソコンの前でテキストを見ながら受講した。苦手な科目は録音して移動しながら聞いた。

25
パソコンまたはアイパッドで流しききをした。教科書がないと困ることがあった。資料が統一されてないためみずらかった。教員により重要な
点、出る場所を言ってもらえて良かった。出来れば全講義で重要な点、出る点を強調してほしい。

26 パソコン学習

27 ポイントが絞られているので、過去問をやった後に理解するのに活用できます。

28 ランニング中に聞きながら勉強できました。

29 わからないところを繰り返し見た

30
一度目はしっかり受講、二度目は家事をしながら音声を流すなどして、ながら勉強した。テキストに過去問等で間違ったところ等を書き足し
て、情報をまとめるようにしてノートの役割も兼ねた。

31 映像は見なかったが、音声で毎日のように1〜3科目何回も聞いて、テキストを覚えるようにしていた

32 映像は自宅で視聴し、参考書だけでは理解できない点の理解を中心にし、テキストは試験直前の知識のまとめや確認に大いに有効だった。

33 映像を見ながらテキストにて学習し、分からない部分や制度などは別テキストで調べ、繰り返し学習を行った

34 横断的、全体像と捕らえるために何度も視聴させて頂きました。

35 音声をレコーダーにいれて、テキストを開いて聞いていた。

36 家でテキストを見ながら。

37 家でみました。もっと早い時期から知りたかったです

38 家で家事をしながら、視聴し、車通勤なので、移動中も音声をききました。試験の直前は犬の散歩時もイヤホンで、音声をききました。

39 家で家事をしながらみた。

40 家で見ている

41 家で視聴しながらテキストで勉強した

42 家で聞いた

43 家事しながら

44 家事しながらながしていた

45 家事と仕事の合間に視聴した。

46 家事の合間に観ていた

47 家事をしたり、通勤中に聴いていました。

48
家事をしている間はパソコンで、自転車の運転中はスマホで片耳イヤホンにて聴きました。何回か聞き流した後に、きっちりとテキストを広げ
て視聴しました。

49 家事をしながら、テキストをみながら色々空き時間に拝見・拝聴させていただきました。

50 家事をしながら、音声を聞いた

51 家事をしながらイヤホーンで聞いていた。

52 家事をしながらタブレットでみたり、聞き逃した所を再生してみた。

53 家事をしながら流していた

54 家事をするときは常に流していた。

55 過去問などでわからない箇所の解説を見直すとき、講義の映像やテキストを使った。

56 過去問を解きながら参考書として使用

57 開いた時間に映像を見た。

58 各科目の過去問3年分をまとめてやる際に問題を解く前にweb講座を見てから解くようにし、解いた後も見るようにしました。

59 学校で集中して聞いた

60 学校のカリキュラムに先駆けて学べるのがよかった。
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61 机で勉強中にメリハリをつけるために受講。

62
机に向かい、テキスト開いてがっつり講義スタイル。でも洗濯終わったら、チョツト待ってって止めたり出来るし、聞き取れない所は戻したり、こ
こ読んでおいて…の所は止めてテキストを確認したり、しながら勉強しました。

63 帰宅して自宅にて視聴

64 喫茶店で見ていた。

65 休日に集中して見た。

66 苦手な科目の復習に映像を見た。

67 苦手科目を何度もながら聴きした。

68 空き時間にスマホで視聴。ｍｐ３で音声のみ聞くなど

69 空き時間にチラ見した

70 講義映像やテキストだけでなく、録音音声を入浴中や移動中に聴いたりも出来て良かった。￥

71 講義映像を見ながらテキストを活用していました。

72 講義映像を授業のように受けた。

73 講座を聞きながらテキストを全部読み、普段家事をしながら講座の音声を流していた。

74 国家試験までに二回、テキストにラインを引きながら真剣に見た。

75 今までのおさらいや復習、確認を兼ねて、テキストでの勉強に疲れた時に見た。

76 在宅・学校で講義映像を見た。

77 仕事から帰宅して講義映像を見た。

78 仕事の合間や、勉強時

79 仕事休み時間に、家でもパソコン向けるとき流している

80 仕事終了後、就寝前

81 子供が寝た後や、仕事の休憩中に講義映像を見ました。時間を決めて学習することができたので、とても助かりました。

82
私の場合、本格的に受験勉強を始めたのが10月からと遅かったため、とにかく効率的な勉強方法でなければ間に合わないと焦ったのです
が、web講座は各科目の範囲の大きさを知るうえで大変参考になりました。先生たちのアドバイスや、好きな言葉も励みになりました。テキス
ト資料もそれぞれの先生のお知恵が惜しみなく載せてあり、とても有り難く活用させていただきました。

83 私の場合は来年度の受験に向けてということで購入しています。まだ、視聴するところまで至っておりません。

84 試験会場にはテキストに自分なりに追加資料を少しくっつけてそれだけを持って行きました。

85 試験前にテキストで確認できた。

86 試験問題集の参考として。

87 時間があるとき流していた。休みの日はテキストと合わせながら学習した。

88 時間が取れる休日にテキストを見ながら取り組んだ、時間はかかるが読むだけよりも理解できたと思う。

89 時間を決めてじっくり見た。テキストは復習した。

90 時間を決めて勉強した

91 時間を見つけて開いたときに勉強

92 自宅で、テキストを見ながら視聴した。

93 自宅で、講義を受けている気分になりながら見ていました。

94 自宅でしか視聴・拝読しなかった。荷物が多いからテキストを持ち歩けなかった。高くてもいいからカラーにして欲しかった。

95 自宅での勉強時に、自分がわからないところを、テキストと講義の両方を用いて、理解を深めた。

96 自宅で映像を見ながら、テキストに目を通した

97 自宅で基礎的部分を学ぶためにタブレットでWeb講座を活用しました。

98 自宅で視聴。

99 自宅で時間を作って見ていた。

100 自宅で集中して講座に取り組める時間を設けた。

101 自宅で部屋を別にして見ていた。集中出来た。

102
自宅のパソコンを使用して視聴しました。講師の方々が重要だと強調していた箇所は、受講後、メインで使用していた参考書でチェックし直し
ました。

103 自宅のパソコンを使用しました。

104 自宅の自室で視聴した。

105 自宅パソコンで時間を取りみた

106 自宅学習

107 自宅学習として講義映像を見た。今年になって、それぞれ２回目を見た。テキストは、ポイントが記載されているのでノート作りの参考にした。

108 自宅学習に使用しました。

109 自宅学習時に使用

110
自分が持っている参考書に書かれていない事を書き加えたり、講義映像は通学中に聞き流していた。流れが難しい所も自分の参考書と併用
して使用する事で結びつける事ができた。

111 車を運転中ずっと聞いていた、寝る前も

112 主に家で講義映像を見た。また国家試験前日の落ち着かない時。苦手科目の講義を流していた。

113 受講として。家事をしながら。食事中。寝る前。

114 集中して視聴した

115 集中して勉強したい時に講義映像をみていた。

116
出題予想的な内容になるので、市販のテキストと平行して使用した。市販のテキストの内容を書き込むなどしながら、市販のテキストの膨大
な情報を自分の中でまとめる事に役立てた。

117
初めは友人からもらった昨年度のテキストで講義を聞いて、その後、購入したものが届いてからテキストを広げて机上で講義を見ました。テ
キストに書き込んで、気に入った講義は2回ほど聞きましたが、他は１度づつでした。今年の注目されるところを最終的に再確認するためにテ
キストを見直す予定です。

118 初見の内容を自分のテキストに追加

119 職場の休み時間に何日かに分けて見た。

120 職場や家庭で何度も繰り返して見た。
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121
寝ながら、ウォーキング、家事をしながら音声のみ聞き、気になった部分をテキストで再確認した。また、予想対策として、web映像を試験１週
間前から当日までチェックをした。補足として利用した。

122 寝る前、見れるだけ見て、次の日また続きから見る

123 寝る前にテキストを見ながら勉強した

124 図書館、通勤や車での移動でも聞いていた。

125 全体を確認するのに見た。それを、勉強の足掛かりにした

126 全体を見直したいときなどに読み返したりした

127 全体的な復習として 参考書を確認しながら見たり、通勤や移動中に聞いたり、家事をしながら聞いたりした

128 卒業生に買わせて合同視聴した。

129 大学で授業の空きコマで映像を見た。テキストは通学中にも読んだりしてた。

130
大学のパソコンで動画を見るときは、テキストを開いて、友人と一緒に見た。わかりづらかったところは、その都度、一時停止して、テキストを
確認したり、もう一度戻って再生したりして疑問を解消してから進めた。長距離のバス移動のときには、スマートフォンでネットにつなぎ、音声
のみの再生で、苦手な科目の講座をきいた。

131 大学内の受験対策として受けた。模試等で分からない問題があるときにテキストを振り返った

132 朝早く起き、講義を受け、それを１１月から受験まで繰り返した。

133 直前に総仕上げした。分冊した。

134 通学中・空き時間に講義映像を見た。

135 通学中に聴いていた

136 通学中に聞き流していました

137 通学中に聞こうとしたが、ノイズが大きく、画面もよく止まるので、使用を中止した

138 通学中や家事をしながら音声のみ聞いた。

139 通勤に、見ていました。

140 通勤の行き帰り、自家用車内で音声のみ拝聴した。国試に関係者なく、26年度から年間を通して拝聴し続けている。

141 通勤の電車の中でスマホで視聴した。

142
通勤時やランニング時にweb講座を繰り返し聞きました。繰り返し聞いたあとテキスト勉強。また聞くを繰り返しました。昨年もこの方法で社福
は合格し、今回も・・・？。また、精神の試験問題で昨年社福で聞いた内容が出題されていて、ラッキーであったこと、耳からの情報は頭に残
る事を再確認しました。

143 通勤時や移動時に繰り返し聴いた。

144 通勤時や休日に車内や自宅で講義映像を見た。テキストもコンパクトにまとめられ、要点など整理され理解しやすかった。

145 通勤中などに音声を聞き、それ以外は勉強に使いました

146 通勤中に繰り返し聞けた。

147 通勤中に講義映像を見た。家事をしながら講義を聞き流した。

148
通勤中に視聴していた。隙間時間に勉強するには大変良かった。唯一の欠点がテキストが見開きA3版で大きすぎることだった。混んでいる
電車では開けなかった。

149 通勤中に車中で聞いた。

150 通勤中に聴きながら。疲れ果てて机に向かえない時に布団の中で。

151 通勤中に聴く

152 通勤中に流していた

153 通勤中はスマホで自宅ではiPadで

154 通勤途中車の中で聞いて、後からテキストで確認

155 通信なので細部についてがよく分からない時に使用

156 当直時

157 特に勉強の時間が取れなかったので、常にながらの勉強に利用した。

158 不得意科目を何度も、通勤や、仕事の車の中で、聞きました。

159 風呂で音声を聞きながらテキストを読んだ

160 風呂に入りながら、講義を聞いた。

161 聞きながら確認した。

162 聞きながら通勤していた。

163 勉強する前に講義映像とテキストで予習してから始めた。

164 勉強に気がのらない時にとりあえず映像を流していた。

165 勉強の確認で見ていました

166
本番前の3週間は授業が無いので、気分転換も兼ねて受講した。ポイントが良くまとめられていて、今まであやふやだった知識も明確になり
大変役に立った。講師の方々の生き方や考え方も参考になった。

167 毎日2科目の講義映像を見る学習計画を立てて学習しました。

168 毎晩、テレビを観ていた時間に、1科目観るようにしていた。繰り返し見ることで、頭に入った。

169 模擬試験終了後、講義映像を見ながらテキストを勉強した。

170 問8-2に書かせていただいたとおりです。まだ受講できていない講座もこれから視聴していきます。

171 夜間、家で。テキストを見ながら映像で講義を聞いた。

172 予備校のように活用してた。



1
「合格のツボ」含め、各講師の先生から画面越しに励ましのメッセージやアドバイスをいただけて、勉強の励みになりました。自己採点の結
果、無事に合格できそうです！ありがとうございました！

2

・199○年に規定されたと、年号そのものが分かっていなと解けない問題。
・事例問題において「～～であった（問題78）」とあるのに、その先の文章まで読まなければ解答できない問題。
・例「社会福祉士の責務として、誠実義務がある」解答× 理由：誠実義務以外に秘密保持義務などもある。 「社会福祉士の責務として、誠実
義務『のみ』がある」といったように、問題文章の説明が足りていないことによって、断片的な判断材料しかない問題。
以上のような3つの問題形式は本番形式と取る割には非常にミスマッチと感じております。

3 2年続けて視聴させていただき大変勉強になりました。ありがとうございました。

4 web講座のテキストはもっと安いほうがいいなと思いました。

5 web講座の映像無料配布はとても助かりました。来年以降も引き続きお願いします！

6 web講座を購入して視聴することのできる期間など記入して頂ければ復習などにも使うことができるのではと思います。

7 web講座を受講して本当によかったと思います。ありがとうございました。

8
web講座を設けるのであれば、せっくならもっと実のあるものに仕上げてほしいです。例えば講師の話す内容の用語を映像内の脇にでも文
字で解説を追加するとか。最新統計資料を同じ映像内で確認できるようにする等

9 web講座有難う御座います。

10 ありがとうございました。活かして合格できるよう頑張ります。

11 ありがとうございます。本番頑張ります。

12
web講座とても良かったです。ネットにつながっていないと見られないのは少し不便でした。データをダウンロードできるようになったら便利だ
と思います。

13 こういう講義をもっと増やしてほしいです

14
このweb講座が社会福祉士の勉強を始めるきっかきになりました。感謝しています。働きながらの勉強はとても 大変でした。でもその価値が
福祉の仕事にはあると思えた貴重な学びの時間でした。ありがとうございました。

15 このweb講座を続けてください。

16
このような講座を企画していただいていることに、とても感謝しています。特に通信教育での孤独な学習者には、大いに理解を助けてくれま
す。資格取得できたら是非とも還元していきたいと考えます。有難うございました。

17
このような内容の充実した講座が無料なんて信じられないくらい嬉しいです。ありがとうございます。今後受ける方にはテキストの購入をぜひ
おすすめしたいと思います。

18 このような番組を続けてほしい

19
この講座は大変受験生には役に立ちます。テキスト代だけでこれだけの講義はリーズナブルで有難かったし、内容も良かった。講義の最後
に先生方の励ましの言葉も心にしみました。ありがとうございました。

20 この内容を一問一答形式でチェックできるようになるといいかも

21 これからも分かりやすいテキストを作ってください。ありがとうございます。

22 ぜひ来年以降もこの講座を続けてください。本当にお世話になりありがとうございました。

23 たいへん励みになっております

24 テキスト、講義はある程度ヤマをはったりポイントをしぼった講義がありがたかった。

25 テキストが持ち歩くのにもう少し小さいと良いと思う

26
テキストだけでは理解しづらい部分が、実際の講師による、分かりやすい言葉でのWeb講座は大変ありがたかったです。ありがとうございま
した。

27
テキストで、共通科目と専門科目に分けて販売してもらえると持ち運びに大変便利です。私は精神の専門だけでしたので、テキストを必要な
所で切りました。web視聴が無料なのは、受験生にとって、すごく助かりました。ありがとうございました。

28 テキストに出題予想を作ってほしい。

29 テキストの値段が高すぎる、もう少し値下げできないか。

30 テキストの内容が前年と同じものが多いと思いました。毎年最新版にして欲しかったです。

31 テキストの内容と時間を統一して欲しい。もうすこしちょっと安くして欲しい（複数回目の人を安く等）

32
テキストの発送はスピーディーだったことに感謝。発送時に送り状ナンバーを通知してもらえればテキストを受け取るときのストレスが軽くな
る

33
テキストも、講座も、とてもわかりやすく、ツイッターでも貴重な情報を届けてくださったので、色々と参考にさせていただきました。個人的に
は、ツイッターでの情報発信の際に、国家試験対策1日クイズのようなものがあると、さらにやる気があがるかなと感じました。国家試験合格
に向けて、残り時間を無駄のないように過ごしていきます。ありがとうございました！

34
テキストを2冊購入したにもかかわらず、1冊しか届かず。電話で問い合わせた際も、丁寧な謝罪もなく、後日送られてきたテキストにも、謝罪
のメッセージが添えられているわけでもなかった。そちらの不備であるのに、丁寧な謝罪がなかったので、対応の改善をしていただきたい。

35 テキストを見なくても聞けると何時でも活用出来ます。字幕が入っているとなお助かります。

36 できればカラーにして欲しいですね、プラス500円〜千円でも価値はあると思います

37 とてもわかりやすく、理解しやすかったです。ありがとうございました

38 とても参考になりました。お世話になりました。

39 また、合格しても教育者として勉強していきたいです

40 もう少し細部に渡った講義をしてほしい

41 もう少し時期を早くにできないでしょうか？

42 もう少し早めの視聴は出来ないか

43 もっと、国家試験対策に特化する講義を期待します

44 一講座あたりの時間を少し増やして欲しい

45
一部は1回しか見れない科目もあり、早い時期の気づくがあればと思い、残念です。次回、利用したいです。今回、初挑戦でした。自己採点、
８４点

46
音声のみの試聴も出来る様になってから非常に使い勝手が良くなった。故に、音声のみにも配慮した試聴にして欲しい。映像を視ないと分
からない講義では…。録音にも気を付けて欲しい。[見ておいて下さい。]を多用する講義はやめて欲しい。プラスアルファの解説がなく、テキ
スト通りに読み進めるだけの講義もやめて欲しい。

47 科目別のページ数だけでなく総合的なページ数とできれば索引があればよかった。

問15：最後に、両協会に対するご意見やご要望がありましたら、お教えください。



問15：最後に、両協会に対するご意見やご要望がありましたら、お教えください。

48 過去、試験を受け数回経過したので専門科目など学習しずらかった点があったが、web講座が役立った。今後も継続実施を願いたい

49 過去問中心にして欲しかった

50 解答速報があるとありがたいです。

51
各分野が横断的に網羅されていて分かりやすく助けられた反面に生活困窮者自立支援など複数の分野で取り扱いがあり、重複しすぎてい
る部分や、社会調査や地域福祉はもう少し詳しく単語や単元の説明が欲しかった。また、高齢者の分野では概況自体が専門外な為に、基礎
的部分から丁寧に説明していただきたいと思いました。

52 学校の勉強で賄えない部分など参考になりました。ありがとうございました。

53 間違ったままの説明をそのまま放映するのはどうかと思います。

54 関西弁になれていないので、余計なストレス・情報に感じて、関西弁の先生の講義はなじまなかった。

55 既卒者の模試対応の柔軟性がほしい。

56 気軽にPCを使って繰り返し視聴できるシステムに感謝しています。

57 孤独でめげてしまいそうな時に、何度も励まされました。本当に有難うございました。

58
講義映像ですが、パワポ資料を読めるぐらいアップにしたら良いのではないかと思います。時間配分で必死な先生たちの表情を終始映して
るのも酷だし、映像である意味も薄いように感じました。

59 講座の中に、問題をふまえて解答が良かった。

60 講師の方の温かい言葉が嬉しかったです。

61 講習会に参加できない人にとって必需講義映像です。

62
今回、初めて活用させていただきました。子育てと仕事の両立しながらの学習で、焦りと不安もありましたが、集中して講義に参加することが
できました。ありがとうございました。また今年も実施していただきたく思います。

63
今回の試験で合格できるかはわかりませんが、このweb講座がなかったら、全く理解度が深まらず、不安なまま試験に挑むことになっていた
と思います。結果によっては、次年度も活用したいと思いますので、是非とも続けてほしいと願います。

64

今回自己採点で92点なのでボーダーです。特に気になった部分を述べます。現代社会と福祉はテンポよく、聞き込むことができました。社会
保障で〇〇と〇〇のどちらが正答か問う問題があり・・・という言い方が多いように思いました。その正答まで述べてほしかったです。保健医
療サービスでは講師先生の、「この部分をしっかり理解しておいてください。」「しっかり把握しておいてください。」の下りが多く、それに時間を
とられているように思います。相談援助の基盤と専門職はテキストもわかりやすく、聞いていてもよく理解できました。相談援助の理論と方法
では過去問の解説を中心とした講義でしたが、過去問はよく理解できましたが、事例問題の解説はあまり必要ではなく、過去問以外の講義
をもっと聞きたかったです。講師先生の話すテンポはとてもいいと思いました。児童や家庭・・・では傾向、出題分野、対策等に時間が多くさ
かれ、ながら視聴が多かった自分としては、もっと本題（分野の中身）を多く聞きたかったです。更生保護は苦手分野でしたが、よく理解でき
ました。以上は自分がこのweb講座をスキマ時間での、ながら聞きを中心とし活用したため感じたことです。ただすべての講師先生からのア
ドバイス、激励は心にしみました！あとは合格を祈るのみです。ありがとうございました。

65
今回受講せず試験受けました。終わって聞くと社会理論と社会システムの先生の講座内容が驚くほど当たっていて震えました。聞いていれ
ば確実に受かっていたはず・・・。聴かなくて本番を受けてしまって本気で後悔しました。絶対に次回は聴かなければ！！！と思いました。

66 今後も、社会福祉士を目指す方の為にも、講座を継続して下さい。

67 今後も継続してweb講座を提供してほしい。

68 今後も継続していただきたいです。

69 今後も毎年続けてください。この講座を見て確実に力がついた実感があります。

70

今年の受験に向けて一昨年の講座＆テキストから活用させて貰った。二年間使わせて頂き、広範囲なテスト範囲の情報が整理でき、とても
助かった。今年の受験に向けては公開からほぼ毎日欠かさず講座を聞き、試験直前には先生のセリフを言える位覚えるようになった。講師
の中には、予想屋ではないので・・・と言われる先生もいたが、受講する側としては、当たろうが当たらなかろうが先生の言う言葉がお守りに
なるので、ある程度予想したポイント講座となっても良いのでは？と思った。あと、講座の時間配分で最後がとても駆け足の科目があった
が、せっかくなのでプラス１５分くらいになっても、全部詳しい講義をして貰いたかった。更生保護の先生は昨年と講師が変わっていたと思う
が、とても分かりやすく、勉強方法の参考になった。以前は、受験のツボで全国模試の分析のコーナー等あったので、今回も楽しみにしてい
た。受験勉強の方向付けにとても参考になった。今回最新版が見れなくて残念だった。

71 今年合格後も、自身のスキルのため来年の講座も視聴、テキスト購入をしたいと考えています。

72

昨年社会福祉士受験の時は、模試の時期が早くて利用しませんでした、後でweb講座で学べることを知ったのですが、間に合いませんでし
た。今回精神保健福祉士受験にあたり活用させていただきました。専門科目のみの受験のため、専門科目のみのテキストがほしかった、厚
みもあるので共通と専門の2冊仕立てにしてあると持ち運びも容易でいいと思います。私はビリッと分冊にして使用しています。費用のことも
あるとは思うのですが、ぜひ検討していただきたい点です。なんとか今年度で合格したいと頑張っているつもりです！

73 仕事や家事をしながらでも、自分のペースに合わせて無理無く勉強できました、ありがとうございます！

74 私の受験勉強は始めから終わりまで、このWeb講座に支えられました。絶対合格します❗ありがとうございました。

75 試験の内容を多めにやってほしいです

76 時間に限った内容にして欲しくない。

77
時間の関係もあるでしょうが、教科でポイントを絞って、問題に即して解説してくれた先生がよかったです。ざっと、流す講義はいただけませ
ん。予想も含めての解説はよかったです。

78
自宅で講義を受けることは、会場まで行く時間や交通費の負担や忙しく働く社会人にとっては大変効率的です。もう少し早い段階でｗeb講座
を知っていれば・・と思いました。心理学の須田誠先生の「何があっても絶対にあきらめない」という、受験者へのエールを意識し、勉強しまし
た。

79
自分の時間にあわせて聴講できるweb講座があって、本当に良かったです。事件前最後の確認も、web講座テキスト中心でやり抜きます。あ
りがとうございます。

80
実践に重要な問題（この講座にあるような）ものだけ試験に出して欲しい。仕事をしながら必死に勉強しているのに、テキストにもないような
問題は辛いものです。本当に残念です。

81
社会人として、家庭の主婦として勉強する時間の確保がなかなかできない中、とても心強い教材でした。私は聴覚障害者を支援する仕事を
しているので、是非に映像に手話通訳、または字幕を入れていただきたく思います。全国にＳＷを目指す聴覚障害者が増えてきています、
聴覚障害者に情報を届けたいと思います。

82
社会理論と社会システムのテキストで過去問がいくつか紹介されているが、テキストにも答えの番号を書いておいていただけたらなお良いの
ではと感じた。

83
手軽に講義映像が見られ、試験のポイントが分かり受験生にとってはとても助かっています。独学の人は特に一人でやる寂しさも薄れ、特に
臨場感のある映像を見る事で勉強のモチベーションも上がり、継続して本試験まで勉強が続けられると思いました。ありがとうございました。



問15：最後に、両協会に対するご意見やご要望がありましたら、お教えください。

84 受験web講座の視聴できることに感謝しています

85 受験は1年後ですが、web講座を繰り返し視聴し、精神保健福祉士として身につけるべき知識、考え方をしっかりと学びたいと思います。

86
受験まで2回は視聴したいと思った。働きながらの受講では、毎日1時間半を確保して、2回見るのは、かなりタイト。もう少し早め(3ヶ月とか)
に始まると良かったと思う。

87
受験対策とは別枠で、各単元の講義映像又は音声データを提供頂けるとより一層の理解が深まり、翌年受験を考えている人のニーズを掴
めると思います。

88 就職紹介のサービスを作ってほしい。

89 集中して動画見る時間なかった。

90 春ぐらいから、やって頂くと嬉しいです。

91 色々な情報ありがとうございました

92
新制度や制度改正についての情報や動きなど 内容は知る機会は多いのですが 解説や実際現場で考えられる動きなどの話が知りたいの
でもっと充実させてほしいです。 統計発表などはTwitterからの情報が便利でしたがそこからもう少し深く知りたかったので。

93 精神保健福祉士は、専門だけ受験する者も多いので、専門だけのテキストがあった方がよい。

94
先生方のメッセージアドバイスなどがとてもためになりました。ありがとうございました。社会福祉士の受験4回目で初めてweb授業を見て、テ
キストを購入しましたが、もっと早く活用させて貰えば良かったです。

95 全体を学べて良かったです。

96 大学で受講できなかった科目の授業があったため(更生保護制度など)、web講座がとても役に立ちました。ありがとうございました。

97
大変にお世話になりました。通信で受験資格を得たために、受験について講師の先生から直接ご指導いただく機会がほとんどありませんで
した。福祉系の学生さんが羨ましく感じていました。各科目でそれぞれの先生方のお話を聴くことができてよかったです。もう一年視聴させて
いただくようになりそうです。よろしくお願いします。

98
大変感謝しております。難しい言葉が苦手な私にとっては、直接言葉で説明していただけることで理解につながることが多々あり、また映像
で思い出すこともたまにあります。なのでもっともっとかみ砕いた講義を期待します。

99
試験科目ごとに適切な過去問の解説もほしいと思いました。しかしながら今年の私の勉強の効率は相当上がっていたと思います。本当にあ
りがとうございました。

100 大変役に立ちました

101 大変有効なサービスをありがとうございました。

102
通信教育で受験資格を取得したので、生の講師の話を聞く機会が、受験講座等限られており、web講座はいつでも、わかるまで何回も講師
の生の講義がきけて大いに助けられました。今後ともぜひ続けていただきたいと思います。ありがとうございました。

103
通信教育を受講しているものとしては、この学習支援は、とても有難いです、寒さが続いています、スタッフの皆様お身体をお大事のしてくだ
さい‼

104 働きながらの勉強は本当に孤独との戦いです。このようなwebを通してのつながりはとても心強いものでした。色々な情報をお願いします。

105 特に與那嶺先生の講義に励まされました。ありがとうございました。

106 読むのが苦手なので、映像による学習はとても助かりました。これさえこなせば合格できる！という教材があれば…。

107 倍速再生ができるところがとてもよかった。

108
分かりやすくとてもためになる講座でした。勉強をすることが苦手な私でも、様々な先生の教え方に触れることで、興味をもちながら聞くこと
ができました。

109 勉強になりました。　必ず合格します。

110 法改正など最新の情報を織り込みポイントを押さえたテキスト、講義をお願いします

111
無料でこんな素晴らしい講座がきけるとは、本当にありがたいです。社会福祉士の資格は持っているので、精神保健福祉士の国家試験のあ
とは、勉強のため、共通科目の視聴もはじめました。ありがとうございました。

112
無料配信は、経済的にも時間的にも大変助かりました。テキストももっと簡単なものかと思いました、それぞれの科目の先生たちが、試験の
ためにまとめてくだっていたため、試験対策として、有効に活用できたと思っています。ありがとうございました。

113 模試が難しく凹しました。

114
問13-1「精神疾患とその治療」　の　設問がありませんでした。そのweb講座しか視聴していませんでしたので。　答えは、「まあ良かった」で
す。

115 来年も…という事にはなりたくありませんが、ダメだった時は、もう少し早めに使い始めたいと思います。

116 両協会のイベント、研修などに今後も参加したい。


