問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
大変良かった

解りやすく良かった

大変良かった

19科目という広範囲にわたる試験対策が、1冊にまとまっているため

大変良かった

分かりやすく、将来的にも見返したいと思える内容だから

大変良かった

知りたいことや混同していることがすっきりとまとまっていて、それまでは自分なりのノートを作っていたのですが、このテキストで
網羅されていました。

大変良かった

学校（通信）だけだと受験の実感がなかなか掴めなかったが試験用で具体的でとてもよかった

大変良かった

苦手科目の理解が進んだ

大変良かった

最近の白書での数字や動向までポイントをおさえた内容でできていたから

大変良かった

直前対策として活用したが、ポイントを絞ってまとめてあり、出題頻度の高い項目を効率的に学ぶことができたから

大変良かった

大変良かった

日々の孤独に黙々と勉強を進める中、動画での先生方の生の声に頑張る力になりました。教えてもらえる喜びを感じました。昨年も受
験しましたが、要領がわからず模試なども受けることができず臨みましたが、今回はこうしたサイトがある事を知り、大変勇気づけら
れ、またコツコツと頑張る気持ちが持ち続けられました。結果はどうなるかわかりませんが、最後まで諦めずかじりついていきます。
もっと早く知りたかったです。
テキストではわからない、ピントを抑えた講義だった

大変良かった

要点がよくまとまっていた。実際の試験に出ている解説もあった

大変良かった

広範、多岐に渡る科目をコンパクトにまとめてあって良かった

大変良かった

重要なところが集約されているテキストでした

大変良かった

ポイントがまとめあり、大変見やすかったです

大変良かった

よくまとまっていて、よかった

大変良かった

ポイントを絞り、解りやすく整理されていた。各講師からの受験生に向けてのメッセージが励みになった。

大変良かった

図や表によってわかりやすく説明されている点全科目掲載されているのに持ち運びにちょうどいい大きさと厚さである点

大変良かった

社会福祉を専攻したことがない（心理学科卒）なので、市販のテキストを読んでも重要箇所がわからず、頭に入りませんでしたが、
WEB講座のテキストは重点ポイントがまるわかり。実際にH28年1月の国試では先生方が強調されていたところがどんぴしゃ！と大当た
りでした。ほんとうに救われました

大変良かった

重要項目の条文や規定項目が分かり易くまとめられており、過去問で間違った箇所を確認してインプットすることができた。

大変良かった

情報の量・質、共にちょうど良かった。コンパクトにまとめてあるので参考書単体としても試験勉強の開始時期の要点把握と受験直前
期の最終チェックの時には特に役立った。

大変良かった

よくまとめてあった福祉計画の一覧など。

大変良かった

一冊にきれいにまとまっている

大変良かった

本試験に出ましたし、難しくなく、ポイントを楽しく教えて下さいました。先生方に感謝します。

大変良かった

要点をコンパクトにまとめていた。

大変良かった

概略を網羅してあったこと。

大変良かった

講義映像と同時に勉強できたこと。内容もとてもわかりやすくて良かったと思います。

大変良かった

丁寧にポイントがまとめられていた。学校のテキストにはない情報もあった。

大変良かった

最新の統計データが抜粋されて載っていて、焦点を絞って勉強することが出来たから。

大変良かった

なんども学習できた

大変良かった

試験にでるポイントがまとめられており、試験直前まで確認できる内容だった。

大変良かった

試験に出そうな箇所を図や表などわかりやすく解説され、覚えやすかったです。

大変良かった

わかりやすかった。

大変良かった

要点が整理されていた。出るところが絞られて編集されていた。

大変良かった

１．情報が頭の中で整理できた。２．新しい知識も得ることができた。３．示唆に富んでいた。

大変良かった

大切な事が簡潔に書いてある。

大変良かった

通信卒業して時間が経過していたので講師先生から基本的な事項を教えてもらいたかった。大変参考になった。先生方にありがとうと
感謝の言葉を述べさせていただきます。

大変良かった

要点だけわかりやすくコンパクトにまとまっていた。

大変良かった

解説していたところが出ていたのでとても助かりました。

大変良かった

とにかく凄い！テキストでした。ただただ前の晩は声を出して読んでいただけでした。相談援助は、テキストの内容がほとんど出題さ
れていました。児童は駄目でした。１４１が得点になったので０点が免れました。それなのに、午後の問題が４５点取れているという
ことは、本当にすごいテキストです。紙が厚くてめくりやすく、書き込むインクの吸われ具合が何よりいいです。白黒で印刷されてい
るから、カラーで書き込みしやすいです。

問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
大変良かった

参考書はワークブック、教科書など多数ありますが、受験対策となると中身は解説ではなく対策にしないといけません。多くの先生方
が工夫されてみやすかったですが、特に、相談援助理論と方法の空先生の資料集のまとめ方が、わかりやすくて、暗記にやくだち、対
策としての資料そのもので、講義ないようもわかりやすかったです

大変良かった

バラバラの書式で初めは戸惑ったが、講師の方の熱意が伝わる内容で、受験参考書と違い飽きることがなかった。図表やイラスト等印
象に残った。余白に講師の方の話や調べたことを書き込むことで、視聴抜きの復習に活用できた。

大変良かった

webの講義とテキストがセットになり知識を蓄えられたと思う。どちらか一方でも知識の蓄積には欠けていたと感じている。

大変良かった

試験予想がいくつか的中していた。テキストの解説が分かりやすい。

大変良かった

知っておくべき知識を効率的に学べるから。

大変良かった

各教科とも要所が押さえられており、学習を絞ることに大いに役立ちました。

大変良かった

頻出項目を意識出来た。

大変良かった

試験に必要な限度で最新の情報が掲載されている。

大変良かった

項目ごとに覚える内容がまとめられている科目が多く、講座と合わせて覚えるべき概要が一冊になっていたから。

大変良かった

講義を聴く際にメモ書きしたりマーカーでチェックして活用させていただきました。

大変良かった

各科目の重要ポイントの理解が深まり整理できた。また、どの科目の講師も科目の横断的学習の重要性を強調されていて、そのように
心がけて学習すると効率よく総合的に理解することができて大変良かった。

大変良かった

今年は一冊にまとめられており、良かった。講師の方々の思いが詰まっていて、感心した。

大変良かった

ポイントが解りやすく整理されていてそのまま覚えることができた。ありがとうございました。

大変良かった

科目ごとにまとまっているので分かりやすかった。巻末に出題基準も入っているのが良かった。

大変良かった

出題予想に基づいてポイントがまとめられていたので、効率的に勉強できました。

大変良かった

かなり絞られた内容ですが、それぞれの科目を俯瞰できたように思います。それによって、細かいところを学習することができまし
た。
科目のポイントの重要点がまとまっており、時間のない中での勉強には大変良かったです。このテキストを基本に細かい部分は付箋を
貼って膨らませていきました。

大変良かった
大変良かった

体系的にコンパクトに纏められていて、学習の仕方の理解に役に立った。

大変良かった

講師によって特色はありますが、各科目とも要点がまとめられていて、勉強しやすかった。

大変良かった

最新の情報が知れ、要点がまとめてあり大変良かったです。昨年度のように二冊に分かれている方が持ち運び時は便利だったかもしれ
ません。今回、表紙の紙質が前回と事なり途中でボロボロに破けてしまったので、もう少し丈夫な紙質だと良かったです。

大変良かった

大変良かった

先生によってかなりばらつきがありましたが、概ね全ての課目について、的が絞られており、時間が無い中の学習には有難い存在でし
た。
最新の学習内容が網羅されており、大変良かったです。また、講師の方々は現場の実務経験をふまえてた学習内容で勉強になりまし
た。
出るところがまとまっていて勉強しやすかったから

大変良かった

とても見やすかった。WEBと合わせてみると分かりやすく、見た後は、復習にも使えた。

大変良かった

統計やデータが掲載されていたため。

大変良かった

ポイントがまとめられていて、試験勉強の指針として役立った。

大変良かった

シンプルにわかりやすくまとまっていた。通教ではどうしても独学になってしまい偏ってしまいどこをどう勉強すればよいかがわから
なかったと思います。道しるべになりました。現時点で、合否の結果は分りませんが、結果は感謝しています。

大変良かった

ポイントを絞った内容であったと思います。

大変良かった

とてもコンパクトで、ちょうど良いスペースにメモ等を書き込むことができたから

まあ良かった

文字だけで理解しずらい。図などで簡潔にしてほしい。

まあ良かった

仕事をしながらで時間がない中、的を絞って重要項目を学ぶことができる。

まあ良かった

もう少しわかりやすくカラーで

まあ良かった

大きすぎで持ち運びに難儀した点以外は特にない。

まあ良かった

ポイントがよくまとまっていて分かりやすい科目とそうでない科目があった。

まあ良かった

国試に向けた最重要点と重要点くらいを（過去問に合わせた)まとめてあるものであればいいと思う

まあ良かった

端的にポイントがまとまっている等、中身はよかったが、紙製で耐久性に欠け、使っているうちにすぐ破れたり、雨で濡れてボロボロ
になってしまう。

まあ良かった

去年の社会福祉士の時もお世話になり、重要な部分が纏まっているので、直前期の勉強のお供としても最適だと思います。ですが、先
生毎の特徴が出すぎている気もするので、もう少し全体としてのまとまりがあった方が読みやすいと思いました。

まあ良かった

勉強をするのに適していた。

まあ良かった

テキストというよりただのレジュメ

まあ良かった

分かりやすく要点がまとめてあった。Web講座見なくても理解できるようなレイアウトなり内容だと嬉しい。

大変良かった

問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
まあ良かった

表などで簡潔にまとめられているところがとても役に立ちました。訂正が多いのが残念でした。

まあ良かった

科目により差があった。短い講義時間ゆえ、国試には無駄な話が長い科目は改善してほしい。

まあ良かった

専門のみ受験でしたので、共通も一緒でしたので、参考にはなりましたが、テキスト厚くて持ち運びが不便な点がありました。中身は
よかったです。

まあ良かった

科目によって、自分の学修の仕方に合っているものと、そうでないものがあったため

まあ良かった

とても見やすく整理されており、重要な単語などがよくわかった。大変、使いやすかった。

まあ良かった

わかりやすかった。

まあ良かった

文字ばかりなので読むより視覚を活かしてほしいから

まあ良かった

数ページでまとめられていたため

まあ良かった

良かった科目とそうでもなかった科目があった

まあ良かった

テスト内容が、先生ごとに異なっている（バラつき）ために、活用面において可否が生じた。特に、官庁資料のそのままの掲載が過半
数をしめていた講義はあまり参考にならなかった。

まあ良かった

要点がまとまっており大変良かった科目と活用しずらく感じた科目があった為。

まあ良かった

試験に出てきた用語があったし、役に立ったから。

まあ良かった

簡潔にまとまっていて見やすかったと思います。

まあ良かった

もう少し広い範囲をしてほしかった。

まあ良かった

情報が新しい

まあ良かった

重要な部分がピックアップされていてよかった半面、字などが細かすぎて、見にくいものもあった。

まあ良かった

図やグラフが載っていたから

まあ良かった

良いものとそうでないもの、それぞれでした。

まあ良かった

試験前にポイントを押さえられた。

まあ良かった
まあ良かった

各科目、講座の担当者毎にコンセプトが違い、それなりに面白かったが、全体に統一感がなく、編集にもう少し工夫があれば尚良かっ
た。
とても良かった。内容が細かすぎて見直そうとは思わなかった。

まあ良かった

頁が多くなかったから

まあ良かった

重さが重くて持ち歩きが大変。共通、専門科目に分かれていると良かった。

まあ良かった

私にとってですが、講師の方によって合う合わないがありました。

まあ良かった

内容がわかりやすかった。講師のメッセージがよかった。

まあ良かった

昨年と違い、1冊にまとまって使いやすかったです。

まあ良かった

要点がまとめられていて、見やすく覚えやすいテキストだと思いました。しかし、講師の方が説明している内容ともう少し照らし合わ
せた内容にしてほしい科目もありました。

まあ良かった
まあ良かった

動画とセットで見ると理解が深まったしかし、誤字が何か所か見受けられた。原稿が多くの人の目を経て、配布されていないのではと
も感じた。
わかりやすかった

まあ良かった

共通、専門とわかれていた方が良かった。

まあ良かった

知識をまとめやすい書き方がされていた科目があった。

まあ良かった

ポイントがまとめられていてよかった。

まあ良かった

見やすい文字やグラフなどが掲載されていて、分かりやすかったです。レイアウトについてですが、テーマの切り替わりのところが、
詰め詰めになっていたので、講座を受けながら、話題の切り替わりの際に分かりづらい時もありました。紙面をできるだけ減らそうと
いう配慮かと思いますが、テーマとテーマの間はもう少し空けるといいかと思います。講座を聞いていて書き込むことも多々あったの
で、空白部分ももう少し欲しいです。個人的には共通と専門は別冊子（一昨年のように）の方が持ち運びなどしやすかったです。

まあ良かった

精神専門科目だけの受験なので、前年度のテキストのように専門科目だけのほうが使いやすい。重いので、解体して、精神専門科目だ
けにして使用しました。精神専門科目だけの受験だと、参考書が限られているので、共通科目がついていない方が購入する気になる人
が多いと思います。
ポイントを押さえた学習ができたから。

まあ良かった
まあ良かった
まあ良かった
まあ良かった
まあ良かった
まあ良かった
まあ良かった

講座のテキストなので、主は話しであると考えれば、中身は充実していると思ったが、テキストだけで理解できるかどうか、と考えれ
ば不十分。
値段が少し高いです。
書式は揃えてくれれば、読みやすく覚えやすく感じます。内容も先生により詳細度にバラつきがあるので、かえって理解しづらいとこ
ろもあった。
web講座の限られた時間内でのﾃｷｽﾄとしては、良いと思う。受験する側に何度も見直し、読み直す時間的余裕がなかったのが残念だっ
た。
最初はモノクロか？と思いましたが、自分でカラフルに書き込めるので、それが目立ってかえって良かった。できれば教科ごとに開き
易いよう、色をつけるとか、しるしをつけるとか、工夫してほしいですね。
独自にまとまっていてわかりやすい

問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
まあ良かった

最新の情報が掲載されているのと一番重要な項目が掲載されているので最後の仕上げとして使うことができました。ただやはりどうし
ても見にくいのは仕方ないと思います。色刷りにすると価格が上がると思うので。この金額以上では購入しにくくなると思います。

まあ良かった

過去問の解説が多いと感じる科目もあり、それはあまり参考にならなかった。

まあ良かった

大切な事が沢山かいてあったが少し見にくく感じた。しかし料金は丁度いいので高くなってしまうならこの値段のままでお願いしま
す。
基本的な事項がコンパクトにまとまっており、初歩的な勉強のテキストとしては、入りやすかった。一方、試験対策という視点では、
実践的ではなかった。

まあ良かった
まあ良かった

先生によっては大変わかりやすかったので、何度も聴きました。

まあ良かった

簡潔にまとまっている。

まあ良かった

出題傾向がわかったので。

まあ良かった

テキストで学んだ内容が、国家試験で出題されたため

まあ良かった

過去問を中心に勉強したので、テキストをするー時間がなった。

まあ良かった

持ち歩きには少し重たいので

まあ良かった

コンパクトにまとめられており、直前の確認用としては活用しやすかったと思う。

まあ良かった

内容がまとまっている科目が、多かったが、厚生労働省等の資料をただ貼り付けているだけの科目もあったため。

まあ良かった

科目により参考になったものとあまり参考にならなかったものがある。

まあ良かった

短期通信養成校から受験ですので、情報が少なく、webで学習できる講座はモチベーションを保つためにもよかったです。

まあ良かった

最新の資料などがあって役に立った。

専門と共通にわけても良いと感じた

あまり良くなかった 精神専門しか使わないので、精神専門のみでもう少し安価で販売してほしい。
あまり良くなかった 短期間で勉強するには、量が多く、読みにくい。
あまり良くなかった 市販の参考書より分かりにくい、見にくかったのでほとんど使用しなかった。文字の量が多すぎる。レジュメが雑、細かすぎる、見に

くい、講師によって差がありすぎる。
あまり良くなかった 新たに法律が変更になった事柄などカラーでポイントに記載頂ければありがたいです。テキストの値段も高くしてもらって見やすいよ

うにして欲しい。テキストが一冊なので外出する際かさばるので2冊に午前、午後に分けて欲しい。テキストもコンパクトにして欲し
い。
あまり良くなかった 先生による
あまり良くなかった 事前に、使い方・活用の仕方を明確にしておくべきと思います。合格レベルの人でないと、講義についていけないのではないか。
あまり良くなかった 全体的に字体・構成が読みづらい。市販のテキストの用にイラストが入り、カラー印刷なら良いと思う。
あまり良くなかった 雑然と知識が羅列されている感じ。過去問学習が３回転くらい終わってる人向け。と思った。
あまり良くなかった ただ資料の抜粋だけの内容が多くて、講師の工夫が見えなかった。資料の抜粋的な文章の羅列ばかりでまとまってなく見ずらかった。
あまり良くなかった 実は昨年も購入しましたが、内容が大きくかわってはいなかったので、買わなくてもよかったかな？と中身を見て思いました。
まったく良くなかった

深すぎてテストに出ないところが多い。テスト対策には使えない。

まったく良くなかった

演者が読んでいる台本でしかない。

まったく良くなかった

社会保障以外、役立つ講座が見当たらなかった

問8-1：「web講座 講義映像」の全体的な感想について具体的にお教えください。
大変良かった

1科目90分程度と時間も内容もコンパクトにまとめられていて、非常に勉強しやすい。

大変良かった

ポイントがよく分かり、試験を受ける自信もつきました。

大変良かった

講師の先生方の温かみと資格を取った先を見据えた励まし等、またコンパクトにまとまっていたので繰り返し聞くことができました。

大変良かった

大事な項目や頻出項目、キーワードだけでなく全体的な考え方や流れについて分かったり、一人では意識できない受験に向けての気持
ちの持ち方など、雰囲気を感じることができた。

大変良かった

無料で見られるところがうれしい

大変良かった

一度実際に受講させて頂きました。とてもよかったです。その後その他の講義をwebでみました。わかりやすかったです。

大変良かった

ポイントを絞って説明されていてわかりやすかった

大変良かった

さすがに大学などで教鞭をとられている先生方なので、耳に残る講義ばかりでした。

大変良かった

先生方の情熱が伝わってきて頑張ろうという気持ちになった。また、それぞれの先生方の専門分野について分かりやすく教えていただ
き、頭に入りやすい感じがしたから。

大変良かった

国家試験に特化した勉強法について知ることができた。

大変良かった

自分でテキストにかじりついて勉強するよりも、人から教わるスタイルの方が頭に入ってきやすいと感じた。また、講師の先生方から
の激励の言葉が嬉しかった。

問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
大変良かった

どこを、どのように勉強を進めて行けばいいのか、各専門家の分析に基づくポイントがとてもわかりやすく対策の友でありました。空
き時間や勉強のやる気ができない時など、様々な場面で活用させていただき、社会福祉士国家試験対策に毎日触れているという実感か
ら、ここまで勉強に取組めたのだと思います。

大変良かった

昨日受験しましたが講師の先生方が強調された点が複数出題されていました。耳で聴き、テキストで理解を深める方法は私にとても
合った学習法でした。

大変良かった

通信制での学びでしたので、授業といっても相談援助のみでした。本を読むだけの学びでは、なかなか理解できないことも多くありま
した。その点で、講義の映像をみることで、理解が深まった気がします。

大変良かった

いつも、頼りにしていました。年齢からか覚えられなくて、繰り返し聞けるのがよかった。

大変良かった

通信での取得のため、直接講義を受ける機会が、スクーリング以外はほとんどない。そのため、映像ではあるが講師の先生の授業を受
けられるのは、よかった。内容が耳に残りやすい。そして、受験に対するモチベーションが上がった。

大変良かった

科目ごとにちょうどよい時間におさまっている点。視聴無料である点

大変良かった

参考書を見るだけでは理解が進みにくかったものがわかりやすく頭の中に入ってくる感じでした。参考書で勉強していたはずのことも
改めて深く理解できました。ただ、多くの教科で時間が足りなくなり、最後は駆け足の説明になってしまうのは不満でした。

大変良かった

まったくの独学でしたので、web講座を二回ずつ見ました。二回みて、理解が進んだ気がします。先生方の山は本当に当たります。こ
の講座があったから、合格レベルの点数がとれたと思います。

大変良かった

自分でテキストを読むだけよりも、講義映像を見ながらテキストを並行して確認すると理解度が深まった。

大変良かった

耳から入る情報は頭に残りやすい。また、新しい情報が満載。先生が魅了的。1時間半でよくまとめてある。

大変良かった

耳で聞くと頭に残ってわかりやすかったです。

大変良かった

講師の方の貼ったヤマが大きく当たりました。ありがとうございます！！！

大変良かった

通信大学では専門科目のスクーリングしかなく教員より共通科目について教えて頂けたことが良かった。ちょっとした現場の話がちょ
こちょこはさまれていて興味深かった。

大変良かった

わかりやすかった。冒頭で、出題傾向と対策を話してくれるので、どの内容を覚えたら良いのか的が絞れた。なので、勉強しやすかっ
た。
わかりやすく、最後の追い込みのときに確認できて頭に入ってきやすくて見直しにも効果的だった。

大変良かった
大変良かった

何回も見直すことができるのがよかったです。講師の先生の話を聞きながらそれに対応したテキストを見ることで、耳からも目からも
知識を取り入れることができ、理解が深まりました。

大変良かった

わかりやすかったし、どこでも見れたこと。ただ通信料がきつかったです。

大変良かった

大変良かった

インターネットでいつでも見れて本当に助かりました。家事の合間に勉強できた。講義内容も充実していました。ありがとうございま
した。
わかり易い言葉でよかった。試験範囲をすべて自分で勉強するのは困難だと感じていたが、web講座でポイントを知ることができやす
かった。
学校のオンデマンドよりわかりやすかった。

大変良かった

通信で勉強していたから

大変良かった

受験対策に優れている先生の講義は非常に参考になった。また、時勢に沿った内容であったために、試験問題を的中させていた。

大変良かった

ほとんどの科目の講座は、要点が分かりやすく整理され、又、講師が予想された問題が出題されていた事が多かったです。中には残念
に感じた講義もありましたが全体的には非常に役に経ちました。

大変良かった

スマホ版があり移動中にも聞けて良かった。ポイントがよくわかり良かった。

大変良かった

わかりやすい

大変良かった

試験にでるところを分かりやすく伝えてもらった。

大変良かった

本番で出題された内容があったから。

大変良かった

ヤマがあたるから、よかった。特に社会理論と社会システムのヤマがよくあたった。

大変良かった

会場で受講生に向けてされた講義でしたので、自宅で拝見しながらも、自分に向かって
容そのものが、質も高く、本当に素晴らしかった。

大変良かった

内容は面白く思いましたが、視聴している途中で映像が止まったりして困ったことがありました。

大変良かった

ホワイトボードでの解説もあり、わかりやすかったです

大変良かった

正直、２倍速で聞きました。でも、余計な話がないので、わかりやすかったです。午前の問題が微妙でしたので、また来年受けるとし
ても、また、申し込みます。今まで、沢山のテキストを使いましたが、本当に有り難い抗議でした。LIVEで聞けたらいいのでしょう
が、遠くて行けなくて。ネットでやっていただけて本当に助かりました。

大変良かった

臨場感があって、話しの内容が分かりやすく、苦手科目にも興味が持てた。

大変良かった

先生方の熱意が伝わりました。いつでもみれて、止めたり繰り返したり操作できるので開いた時間が有効に使うことが出来ました

大変良かった

全体的にまた重点的に繰り返し視聴することができた。受験参考書では頭に入らなかったことも、講師の方が個性的で、興味深く記憶
することができた。

大変良かった

数人を除き素晴らしい講師であり、惹きつけられる講義であった。

大変良かった

各科目の講師の方々が、要点をとらえた説明をしてくれて分かりやすくて、問題を理解しながら解くことが出来るようになりました。
また、とにかく講師の方々が面白くてとても楽しく学ぶことができました。

大変良かった

話されている感じがもてた。先生方の講義内

問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
大変良かった

耳から聞くと概要を大まかに理解できた。11月までに聞くことで全科目の大枠の理解が進みその後の学びがスムーズとなった。

大変良かった

重点的に勉強すべき点を強調してくれ、勉強の助け船のような存在だった

大変良かった

大学も通信制なので、web講座に違和感なく取り組めたこと。また、大学のものよりわかりやすかったです。

大変良かった

講師の励ましが良かった。

大変良かった

専門家の先生方による試験に的を絞った講義を受けることができた。

大変良かった

項目ごとに覚える内容がまとめられている科目が多く、講座と合わせて覚えるべき概要が一冊になっていたから。

大変良かった

講義が分かりやすかっ た

大変良かった

講師の方の熱心な講義と励ましの言葉に、勇気づけられました。先生方の予想も的中していたように思います。試験に出たところも多
かったです。本番でも「web講座で話していた内容だ！」と思いながら解きました。先生がホワイトボードに書いていた内容が画面で
は見えない時があり、もっとカメラが接近してくれたらいいのにと思うこともありました。

大変良かった

先生方が、出そうなところを一生懸命講義してくださったから。過去問を分析して、出題されそうなところを重点的に説明してくだ
さったから。無料で配信してくださって、とても感謝しています。

大変良かった

自宅で講義を受けているようでよかった。

大変良かった

独学と解説付きとは全然違う。

大変良かった

色々な先生が一生懸命教えてくれていました

大変良かった

ポイントを絞っての解説がされ、とても参考になった。

大変良かった

90分と短い時間に整理されてていて、集中してきくことができた。わかりやすかった。最後の瞬間まで諦めない人が合格する！この言
葉にはげまされました。オープニングの虫が犬や猫に脅かされながら前進する様子に私も頑張ろう！と毎回思いました。

大変良かった

通信教育だったので、教科書読むだけではさっぱり頭に入らなかったけど、これは実際に講義を受けているようで、理解しやすかっ
た。
範囲が広いけれど、重要な所を丁寧に説明されていたのが大変ためになりました。

大変良かった
大変良かった

テキストの中でも特に重要な部分や、テキストの補足部分について、講師の先生が具体例をまじえてわかりやすく説明してくださり、
理解が深まりました。

大変良かった

通勤中ずっと聴いていました。テキストは一昨年のものを譲り受けていたので、通勤時間を学習に当てられたのは大きかったです

大変良かった

限られた時間90分だからこそ、それぞれの科目のポイントが分かり、その後の学習にとって、とても役立ちました。

大変良かった

先生方の国家試験を知り尽くした専門性と精神保健福祉士を目指す視聴者を励ましてくれ、なおかつ、この試験はスタートなんだと
（わかってこそのスタートライン）語っていただいたのが印象的でした。

大変良かった

大変良かった

時間が許す限り、空いている時間はずっと聞いていました。ポイントをまとめて話して下さる先生の講座は追込みに非常に役に立ちま
した。当日朝聞いていたところが試験に出たのには、本当に感謝でした。その一方で、このページとこの箇所をよく見ておいてくださ
い、というアドバイスが多い講座は、テキストを開かなくては分からないので利用しにくかったです。でも全体としたは各先生方の個
性が溢れ、印象に残る講座でした。100点以上取ることができたのはweb講座のおかげです。この講座を聞いていなかったら、ここまで
覚えることは無理でした。素晴らしい講座を本当に感謝します。最後に、西口先生へ。試験のアドバイスで｢迷わないように、知らな
いことが出てきたら間違いだと思いなさい。疑心暗鬼になってしまうんですよね、直さなきゃよいのに直して間違ってしまうので、直
さないように」という内容が、とても面白く印象的でした。なのに！私は直してしまい、何問かやはり間違えてしました。次回は気を
つけます。ありがとうございました。
目でみながら、耳で聞くと理解が進む。

大変良かった

重要なポイントを画像で観れた。

大変良かった

これは、大切というポイントの説明があり、勉強を進める上で大変参考になりました。

大変良かった

先生方の問題分析、また最新の情報を教えて頂けて大変良かったです。先生方の解説により、難しい科目も取り組む意欲が湧きまし
た。繰り返し視聴することにより、理解が深まりました。

大変良かった

テキストを読むだけでなく、言葉で聞くことによって実際の対面授業を受けているのと同じ効果がありました。大学でも対策講座を何
度もして頂きましたが、それだけでは不十分で、有難い存在でした。

大変良かった

説明が分かりやすく試験全体を把握することができた。

大変良かった

先生の説明が分かりやすい

大変良かった

とても分かりやすかった。

大変良かった

講師の授業が分かりやすかった。

大変良かった

科目の全体像を把握するのに役立ったため。

大変良かった

やはり、テキストだけではなく、講師の先生の講義が視聴できるのは、地方在住のものにとってはありがたい。

大変良かった

専門講師による分かりやすい講義内容と、音による勉強方法が私には合っていたように思う。

大変良かった

講師の声の調子によって、ここは重要とか耳から入ってくることが、

まあ良かった

YouTubeでの観ている方々は、資料を持たないのに、講義の中には資料の何ページとか言われてる講義がありましたが、？でさっぱり
理解出来ませんでした。改善出来ないでしょうか。

まあ良かった

毎年先生の解説が同じだから。どの先生も過去問というなら過去問だけ読んだらいい感じがするから。

まあ良かった

要点が絞り込まれていた。

問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
まあ良かった

全体像が分かりやすい、目が疲れた時も耳から勉強できた

まあ良かった

当たりはずれが激しかったが、無償であると同時に何度も視聴できることに加え、ある程度の基礎を固めれることができて良かったた
め。
テキストと同様、分かりやすい講義の先生も居れば、非常に分かりにくい先生も居た。

まあ良かった
まあ良かった

国試に向けた最重要点と重要点くらいで（過去問に合わせた)(最低限覚えること)いいと思う余談はいらない(なぜなら自分が途中で何
度も止めること休むことができるから)講義の先生はいろんな話し方の方がいて飽きないからいいと思う

まあ良かった

教員の自己紹介はスキップできるようにしてほしいです。繰り返して見るときにどこまで飛ばしていいかわからず飛ばすために時間が
かかります。
通信制の学生ですが、やはりテキストを読むだけの勉強より、人から聞いて耳から入れる勉強はいいなと思いました。ただ少し話が長
く、最後まで聞こうとするのが大変でしたので２部構成などにしていただけると助かります。時間のない時にも便利ですし。

まあ良かった
まあ良かった

約１時間３０分の間、傾向についての時間をかけすぎる。そのため、テキストを飛ばしていく説明となっているため。

まあ良かった

自分が尊敬する講師の方が講座をされていたり、通信生だとレポートのみの科目もあったので、講義が聞けて大変良かった大体の先生
が端的に分かりやすく説明して下さり長時間聞いていても、眠くならず集中して聞けたが、前置きが長い先生もいて、時間が少ない中
で聞いているので、その辺りはもう少し省いて、講義中心に内容をまとめて欲しい。

まあ良かった

1回通しで見る時間はなかなかとれなかったので、1回で30分くらいの動画を1教科につき3本、とかの方がより活用できたと思う。

まあ良かった

とてもわかりやすいが、試験勉強とは関係ない話が長くてなかなか内容に入らないという講座もあったので、話が冗長にならないよう
にしてほしい。

まあ良かった

誰でもそうだが、講師との相性もあり、講義の慣れ、不慣れはどうしても際立つ。

まあ良かった

大学の長い時期をかけての講義ではないので、ポイントを絞ってほしい科目があったから。

まあ良かった

全体的にわかりやすかった。各講義の最後の受験生へのメッセージに毎回励まされました。

まあ良かった

聞きやすい講座もあったし、テキストを読んでいるだけの講座もあった。難しい専門用語の解説をせずにテキストを読むだけの講義
は、分からないしつまらない。

まあ良かった

科目によって、自分の学修の仕方に合っているものと、そうでないものがあったため

まあ良かった

何度でも繰り返し見ることができて、復習になった。音で聞きながら、目でも情報が見ることができたので、頭に入りやすかった。

まあ良かった

全体的に一度見れば概略がつかめること。しかし講師の方によって、さらっと重要ポイントをさらってくださる方と、ここをおさえて
おきましょうというポイントがありを言ってくださる方がいた。ポイントはテキストなどにまとめていただいて、とりあえずまずは覚
えなければならないところを動画で話していただけるとありがたかった。

まあ良かった

当日の予想がでていたから。

まあ良かった

ポイントをまとめられていたため

まあ良かった

1教科がもう少し短縮されているといいと思ったので。

まあ良かった

わかりやすかったです。

まあ良かった

先生によっていろいろ

まあ良かった

独学で勉強する部分と講義形式で勉強する部分と両方あると効果的だった。

まあ良かった

出やすいところを解説してくれたから

まあ良かった

テキストに沿わないものもあったので

まあ良かった

繰り返して視聴する事で、理解したり、記憶することができた。

まあ良かった

ほとんどの科目が、国家試験に特化して、直前対策としてわかりやすく解説してくれた。

まあ良かった

話し方が気持ち悪くて、途中でやめたカリキュラムがありました。そして、試験の要点がなんだかよくわからなくて、ただ時間が流れ
た感じで、見ていた時間がもったいないカリキュラムもありました。

まあ良かった

90分は短すぎる。180分あってもいいと思った。

まあ良かった

自己紹介など、前置きが長すぎる。すぐ本題に入って欲しかった。

まあ良かった

科目により、バラツキがあります。考え方を示している科目と、試験問題そのものにこだわっている科目があり、もう少し統一感がほ
しいところです。

まあ良かった

先生によるので。わかりやすい講義は、何度も聞きました。

まあ良かった

昨年はiPadに動画入れてくりかえし見たけど、今回は、携帯に音楽として入れて出勤時や入浴、掃除とかで聞きました

まあ良かった

科目によってわかりやすさのばらつきがあった。

まあ良かった

リアルタイムで教わっているような雰囲気が感じられ、学習の度モチベーションが上がった。

まあ良かった

全体のイメージをつかむのに役立った。

まあ良かった

授業本当に面白かったです。ただ、基本的な資料の上に先生の独自資料があったらより話は明確で先生ごとのバラつきはへるのかな…
とも感じます。講義は良質ですし、有難味は大きく感じています。

まあ良かった

自分で一人で勉強しているより、講師の先生の話を聞いて、全体の関連性が理解できた。初めて聞く話もあったし、激励等もやる気に
つながった。

問7-3：「web講座 テキスト」の全体的な感想について具体的にお教えください。
まあ良かった

しっかり勉強できていれば問題はなかったと思いますが、過去問や模試を一生懸命やってもほぼ無駄な試験内容でした。講座の中で、
過去問題をしっかりやって・・・の言葉が今は虚しく感じます。講義の内容は分かりやすく良かったと思いますが、予想って難しいの
ですね。受験してみて予想とは違うと感じました。

まあ良かった

テキストたけでは頭に入らなかったことが、音声だとスッと入ってきました。通信教育のため、講師の話がweb上で誰でも聞ける環境
はとても助かりました。

まあ良かった

淡々とした講義が多く、どうしてもストレスが溜まる。できれば覚え方や、ユーモアも、いれてほしかった、

まあ良かった

分かりやすい授業だが時間の制約のためか、省略する部分が多い。

まあ良かった

良い講師の方の講義は、たいへんわかりやすかった。

まあ良かった

スマホで聴く方が活用的だった。

まあ良かった

講師の方によって、受験対策としての内容がばらつきがあったように思いました。

まあ良かった

文字情報の独学だけでは厳しいので、画像、音声があってわかりやすい。

まあ良かった

テキストだけではわからない部分が、直接講師の方の講義を聞けて理解が深まった。

まあ良かった

授業で学んだ内容が、国家試験で出題されたため

まあ良かった

接続出来ない事が多かったから

まあ良かった

担当の先生によって満足感は異なるが、凝り返し視聴できるので、メモなども取りやすく、学習しやすかった。

まあ良かった

最初の導入が長い。傾向などは喋らなくてもいい気がする。

まあ良かった

遠隔学習は、いつでもどこでも講義を聴講することができるのでよかったです。

まあ良かった

もう少し丁寧に説明して欲しい部分もありました。

まあ良かった

１人の勉強では限界があるので、講座受講により理解が深まった。

まあ良かった

試験前日に寝ながら聴いて、最後の確認ができた。

まあ良かった

テキストだけでは分かりづらいところを解説してもらい、ある程度理解できた。

あまり良くなかった 倍速再生できるようにしてほしい。
あまり良くなかった 講師が話しているだけだったので。
あまり良くなかった レジュメの読み上げのみ
あまり良くなかった 先生のオリジナリティが欲しい
あまり良くなかった 内容的には、テキストの内容も重視していたが、限られた時間の中でのweb講座なので、内容の理解が難しかった。
あまり良くなかった わかりにくい講師が多かった。差がかなりあった。ただテキストを読んでいる講師がいた。
あまり良くなかった 余計なトークが入りすぎ講師によっては聞きづらい面もあった。活字だけだと施設関係のスタッフの仕事内容がわからないので動画で

知りたい。
あまり良くなかった 講師によって講義内容がまちまちで、何を伝えたいのかわからない方もいた。また、時間配分を考えておらず終盤流す程度の抗議に

なってしまっていた講師もいたので。
あまり良くなかった 講師によって差が大きい。「ね」を語尾に連発したり、異常なほどスローなものなど、聞いていてストレスになる科目がいくつかあ

り、勉強に集中できなかった。
あまり良くなかった web講座テキストがないと分かりにくく
あまり良くなかった テキストを読むだけの講師がいた
あまり良くなかった 担当講師によっては、余分な話が多い。
あまり良くなかった 資料と講義の精度が今一つの感が否めない。
あまり良くなかった 講師の中には、余談が多すぎてテキストの中身が全然進まない人がいた。時間配分をきちんと計算している講師とそうでない講師の差

が出ていた。
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通勤中に毎日必ず聴いていた
土日にしっかりとテキストを見ながら映像を見た
自宅で見た
タブレットでは見れなかった。だれでも見れるようにしてほしい。
夜視聴した
問題に疲れた時、夜
とにかく少しの時間でも聞くようにして、細切れでも回数を聞くようにしました。繰り返し聞くうちに他の科目でも話していたこと等がつながってきまし
た。
それぞれの科目を満遍なく勉強している時間がなく、まずはWeb講座テキストにメモを取りながらWeb講座をみて、その後重点項目についてワークブックで
改めて確認をしていった。
家事をしながら
web講座を見ながらテキストの内容を暗記して、基礎作りに活用した。
通勤中は、音声のみを流し、休日に視聴した。
仕事が終わって寝る前に1科目ずつ勉強した
講義を音だけで順に聞いてます
空き時間に音声だけをひたすら流していた。
勉強する気が起きないときに試聴した。車の運転中に音声だけ聞いた。寝る前にイヤホンで音声を聞きながら寝た。
パソコン以外にスマホで音声のみ聞いて、後からワークブックで確認する、過去問を解くという作業を繰り返した。（家事をやりながら、または通勤途
上）
一科目が90分ありましたので、時間に余裕のあった平日の夜か、休日でじっくりとテキストと向き合いながら聞かせて頂きました。
講義映像は通勤中の電車の中ではタブレット、家ではPCという感じです。映像は長いのですが、テキストは頻繁に寝る前に１教科という感じで読みまし
た。
土曜・日曜を利用して、テキストと一緒に見ていた。
映像を1時間続けて見れる時間が取れないことが多かったので、音声のみで、車の移動時などに聞いていたことが多かった。
自宅ではpcで講義画像を。移動時間はスマホで音声のみ聴きました。
講座およびテキストをみたあとに、過去問に挑戦しました。
通勤中、聞いていました。机に座っても、集中できないとき、聞いていました。この講座が本当にありがたかった。
通学中は必ずweb講座の音声を聞いていました。直前期には髪の毛を乾かしているときや歯磨きをしているときなど、手が動かせないときなどにも聞きな
がら理解を深めることができて助かりました。
テキストを見ながら、聴いていた。
寝るときや移動時間に聞いていた。直前夜も聞いて寝た。
通学中にいつも聞いていました。
家事をしながらかけ流して勉強できたのが本当に助かった。
自宅で、試験前に集中して、1日1～2科目ペースで視聴し勉強した。
電車や喫茶店など隙間時間に視聴できた
平日では見る時間が取れなかったため土日に家で2つずつくらい見ました。テキストは重要なところにふせんを挟み、過去問をやるときに参考にしまし
た。
とにかく勉強を始めるのが遅すぎて、あきらめかけたところでこの講座を知ったので、12月の後半から試験まではこの講座にすがるような気持で見ていま
した。毎晩1教科をみては、中央法規からでている問題集をやることの繰り返しでした。
①家事（食器洗い・料理）をしながら、スマホで映像を流していた。②テキストと並行して講義映像を見て、理解を深めた。
要点を捉えるのによかった
出勤前に講義を半分づつ聞くのを日課にした。私の場合は「〜しながら」ではなく集中して聴く時間を意識的に作りました。
自宅。
家で集中して見ました。
家でパソコンの前に座り行った
眠気対策で、飲み物を口にしながら講義を聴いたり、体調が優れないときは体を横にして聞いていた。テキストは、講義を聴きながらアンダーラインを引
いた。
過去問を解いても全然わからなくって、もうどうしよう(^_^;)となったとき、もう一度見直しました。子どもが学校に行く前、自分が仕事に出る前の朝に
見ました。それからもう一度、過去問題に取り組みました。
時間があるとき、視聴した
講義聞いて、その過去問を行う。わからなければ、テキストを見る。テキストは、チェックマーカーを使って、赤シート確認をしました。
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ちょっとした時間にテキストを見ながら流していました。
授業の合間に、知識を書き込んでいたノート（レビューブック）や小六法を手元に置きながら講義映像を見ていました。その際Web講座テキストに先生の
話を書き込んだり、重要ポイントにマーカーで印をつけたりしていました。また、「Web講座→（過去問などの）問題を解く」というサイクルで勉強をし
ていました。テキストは試験会場に持っていき、直前まで見直しもしていました。先生が予想していた問題が出たところもあって助けられました。
仕事の合間に観てました。
授業の空き時間に学習室でほかの勉強をしながら聞くことができ効率がよかった。
家事をしながら、待ち時間など
家事をしている時にラジオとして聴講でき、短時間で何度も聞くことが可能であった。
休みの日にまとめてみている。
家事やをしながら
学校で映像をスクリーンに拡大してみんなで見た。
過去問題集を勉強しながら、その問題集に不足している「数値」「制度改革」「時勢」等をweb講座テキスト及び実際の講義映像で補った。また、講義内
容で反復の勉強が必要と思った部分は、ＩＣレコーダーにダビングして使用した。また、本番直前の総復習には、有益であった。
勉強中や試験前に聞きながらで使用した。
家事をしながら流していました。
映像から得た情報を書き加えながら学んだ
通勤に聞き、わからなかった部分を休みに見ながら理解していく。
仕事終わった後、ファミレスで講義を見てテキストを使い勉強した。
サイズが大きいので持ち運ばず家で。ただ高齢の受験者も多いのでフォントは小さくしないほうがいいと思う。
スマホで移動中に見ることができた。
車のなかで音楽のかわりにながしてた。
テキストを見ながら講義映像が流していた
「～ながら」が

多いです。食事しながら、洗濯ものほしながら、歯を磨きながら。でも、2回目以降は、1.5倍速で、聞くなど、何度も何度も聞きました

勉強する気力がない時でも、バックグランドミュージックのように流していた。
過去問を解くのに疲れた時に、ボーと見ていた。
講義を聞いて、それから問題をひたすら解いていた
一度講座を見たあと、ノートにまとめた。
法律の改正点など、分かりやすく載っていたので、基礎は他の参考書を読み、応用として使っていた
仕事から帰ってきて、夕飯を食べて、9時までの眠い時間に見ました。9時を過ぎれば、異常に目が覚めるのですが、そこまでで眠ってしまうと朝になりま
した。こたつは魔物です。ゆえに、台所のテーブルで講座を2倍速で音量を上げてみていました。
休みがとれなく講座に参加したくてもできないよでよかった。
自宅で視聴(YouTubeで速度を速めて視聴しました。)
通勤途中には携帯でヘッドホンをかけながら勉強していました。家ではパソコンを見ていました。
通勤時に車で聴いた
web講座時のみでほとんど使わなかった
テキストを出かける際は常に持ち歩き，通勤中や仕事の休憩中に自宅でweb講座を見ていた．その他，過去問の解説部分をweb講座テキストに書き加えて
いった．
1回目は、各項目の開始時間を左端に書き込み、また講師の言葉を書き加えながら視聴。2回目以降は、(各項目の開始時間が1回目に書き込みしてあるの
で)その日の学習部分のみ参考書やスマホで用語確認しながら視聴。
車での移動中に視聴した
ながらでの勉強はせず、パソコンを前に腰を据えて学習した。
家で見ることがほとんど。車中で移動中に見た。
1.2倍で閲覧時間の短縮プラス速読力が付いた気がする。文字を追うスピードが上がったことを実感した。
自宅で講座を毎日1コマずつテキストとともに見た。その後試験までに初めから自分で読み返し、覚えていない点などを自作ノートにまとめた。
家事しながら
短期集中で一日2コマずつを学習目標にたて取り組んだ。教科によっては繰り返し取り組んだ。
家事中、通勤中受験当日や前日に聞いて落ち着いた
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自宅でスマートフォンにイヤホンをさし視聴した。家族と一緒に家族がテレビを見ていても同じ部屋で視聴することができた。
夜、学習する時に利用した。
仕事の空き時間に何回かに分けて視聴した。
各科目の講義映像を見る。中央法規のワークブックを読む。過去問を読む。上記を３日程度で行いながら聴くことだけがやりやすそうな科目を覚えてお
き、その科目を通勤の運転中に聴いた。
スマホでは家事やお風呂などで、PCは隙間時間に流していた。
家事や勉強をするときに見た。
自宅での勉強に利用した
自宅ではテキストを広げPCで講義映像を見ながら学習し、通勤時はスマホを使いイヤホンで聞いていた。
勉強時間を作り、講義映像を見た。
パソコンやスマートフォンでいつでもどこでも勉強ができました。スキマ時間を使ってwebを見ていました。
休日に机でテキストをみながら、講義をききました。9月に配信が始まったばかりのころは、知識の基礎固めに、直前期には、知識の確認のために、web講
座を活用させていただきました。受験当日は、テキストを行きの電車の中で読み、受験会場でも目を通し、最後の確認をしました。昨年、学校(短期養成
校)入学前からweb講座を視聴させていただき、かなり力がつくことが実感できました。4月5月も前年度の配信が続く限りは視聴させていただきました。受
験資格ができた今年度は、講座の公開収録にも参加させていただき、とても感謝しています。自己採点では、8割以上得点できました。ありがとうござい
ます。
ICレコーダーに入れた音声と照らし合わせて見ながら学習した。
ワークブックで勉強をし、過去問などの問題を解き、その上で直前の底上げのために活用した。
パソコンで視聴した。
とにかく沢山観ました。
確保する時間を決めて分割しながら視聴した。
失業中だったので、短期集中で聞いた。もっと以前から、この講座のことを知っていたら勉強の仕方も変わっていたかもしれないと思う。
時間を決めて、じっくり視聴してテキストに要点を書きこんだ。
テキスト見ながら聞いて補足説明を書き込んでいました。わからないところはリピートして。でも全体では、結局1回ずつしか聞けませんでした。
仕事、家事、全てを終えたあと、夜中に真剣に視ていた。
勉強を始めたばかりのとき、動画を倍速にして何回か繰り返し視聴しました。そうすることで、概観が掴めました。
模擬試験で苦手とわかった7つの科目について、テキストを読み映像を視聴しながら、ノートをとりました。さらにテキストの内容と講師の先生の解説
と、他の参考書をもとに、自分でノートを作りました。
通勤中の電車で片道40分、みっちり勉強出来ました
ながら勉強にいいということで、紹介されたりしていますが、私はむしろじっくり90分、テキストを見ながら学習しました。全国模試を終えて、これでは
いけないということで、テキストを取り寄せて、一日一科目づつという具合に利用しました。
１時間半というまとまった時間で濃い内容だったためパソコンの前でテキストを開いてしっかりと見ました。一言一言が重要で漏らすまい、という思いで
した。紹介にとどまった個所については調べられるところは調べてプリントアウトしたり付箋を活用してテキストが倍くらいの厚さになりました。
車の中はもちろん、台所、また掃除機を掛けながら、ドライヤーを掛けている間もイヤホンで聞いていました。
音声ダウンロードデータを提供すべき。動画の講座にメリット無い。
時間を決め動きやすい早朝に見ていた
画像を音声で聞いた。
2倍速で観ながら概要を把握して、分からないところは繰り返し確認した。
喫茶店などで学んでいる。
就寝前に、講義映像を見たり、移動時に音声を聞いた。
仕事が終わってから、テキストとともに講義映像を見た。後で、テキストを見直して勉強した。
家事をしながら、講義映像を流していました。
もっぱら深夜に家族の寝静まった時や休みで一人でいるときに音をだしてテキストだけでなく、他の資料も確認しながら集中していました。
試験範囲の理解のためと、試験前に全体の範囲の把握として2回利用した。
昼休憩、夜間、移動中など
ワークをするには膨大過ぎ、過去問をするには時間が無さ過ぎ、端的に重要ポイントを押さえていくためのテキストとして有難かった。
家事をしながら。夜間。
試験前1ヶ月で全て視聴しました。パソコンで流しながらワークブックを見てメモを書き込み学習しました。
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講義を聞いてから問題を解くとより理解できてよかった
図書館にて、スマホにイヤホンを差して見ていました。
自宅でしっかりと学んだ
通勤中に勉強した。
通勤中にイヤホンで聞きながら が多かったです家事しながらもありました
自宅でテキストを見ながら、パソコンで講義を視聴した。
わからない科目を重点的にみること。
昼休みや、帰宅後の家事が終わった後、休みの日に視聴した。
休日に講義映像を集中して見た。
仕事があるので、どうしても夜に時間が取れず、早朝４時に起床して、1科目づつ講義映像とテキストを併用して勉強した。
教科書を読んだ後、問題集をする前に見ていた。
実をいうと、交通事故に遭い右手を骨折したのですが、リハビリに通う電車の中や待ち時間にきいていました。もちろん家事をしながら講義をきいていま
した。
自動車での通勤時に音声を聞いていた。
年末年始休みに集中して受験に向けての総まとめとして学習した。
ドライヤーで髪の毛を乾かしながら視聴してました
試験二か月前から視聴したが、他のテキストや模試直しだけでは集中力が持続しないため、息抜きとして活用した。模試直しは自習、web講座は講義とし
て一日の学習リズム構築に大いに役立った。
寝る前にふとんで
図書館でイヤホンで映像を見ながら、テキストを見て勉強した。友人との勉強会に使った。

問16-2：全国統一模擬試験結果の解説（国家試験『合格に向けた最後のツボ』）を視聴したご感想・ご意見を具体的にお教えください。
0点科目の受験生が多かったと聞いて、不得意科目を落とさないように気をつけることができた
0点科目の説明などがあり、どの教科を気をつけて勉強すればよいのかが分かったのでよかった。
2回もみてしまいましたが、(テスト前に通信情報量が限度を超えて速度が遅くなってしまったので)1回でやめておけばよかったと思いました。
あの時期の実力なので、そこまで本気に考えられない。
あまり意味が分からなかった
あまり参考にならなかった。
おかげさまで落ち着いて試験を受けられました。
ゼロ点科目に注意しなければと思った。
とても参考になりました。この講座を見て弱点科目の勉強に力を入れました。ちょうど疲れが出てきたところでしたので、とても励みになりました。
とても励ましてもらった。諦めずに頑張ろうと思った。あんな上司だったらいいなと思った。
はしゃぎすぎ。もう少し簡潔に纏める事が出来たのでは。
みんな、弱点科目は同じなんだと少し安心しました。先生が「この講座を見直すこともよいと思う」とおっしゃってられたので実際に私は繰り返し見まし
た。それで理解が進んだ面があります。
もう少し早めの時期にリリースされるといいと思いました。
もっと点数が取れる方法を伝授してほしい。
もっと点数をとりやすい解説がほしい。漠然としていて見ても効果がない。
もの凄く不安になっている時期に最後のツボのWebがあり何だか安心出来ました。
やっぱりなーと思いました。
よかった
よりどうすればよいのかを具体的に。
安心した｡よかった｡ストレスが､やわらいだ｡
意味ない。模試科目での解答説明が良い。
演出が面白かったです。息抜きできた。
応援してくれている感じがして、うれしかった。

問14：「web講座 講義映像」及び「web講座 テキスト」の活用方法についてお教えください。
応援してくれて嬉しく、頑張ろうと思いました
解説の見方が分かり、効率的・効果的に勉強できた。重点的に勉強すべき教科4科目をあげていただき、信じて勉強した。おかげで、的を絞って勉強でき
た。
解説をして下さった講師の方は、分かりやすく、グラフも用いて説明してくださり、良かった。Web講座もあのようなテンポ良い解説だと、眠くならず長
時間聞いていられるな、と思った。
気合いを入れることができた。
気分転換になった
共通科目で点を伸ばす
結果の見方だけだったので期待外れでした。
結果表の見方がわかり、少ない残り時間で何をすべきかがよくわかりました。がんばらねばと思いました。
見ておいて良かった。モチベーションアップに繋がった。
見終わってから、どれがツボだったのだろう？と思った。
元気がでた。励まされた。
講義をされた先生方、平均点が低くて、さぞかし、がっかりされたのではないかと

心配に思いました。

講師の方が明るく、元気が出る内容でよかったと思う。
高い正答率で自分が間違えた問題を重点的に見直すことの意味がよく分かった。このおかげで勉強期間終盤の勉強方法を決めることができた。
国試まで数日になり心が折れそうになったとき視聴しました。背中を押されような感じで強気になれました。今辛い思いをしたりくじけそうになったり、
頑張っているのは自分だけじゃないんだと思えて、当日まで勉強することができました。
最後にどうするべきか、方向性が見えた
最後のシメをみて、「自分もがんばろう！」っていう気持ちになった！
最後の力強く明るい励ましが印象的でした。
参考になった
残り一か月という時に、みんなが苦手な科目、そして自分の苦手な科目も含めて、どこを重点的に勉強すればよいか、わかりやすかったです。最後あたり
の必勝の顔文字に関しては、とても癒されました。
試験が近づいてきた時の勉強方法が参考になった。0点科目になりやすい科目について、意識して勉強しようと思った。
試験が全く想像できなかったので、本当に参考になりました。気持ちと体の準備をすることが出来たと思います。学習についてもあきらめないでやろ
う！！！という気持ちが湧きました。
試験を受けるのを忘れていて、問題もみていないので、解説を聞いてもよく分からなかった。
試験結果が見づらかったのだが、先生のアドバイスで見るポイントが良くわかりよかったです。
弱点がよく判った。
受験が終わり、ほっとした気分です。視聴した直後はなるほどと思い、参考になったように思いますが、具体的な事は、忘れました。
少し安心した。
切羽詰まった時期でしたが、非常に励みになり、頑張ろうと思いました。
他の受験者の正答率が高いものを確実に落とさないようにするということは、今までに私の中になかった視点なので、大変参考になった。この言葉を中心
に学習した結果が現在だと思う。
直前すぎると見てられない。
直前に向けた確認ができました。また少し自信を無くしかけていたので勇気をもらいました。
底力を期待するメッセージが、力になった。
諦めないければ合格すると信じることができた。結果合格できそうです。
点数だけ見て一喜一憂することなく、自分自身の傾向と今後の対策を考えるのに役立った。特に皆ができている問題の再確認を失念することがなくて良
かった。
動画は励みになる。
内容はあまり残らないが、受験に対するモチベーションが上がった。
精神保健福祉士の方より社会福祉士向け？だった気がして少し寂しかったです。
分かりやすいし、ためになった
分かりやすい解説で、自分自身の弱点克服に役立ちました。また、先生方の合格への思いが伝わってきました。
勉強を始めて10ヶ月。受験は来年度の学生ですが、学校の課題もあり、受験勉強をどのように進めていけばいいのか、分からなかったので助かりました。
本当にありがたかった。覚えられなくて、覚えられなくて、何度聞いても覚えられなくて。でも、頭に、精神の声が残り、それが、知識になりました。
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明るい気持ちに慣れました。とにかく最後まであきらめない活力が付きました。
面白いのにツボがよく分かり参考になった。モチベーションも上がった。
模試でみんなができなかった問題（正解率１０％前後のもの）より、みんなが正解しているものを重点的に勉強するという考え方がよく分かりました。効
率的に勉強する方法、模試を活用する方法を教えていただいて良かったです。
模試結果の全体で、点数が低いとされる科目を知れて良かった。4つの科目を挙げられていたので、その科目を4月に入り重点的に行なった。
模試結果の分析が大変参考になり、国試へのモチベーションが、高まった。
問題の解説や、間違いが多かった部分の単元の説明をしてほしい。
力強く思えました。
励みになりました。
励みになりましたくじけそうだったから

問17：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。
残念な点として、テキストが昨年までは共通と専門科目を別購入出来ていたのをなぜなくしたのか。精神保健福祉士の受験者は専門のみの人も多いので配
慮が足りない。
通信で一人で勉強している私にとって、大変役に立つ講座でした。これからも受験生のためにとにかく試験対策をやってほしい
精神保健福祉士のツイッターがほとんど更新されていないのが残念です1コマ90分を超えると集中力が低下します。45分を2,3コマに分けていただいた方が
効率的に学習できると思います。
全国統一模擬試験の申し込みには間に合いませんでしたが、問題と解説を有料でも配信していただけるとありがたいです。
無料でこういう講座をしていただけるのは本当に助かります。もっと宣伝した方がいいのではと思いました。この講座はその時もまた必ず見たいと思いま
す。
一人で孤独に学習していたので講師先生方のメッセージ、ありがたかったです
自分一人でテキストを読み勉強を進めるより先生方の講義を聞いて勉強を進めるほうが知識が身に付くと思います。
社会福祉士の方が守備範囲が広いこともあり、力が入っている。精神保健福祉士も同様に力を入れてほしい。
今後もweb講座を続けて受験生を支えていただきたいです。勉強でくじけそうになることもあったのですが、励ましていただき元気をたくさんもらいまし
た。
web講座があって、とても助かりました。もっと早くから視聴すればよかったと思っています。Web講座の存在を、多くの方に知っていただければいいです
ね。
本当に国家試験対策にあたり、モチベーションも含め充実した学びとなりました。
視聴とテキストの発行を同時に早めて欲しい！
学習開始がかなりおそくなったのですが、この講座のお陰で助かりました。重要点が凝縮してある点が大変効率的で有効でした。
通信制ですと各科目の講義がありません。また、地方では受験対策講座が開催されていないため、東京まで行く必要があるのですが、経済的なことや仕事
の合間を縫うことになります。こうした取り組みがあったことで、本当に助かりました。今後もぜひ続けて頂きたいと思います。
こんなに充実した内容の講義を、しかも無料配信してもらえるのは本当にありがたいです。このweb講座と過去問1冊あれば、国試合格は可能だと思った。
通信での受験生の勉強の友です。ペースメーカーであり、モチベーションを上げるのに役立ちました。無料はすばらしい。今後の未来のソーシャルワー
カーのためにも、やめないで続けて欲しいです。
無料視聴であるのでありがたかったです。各講師の励ましコメントも疲れているときには特にココロにひびきました。
web講座は時間の都合で全教科1回ずつしか見れませんでしたがとても役に立ちました。このようなコンテンツを低額なテキストとともに配信してくださる
ことに感謝申し上げます。これからも受験生の味方となり素晴らしいコンテンツを提供くださることに期待しています。「徹底笑論！」の続編も楽しみに
しています。
今、試験を終えて自己採点も終えて、合格ラインはしっかり得点できたことを知り、一安心しているところです。独学で不安だった私を支えて、救ってく
れた講座です。本当に感謝しています。先生方にはおひとりおひとりにお礼をいいたいくらいですが、それもかなわないので、ここに書かせていただきま
した。
講義映像の解禁時期がもう少し早い時期から開始されれば、有難いと思いますが、現状でもテキスト・講義映像共に素晴らしい国試対策ツールだと思いま
す。
試験の結果から、私には社養協・精養協主催の全国統一模擬試験問題と解説が最も役に立った教材でした！解説は軽くかさばらないのでいつも持ち歩いて
いたためボロボロです。オススメの理由は「理解して記憶する」ことができたためです。解説を読み込むことで理解のベースをつくり、過去問、模擬問題
集を解き実力を養うことができました。本番直前まで解説読んでいました。生活支援システムに「ＷＲＡＰ」が出題されましたが、解説があったこらこそ
自信をもって回答できました。みなさんに勧めたいです。
大変お世話になり国試では力が発揮でき感謝しています。好きな時間に好きな場所で、繰り返し、低価格で講座が受けられて良かったです。ありがとうご
ざいました。
web講座は、試験直前まで繰り返して視聴できるので、ずっと続けてほしいと思います。また、解答速報もあるとなおよいです。カウントダウンは、俄然
やる気が出ます。
主婦と仕事と学生とを一緒にやることは結構ハードでしたが、いつでもweb講座の先生は明るく、時間の制約なく（停めたい時に停め、見たい時に続きか
らみれる、夜中でも明け方でもいつでもみれる）教えて下さりました。無料であることも家計にとても助かりました。先生方が熟慮されてテキストを作っ
て下さっていることもわかり、感謝でいっぱいです。これで合格出来たら最高ですが、このような場を作って頂き、サポート頂き心から感謝致します。受
け手の見えない中で、心配りと優しいお言葉、また励ましを頂きました。資格取得後はこの頂いたものをケアが必要な方たちに返していける自分へと成長
していきたいと思います。
仕事、家事をしながらの学習は困難ばかりでしたが、映像から、耳からの学習は助かりました後は、結果を待つのみ、合格できると良いです
偶然、会社に設置してある福祉新聞を見て利用を考えました。講義が無料なのが本当に助かりました。しかも、内容が全て濃い内容でした。私はこの講義
とテキスト一本で行くと信じて今回の試験を望みました。まだ自己採点の段階ですが、おそらく合格するであろう点数には至っています。低価格、高品
質、あと模試フォローなど最高のサービスを受けた気分です。
来年度以降も、ぜひこのような受験生向けのコンテンツがあるといいなと思います。twitterからも元気をもらいました。
連続してコマーシャル等ないようにすぐに切り替わってほしい。理論もいいが、1問、1点でも獲得できる方法を教えてほしい。

問14：「web講座 講義映像」及び「web講座 テキスト」の活用方法についてお教えください。
web講義は今後も続けて頂きたい。科目によってはあまり興味を感じられないところもありましたが、私は過去問をほとんど解いていない状況で試験を受
けましたが、なんとかなりました。
講師の方々の講義がとても分かりやすく、予想されてた問題が出題される事もあり、本当に助かりました。
YouTubeでの配信は環境に関わらず視聴しやすく、とても助かりました。私は来年の受験予定ですが、語句に耳を慣らすために視聴させて頂きました。教
科書を読んだだけでは理解しにくい教科もあり、この講座があって良かったです。
本番の得点は確実にアップしましたので講座とテキストはこのまま続けていただきたいです。
前年のものは消す必要がないのでは？早く消されてしまって途中で勉強ができなくなった。
web講座はとても良い試みだと思っています。欲を言えば、試験直前に、「ここは重要！」というような、直前チェック講座が各科目にあると、いいと思
いました。忙しい時でも、そこの部分だけは、何度も繰り返すことで、完全マスターできると思います。次年度も、より充実した講座に期待しています。
こんなに質の高い講座を無料で私たちに配信してくださり、本当にありがとうございます。どれほど、試験に役立ったか、計り知れないものがございま
す。これからPSWを学びますので、引き続き活用させていただきます。
中央法規のテキストをいくら読んでも過去問を中心としていて、遅れた勉強で辛い思いをしました。協会の先生方の現状と予想は、目がさめる思いでし
た。
試験対策のみでなく、知識を深める為のweb講座も行ってほしい。
今回初めて知り、もっと早くこの講座の存在を知りたかったと思いました。やっぱり耳から入る講義は頭に残りますね。またどの授業もわかりやすかった
です。
何時でも聞けるDVDなどが欲しい
どの受験参考書でも学習が進まず悩んでいたときにこの講座を知りました。著名な先生方の貴重な講義を視聴することができ大変感謝しております。有り
難うございました。
無料での視聴に感謝申し上げます。多様な講師の臨場感ある講義だから頭に入りました。ありがとうございました。
先生方の講義、サイドのタイムラグ的情報が面白くかつ励ましになった。本当にこの講義があってよかったです。
受験生必須のお役立ち講座であると思います。今後も益々充実した講座を期待いたします。
全国模試も受け、過去問、模試を三回ぐらい反復練習しました。でも、試験当日は、緊張もあり、簡単な問題を見落とすこともありました。直前に試験中
にリラックスできるコツあれば、動画で流して欲しかったです(o^^o)
スマートフォン版で視聴したが、パケット通信ではギガ越えをしてしまいスマートフォンでは視聴することができなかった。自宅のwifiにつないでみた
が、利用者を特定できる様にしてダウンロード可能にするなどもっと手軽に視聴することができると電車の中などでも視聴しやすい。また、資料をパワー
ポイントで提示していた講師もいたが、これでは音声と資料だけで視聴することができなかった。どの講師がパワーポイントを使うかわからないため、す
べて映像で見なければならずwifiに接続しなければならなかった。ただ、全体的には勉強になったので良かった。今年受験したが、来年も受験しなければ
ならない場合はまた活用させていただきます。
無料の配信ありがとうございました。もっと早く気づいていたらと思いました。
社会人として働きながら勉強しているのでいつでも視聴できるweb講座は助かりました。耳や目から情報をインプットできたことで、読むだけだった勉強
からエピソード記憶として覚えることができとても助かりました。今後試験を受けようとしている社会人の知り合い全員に勧めています。
web講座、ありがとうございました。web講座に沿った模擬問題集や補強問題、一問一答などを発信していただけると、webで聞いた内容が長期記憶として
定着すると思います。各科目のテキストの最終ページに講義の内容を振り返るような問題集を掲載するというのはいかがでしょうか。
解説されていたことがかなり出題されており、本当に底上げになった。
web講座を開催し受験生に合格してほしいと思っている協会の方々の熱意を感じました。受験してみて試験範囲の境界線が漠然としており（これは、仕事
内容との関連でやむをえないかも）、内容も掘り下げると難しいなと思いました。
講師陣が合格のために、考えぬいた内容だと感じて、とても良かったと思います。今後も時間を作り勉強したい。
今回の試験は自己採点で合格ラインにあるようですが、この講座を受けていなければ、何から手をつけてよいか、さっぱりわからなかったです。
web講座テキストについて、どの科目がどのページにあるかわかりにくかったので、全体を通したページ数をつけていただくか、本の側面に科目ごとの見
出しかマーカーをつけていただくとありがたかったです。
とても良い内容で、私自身は役に立つことが多かったです。私自身にとっては、模試後にテキスト購入とweb講座の視聴というタイミングはよかったです
が、人によっては時間がないと焦って、見ることをあきらめる方もいると思うので、たとえば、養成校に入学時に、このころにリリースされてテキストも
出るので、年間の学習計画に組み入れるのも一つの手段ということを、もっとアピールされてもいいのではと思いました。
福祉新聞からたまたまつながることができ、すでに12月の半ばでしたがすぐに始めさせていただきました。1回で理解できるわけではありませんがトータ
ルして学べ、ポイントがつかめたので大きな不安なく落ち着いて受験することができました。
テキスト代だけでは申し訳ないくらいの効果を得ることができ、ありがたかったのですが、両協会のことをまったく知らずにいました。社会的な認知度は
これからだと思いました。
この講座内容だったら、ベーシックな講義内容と新法・改正法等の講義とメリハリをつけ、受験対策に徹すること。教授の主観に基づかず、奴隷解答を導
き出すオーソドックな講義内容にすべき。
web講座大変、お世話になりました。Web講座しか受験対策してないと言っても過言ではありません。ライブ感ありとても良かったです。
各項目の時間数を増やして、少なくともテキストの項目については省略せずに解説をして貰いたい。
このようなweb講座を無料で配信して頂けて、本当に有難いです。勉強は一人ではくじけそうになる時もありますが、講座をみると励まされました。どの
先生の講座もとても良く、先生方の最後のメッセージに励まされました。大丈夫だろうかと不安になっていた時、現代社会と福祉の岡崎先生のテキストの
贈る言葉には励まされました。
大学（通信）での履修を、4年生の春には残すところ実習2か所と夏季スク、卒論だけという可能な限りベストな状態で、国試対策に春から望みましたが、
これらを省いた余暇時間でコツコツし続けていたものの、最終的に根詰めて試験勉強ができるようになったのは１２月からでした。本当に切羽詰まった時
にこの講座を知り、藁をも掴む想で申し込みしました。
このサイトに出会えて、本当に良かったと思います。テキストも購入すれば良かったと後悔してますが、大学だけでも、出費がかさみ無理でした。こん
な、極貧の通信学生でも実際の講座を受けられる機会ありがとうございました。Twitterも励みになりました。

問14：「web講座 講義映像」及び「web講座 テキスト」の活用方法についてお教えください。
とても分かりやすい講義とテキストで、とても助かりました。あまりお金をかけられなかった私にとってありがたかったです。専門的な先生の解説なのに
お安くてびっくりです。
悪天候が多い冬季シーズンに外出して受験対策講座に通うことは、出費もかさむと同時にストレスになりがちなので、自宅で何度でも視聴できるweb講座
は大変助かりました。なかなか学習が手につかない中、先ずはweb講座を視聴し、問題集で問題を解くことで、何とか「やる気」を維持することができた
ように感じます。
精神保健福祉士と社会福祉士のダブル受験用のWebテキストがほしい。なぜ、共通科目が二つともあるのか謎である。重くて仕方が無いし、紙ももったい
ない。
仕事をしているため通信教育で勉強しているので、スクーリングで専門科目しか講師の授業を聴けなかったがweb講座のおかげで共通科目も視聴できて大
変にありがたかったです。もちろん専門科目も視聴しました。
個人的な理由で受験をあきらめなければならないかと思った時期もありましたがweb講座に出会えて希望を持てたというか、もう一度、原点に返り勉強を
やり直そう、挑戦しなおそうと思いました。きくことの大切さも分りました。
社会福祉・精神保健福祉士の資格試験は教科が多く、的を得た学習が必要だと思います。WEB講座は、そういう点で非常に良いと思いました。
無料で講義が視聴でき大変助かっています。地方在住で生講義は見に行けないのでこういう取り組みはぜひ続けて欲しいです。

