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２０２０年度 ＪＡＲＤ講習会 受講者アンケートの結果 

 
１ 概 要 
 

本アンケートは、２０２０年度の第４級アマチュア無線技士及び第３級アマチュア無線技士の講習

会にご参加いただいた方の８１％（８３%）の方にご回答をいただきました。ご協力をいただきありが

とうございました。以下はご回答の内容につき、その結果です。 

※括弧内は、前年度数値（以下、同じ） 

 

(1) 授業内容について 
授業内容については、ＪＡＲＤハム教室では７９％（７６％）の方に、その他会場については６２  

（６１％）の方に、「分かりやすい」との好評価をいただいています。 

頂いたご意見を参考とし、今後とも授業内容の充実に努めて参ります。 

 

(2) スタッフの対応について 

管理責任者等のスタッフの対応については、ＪＡＲＤハム教室では８６（８３％）の方に、その他会場

については７０％（７１％）の方に、「良い」との好評価をいただいております。 

頂いたご意見を参考とし、今後ともスタッフの対応については、皆さまが快適に受講していただけるよ

う改善に努めて参ります。 

 

(3) 教室の受講環境について 

教室の受講環境については、ＪＡＲＤハム教室では７０％（６３％）の方に、その他会場については 

４９％（約５０％）の方に「良い」との評価をいただいております。 

今期は、コロナ感染症に対する感染予防対策を徹底して参りましたが、夏期及び冬期の換気により、受

講生の皆さまには「暑すぎる・寒すぎる」と言った声が多数寄せられました。その一方で「感染予防対策

がしっかり行われ、安心して受講できた」という声も寄せられております。 

 

(4) 講習会システムについて 

   「工学が短い。もっと時間が欲しい（４アマ、３アマ共通）」というご意見が多数ありました。 

授業時間数は、法令で決められているものですが、今後とも効果的な講義となるよう様々な工夫を重ね

て参ります。 

なお、ハム教室においては、「４アマの１時限９０分は長い」という昨年までに頂いた多数のご意見を

踏まえ、２０２０年度から１限６０分に移行しております。 

 

(5) ビギナーズセミナーについて 

４アマ講習会では、ＪＡＲＤハム教室を中心に、任意参加のビギナーズセミナーを開催しておりました

が、新型コロナウィルス感染症の感染予防の観点から、受講者等関係者間の接触機会の低減を図るため、

当分の間、ビギナーズセミナーの開催を中止しています。 

受講者アンケートでも「セミナーが中止になったのは残念」との声もあり、ＪＡＲＤとしては、安心し

てセミナー再開ができる日が来ることを、強く願っております。 

 

 

２ アンケートの結果 

 

アンケート結果は、次の順に掲載しています。 

４アマ講習会（ＪＡＲＤハム教室） 

４アマ講習会（その他の会場） 

３アマ講習会（ＪＡＲＤハム教室） 

３アマ講習会（その他の会場） 

なお、各集計グラフの後には、受講生の皆さまがアンケートに記載されたご意見等を、できる限りそのまま

掲載しています。  
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２０２０年度 ４級講習会 アンケート結果 

（ＪＡＲＤハム教室） 
 

 

１ アンケートを実施した講習会数 ３５コース 

２ アンケート回収率 ８９．９％ 

 

３ アンケート結果 

(1) 授業内容は分かりやすかったですか？ (2) スタッフの対応はどうでしたか？ 

  

  

(3) 教室の環境はどうでしたか？  

 

 

 

４ 個別の意見 

(1) 講習内容について 

（「わかりやすい」理由） 

・ギャグを入れてくれるから 

・大事なところは黒板に書いてくれるから 

・要点を絞っていてわかりやすかった（20代男性） 

・復唱したり、語呂合わせなどにより、短時間での記憶の定着が計られた（16～19歳男性） 



3 

 

・早いがポイントが絞られていて良かった(50代男性) 

・内容にメリハリがあってわかりやすい。（50代・男性） 

・一つ一つ丁寧に説明しているから（12歳以下・男性） 

・マイク使用、声が通るので聞き取りやすい（40代男性） 

・K講師の授業が楽しく興味深く聞き入ることができました。上品で丁寧でした（40代女性） 

・問題の対策などがわかりやすかった。（16～19歳男性） 

・短時間で覚える事が多い。知らない言葉が多い。講義のスピードが早い（50代男性） 

・興味を引く余談と試験対策のバランスが良い（40代男性） 

・大切な部分は下線で強調してくれたから（16～19男性） 

・重要点を分かりやすく指導して下さったから（13～15歳・男性） 

・大切なポイントが分かりやすかった（20代女性） 

・M先生の声が聞きやすかった。説明も上手かった。工学は初めてだったが理解できた（60代女性） 

・授業後、問題がすらすら解けた（12歳以下・男性） 

・PCや黒板を用いて説明していたから（13～15歳・男性）" 

 

（「わかりにくい」理由） 

・しょうがないが、マスクを透すと聞き取りにくい 

・早口すぎて何を言っているのか聞き取れない（40代男性） 

・説明がへた。早すぎる 

・工学が少なくて、実務に役立つ理解ができない。（30代・男性） 

・授業のスピードが速いのと、ちょいちょいはさまれる雑談が分かりづらかったです（20代女性） 

・コロナ対策で、声が聞き取りにくい（50代男性） 

・早口で何を言っているのかわからない（40代男性） 

・所々で話があちこちに飛ぶことがあり、分かりにくさを感じました（50代男性） 

・つめこみ授業だから（50代男性） 

・耳が悪いので・・（60代男性） 

 

 

(2) スタッフの対応について 

（「良い」理由） 

・とっても言葉が優しい 

・丁寧な対応を頂いた（20代男性） 

・腰や背中を痛めないために座布団提供、質問した際の丁寧な対応（16～19歳男性） 

・親切。（50代・男性） 

・分からなくなっていたことに気付いてくれたから（12歳以下・男性） 

・言葉もはっきりしている（12歳以下・男性） 

・とても暖かく授業に集中できたから（16～19歳男性） 

・授業中も少し冗談を交えたりして、楽しく飽きることなく受講できたから（16～19男性） 

・コロナ感染症の対応が良かったから（13～15歳・男性） 

・おだやかな対応で安心できました（60代女性） 

・質問を聞いてくれ、答えが分かりやすかった（12歳以下・男性） 

・授業と授業の合間に換気をしていたから（13～15歳・男性） 

 

（「悪い」理由） 

・笑顔が無い（50代男性） 
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(3) 教室等の環境について 

（「良い」理由） 

・涼しい、あかるい、楽しい 

・机が大きい 

・コロナ対策がされており良かった（20代男性） 

・コロナ感染対策のためのアルコール除菌、定期的な換気の実施（16～19歳男性） 

・コロナの換気をきちんとして大変良かった(50代男性) 

・間隔をあけたり、コロナ対策もしっかりしている（12歳以下・男性） 

・感染症対策が取られており、安心感がある（40代男性） 

・換気もしっかりやってくれていたから（16～19男性） 

・空気が通って、気持ちよかった（60代女性） 

・コロナ対策配慮あり、安心して受講できました（50代女性） 

・いすの座り心地が良いから（13～15歳・男性） 

 

（「悪い」理由） 

・スピーカーがもう少し良いものだと良い（40代男性） 

・エアコン設定が寒い（40代男性） 

・机が低くて足が入りきらない(60代男性) 

・少し暑かった（１６～１９歳男性） 

・喫煙室の定員が守られていない。仮に守られていたとしても、順番で待っている間に休憩が終わる。 

（30代・男性） 

・寒かったことが多い（教室内の寒暖差がある）。（20代・女性） ※「寒い」回答は複数あり。 

・風邪らしき人がいて、非常に不安（50代男性） 

・隣の席にいる若者が授業中に携帯を触ったり遅刻したりして、とても迷惑だった（40代男性） 

・頭熱い、足寒い（60代男性） 

・喫煙室のにおいがかなり教室に入ってきます。今は換気があるのでまだ良いが、コロナが落ち着い

て閉め切るようになったら、如何なものでしょうか（40代男性） 

・たばこ臭い。副流煙がぜんそくにはつらい（13～15歳・男性）" 

 

 

(5) 受講者の皆さまのご感想 

・楽しかった。（20代 男性） 

・ドローンに興味が出てきました。（50代 男性） 

・話し方とか相手に伝わりやすい方法テクニックを知りたいです。（30代 男性） 

・ありがとうございました。これからは資格を生かして頑張ります（50代男性） 

・話が飛びすぎて教科書なのか分かりづらい部分もあった。教科書といいつつ違うことを言ったり、

何を言われてるか分からないこともあった（40代男性） 

・コロナだから切手を「なめる」のはどうかと思います。休憩時間修了を黒板に書いたほうが良いの

では。「１３:１０まで休み」とか（５０代男性） 

・７月１２日の説明がわかりにくかった。（３０代男性） 

・要点がわかり易くて良かったと思います。３アマも受講予定です（５０代男性） 

・クーラーの送風が直接当たり若干肌寒かったです。（５０代男性） 

・とても分かり易く丁寧に教えて頂けました。ありがとうございました。（50代男性） 

・教え方が参考になりました。今後の勉強に生かしたいです。（60代男性） 

・テーブル１つに一人だったのでゆったりして良い。（５０代男性） 

・一般的に講習会では講師の知識に申し分なくても「話すプロ」ではないので聞き取れなかったり、

分かりづらかったりしますが、こちらでは両方とも大満足の内容でした。空調や疲労感等定期的に

気を遣って下って嬉しかった。特に妊婦初期のため。（３０代女性） 
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・説明が非常に分かりやすかったです。皆さんフレンドリーでいい方々でした。要点をおさえて教え

て頂いてすごく頭に入りました。素晴らしかったです（特に女性の先生）。（３０代女性） 

・フリラをやっていて、その延長線上でアマチュア無線をやりたいなって参加しました。（10代男性） 

・工学は答え方を教えて頂けて良いのだが、内容が入ってこなかった。（40代男性） 

・私個人としては先生方の余談の部分が楽しめました（より興味がわく）。ありがとうございました。 

（40代男性） 

・工学は少し予習すればよかった。（50代男性） 

・お世話になりました。（50代男性） 

・ドローンの話 関係ないよね。余計な話をしているから質問できない。（40代男性） 

・楽で容易だったらなぁー（50代男性） 

・テストに受からせるための授業に感じた。（２０代男性） 

・室内が少し冷えすぎていた感じがした。（６０代男性） 

・開始時間を10時や 11時にして欲しい（20代男性） 

・無線局免許の申請方法について詳しい説明が欲しい（30代男性） 

・これからも頑張って下さい（50代男性） 

・ドローンの申請等の仕方なども教えて頂き助かりました。ありがとうございました（40代男性） 

・工学が少し分かりづらかった（40代男性）（特段の意見なし） 

・合格必勝のための講義でありがとうございました（60代男性) 

・喫煙所の匂いが入ってきて若干嫌でした(16～19歳女性)] 

・国に働きかけ,法律の文言を一般的な語に直して欲しい。実演をもっと増やして欲しい(40代男性) 

・わかりやすい授業でとっても楽しかったです。ありがとうございました。（高校生・女性） 

・内容がとてもわかりやすく、アマチュアが無事取得できそうです。選んで良かったです。 

（40代・男性） 

・コロナなので、喫煙所の考慮をして欲しい。（30代・男性） 

・遅刻して申し訳ございませんでした。講義は分かりやすかったです（40代男性） 

・セミナーで、あらためてハムの楽しさが分かった。先生方それぞれ工夫を凝らされ分かりやすかっ

た。以前よりハムに興味を持ちました。ありがとうございます（50代男性） 

・７Ｆまでトイレに行くと、エレベーターの関係で開始時間に遅れそうになり焦りました。階段を使

用できると助かるのだが（50代男性） 

・難しいと思いましたが、ポイントを分かりやすく教えて頂き、楽しく受講できました（50 代女性） 

・ドローンの開局について知りたい（送信機系統図がわからない）（50代男性） 

・３級の取得も考えています。またお世話になると思うのでよろしくお願いします（４０代男性） 

・大変分かりやすい講義でした。全く素人でしたが興味がわいてきました。ありがとうございました 

  （４０代男性） 

・先生の声が良かったです。とっても聞き取りやすかった（４０代男性） 

・ありがとうございました（30代女性） 

・そのままで十分良い（12歳以下・男性） 

・二日間ありがとうございました（20代男性） 

・早く帰りたいから、セミナーの前の休憩は必要ないのでは？（50代男性） 

・お疲れ様っす！！（16～19歳・男性） 

・法規・工学ともに非常に分かりやすい講義でした。ありがとうございます（40代男性） 

・休み時間等の雑談の中でも色々と教えて貰い、協会の先生方は話しやすく親近感を覚えました 

（60代男性） 

・講師がマスクをしているため、少し聞き取りにくい時がありました（50代男性） 

・経験談や具体例はとても分かりやすく、理解の助けになりました。アマチュア無線用語はハム界で

は一般的なものでもピンとこないので、解説して貰えるとなお良いと思いました（50代女性） 

・マスクがあるので難しいとは思いますが、マイクの入りが良くないことがあったので、はっきりと

聞けると良かったと思う（30代男性） 
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・３級も受けようと思います（16～19歳男性） 

・無線工学のコマ数が少なく、先生が苦心しながら解説されるのが気になりました。でも事前に予習

教材があったので良かったです！！（40代女性） 

・試験頑張ります（20代女性） 

・エレベーター出入り口の足下に、靴用除菌対応をすれば、尚良い（50代男性） 

・講師の方の声が聞き取りにくく、マイクの取扱・しゃべり方に注意して欲しい（60代男性） 

・初心者にもわかりやすいように、講師が工夫して講義をしてくれた（50代女性） 

・合格したら、是非３級にもチャレンジしたいです！（60代男性） 

・スリッパが欲しい（40代男性） 

・今日まで二日間、ご指導いただきありがとうございました（50代男性） 

・隣の人がマスクをアゴに下げたまま講習会をずっと受けていたので気になりました。窓は休み時間

だけではなく、１カ所はずっと開けて欲しかったです（40代女性） 

・ポイントを自身で読み上げると覚えやすい（法規の時のように！）（50代男性） 

・ドローンの話を聞きたい（50代男性） 

・試験対策を短時間で丁寧に解説して頂き、ありがたかったです（60代男性） 

・やすみじかんが１５分だといい。ひるやすみが１じかんだといい（12歳以下・男性） 

・今 IT世界なのに国家に関わる申請等が 1箇月も 3箇月も遅れて届いたりするシステムをもっとス

ピーディーにならないかと毎日思う（30代男性） 

・丁寧な説明で分かりやすい。先生方からも楽しさが伝わってきた（40代男性） 

・講師の方には親切・丁寧さは感じましたが、滑舌の悪さで聞き取りにくさを感じました（50代男性） 

・階段が使えると、エレベーターが混雑しないと思います（40代男性） 

・１日目の方が分かりやすかった（30代男性） 

・消防団として活動しており、現在第三級陸上特殊無線を保持している為アマチュア無線３級までは

取りたくて今回参加致しました（50代男性） 

・アマチュア無線局を開局したあとのはじめてるときに、教えてくれるような講座があったらうれし

いです（20代女性） 

・無線工学が心配だったが、画面（説明で）分かりやすかった（40代女性） 

・初めてでも分かりやすく、大変有意義でした。ありがとうございます。教科書は通り一遍の感じな

ので、参考書的な副読本などがあると助かります（60代男性） 

・分かりやすい授業でした。是非３級に挑戦したいと思っています（50代男性） 

・説明が少し足りないと感じました。二日間ありがとうございました（50代男性） 

・試験対策に重きを置いた内容だったのが良かったです（最後の１時間を復習にあてたのも良かった

です（30代男性） 

・マスクのせいだと思いますが、声が聞き取りにくい（50代男性） 

・マスクだと聞き取りにくい。フェイスガードでやって欲しい。重要な部分を次々に進んで、分かり

やすく、とても良かった（30代女性） 

・二日間、集中して資格を取れる講習会。とても効率良く、ありがたいシステムだと思います。３級

は考えていませんでしたが、チャレンジしてみようかな、という気持ちになりました（40代女性） 

・お世話になりました（40代男性） 

・また、三級を受けたいと思います。コロナ禍にもかかわらず消毒や換気など、スタッフの方の努力

を感じられました。ありがとうございました(50代男性） 

・分かりやすく試験対策を行って頂きました。ありがとうございました。 

・お世話になりました。日常になじみのない内容でしたが、知らないことを知ることは面白く、また、

とても分かりやすい授業で楽しく受講しました。ありがとうございました。 

・工学は初心者にはかなりハードルが高かった。前もって少し分かりやすい解説のデータなどを渡し

て頂ければ、もう少しはきちんと覚えられると思う（40代女性） 

・冬の季節は上着・コートがあるので、椅子の横にもう一つ椅子など置いてもらい荷物が置けるよう

になると助かります。昼休み中に無線関係のテレビが流れていて、ゆっくり休めませんでした。最
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前列のため音量がうるさかった。昼休みが短いんだし、考えて欲しいです（40代男性） 

・ビギナーズセミナーが中止になったのは残念。ユーチューブなどでやって欲しい（30代男性） 

・一度に２つのことをするのが苦手なのでアンダーラインを引いているときに話が進むと、テキスト

のどこを読んでいるのか、ディスプレイのどこを話しているのかがわからなくなりましたが、何と

かついて行けました。Ｕ先生の話はもっと聞いていたいほど楽しかったし、Ｍ先生の声はたまにサ

ザエさんのお父さんの声に聞こえ、ほっこりしました。ありがとうございました（50代女性） 

・２日ともとても丁寧にご指導頂き感謝申し上げます。ウォーターサーバーはとてもうれしい設備で

したが、トイレがものすごく使いづらく、環境のみ普通にさせて頂きました（50代女性） 

・大変分かりやすかった。講義中、換気をもう少し良くしても良いと思う（50代男性） 

・非常に分かりやすく楽しく受講できました。一つ気になったのは、私は全く予備知識も何も無く受

講したので、先生が黒板に書かれたｆｓとかがわかりませんでした・・そこの説明がなかったもの

で・・でも楽しかったです。ありがとうございます（60代男性） 

・とても分かりやすく教えて頂き、ありがとうございます。もっと底辺が広がるよう頑張って下さい。

私も少なからず参加します（60代男性） 

・国際法についても理解を進めてゆきたいと思いました。無線工学について独学ではイメージし辛か

ったことが良くわかり、ありがたかったです。いずれはドローン（ＦＰＶ）についてもやって行きた

いと刺激を頂きました（60代男性） 

・ワイヤレスマイクのとぎれが気になる。受信機アンテナの位置では？（60代男性） 

・隣の席の方が携帯をいじっていて、それ自体は構わないが机に振動が伝わって気が散る。ゲームす

るなら外に出れば良いのにと思った。 

 講師の方のお話はとても興味深く、無線知識ゼロの私にとってはとても有意義な時間だった。試験

だけではなく、講習会を選んで良かった（40代女性） 

・適切なレクチャーにより、ポイントを押さえることができました。ありがとうございました 

（50代男性） 

・「一緒に無線を楽しみましょう」という熱意を感じて、とても楽しかったです（30代男性） 

・講習内容が分かりやすく時間配分も適切で良かったです。今後ともよろしくお願いいたします 

（50代男性） 

・二日目の講義がわからなかった（不明） 

・お疲れ様でした。また、大変勉強になりました（30代男性） 

・従免に受かることが目的で、その為の講習で分かりやすかったです。その後のやりたい事（マイク

ロドローン）のお話も聞くことができて良かったです。また、分からない事があればご相談させて

頂きたいと思います（40代男性） 

・高校生の子どもと一緒に始めようと考えています。高校の授業に興味が持てず、高校物理で習うと

ころが無線でこんな風に製品化され、役に立っていることを教えてあげたいと思っています 

（50代男性） 

・小学生の頃よりあこがれていました。最近時間が自由になってのチャレンジです（50代男性） 

・喫煙室の設置に感謝（60代男性） 

・説明中に、なるべく実物を見せて貰えるとありがたいです（40代男性） 

・授業のテンポを少し落として欲しい（20代男性） 

・問題集を買ってみたものの何だかよく分からず、受講して丁寧に教えて頂き良かったです 

（40代女性） 

・お世話になりました。ありがとうございました（16～19歳・男性） 

・分かりやすい説明で、安心して学ぶことができた。一人で勉強するよりも安心でした（40 代男性） 

・これを機会に３級も受けてみたいと思います（60代女性） 

・３級取得に向けて頑張ってみます。ありがとうございました（50代男性） 

・M先生は非常に的を絞られ、発生も明瞭で分かりやすい授業でした（50代男性） 

・後部座席からはPC表示ボードが見えづらかった。初日の音声が小さく聞きづらかった（60代） 

・たばこ禁止にして欲しい（13～15歳・男性） 
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・1日目のビギナーズセミナーが無くて、残念でした（50代女性） 

・受講前は不安が強かったですが、先生方の説明が分かりやすく、とても良かったです（50 代女性） 

・講習前に、出席者の検温・体調確認の申告があっても良いかと思いました。合格に向けてしっかり

と対応して頂いた内容は、とても分かりやすかったと思います。本日はありがとうございました 

（40代男性） 

・３アマ短縮コースを受けたいと思います（20代男性） 

・お忙しい中、ありがとうございました（50代男性） 

・無線工学の話が早すぎて分かりづらい（50代男性） 

・アマチュア人個を増やすために検討頂きたいこと・・こどもの受講に親の授業中の同席を許可（デ

ィスカウント出来れば無料）すること（40代男性） 

・FPVに一歩近づくことができました。ありがとうございました（60代男性） 

・とても良い講習会を提供頂き、ありがとうございました（60代男性） 

・good！（13～15歳・男性） 
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２０２０年度 ４級講習会 アンケート結果 

（その他の会場） 
 

 

１ アンケートを実施した講習会数 １３３コース 

２ アンケート回収率 ８３．１％ 

 

３ アンケート結果 

(1) 授業内容は分かりやすかったですか？ (2) スタッフの対応はどうでしたか？ 

 

 
 

 

 
 

(3) 教室の環境はどうでしたか？  

 

 
 

 

 

４ 個別の意見 

(1) 講習内容について 

（「わかりやすい」理由） 

・M講師の講義は最高でした。 

・早口だったけど親切だったから(12歳以下男性） 

・問題集を合わせながらすすのが分かりやすかった（20代男性） 
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・重要なところを一つ一つていねいに教えてくれた(16～19歳男性) 

・重要な点をわかりやすく教えてくれた（16～19歳男性） 

・一つ一つ丁寧に教えて頂いた（16～19歳男性） 

・詳しく説明して下さった（16～19歳男性） 

・知っている内容が多かった（16～19歳男性） 

・図に表してくれたから（12歳以下男性） 

・要点をまとめていて分かりやすかった(16～19歳男性） 

・重要なところを教えてくれた(16～19歳男性） 

・重要点をまとめてくれる(20代男性） 

・何かに例える点が分かりやすかったです(16～19歳男性） 

・1日目の講習か全然わからない。何をしゃべっているかわかりませんでした(50代女性） 

・工学の講師の人がすごく分かりやすくて良かった(30代女性） 

・Ｙ先生はとても簡潔にプロジェクタを使った授業で楽しめた。A 先生は大事なところを重点的に教え

ていて良かった(16～19歳男性） 

・ちゃんと分かりやすくしてくれた。（12歳以下・男性） 

・モニターを各所に設置し、対応が良いと思う。（60代・男性） 

・思ったより、分かりやすかった。でも覚えられない。（60代・男性） 

・講師の講習内容がわかりやすい。（50代・男性） 

・すごく良かった（16～19歳・男性） 

・工学は苦手な分野が多かったけど、大体理解できた（16～19歳・男性） 

・初づくしで・・。（50代男性） 

・1日目の先生の話が分かりやすかったです（40代女性） 

・重要な箇所をピンポイントで教えてもらえた（20代男性） 

・大事なところでしっかりと教えてくれるから（16～19歳・男性） 

・スクリーンにうつしだしてくれたから（12歳以下・男性） 

・大事なところに赤い線があったから（12歳以下・男性） 

・ポイントをわかりやすく解説してくれたから（12歳以下・男性） 

・試験・開局後、どちらにとっても有益だった（13～15歳・男性） 

・工学の方は少々・・・（20代男性） 

・やさしく話してくれたから（12歳以下・男性） 

・ていねいな教え方だから（12歳以下・男性） 

・問題集と一緒に（授業を）進行してゆくところ（１６～19歳・男性） 

・要点をかいつまんで教えてくれる（16～19歳・男性） 

・要点だけを教えて頂いたから（１６～19歳・男性） 

・演習を交えての授業は良い（50代男性） 

・非常によく理解できました（40代男性） 

・頭にスラスラと入ってきたので良かったです（１３～15歳・男性） 

・覚え方が良かった（12歳以下・男性） 

・同じところを何回もしてくれるから（１２歳以下・男性） 

・難しいところが良く理解できたからです（16～19歳・男性） 

・説明が丁寧だった（20代男性） 

・読んでくれたから（12歳以下男性） 

・パワーポイントや説明が丁寧であったから（16～19歳男性） 

・要点を分かりやすく教えてくれた（16～19歳男性） 

・実物を使って説明をしてくれたから（16～19歳男性） 

・試験の内容をしっかり伝えて貰えた(16～19歳男性） 

・特に法規の授業がとても分かりやすかった（20代女性） 

・ゆっくり教えてくれた（13～15歳男性） 
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・教科書と問題集を照らし合わせながらやって頂いたので分かりやすかったです（20代男性） 

・一つ一つ大事な部分を押さえていた（16～19歳男性） 

・いろいろな例を出してくれたから（１２歳以下男性） 

・中学生でも分かりやすかった（13～15歳・男性） 

・丸暗記ではなく、理屈を含めて試験の要点を解説して下さる等良かったです（30代男性） 

・工学わかりづらい説明（40代女性） 

・ポイントのところをわかりやすくせつめいしてくれたこと（12歳以下・男性） 

・話が分かりやすい（60代男性） 

・面白い授業だった（13～15歳・男性） 

・おしえてもらえたから（12歳以下・男性） 

 

（「わかりにくい」理由） 

・先生の話がわかりにくかったです（12歳以下・男性） 

・先生の話し方が良く聞こえず、内容が分かりにくかった。もっとはっきり、はきはきと喋って欲しい 

（50代女性） 

・何言うてるかわかりません（40代男性） 

・法規がわかりにくい（20代男性） 

・無線工学がわかりづらい（40代男性） 

・声が小さい。黒板が見えにくい 

・マスクをしての事と会場が広いので、声がはっきりと聞き取りにくい 

・工学そのものの知識がなく分かりにくい(50代男性） 

・進むのが早い(12歳以下男性） 

・専門用語が多い(50代男性） 

・スピードが早い。単語の意味が分からない(13～15歳女性) 

・工学の講師は何を言っているか分からない(２０代男性） 

・テンポが悪かった 

・法規はポイントを教えてくれてメリハリがあって分かりやすかったが、工学はいまいち解りにくかっ

た 

・法規は楽しく学びました。工学は見えなくて…講師変えたほうが良い。たどたどしい。 

・テストで出る場所をもっとはっきりいってほしい。工学 

・聞こえにくい 

・何を言っているのか聞き取りにくく理解し難い 

・無線工学は映像良かった。法規も映像ほしいです 

・余談と要点の切り替えが解りにくかったです 

・声が小さく何言ってるかわからん 

・専門的用語が多く出る 

・電気系もともと苦手なので 

・字が見にくい。汚い 

・無駄な話と言い間違いが多い(50代男性） 

・法規の講師の人が何を言っているかわからなかった(40代男性） 

・理系が苦手(50代男性） 

・法規聞きづらい(50代男性） 

・早口だったり,教科書の前後した箇所が説明なかったりで、聞きづらかったときが多かった(30 代女

性）・声が聞き取りにくい（40代女性） 

・話の内容がわかりづらかった（60代男性） 

・無駄な話が多い気がした（20代男性） 

・工学の基礎知識がないので・・（40代女性） 

・教科書を進めるだけで、覚えたり確認する時間がない（工学）（40代男性） 
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・工学がわかりにくい（20代男性） 

・良く聞こえない（50代男性） 

・関係ないことをずっと喋っているから（12歳以下・男性） 

・ある講師がポイントから外れすぎ。時間の無駄（50代男性） 

・早口で何を言っているのかわからない（50代男性） 

・工学（20代男性） 

・学校のペースより、３～４倍速いので、良く理解しにくい。（小学生・男性） 

・プロジェクターの文字が見辛い上に、内容も省略されていてどこが的なのかわからない（２０代女性） 

・工学が難しかった（50代男性） 

・工学、ポイントがわからない（50代男性） 

・速すぎる。難しい（12歳以下男性） 

・言葉を間違えすぎ（20代男性） 

・初めて聞く言葉ばかりで、そもそも理解が追いつきませんでした（40代男性） 

・ちいさいから（12歳以下男性） 

・初で・・。無線工学はダメです（60代男性） 

・いみがわからん・・（12歳以下・女性） 

・工学で無駄な話が多すぎ（20代男性） 

・先生によって分かり易かったり難しかったり説明が分かりづらい時もあった（50代男性） 

・何言っているのか分からん（20代女性） 

・問題の答えの後に、他の事言い過ぎ（50代男性） 

・無線工学が難しかった（50代男性） 

・初めの手続き等の最初の話がわかりづらかった。授業は法規◎、工学○でした（40代男性） 

・話の仕方が複雑（50代男性） 

・何を言っているのか？（40代男性） 

・工学の講師の講習は全くわからなかった（40代女性） 

・Ｎ講師の説明が分かりづらい（50代男性） 

・無線工学では専門用語を理解しているだろうという前提で講義を進められても素人には厳しい 

（40代男性） 

・知らない分野だったり、知らない言葉が多かったから（20代男性） 

・進むのが早い（工学）（60代男性） 

・だんだん疲れてきたのか、説明の言葉がモゾモゾで、聞き取りにくい。最低二日は教科書のページは

説明して欲しい（50代男性） 

・初めて耳にすることで、大変でした（70代男性） 

・教科書と資料の説明が良くわからない（60代男性） 

・法規は分かりやすく説明してくれましたが、工学は専門用語だったり、どこを言っているのかわかり

にくい（30代男性） 

・声が小さい（30代男性） 

・むずかしい（30代男性） 

・工学と法規で授業のやり方が、かわりすぎ（40代男性） 

・工学はわかりにくい。問題にそってやって欲しい（30代男性） 

・少し速く説明していたから（13～15歳男性） 

・声が小さいと感じました（２０代男性） 

・聞き慣れない単語が多かったため（50代男性） 

・声が聞き取りにくい（20代女性） 

・白板を使うなら、見えるようにして欲しい（50代男性） 

・言葉が詰まり、聞き取りづらい（50代男性） 

・ポイントの部分で、次に進むのが早い（20代男性） 

・免許について、無線局免許が先に出て混乱した。また、教科書や問題に「免許」「免許状」という簡略
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化した単語が出てきて混乱する（60代男性）" 

 

 

(2) スタッフの対応について 

（「良い」理由） 

・丁寧に話してくれた(12歳以下男性） 

・すべてスタッフの人がやってくれた(12歳以下男性） 

・親切でやさしかったです（13～15歳男性） 

・やさしい方ばかりでした。一日目の先生の教え方 わかりやすかったです。 

・工学は「知っているはず」と思われたのか説明がはしょり過ぎていた感じがしました(６０代女性） 

・やさしく教えてくれた（16～19歳男性） 

・楽しく接してもらった（16～19歳男性） 

・優しかった（16～19歳男性） 

・やるべきことをわかりやすいように、言ってくれるから（12歳以下男性） 

・優しい(16～19歳男性) 

・丁寧に指示してくれた(16～19歳男性) 

・分からない場所等を分かりやすく教えてくれた(20代男性） 

・対応が丁寧でした(16～19歳男性） 

・とても良かった(16～19歳男性） 

・細部に渡り、気配りがあり、良いと思います。（60代・男性） 

・質問等に丁寧に対応して頂いた。（60代・男性） 

・良かった（16～19歳・男性） 

・やさしいから（12歳以下・男性） 

・（スタッフの）声がすごく聞き取りやすく良かった（30代男性） 

・挨拶を返してくれる、何かあったときの対応が良い（13～15歳・女性） 

・とても優しかったから（16～19歳・男性） 

・感じがよい（12歳以下・男性） 

・とても親切で好意的だった（13～15歳・男性） 

・分かり易かった（13～15歳・男性） 

・とても良い印象に方々でした（２０代女性） 

・わからなかったら、すぐ来てくれるから（12歳以下・男性） 

・やさしく教えてくれた（12歳以下・男性） 

・丁寧に説明をして下さったから（１６～19歳・男性） 

・換気していた（16～19歳・男性） 

・迅速に対応してもらったから（１６～19歳・男性） 

・とてもやさしかったから（１３～15歳・男性） 

・丁寧な対応でした（40代男性） 

・不快になるようなことなく、優しい口調でした（１３～１５歳・男性） 

・席の移動をさせてくれたから（12歳以下・男性） 

・接しやすかったです（16～19歳・男性） 

・説明が分かりやすかった（20代男性） 

・わからないところをおしえてくれたから（12歳以下男性） 

・問題が解きやすい（50代男性） 

・優しかったから（16～19歳男性） 

・親身に接してくれた（16～19歳男性） 

・コロナ対策をしっかり呼びかけていたから（16～19歳男性） 

・分からないところも手厚く教えてくれた(16～19歳男性） 

・やさしかったから（12歳以下女性） 
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・やさしかった（13～15歳男性） 

・説明も詳しく、分かりやすかったです(20代男性） 

・厳正に行っていた（16～19歳男性） 

・いろいろなことにこたえてくれたから（１２歳以下男性） 

・困った時に助けてくれた（13～15歳・男性） 

・やさしい言い方でわかりやすくていねいにおしえてくれたから（12歳以下・男性）" 

・対応は良かった（16～19歳・男性） 

 

 

 

（「悪い」理由） 

・マスクをつけている（50代男性） 

・状況に合った対応が出来ていない(50代男性） 

・言葉遣い・タイドすべてがひどすぎる（30代女性） 

・コロナで窓が全開で部屋が寒く、授業に集中できなかった（40代女性） 

・密すぎ（50代男性） 

・開始時の説明で何を言っているのか聞き取りにくい。機材が悪いのでは？（40代男性） 

・声が小さいと感じました（20代男性） 

・こどもに厳しい言葉を言った（50代男性）" 

 

 

(3) 教室等の環境について 

（「良い」理由） 

・自己スペースが確保されてやりやすかった 

・きれいで気持ちよく授業ができた（13～15歳男性） 

・（良いが）ちょっと寒い（50代男性） 

・涼しく良かった（16～19歳男性） 

・エアコンが良く効いている（16～19歳男性） 

・みんな文句を言わないで、ちゃんと授業をしているから（12歳以下男性） 

・集中しやすい環境だった(16～19歳男性) 

・温度もちょうど良く過ごしやすかった(16～19歳男性） 

・コロナ対応された環境造りをしている。（60代・男性） 

・とても見やすかった（16～19歳・男性） 

・３密をなるべくさける形が出来ていた（16～19歳・男性） 

・たのしいから（12歳以下・男性） 

・空調が効いていて快適でした（30代男性） 

・学校で受けられたから（16～19歳・男性） 

・いいふんいきだったから（12歳以下・男性） 

・暑くもなく寒くもなく良い加減だった（13～15歳・男性） 

・静かでとても集中できたから（12歳以下・男性） 

・机の幅が広く、使いやすかった（13～15歳・男性） 

・最初、寒すぎたが、その旨伝えると改善してくれた（40代男性） 

・きれいで良かった（２０代女性） 

・とてもせいけつだから（12歳以下・男性） 

・コロナ対策がしっかりされていたから（１６～19歳・男性） 

・少しだけあつかった（１３～15歳・男性） 

・快適できた（１３～１５歳・男性） 

・前が見やすかった（12歳以下・男性） 
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・暖かくて良かった（20代男性） 

・とてもきれいだから（12歳以下男性） 

・整っていたから（16～19歳男性） 

・真剣に取り組んでくれていて、良い空気だった（16～19歳男性） 

・授業中もリラックスしながら受講できたから（16～19歳男性） 

・しっかり空気の入れ換えをしてくれた(16～19歳男性） 

・窓が開けてあったから（12歳以下女性） 

・やる気がみなさんあったから（13～15歳男性） 

・換気、間隔をしっかり徹底していたので、よかったです（20代男性） 

・ほかの人の声などがきこえなかったから（１２歳以下男性） 

・机が広くて良かった（13～15歳・男性） 

・あたたかくて集中しやすかったから（12歳以下・男性） 

・教室きれいでした。クーラーの温度もちょうどよかった(16～19歳女性） 

・みんな集中して取り組んでいて良いと思った（13～15歳・女性） 

・しゅうちゅうしてできたから（12歳以下・男性） 

 

 

（「悪い」理由） 

・暑い・寒い（ご意見多数） 

・換気していない。窓開けていない（40代男性） 

・コロナウィルスの影響もあったので仕方ないが広くて寒い 

・教室が狭い 

・態度が悪い人がいた(16～19歳男性） 

・換気をお願いします（60代男性） 

・蚊が入ってきた。暑い(50代男性） 

・コロナが心配（50代女性） 

・受講者間の離隔がとれてない（50代男性） 

・みんな普通にマスクをしていた(12歳以下男性） 

・温度調節ができていない（50代男性） 

・ホワイトボードが一番後ろからは見にくい(40代男性） 

・スピーカーの位置を変えて欲しい(３０代男性） 

・虫が飛ぶ 

・マイクテストが悪く、こもっていた為、前半がほぼ聞き取れなかった 

・後ろにマスクを付けていない人がいる（16～19歳男性） 

・一部の生徒がうるさい（16～19歳女性） 

・エアコン温度設定が非常に悪い（50代女性） 

・エアコンの設定温度が低い(40代男性) 

・室温、狭い(密）、プロジェクター小さい(50代男性） 

・机がガタついていました(16～19歳男性) 

・エアコンがダメだった(20代男性） 

・初日のマイク、問題(40代男性） 

・クーラーが効いてない(20代男性） 

・ちょっと「密」だったのがいろいろ心配でした(30代女性） 

・人数が多い(40代男性） 

・プロジェクタ見えづらい(50代男性） 

・マイク、スピーカーを使用して欲しい(40代男性） 

・教室が明るすぎてスクリーンに映されている内容が分かり辛かったです(20代男性） 

・パイプ椅子の座席面が前屈しており、座っているのがしんどかった。何人か予備の椅子と交換してい



16 

 

る人もいた。市の物品と思うが壊れかけている物は適宜更新すべきと思う(40代女性） 

・仕方ないが暑かった。（50代・男性） 

・寒い（初日、我慢しました。）。窓開けっ放しで風邪をひく。窓を開けているのでホワイトボードが光

の反射で見えない。（40代・男性） 

・寒い。ホワイトボードに貼った資料が見えなかった。プロジェクターを使うのが常識だと思う。 

（60代・男性） 

・聞こえない。（30代・男性） 

・狭い。（40代・男性） 

・席が遠かった（20代男性） 

・１番前で話が聞きやすかった（13～15歳・女性） 

・スライドが見えない（50代男性） 

・寝ている人が多かった（16～19歳・男性） 

・初日寒かった。密だった。人多い（40代男性） 

・椅子が辛い、トイレが不便、飲食店が近くに少ない（50代女性） 

・会場が土足禁止（男性） 

・椅子が硬かった。長時間のためお尻が痛くなりました（30代男性） 

・トイレが和式（50代男性） 

・席の間がもう少し空いていると良い。照明が暗い（50代男性） 

・椅子が悪い。机ががたつく（40代男性） 

・プロジェクターや黒板が見づらい（20代男性） 

・お尻が痛い（40代男性） 

・前後の机の間が狭い。寒い（30代男性） 

・少し狭いです（50代男性） 

・時期的に「密」になりすぎていると思う（40代男性） 

・コロナで窓全開で寒かった（40代男性） 

・コロナ禍のため、もう少し一人分のスペースが確保頂けるとありがたかった（30代女性） 

・少し寒く、おなかが少し痛くなってしまうことがあった（１３～15歳・男性） 

・換気対策（30代男性） 

・受講人数を減らした方が良い（20代男性） 

・コロナ対策とはいえ、窓を開けての講習で寒い（40代男性） 

・コロナ対策をもっとして欲しかった。人数を減らすとか・・。体温も計って欲しい（50代男性） 

・マイクの声が聞き取り難い（60代男性） 

・トイレが少ない。喫煙所が入り口に近すぎる。煙い（50代男性） 

・トイレ１個はきつい（30代男性） 

・暖房設備が少なく、寒かった（30代男性） 

・トイレ・空調（が悪い）（60代男性） 

・コロナで仕方ないが、寒い（50代男性） 

・換気していないので（20代男性） 

・講習中に携帯が鳴るなんて最悪。考えられない（50代男性） 

 

 

(5) 受講者の皆さまのご感想 

・ポリテクセンターで講習がある時は友人に進めたい。（50代 男性） 

・今回ギリギリの申込みに対応していただきありがとうございます。（30代 女性） 

・箕面周辺でやってほしい（阪大、箕面会館など）（50代 男性） 

・M講師の授業はわかりやすく楽しく思いました。（特段の意見なし） 

・色々と準備ありがとうございました。マスク、アルコールの準備よかったと思います。今後 3級も頑

張る予定ですのでよろしくお願いいたします。この資格は仕事「ドローン」及び趣味「狩猟」で活用
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の予定です。（40代・男性） 

・今回の講習でAM・FMの意味など改めて分かったところがたくさんありました。ありがとうございまし

た。（40代・男性） 

・とても分かりやすく教えていただけて良かったです。ありがとうございました（10代・女性） 

・まったくの初心者で心配だったが、少し自信がついた。参加してよかったです。 初日は換気に少し心

配があった。M先生が暑そうで、これも心配だった。マスクつらいので休んでくださいね 

（40代・女性） 

・前回の先生の方が断然分かりやすかった。今回はアカンわ（50代・男性） 

・音響が低音時ひびくのが気になりました。（70以上・男性） 

・パイプ椅子に長時間は苦痛(40代男性） 

・2日の講習で多くのことが学べました．ありがとうございました（40代男性） 

・分かりやすくとても良かったです(20代男性） 

・アマチュア無線の社会貢献、知らない世界を知ることができた災害時の BCPにも役立てると思いまし

た（40代男性） 

・S先生大好き（30代男性） 

・素人にもっと分かりやすく教えてもらえると楽しくなると思います。パーソナル無線とかをやってい

たせいもあって、分かるところはなんとなくですが分かりました。噛み砕いて説明していただけると

ありがたいです。時間内のことなので難しいとは思いますが（50代男性） 

・他の受講者との距離が近いと感じた。ソーシャルディスタンスをお願いしたい（40代男性） 

・今後上のクラスを目指したいのでまた参加します。法規、無線工学とも楽しく受講できました。あり

がとうございました（60代男性） 

・ドローン特化の講習会、ドローンスクールとのコラボができたらうれしいです（30代男性） 

・楽しかったです（60代男性） 

・三密が心配されます。人数制限があってもよいのでは（40代男性） 

・声が小さく聞き取れないときがある(40代男性） 

・コロナのためエアコンが使えないのは仕方がないと思います。スタッフの方が頑張ってくれているの

で分かりやすかった（50代男性） 

・コロナの収まりきらない時期に密集は怖い（50代男性） 

・1時間無駄にした。よた話いらない。きちんとしたテストに関するものにしていただきたい 

（50代男性） 

・講習の時間を少し短く区切ってほしい（60代男性） 

・法規、工学の試験は、各講習の後にやってほしい（70歳以上男性) 

・年間の開催頻度を増やしてほしい、3級講習会(40代男性） 

・法規90分はもう少し短いとありがたい。工学の時間がもう少し長いと分かりやすい。昼休みを 60分

にして貰うと良い。ありがとうございました（50代男性） 

・3級の講習会も三条市を希望します（50代男性） 

・3級も取得したいと思いました（40代男性） 

・教科書の内容が多くてびっくりしました（13～15歳男性） 

・知らなかった世界を知ること（垣間見る程度ですが）ができて良い 2日間になりました。ありがとう

ございました（40代女性） 

・工学が分からない(20代男性） 

・グラフ等が見づらかった(小さい)(30代男性） 

・雨音で聞こえにくかった(1日目)。マイクを使う等の配慮が必要では？(60代男性） 

・机の間隔をもう少し空けてほしい(50代女性）] 

・教科書のサイズをA4にしてあると見やすいかと思いました。若い人は見えるけど老眼にはきつい 

(50代男性） 

・貴重な時間を講義していただきありがとうございました。免許が取得しやすい環境が近くにあって良

かったと思います(50代男性） 
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・一時間半というのが長くて集中できない。1コマ１時間ぐらいがちょうどよいと思いました 

（１０代男性） 

・２日間ありがとうございました(５０代男性） 

・３級受けるか迷う(２０代男性） 

・写真に関してＮＧの話が出ていたが、簡単に取り直し指示していたが、場所もわからなく費用もかか

る。そこまでうるさいものなら会場で撮るべき。撮り直しに関して費用を出すべきである。説明が不

足。写真がＮＧで免許が出せないというのはこの環境でパワハラである（４０代男性） 

・画像資料はプロジェクタ等を使って見やすく表示すること→詳細が見えませんでした。講義中に参考

資料を回し読みさせないこと→講義に集中できません。他の人に回す都合上ゆっくり見れません 

（４０代男性） 

・今回合格できたならば、家族４人で３級にトライしようと話しています(６０代女性） 

・分かりやすかった。ありがとうございました(４０代男性） 

・工学の先生の話は初めはあまりよく分からなかったが聞いている内に分かるようになりました。今回

はありがとうございました。次回３アマ受けられるようにまたお願いします(６０代男性） 

・土日で一気にやってもらえる時があれば、すごく助かるかも知れません（２０代女性） 

・黒板の字が細くて見えない。太く書いてください。（４０代男性） 

・大変勉強になりました。ありがとうございます。（６０代男性） 

・一日目の講師はテキストと問題集を並行して教えくれたので解りやすかったが、二日目の講師はテキ

ストのみでの解説だったので解りにくかった。余分な情報は要らないので、試験に受かる講義を効率

よくやってもらいたかった。二日目は不安でしょうがない（５０代男性） 

・よかったと思う。ありがとうございました。（６０代男性） 

・席が後ろだったので話が聞き取りにくいことがありました。マイクは手で握るタイプではなく、講師

の方がホワイトボードに描きながらでも説明が聞こえるようにしたほうが良いと思います。 

（６０代男性） 

・声が後ろまで届かなかったのが残念です（無線工学）。（５０代男性） 

・とても分かりやすく、覚え方も簡単でした。（３０代 男性） 

・よく分かりました。無線工学がもっと時間が欲しい。（４０代 男性） 

・３級チャレンジします。（５０代男性） 

・S講師はリズムがよく、分かりやすい。（５０代男性） 

・法規は分かりやすかった。工学は難しい。（５０代 男性） 

・午後からの講義が非常に長く感じられた為、午前中３時間、午後３時間の時間割にしてもらえると、

集中して講義に参加できると思います。（４０代 男性） 

・前回の人は、とても解りやすく覚え方をおもしろく教えてくれたが、本日の人は、分かりづらく、へ

た。覚え方を工夫して受講者のペースに合わせて欲しい。マイペースで、何頁の何行目とか言って欲

しい（５０代 男性）  

・分かりやすい。説明やポイントのしかたがとても良かったです。（５０代 男性） 

・講義の日程を連日で組んでもらいたい。今回は一週間ごとだったので少し面倒だった。試験免除制だ

と良かった。（４０代 男性） 

・とても難しいのでシンプルに教わりたい。二日間だと短い（50代男性） 

・ビギナーズセミナーは開局までの具体的な費用や期間、固定・移動別に最低限の必要な物や大まかな

予算のほうが聞きたい。特定個人の運用方法などはそれ以降の話だと思う。QSL カードについての説

明や、ましてや、JARL入会勧誘の方が良いのではないか。（60代男性） 

・講師の滑舌が悪く聞きづらい。（50代男性） 

・全体的にはすごく丁寧で有難く思いましたが、法規も要点をスライド等であったら有難いです。（40代

男性）（特段の意見なし）（特段の意見なし）（特段の意見なし） 

・話し方が早くて聞きづらいので、少しゆっくり話してください（60代男性） 

・うるさい。開放室なので考えて欲しい。きづかいが無い。（60代男性） 

・平日でなく週末に開催してくれるので有難い（６０代男性） 
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・大変お世話になりました。本当にありがとうございました。ありがとう（60代男性） 

・楽しかったです。アマチュアがもっともっと楽しいと感じました（16～19歳男性） 

・最高です！（16～19歳男性） 

・授業の内容はわかりやすかった。ありがとうございます（50代男性） 

・コロナの影響で三密を避けるためとは分かりますが、長時間の講習中、窓を開けるのであれば（エア

コンの）温度設定を下げなくては気分が悪くなります（気分が悪くなりました）（50代女性） 

・このコロナの時に講習会を開いて頂き感謝します。職員の方々の対応、教室の環境への配慮を頂いた

ことに深く感謝致します。ありがとうございました。お疲れ様でした（40代男性） 

・先生の話が面白かったです（40代男性） 

・アマチュア無線を取ってからの楽しみ方を、もっと教えて欲しい（50代男性） 

・3級も逗子でやってほしい(30代男性） 

・少々寒かった(16～19歳男性) 

・お昼休みを1時間にして欲しいです。授業時間も 1時間にして欲しいです(50代男性） 

・ありがとうございました(50代男性） 

・コロナの中、講習会ありがとうございました(40代男性） 

・講習会を増やして欲しいです(20代男性） 

・とても分かりやすい講習会でした！ありがとうございました（40代男性） 

・良い授業をありがとうございました。3級の講習会の際にもよろしくお願いします(16～19歳男性） 

・分かりやすくて楽しかったです(16～19歳男性) 

・ありがとうございました(16～19歳男性） 

・とても勉強になりました。ありがとうございました(16～19歳男性) 

・熱中症対策をしっかりしていたことがとても良いなと思いました(16～19歳男性) 

・楽しかった(16～19歳男性） 

・皆さん大変親切丁寧に教えていただき助かりました。無線局免許状取得しましたらよろしくお願いし

ます。コロナウイルス感染対策として換気しないといけなかったですがとても暑かったです 

(50代男性） 

・無線工学よく分かりました(60代男性） 

・教材をみっちり学習したので、講義について行くのが大変だったが、とても有意義な講習でした。も

う少し試験問題中心で講義して欲しかった(40代男性） 

・書類を記載する時間が早かった(60代男性） 

・資格試験以外の知識を得ることができ参加して良かったです。ありがとうございました(20代男性） 

・何か、体験談や事例等で話してくれたから分かりやすく頭に入ってくると思いました(20代男性） 

・コロナ禍のなか、開催していただきありがとうございます。今後も継続して開催をお願いします 

(60代男性） 

・実験のある工学の講義が面白かった(30代男性） 

・とても分かりやすく、今後より無線に興味が持てると思います。3アマも受けます！！(20代男性） 

・持参品に戸籍抄本とあったので持ってきましたが何の為に使うのでしょうか(50代男性） 

・受かりたいです(40代男性） 

・2日目の先生わかりやすかった（12歳以下男性） 

・今日の講習会を受けて、更に無線に興味を持てました。特に無線工学の先生をしてだけた K先生の話

はわかりやすく熱中して話を聞けました。本当にありがとうございました(30代男性） 

・2日目は特に分かりやすかった(16～19歳男性） 

・ドローンについて聞きたいです(40代男性） 

・昼が短い(20代男性） 

・お世話になりましたありがとうございました。この時世大変だったと思います(40代男性） 

・どうもありがとうございました。3級も受けてみたいです(50代男性） 

・お世話になりました(40代男性） 

・無線工学の時間がもう少し多い方が内容が覚えやすいと思います。自分としては少し自信が持てない
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かな?(40代男性） 

・文系なので法規は問題なく理解できましたが、無線工学は覚えるだけで精一杯でした。今後、仕組み

や理論について少しずつ学んでみたいと思います。Ｓ先生、Ｎ先生共にアマチュア無線への情熱を感

じました(40代男性） 

・お世話になりました(70歳以上男性） 

・3アマの講習を、是非青森でやってほしい(16～19歳男性） 

・1日目の説明は非常に分かりやすく的を得たまとめ方で助かったが、2日目は最悪でした。初めて効く

用語が多いのに、何ページのどこを読んでいるのかの説明ない。一人で教科書読んで、問題集を解い

ている方がマシ。時間の無駄(50代女性） 

・年齢を重ねての受験は、やっぱり辛いです(50代男性） 

・電技パーツさんの業務内容を詳しく知りたいと思いました。講習会とても良かったです(40代男性） 

・わかりやすかったです(30代男性） 

・3級受けたときはまたよろしくお願いします(40代男性） 

・分かりやすい内容でよかったです(60代男性） 

・とても分かりやすかったですが、書面で見るとテンパる(50代男性） 

・実際の免許等をコピーして見せていただいて大変分かりやすい説明でした(60代男性） 

・教科書では分からない知識等(実際の経験談）のお話が良かった(60代男性） 

・時間が長い。（50代・男性） 

・やはり、マスクをしているため、聞こえづらかったことがありました。（50代・男性） 

・コラナ禍で準備も大変と思いましたが、全体的運営も良く、こころよく受講ができました。ありがと

うございました。（70代・男性） 

・無線工学は難しいと思ったが、試験内容に沿った解説で、分かりやすかったと思います。 

（40代・男性） 

・暑い中、ご苦労さまでした。（60代・男性） 

・２級や１級の講習会もやって欲しい（50代・男性） 

・余談が多いです。早く来ている方は、予習・復習したいです。本当にためになる話や、必要な情報以

外はいりません。（40代・女性） 

・とてもためになる授業でした。（16～19歳・女性） 

・窓が開けっ放しで、着るもの（ウインドブレーカーとか）がないときつい。寒くて試験どころではな

いのでは・（40代・男性） 

・車やバイクの音で聞きづらいことが多々あった。扇風機の音で話が聞きづらかった。（60代・男性） 

・PC・プロジェクターの利用を希望（50代・男性） 

・コロナで大変な中、ありがとうございました。すぐにではないですが、３級も取る予定です。 

（20代・女性） 

・①無線工学の先生は個人的には好印象できたが、試験がある前の講習会なので、時間不足になること

や雑談は少なくした方が良い。②無線工学は AGCなどの略語が多いので、Automatic Gain Control（自

動利得正誤）という様に別プリントでも用意して頂けたら良かったです。③法規の先生は分かりやす

かったです。今の時代なのでパワポが使える環境は整えるべきだと思います。私は前の座席で良く見

えたので勉強になりました。（50代・男性） 

・３級も受けたいと思います。（50代・男性） 

・縦長の教室ではなく、横長で黒板が見えやすいと助かります。講師の上手な話し方で楽しく学べまし

た。（50代・女性） 

・試験で取得しようと思っていたのですが、やめて講習会に参加して良かったです。試験で取ろうとす

ると、深く考えず、過去問の丸暗記にしかならなく、講習会では理由や理屈を勉強できたため大変良

かったです。３級も参加したいです。講義も大変聞きやすく、また、分かりやすかったです。授業中

もスマホは机に置かせない方が良いと思う。（40代・男性） 

・本テスト前に模擬テストを行うと良いと思います。（50代・男性） 

・空調が悪く暑かった（30代男性） 
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・非常にわかりやすく説明頂けたかと思います。 

・冷房が効きすぎていた（40代男性） 

・知り合いが講習会を受けた際は、パソコンルームがあったらしく、それが欲しかったです。コマ数が

かなり多いのが疑問に思いました（13～15歳・女性） 

・ありがとうございました（70代男性） 

・スライドは後列の席でも見えるようにして欲しい。講師は「はっきりと、大きな声で、ゆっくりと」

話して貰いたい（50代男性） 

・内容やテキストは良いと思いますが、講師の声がききづらかった。申し入れしても対応してくれない

のは困りました（４０代） 

・声が聞こえづらいので、マイクの音量を調節して欲しい（20代男性） 

・法規・工学ともに（講義を受けた）その日に試験をして頂きたいと思う次第です（間があくと忘れる。） 

（40代男性） 

・講師の使うマイクは、ピンマイク等、両手が使えるマイクが良いのでは？（50代男性） 

・感染症対策が取られており、スタッフの方々の心配りを感じてとても良かったです（40代男性） 

・内容が専門知識の有無により、理解しやすいか難しいか、分かれると思います。テキスト内の略語、

例えばALC、VOX、IDCのフルスペルを講義で示して下さい（テキストに書かれていないものもあるの

で）。カタカナ表記のもの（スケルチ等）などスペルがわかればもっと理解しやすいです。限られた時

間の中で専門的な多くの内容であったにも関わらず、一応面白かったです（60代女性） 

・第3級従事者免許を取得したいが、四国内に（講習会が）少ない（50代男性） 

・講師の方の説明にメリハリがなく、体験話で時間を取っていると思う。又、時間割及び休憩の取り方

が問題だと思う（60代男性） 

・工学の授業がわかりにくかった。昔の話が多すぎる感じがする（50代男性） 

・講師の方の体験などを含んだ講習で、アマチュア無線未経験の自分にとって、とても楽しい講義でし

た。自習するよりも多くのことを学べたと感じています。ありがとうございました（２０代男性） 

・時間は、スタッフも守って下さい（60代男性） 

・コロナ禍の中で講習を受けられ、ラッキーでした（50代男性） 

・はじめてて、何もわからなかったです（50代男性） 

・駐車場の案内を充実して欲しい。例えば、最初に到着した車は奥から順に停めるようにするとか。そ

の際の停め方とか（40代男性） 

・全てが良かった（50代男性） 

・部屋が寒かった（20代女性） 

・とても分かりやすくて、楽しく受講できました。ありがとうございました（30代女性） 

・もっと詳しく持ち物を書いて欲しかった。できたら、問題を解く時間をもう少し増やして欲しい。あ

と、プリントをもっとやりたかった（13～15歳・女性） 

・講義中に教室後方で話をしていた人がいて、集中力を欠く原因になりました。注意を（40代男性） 

・生徒の講義中のスマートフォンの使用が気になった（16～19歳・女性） 

・ありがとうございました（60代男性） 

・場所が自分の学校だからですけど、開始時刻はもう少し早めでも良いと思う。8 時半までに登校をい

つもしているので、それくらいの方が終了時刻も早くなり、学生にとってはうれしいです。昼休みも

50分もいらないと思います。いつもは３０分なので（16～19歳・男性） 

・テストに出るのは少ないのに、授業時間が長すぎると思う（16～19歳・男性） 

・座席の前後の間隔がもう少しとれると良い（50代男性） 

・とても分かりやすかったです。ありがとうございました（30代女性） 

・ポイントを集中的に講義して下さったので、不安なく受講させて貰いました。略語の単語の説明が欲

しかったです（DSB→Double side Bandなど）（40代男性） 

・独学では合格できない内容でしたが、講習会のおかげで合格できそうです。ありがとうございました 

（30代男性） 

・ハンディー機のカタログが欲しい（40代男性） 



22 

 

・ドローンに関する情報などを知ることができて良かったです。講習の内容も分かりやすかったです 

（30代男性） 

・前後の席が近い（40代男性） 

・説明された方の声が聞き取りにくい。講習が始まっているのに書類の確認のためか、受講者のところ

へ行き、話をし出す。ホワイトボードが見えなくなり迷惑。そしてうるさい。休み時間等に確認する

など、配慮願う（40代男性） 

・法規の先生、楽しかったです（40代女性） 

・とても勉強になりました。ありがとうございました（40代男性） 

・会場の地図のポイントがヨークベニマルだったので、最初にそちらに行ってしまった(50代女性） 

・法規に６時間も設定しているが果たしてその必要があるのか？正直教科書に書いてあることを話して

いるだけで、はっきり言って読めば分かります。あとは、試験に直接関係ない話。講師の方も時間を

もてあましていました。最後に受講生のある方が「自習にして欲しい」と言いましたが、その通りで

す（60代男性） 

・マスクをつけている人もいるけど、つけていない人もいるから、そういう人にはきびしく「つけて」

と言って欲しい（12歳以下・男性） 

・工学にもう少し時間が欲しい。法規の時間が多かったと思う（40代男性） 

・私にとっては良かった（60代男性） 

・お世話になりました。ありがとうございました（50代男性） 

・トイレ時間は必要（体調による）→１分でも60分の補講はきびしいのでは（60代男性） 

・長い時間対応して頂き、ありがとうございました（30代男性） 

・時間割が長い（30代男性） 

・大変分かりやすく、試験合格のための講義内容はありがたく思う。今日の講義を受講できて、本当に

良かったと思う（40代男性） 

・講師の先生のお話が分かりやすかった。とても良かった（40代男性） 

・もう少し、会場を増やして下さい。（例えば、春日部や越ヶ谷等）（40代男性） 

・ビギナーズセミナーに参加したかったが、時間に余裕がなくて参加できず残念でした（50代女性） 

・ありがとうございました（40代男性） 

・その日その日に終了試験をやってもらえたらと思います（40代男性） 

・法規は法規で、授業が終わったら試験をして欲しい（50代男性） 

・土日ではなく、金土でやって欲しい（40代男性） 

・補講は必要な者のみで良いと思う。必要なければ先に試験を受けさせて早く帰らせて欲しい 

（50代男性） 

・説明が分かりやすく興味がわきました（60代男性） 

・少し寒かったです（50代男性） 

・進行・説明、早口下手。わかりづらい。どこやっているのかわからない。早すぎる。講習の意味が無

い（50代男性） 

・仕事で使用するため合格できるよう頑張ります。よろしくお願いします（50代男性） 

・良いむせんをすすめてほしい（12歳以下・男性） 

・講師の説明がまったく伝わってこない（40代男性） 

・土日の開講が日程的に大変ありがたかったです。今まで日常的に聞いていたラジオの音声も、これか

らは違って聞こえそうです。２日間ありがとうございました（50代女性） 

・まったく無線の知識がないずぶの素人のため、講習会前に入門みたいな２～３時間程度のものがある

と助かるかも（任意受講みたいな。）（40代男性） 

・とても分かりやすかったです。ありがとうございました。長い時間お疲れ様です（16～19 歳・女性） 

・お疲れ様でした。ありがとうございました（30代男性） 

・３級の講習会を、月１回は実施して欲しい。タイミング的に合わないので（40代男性） 

・ありがとうございました（６０代男性） 

・色々な年齢層がいるから、椅子に背もたれがあると嬉しいです（20代男性） 
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・実機を使ったデモ通信をして欲しかった（40代・男性） 

・無線工学の講師が無駄話が多すぎてわかりづらいのと、問題を解いている間は静かにして下さい。し

ゃべりすぎだと思います！自習したくても全く集中できません（40代男性） 

・とても分かりやすく良かったです（20代男性） 

・講習会、次回（３級）も参加したく思います（70代男性） 

・試験と関係のない無線の話は要らないです。受講時間短くしてほしい（20代女性） 

・教科書だけではわかりにくかった内容が、理解できました。無線について基本を学ぶことができて、

自身の知識になりました。（50代・男性） 

・アマチュア無線免許を取りに来ましたが、日常生活に役立つ話も多く良かったです。（60代・男性） 

・ビギナーズセミナーで質問を求められたが、何を質問して良いかわからないほど初心者だったので、

最後に聞かれた趣味などを先に聞いて欲しかった。（４０代・男性） 

・アマチュア無線概論・無線設備操作に関しての説明をもう少しお願いします。費用が上がっても OKで

す。５年更新でもOKです。免許証はいずれ返納させて頂きます（40代男性） 

・トイレが教室フロア（３F）にあれば、なおありがたいです（40代女性） 

・ぜんそくのため、入口近くでもたばこは止めてもらえると、とてもうれしい（こんなこと言っても、

できるかはわかりませんが）（13～15歳・男性） 

・講習の進め方が、講師の方によって異なるので、できれば同じ講師の方にお願いしたかった（50代男

性） 

・入口が寒かった（60代男性） 

・工学の先生の話し方がとても分かり易く良かった（50代女性） 

・お世話になりまして、ありがとうございました（50代男性） 

・法規の授業はきちんと準備がなされ、教えに無駄なくわかりやすい。工学については質問と解答まで

のヒント出しが不十分。教科書棒読みがメインであり工夫なし（40代男性） 

・丁寧でわかりやすい説明、ありがとうございました（２０代男性） 

・（ｐ４３～４８など（注；呼び出し・応答）の）実演などが（欲しい）（５０代男性） 

・国家試験を迷いましたが、独学ではわからない話をたくさん聞けたので、講習会に参加して良かった

です（４０代男性） 

・３級も目指します。ただし２３区で受講予定（４０代・男性） 

・法規も、覚えるポイントを明確にしてくれたら良いと思います（４０代・男性） 

・来月、３級も受けに行こうと思います！！（１６～１９歳・男性） 

・申請時から講習が終わるまで、色々とご迷惑をおかけしました。親切丁寧にご対応頂きまして、あり

がとうございました（３０代女性） 

・合格できれば３級にチャレンジしたいと思います。機器の調達などについても聞きたいことがありま

すが、西湘センターで教えてくれますか？（50代男性） 

・一つの授業の時間が長いのはなぜでしょうか。せめて１時間で区切らないと集中力が持ちません。工

学が苦手な分野で眠くなってしまいましたが、先生が面白い話をはさんできれて、なんとかノートを

取ることができました（40代女性） 

・楽しめました（50代男性） 

・また来たいです。ありがとうございました（50代女性） 

・とても親切に分かりやすく教えて頂きました。ありがとうございました（40代女性） 

・休憩時間をもって増やして欲しい（40代男性） 

・時間厳守は厳しく言って下さい。知っている・使っている前提で話しをするので、ついて行くのが大

変（50代男性） 

・もっと暖房を強めて欲しい（13～15歳男性） 

・法規の時に自分が少し耳が悪いので、たまに聞き取れなかった（マイクの問題かな？） 

 二日間とも重要箇所のチェックからの模擬試験をするのが早すぎ。全然間に合わない（40代男性） 

・工学、難しかったです（40代男性） 

・２Ｆのトイレは男性トイレが近いので何となく周囲が気になりました。講義の内容は大変興味深く、
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自分が何のために合格を目指すのかあらためて考えました（40代女性） 

・独習するより何倍もためになりました。分かりやすかったです。ありがとうございました 

（60代男性） 

・とても充実したものでした。内容も分かりやすく、受けていてとても楽しく有意義なものでした 

（16～19歳男性） 

・ありがとうございました（60代男性） 

・もう少し簡単に・・（12歳以下男性） 

・とても楽しかったです。ありがとうございました（40代男性） 

・ありがとうございました(50代男性） 

・二日間ありがとうございました（50代男性） 

・法規については模擬試験を並行してして実施頂いたので分かりやすかったが、無線工学は少しわかり

づらい（60代男性） 

・アマチュア１級・２級の講習会を受けたい（30代男性） 

・一アマがんばります（12歳以下・男性） 

・授業がとても分かりやすかったです。小五の子どももとても分かりやすいと言っていました。お弁当

もおいしかったです（特に二日目）。ありがとうございました（40代女性） 

・授業は分かりやすく覚えやすかったです（13～15歳・男性） 

・無線工学の説明はわかりません。とびとびで（60代男性） 

・せめて自販機を隣保館に置くように管理人の方へ伝えてほしい。１回目の諸注意事項は、もっと白板

を友好的に使うと良いと思います。書いてほしい数字などは、白板に書いておくと受験者が迷わなく

て済むかと思います。補講を受ける必要がある人には直接伝え、全員の前では「一部補講対象とお伝

えの方は～」というように配慮した伝え方がベスト化と思いました。いろいろな方と受験の合間に交

流もでき、勉強もでき、大変貴重な時間を過ごせました。運営お疲れさまです。ありがとうございま

した（30代女性） 

・法規は分かり易かった。工学は細かく話しすぎて１日で理解できる内容ではない。重要なところだけ

話してくれれば良い（20代男性） 

・時間が長すぎてトイレに行きずらかった。あと、時間がきっちりすぎてやりずらかった（50 代男性） 

・できれば時間帯を圧縮し、１日ですべて終了するようにしてほしい（40代男性） 

・コロナ禍の中、無事に講習会が実施できほっとしております。３級までの取得を目指し、実際いアマ

チュア無線を楽しみたいと思います（40代男性） 

・ものすごく分かり易かったです（30代男性） 

・３級でもお世話になると思いますが、よろしくお願いします（30代女性） 

・とても分かり易かったです（30代男性） 

・昼食の時間が50分と短い。近くに食事を取るところが少ないので、移動に時間がかかりぎりぎりにな

る（40代男性） 

・テンポよく講習頂きありがとうございました。電波のことを少しでも知ることができとても有意義で

した（30代女性） 

・テキストと問題集を早めに配布したらどうか。ネットで解説しているが、そのことをアドレスを含め

て事前に周知したらどうか。不安にならないから。Ｉ氏の話が長く、うっとうしい（60代男性） 

・問題集の解答に開設を付けてほしい（40代男性） 

・（模擬）試験問題の解説で、間違いの所の解説はいらないと思います。間違いの所を覚えてしまいそう

でした（30代女性） 

・（模擬試験では）答えをはじめに言ってから、解説をするようにしてほしいです（12歳以下・男性） 

・茨城県での開催をお願いします（40代男性） 

・運用後の体験談のお話など、とても充実した時間でした（30代男性） 

・（寒い中待つことになるので、）朝の受付開始時間があると良かったです（30代男性） 

・法規のI先生、工学の S先生の講義が分かり易く良かった（40代男性） 

・講習会の中で聞いたことのない用語等が出てきて難しいと初めは思っていけれど、分かり易く説明し
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てもらい良かったです。１時間々が短く感じました。２日間ありがとうございました（30代男性） 

・ドローンFPVのために４級以上の免許を取る人もいるので、その情報も欲しい（50代男性） 

・ありがとうございました（40代男性） 

・１日目は寒かったです（暖房がきいていると思い、薄着で来たためです）（60代男性） 

・かなりの量を二日間に詰め込むせいか、休み時間がかなりぎりぎりになる（20代男性） 

・先生の個性が講義に反映していました。大変良い講義、ありがとうございました（50代男性） 

・ありがとうございました（60代男性） 

・工学の時間が短いため、本当に試験用の分しかないのかが気になります。また、茨城の県南で開いて

くれると近くて助かります（土浦、つくば等）。高速道路１時間は遠い・お金がかかる・・。３級を取

る際に県南であったらそちらを利用したい（40代男性） 

・楽しい講習でした。参加して良かったです。合格したら３級にも挑戦したいと思います。アルファベ

ット３文字（の機器等）、聞き逃しましたが、意味が分かるともっと覚えやすいです（60代女性） 

・もっと時間を短くして欲しい。できれば１日で良いです（50代男性） 

・（裾野市生涯学習）センターでの講習は大変良いと思います。設備が整っているので。お昼は 60分あ

った方が良いのではと感じました（50代男性） 

・１日目は、いきなり（専門）用語が多く、初めての人もわかる説明をして欲しい。（要点を）まとめた

プリントは分かりやすい。２日目は説明は分かりやすいけど、初日のように要点まとめてくれると最

高（30代女性） 

・声が聞き取りづらい（30代男性） 

・（教科書の）「注」の説明がなかった（50代男性） 

・スタッフの皆さまも良い方々で良かったです。これからも頑張って下さい（30代男性） 

・マイク（先生の声）が聞き取りにくい場面が時々ありました（50代男性） 

・３級のときも、よろしくお願いします（30代男性） 

・無事に合格することを切に願っている次第です（50代男性） 

・昼休みがもう少し時間があると良い（60代男性） 

・駐車場があることを、事前に教えて貰いたい。当日までどこに停めようかと悩みました（40 代男性） 

・奥が深いですね～（40代男性） 

・ありがとうございました。無線の魅力も知ることが出来ました（40代男性） 

・パワーポイントやPC、モニターやプロジェクターなどを使った方が分かりやすい（今の時代に合って

いる）と思った（40代男性） 

・お世話になりました（40代男性） 

・時間も正確で、不安になるような事柄もなかったので、この調子でやれば誰もが安心して受講できる

と思います（１３～１５歳・男性） 

・ホワイトボードが見づらかったです。もっと上に書かないと後ろの席からは見えないかと・・。長時

間ありがとうございました（40代女性） 

・もっと理解しやすいよう話して欲しい（50代男性） 

・限られた時間で難しいとは思いますが、事例等を加えて説明頂くと理解しやすい点もあるかなと思い

ました（50代男性） 

・工学の先生がとても楽しそうに話して下さって、楽しく聞けました。ありがとうございました（30代

男性） 

・工学をもう少し、しっかり時間が欲しい（40代男性） 

・講習会の説明用紙に、コロナの影響により窓を開けての受講であるため（寒いから）ひざかけ等を用

意すると良い・・などと書き足して頂けたら良かったです（40代女性） 

・コロナ禍の中、気を遣って頂き助かりました（40代男性） 

・マスクをしているからか、声が聞きにくい（60代男性） 

・免許取得頑張ります（男性） 

・後ろの席はマイクの音が小さいので聞き取りにくい。また、（前の人の頭で）黒板の字が見にくい（70

歳以上・男性） 
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・今までに全く知らなかった事がわかり、大変自分のためになりました（50代男性） 

・K先生分かりやすいです。感謝です。明解で素晴らしい（60代男性） 

・1 日目の講習中、一番後ろの席でしたので、黒板が遠く、教科書の文字が小さく、説明を理解するの

に大変でした（高齢による老眼）。２日目の講師の方の説明・解説はとても分かりやすかった 

（40代男性） 

・講習の目的として試験問題を主とした内容であるとは思いますが、無線実技なども紹介程度でもあれ

ば良いと思いました（50代女性） 

・ありがとうございました（50代男性） 

・少しだけ密だと思う（12歳以下・男性） 

・３級受講の案内が多すぎ・時間かけすぎ（40代男性） 

・全く知らないことも分かりやすく、実体験や実物を持ってきて教えて下さったので、理解しやすかっ

たです。外国の方とつながることが出来るかもしれないのは夢がありました（20代女性） 

・工学の講義は分かりにくかった。もう少し理論的に説明して欲しい（50代男性） 

・人数制限or広い部屋にて行って欲しい（20代男性） 

・合格目指して頑張ります（20代男性） 

・Ｎさんの話がわかりずらい（20代男性） 

・私は遊びではなく生活のため取得しなければなりません。もう少し分かりやすく聞き取りやすい説明

であって欲しい。問題集の取組時間がもう少し欲しかったです（50代男性） 

・お世話になり、ありがとうございました（20代男性） 

・透明なマスクでマイクの意味がなく、聞き取りにくかった。工学のスピードについていけなかった 

（40代男性） 

・駐車料金が高い（50代男性） 

・机にシールドがあるのにフェイスガードをしているため、講師の声が聞き取りにくいし、何を言って

いるのか良くわからなかった。ホワイトボードに書く時は（シールドから）出てくるのなら、机のシ

ールドはいらないのでは？（生徒もマスクしているので）（60代男性） 

・（法規）聞き取りやすい声・大きさでした。（工学）聞き取りにくく、蛇足も多く分かりにくい。教科

書を読んだ方が理解しやすい（30代男性） 

・３級取得まで一気に取得するコースが欲しい。アマチュア無線人口が減少していると聞きました。普

及のため一層頑張って欲しい（60代男性） 

・講習会の会場に来て良かったです（50代男性） 

・全員合格！（50代男性） 

・３級の講習会があったら、また皆さんとお会いしたいですね（60代男性） 

・先生は素晴らしい（70歳以上・男性） 

・寒い！（40代男性） 

・面白い先生で楽しい勉強でした。工学はわかりづらかった（60代男性） 

・体験談を聞けて良かった（30代男性） 

・わからない用語にちょっと戸惑った。寒かった（50代男性） 

・換気をして欲しい（50代男性） 

・とても分かりやすく丁寧でした（30代男性） 

・スタッフの皆さまには、真冬の寒い中、ご苦労さまでした（70代男性） 

・マスクのせいでしょうか、聞き取れない点が多々ありました（70代男性） 

・３級もチェレンジしてみようかと悩んでいます。チャレンジする時はまたよろしくお願いします 

（40代男性） 

・授業の内容が良かった（60代男性） 

・とても良い講習でした（50代男性） 

・法規では実践内容を含め分かりやすく指導して頂き、初めて目にする法規も理解することができまし

た。無線工学では、難しい内容をわかりやすく指導していただきありがとうございました。とても勉

強になりました（50代男性） 
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・日曜日の開催で助かります（60代男性） 

・講習は、日曜ではなく、土日でやって欲しい（30代男性） 

・講習会も申込の段階から、新設に対応していただき感謝致します。おかげさまで安心して講習に望む

ことができました（50代男性） 

・コロナ対策の、座席間隔、ありがとうございました（50代女性） 

・コロナが気になるので、もう少し座席位置の工夫があってもよかった（30代男性） 

・模擬問題の答えを教えるのもいいが、分かりやすくして欲しい（小学生でもわかるように） 

（50代女性） 

・会場全体に声が聞こえるのを確認して、聞こえやすいようにマイクの使用を希望します 

（16～19歳男性） 

・とても長い授業だった。もう少し短くしなければいけないと感じた（16～19歳男性） 

・とても分かりやすかったです。ありがとうございました（16～19歳男性） 

・ありがとうございました（16～19歳男性） 

・コロナ対策も万全で、安心して受講することができました（40代男性） 

・窓際だったので足下が寒かった（50代男性） 

・もっと実用的な事を教えて欲しかったです（マナー、ルール的な）（40代男性 

・ピンマイクを使って欲しい。声が聞こえない.4レーザーポイントが見にくい（50代男性） 

・席の配慮をお願いしたい。前のモニターがみづらい（最前列、右端）先生の死角になる。合格だけの

講習なら最後になり、テスト出題部分だけの復習で出題箇所のおさらいを行うと良い（50代男性） 

・要点が理解し易い講習でした（50代男性） 

・会場の住所が知らされず不安だった。講習会中にトイレへ行かせているがどうかと思う（休憩をとっ

ているはず）しっかり聞いている時に気が散ります。たばこを吸っているものがいるが良いのですか

（60代男性） 

・スタッフさんが対応をもうちょっとやってくれると、うれしいです（12歳以下男性） 

・配布物を予め机にセットしておいて貰える方が良いです。少し段取りが悪いと思います。小学生のお

子様も受講されていましたが、専門用語だらけで無線工学はさっぱり分かりませんでした。もう少し

分かりやすく、素人目線で教えて貰いたいです（40代女性） 

・もう少し「のど」を大事にして、通る声でお願いします（60代男性） 

・講義中に声をかけるのはやめて！講師の声ははっきり聞き取れたが、スタッフの声が聞きづらかった

（40代男性） 

・楽しかったです。特に重要な点を教えてくれるのが良かったです（13～15歳男性） 

・ホワイトボード良く見えない（13～15歳男性） 

・ノートをとる時間等がところどころにあると良いと思いました（13～15歳男性） 

・用紙類の記入説明を、もう少し丁寧にして欲しい（20代男性） 

・ホワイトボードの文字をもう少し大きくして欲しい。もう少しゆっくり話して欲しい 

（13～15歳女性） 

・余談が多く、理解し辛かった（40代女性） 

・時間長すぎ（50代男性） 

・講習はとても分かりやすくて良かったです。３級開講時はぜひ受講したいと思います（50代男性） 

・少し寒かった（70代男性） 

・e ラーニングの受講率や試験合格率を公表して欲しい。開局に当たり申請の方法や費用等の説明が欲

しい。開局時にどのような事に気をつければ等の話も欲しい（40代男性） 

・すばらしいシステムです（50代男性） 

・本来無線の資格なので仕方ないのですが、ドローンの画像送信・受信で４アマが必要ということで取

りに来たので、その当たりの追加で学べる情報もあればうれしかったです（40代男性） 

・工学の時間が短く、覚えられない（50代男性） 

・後ろの席はホワイトボードに書かれた文字・数字が見えない。もう少し太い文字でお願いします 

（60代男性） 
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・視力が悪いので、ホワイトボードが見えなかった（40代男性） 

・必要な箇所にマーカーを引いてくれる授業、語呂合わせや覚え方を教えてくれる授業、とても良かっ

たです。これなら誰でも合格できると思います（16～19歳男性） 

・次は３アマを受講したいので、是非開催して欲しいです。二日間お世話になりました。ありがとうご

ざいました（20代男性） 

・子どもがトイレに行きたいと言ったら厳しい言葉を言った。自然現象に対しもう少し配慮を 

（50代男性） 

・お世話になりました（50代男性） 

・大変分かりやすかったです（50代男性） 

・Ｈ講師の講習は、大変分かりやすかったです（40代女性） 

・スタッフさんの対応が、とても良いと感じました。二日間でしたがお世話になりました。ありがとう

ございました（50代女性） 

・講師のS先生、最高です！（50代男性） 

・法規は時間的にも良かったが、工学の時間がもう少しあれば良かったと思う。４時間では学びきれな

いと思う（40代男性） 

・たいへんむずかしい（50代・不明） 

・休日に講習会は参加し易いです（50代男性） 

・工学の時間を長くして欲しい（50代男性） 

・未知である無線の世界を、分かりやすく講義して頂き、ありがとうございました。講師の方々の豊富

な知識と経験の一部のお話だけでも、素晴らしい世界であることが分かりました（50代男性） 

・今回、最後列の席でした。スライドの文字が小さく読みにくかったです（40代男性） 

・医師の先生が講義をしてくれるとは驚きでした。分かりやすい授業、ありがとうございました 

（50代男性） 

・すごく分かりやすかったです。ありがとうございます（13～15歳・男性） 

・３級もぜひ受講してみたいと思いました（30代男性） 

・スライドの緑文字は見えにくい（70歳以上・男性） 

・家で本を買っても全く頭に入ってこなかったのですが、要点も的を絞って教えて頂いてよく分かりま

した。ありがとうございました（50代女性） 

・ありがとうございました（40代男性） 

・３級の講習会も頑張ります（50代男性） 

・教室にストーブがありましたが、コロナ禍における換気・・少し寒かったです（30代男性） 

・仲間に勧められて来ましたが、ネット社会の今、10万円以上使用してまで必要性があるのかな？ 

（60代男性） 

・女子トイレを男性も使用していて、入りづらかったです（60代女性） 

・この度はありがとうございました（30代男性） 

・たまに早口にもなるが、分かりやすく教えようと考えていることが分かって嬉しかった（20 代男性） 

・パイプ椅子は長時間の講義では体が痛くなるので、改善した方が良いかと思います（40代男性） 

・具体例を示す時は、理論の説明も良いが、「こうだから、こうなる」と端的に説明して欲しい 

（60代男性） 

・法規と無線工学では無線工学の方が内容が難しいため、無線工学を１日目にして貰った方が、試験対

策の時間を確保出来て良い（30代男性） 

・満員で、しかも10代の若い人もいたのはびっくりしました。この講習会で合格した方々が、４アマを

その後どのように活用していくのかに興味があります。紹介頂いたら良いですね（40代男性） 

・要点をまとめて口調をはっきりと言って欲しいです。聞き取りづらいところがあります（50 代男性） 

・４アマ免許で、できることとできない事を具体例を示して教えて頂きたい。教科書 p51・14行目、p52・

4行目の「ヒゼウ」は現代仮名遣いでは「ヒジョウ」のことかと思いますが、今でも使用しているので

しょうか（70代男性） 

・ありがとうございました（40代女性） 
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・3級も挑戦したいと思っています。３級の講習会等など情報が欲しいです（60代男性） 

・合格できれば良いと思う（70歳以上・男性） 

・女性の講師の声がとても聞きやすかった（50代男性） 

・無線工学では専門用語が多いので、用語一覧表があれば照合作業が必要なくなるので、授業内容の理

解の幅が広がると感じた（20代男性）" 
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２０２０年度 ３級講習会 アンケート結果 

（ＪＡＲＤハム教室） 
 

 

１ アンケートを実施した講習会数 ２０コース 

２ アンケート回収率 ９１．７％ 

 

３ アンケート結果 

(1) 授業内容は分かりやすかったですか？ (2) スタッフの対応はどうでしたか？ 

 

 
 

 

 

(3) 教室の環境はどうでしたか？  

 

 
 

 

 

４ 個別の意見 

(1) 講習内容について 

（「わかりやすい」理由） 

・学術的というより試験対策として（60代男性） 

・重要ポイントを丁寧に教えていただきました（20代男性） 

・受講者ファーストの対応だった（40代男性） 
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・事務局の皆さま、ありがとうございました（40代女性） 

・目的が明確（60代男性） 

・話も楽しく理解し易かったです（50代男性） 

・説明が楽しい（50代男性）" 

 

（「わかりにくい」理由） 

・スピード（40代男性） 

 

 

(2) スタッフの対応について 

（「良い」理由） 

・大変気遣いしていただいている(60代男性） 

・皆さん親切でした（50代男性） 

 

（「悪い」理由） 

・言葉遣いが少しぞんざい。フレンドリーという見方もあるが・・。（60代男性） 

・講義中、管理責任者の話し声がうるさい（50代男性） 

 

 

(3) 教室等の環境について 

（「良い」理由） 

・広さ、明るさ、換気ともに良い(60代男性） 

・感染症対策、ありがとうございました（40代女性） 

 

（「悪い」理由） 

・いくらなんでも、暑すぎ（40代男性） 

・暑かったです（60代男性） 

・寒い 2名 

・非常に寒い時がありました（60代男性）" 

 

 

(5) 受講者の皆さまのご感想 

・アマチュア無線については少しだけ知っていたが、職業とは違う世界であり敷居が高く感じられて

いたが,この講習を受けたとき講師の先生が分かりやすく説明してくれたので未知の世界に入り込

むことができました。趣味の一つにできましたので感謝しています（60代男性） 

・なかなかCWの敷居が高く半ば諦めておりました。ある国家試験に自力で合格したので次の高見を目

指そうと思いました。次の2級へのチャレンジも見えてきた感じがしました。S講師、S管理責任者

ありがとうございました（60代男性） 

・S先生の講義とても分かりやすかったです。勉強になりました。ありがとうございました 

（50代男性） 

・椅子が柔らかくて良かったです。楽しく勉強できました(70代男性） 

・楽しい講習会でした(60代男性） 

・説明が分かりやすく勉強になりました（60代男性） 

・講師のかつぜつが悪い部分がある(12歳以下男性） 

・2アマ→1アマと進みたくなりました.あまり間をおかずに（50代男性） 

・（eラーニングだけでなく）第 2級アマチュア無線技士の講習会もやってほしい。あれば参加したい。

（40代 男性） 

・4アマをとり 30年たちました。もっと早い段階で講習会を受けていたらと後悔しております。3ア
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マをとりモールスで再度頑張りたいと思います。お世話になりました。（50代男性） 

・お金とHな事は覚えられる。Goodでした。（50代 男性） 

・必要なポイントを分かり易く楽しく講義していただけました。本日はラッキーでした。3 アマ合格

後いずれ2アマに挑戦したいと思います。（50代男性） 

・身体的状況で講義中にトイレに行けないのはつらいです。上級にもチャレンジしたいです。勉強に

なり楽しかったです。サッカー審判の資格取得インストラクターを行なう上で方法について色々と

参考になりました。（60代男性） 

・講習会はとても分かりやすいです。教室もキレイでとても良いと思います。コロナの中講習会を開

いて頂いてありがとうございました。コロナ対策もしっかりなされていて。安心して受講できまし

た。（50代男性） 

・ていねいなご対応誠にありがとうございます。椅子のクッションが心地良いです。残念ながらワイ

ヤレスマイクのガサガサが直りませんでしたね。（50代男性） 

・ありがとうございました。講義時間中も一部でよいので窓を開けておいてもらえると換気が常にで

きて安心です。（エアコンの効きが悪くなっても仕方ないと思います）。（60代男性） 

・講師の S先生もお話しするのが大変だったと思います。受講者がマスクをつけているので相手の表

情が読めず、反応が読めてないのではなかったでしょうか。（50代男性） 

・スプリアス確認保障のページ（HP）についてもう少し詳細と具体例がほしいです。（関係なくてすみ

ません）（50代男性） 

・コロナウィルス対応は良いと思います。楽しく講義が受講できました。（50代男性） 

・コロナ対策等も特に気をつかっていると思います。講師の先生のマイクノイズが先生もやりづらそ

うです。（40代男性） 

・良かった（20代男性） 

・事前に担当の先生がわかる良い（40代男性） 

・大変ありがとうございました（60代男性） 

・クラスターを出したくないのは理解できるが、幾ら何でも暑すぎ。換気は休憩時で十分（40代男性） 

・とりあえず、無線機を買います！！（40代男性） 

・目からうろこの事項が多くあった。２アマ・１アマを目指そうと思う気にさせる（60代男性） 

・大変有意義な一日でした。ありがとうございました（50代男性） 

・大変良かったです。S先生ありがとうございました(60代男性) 

・講習会の意義は大きいと思います。安心感があります。今は YouTubeで講義をされている先生もい

らっしゃり,事前に見てくると理解度が違いました(50代男性） 

・たのしかったです（12歳以下男性) 

・最高です(50代男性） 

・証明写真枚数が1枚なのか 2枚なのか分かりにくかった(70歳以上男性) 

・とても分かりやすくて勉強になりました(50代男性） 

・メリハリの効いた授業でした。ありがとうございました。合格できましたら 2アマを検討して見ま

す(60代男性） 

・エアコン吹出口直下の方は寒そうでしたので、受講書類に心配な方は羽織るものを用意する方が良

い旨、アナウンスがあると良いと思います。分かりやすい講義でした。ありがとうございます。S先

生からの刺激を受け,この年ですが2アマにもチャレンジしたくなりました(50代男性) 

・長い講習なので講師の先生も座って講義すれば?(60代男性） 

・左右のテーブルを中央に向けて貰いたい(60代男性) 

・大変分かりやすく勉強できました(60代男性） 

・有意義な時間を過ごすことができました。今後が楽しみです(60代男性） 

・講師の先生のお話がわかりやすく、楽しかったです。（50代・男性） 

・４アマ・３アマと講習会でお世話になりました。ありがとうございした。（50代・男性） 

・講義がおもしろく実施されていて、飽きが来なかった。とても上手で良かったです。是非２アマも

挑戦してみたいと思います。（50代・男性） 
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・もっとわかりやすく！（40代男性） 

・チェックする場所を探している間に、先に進んでしまったりと、少しせわしない感じでした 

  （40代男性） 

・昼休みが短いです（20代男性） 

・ありがとうございました。２級・１級と頑張りたいです（60代男性） 

・２級、いけるかな？（50代男性） 

・授業はわかりやすく、かつ、要点を押さえ効率的に、そして楽しく学ぶことができた。また、講師

の意図である上級クラスを目指すことをその気にさせて頂いた（意欲をかき立てる授業であった）。

規制緩和促進のもとで、２級・１級についても同様の講習を設定して欲しい（６０代男性） 

・講師の方の言葉の最後が聞き取れないことがあった（60代男性） 

・講師の「試験用ではない」講義があればじっくり受けてみたい（50代男性） 

・たばこが吸えるのが良い（50代男性） 

・さらに上級資格を取得してみたいと思った。アマチュア人口が減っているのは、今後若年層を取り

込んでいくかが課題。新しいアマチュア無線の世界を開拓していくことが必要。講義はすばらしく

良かった（40代男性） 

・事前に勉強してきたつもりでしたが、授業のスピードが速く、時々置き去りに・・。追いつくのが

大変です。よし、２アマとるぞ！（40代男性） 

・良かったです（60代男性） 

・要点をとらえ、分かりやすく、江間忠で４級を取った大変だったことを思うと、４級もこちらへ来

れば良かったと思いました。２アマの eラーニングも考えてみたいと思います。ありがとうござい

ました。合格するため努力します。（すし屋ではなく厚木のホルモン大ちゃんで是非。たばこを吸え

たのもうれしかった）（50代男性） 

・楽しく学ばせて頂きました。ありがとうございました（60代男性） 

・JARDさんでの講習は、４アマに次いで今回２回目でした。愛知県でも面白く良い先生でしたが、今

回も面白く良い先生で有意義な時間でした。できれば、時間や試験に左右されず、無線について学

びたいと思っています（40代男性） 

・コロナの影響で仕方ないですが、フェイスマスクで声がこもり聞きづらい。早口で聞きにくかった 

（50代男性） 

・コンビニの弁当デリバリーがあったら良い。終わった後で、フリートークの時間があったらいいな 

（50代男性） 

・しっかりと楽しく学べました。ありがとうございました（40代男性） 

・コロナに配慮されていて、安心して受講できた（50代男性） 

・ルーツ等、昔のことをもっと話して欲しかった。楽しかったです（ー男性） 

・一番後ろの席だったので、板書や紙に記されたリストが少し読みにくかった（50代男性） 

・頭に良く入るトークも面白く良かったです。ありがとうございました（16～19歳男性） 

・分かりやすい講義でありがとうございました。２級にチャレンジしたい気持ちになりました 

（50代男性） 

・内容・時間配分とも良かったです。机の下の板が脛にあたって痛かったです（40代男性） 

・楽しい講習会でした。先生の声が聞き取りにくかった。２級に挑戦したいです（60代男性） 

・教科書以外の話がとても良かったです。教科書以外の話だけで講習会を開いて欲しいくらいです 

（60代男性） 

・受講前は覚えられるのか、とても不安でしたが、とても分かりやすい説明でとても良かったです。

コロナ対策もしっかりしていて良かったです（40代男性） 

・コロナ対策として人数も少なく、感染防止もしっかり行われ、安心して受講できました。内容も分

かりやすく教えて頂き、良かったです（50代男性） 

・2アマ対象のコースも、１日で行って頂きたい（30代男性） 

・快適に過ごせました（５０代・男性） 

・とてもわかりやすく楽しい授業で、引き込まれ、あっという間に時間が過ぎました。大変勉強にな
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りました。参加して良かったです。ありがとうございました（50代・女性） 

・講師の方がわかりやすく教えて頂きました。学生時代に工学院で学んだ事、４０年ほど前に会社の

仕事の関係で講習会で学んだ事を思い出しました（60代男性） 

・大変わかりやすく良い（60代・男性） 

・試験のポイントだけでなくアマチュア無線で大切なことを学びました。ありがとうございます 

（50代男性） 

・S先生、良くわかります。最高です。ねむくならない。FB!（５０代・男性） 

・とても良い講習会でした（６０代男性） 

・今年だけかもしれませんが、先まで（講習会申込が）一杯で、申込を躊躇しました。３アマ・４ア

マとも、講習まで数ヶ月、開局まで 2箇月では、人に薦めるのが難しい（40代男性） 

・コロナの影響で窓が開放された時間もあったので少し寒く感じた。他はなし（70代男性） 

・講習会の回数か人数を増やして欲しい（50代男性） 

・最新の機器の紹介があると良いと思った。黒いものが多いので、デザイン性の高い機器に興味があ

る。イメージアップにもつながるのでは？外が見えた方が良い（50代男性） 

・スタッフの皆さん親切で楽しく勉強できました。ありがとうございました（60代男性） 

・弁当暖めようのレンジが欲しいです（60代男性） 

・講習時間中も、一カ所位窓を開けておいても良いかと思います。検討してみて下さい（40 代男性） 

・講師の方の熱意が伝わり、やる気をいっそう持つことができました。口調も聞き取りやすく、ユー

モアも良かったと思います。ありがとうございました（50代男性） 

・良かった（50代男性） 

・ご指導頂きましてありがとうございました。試験対策のみならず、学習意欲が増幅致しました 

（50代男性） 

・椅子の座布団が良かったです（40代男性） 

・良し（40代男性） 

・楽しい講義だった（60代男性） 

・受けて良かった（50代男性） 

・面白かったです（50代男性） 

・非常に分かりやすく楽しみながら学ぶことができました。２級にもチャレンジしたいですね 

（40代男性） 

・長年の知識と経験に裏付けされた話は最高に楽しいです。※本日は８時前に教室に着きましたがド

アは閉まっていました。もう少し早めにオープンをお願いします（50代男性） 

・試験に特化した内容で良かった（50代男性） 

・大変勉強になりました（60代男性） 

・とても楽しい講義でした（50代男性） 

・長い時間が気にならないほど、面白かったです（50代男性） 

・講師の先生の話がとても面白く、印象に残りました。先月４アマを取得したばかりですが、今回の

講習の方が楽しかったです。ありがとうございました（50代男性） 

・災害時等のアマチュア無線家の活用に興味を持ちました（60代男性） 

・フェイスガードにより聞きづらかった（60代男性） 

・黒板をもう少し高い位置に置いて欲しいな（16～19歳・女性） 

・ひざが机の突起物に当たりやすく、当たると痛いです（弁慶の泣き所）（50代男性） 

・楽しく受講させて頂きました（40代男性） 

・試験に関連する事だけでなく、幅広く話が聞け、特に昔の無線事情などなど興味深く聞かせて頂き

ました。ありがとうございました（50代男性） 

・分かりやすい講義で大変良かったです。今後とも頑張って下さい。ありがとうございました 

（30代男性） 

・３アマ合格→２アマに向けて勉強したお。とても内容が分かりやすく、受講できました（50代男性） 

・講習はとても分かりやすかったと思います（40代男性） 
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・非常に分かりやすい講義で理解が深まりました（50代男性） 

・大変分かりやすく、試験対策も万全で、とても良かった（50代男性） 

・分かりやすくて話しも面白かった。無線に興味が出た（30代男性） 

・色々ご配慮ありがとうございました（70代男性） 

・とても良かった（30代男性） 

・ヤエスのFTD3を使っています。４アマは中学生の頃に取得したので、法規や工学で忘れていること

が多かったので、あらためて勉強できて良かったです。本日はありがとうございました。設備は充

分すぎるほどでした（40代女性） 

・良かった（50代男性） 

・面白かったです（60代男性） 

・的確で本当に分かりやすい講義内容・方法で良かったです。次回は２級を目指したいと思います 

（50代男性） 

・防寒用の膝掛けには助かりました（50代男性） 

・４級の時は早口で分かりにくかったが、今回は分かりやすかった（男性） 

・イレギュラーな事にもこころよく対応頂き、ありがとうございました(60代男性） 

・細かい所まで気配りが出来ていて、安心して集中させて頂き感謝です（50代女性） 

・１アマチャレンジします（60代男性） 

・先生の話がうまいです。テンポもすばらしい。ありがとうございました（50代男性） 

・ブランケットの色がピンクなので女の人には使いやすいが、男の人は使いづらいのかなと感じまし

た（40代女性） 

・２アマ検討します（50代） 

・楽しい講義でした。もう一つ上も目指したいと思います（60代男性） 

・喫煙所があって良いです（50代男性） 

・窓の開閉はやむを得ないと思うが、やや寒く、交通・騒音が気になる（50代男性） 

・受講して良かったです。ありがとうございました（50代男性） 

・会場寒いです（空気清浄機使用しては？）。第 1級陸上特殊無線技士も考えています。講義が良いの

で、他の資格にも前向きになれました。ありがとうございました（40代男性） 

・大変良かったです（70代男性） 

・また、２級を目指したいです（50代男性） 

・ありがとうございました（16～19歳男性） 

・教科書だけでは得られない事柄もあり、取り組みやすかったと思います（60代男性） 

・コロナ禍での運営、大変ありがとうございます（40代男性） 

・本日の先生の口調・間・時間配分等、完璧に思いました。相当な経験を積まれておられると思いま

すが、説明もとても分かりやすいものだと感じました（60代男性） 

・せがひくいひとが前で、せがたかい人は後ろにしてほしい（12歳以下男性） 

・トイレにペーパータオルを用意して頂いたら幸いです。１３～１５時代の「魔の時間帯」でも楽し

く勉強できました（60代男性） 

・分かりやすい説明でした（50代男性） 

・４級・３級ともにお世話になりました。ありがとうございました。今後わからない事がありました

ら、「力」になって下さい。よろしくお願い致します（40代女性） 

・受講生が飽きないように工夫された講義と、試験対策のわかりやすさは、非常に良かったです 

（20代男性） 

・楽しかった（40代男性） 

・色々教えて貰えるのはうれしいが、せっかく教わったポイントが頭から飛んでしまって試験のとき

に困るかが心配である（50代男性） 

・楽しく分かりやすかった（70代男性） 

・中学生の時に４アマを取得し２年ほど運用して以来、約３０年以上アマチュア無線から遠のいてい

ましたが、今日参加して本当に良かったです。講習会は最初から最後まで興味深く大変勉強になり
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ました。再びアマチュア無線を始めようと思います（40代男性） 

・少しスピードが速いが、１日だから仕方ないかな（50代男性） 

・Thank you!(50代男性） 

・事前説明がわかりづらかった（50代男性） 

・すごく良かった（40代男性） 

・非常に良かった。２級を目指す気になりました（60代男性） 

・大変分かりやすいです（40代男性） 

・１アマ・２アマの試験対策勉強会があったら参加したいです（40代男性） 

・とても分かりやすい講義で、楽しく講習会に参加でしました（60代男性） 

・平成 6年に４アマを独学で取りましたが、無線はやっていませんでした。防災のことなども考え、

３アマを取得して無線を始めようかと考えています。楽しく学べています（50代男性） 

・２級の講座もお願いしたい（70代男性） 

・ありがとうございました（50代）" 

 

 

 

  



37 

 

２０２０年度 ３級講習会 アンケート結果 

（その他の会場） 
 

 

１ アンケートを実施した講習会数 ５７コース 

２ アンケート回収率 ８５．１％ 

 

３ アンケート結果 

(1) 授業内容は分かりやすかったですか？ (2) スタッフの対応はどうでしたか？ 

 

 
 

 

 

(3) 教室の環境はどうでしたか？  

 

 
 

 

 

４ 個別の意見 

(1) 講習内容について 

（「わかりやすい」理由） 

・細かく教えてくれたから（12歳以下 女性） 

・要点を簡潔に説明頂いた（50代男性） 

・一つ一つわかりやすく説明してくれたので、とても分かりやすく理解することが出来ました 
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（16～19歳・男性） 

・しけんでるところをマーカーひけといってくれて、わかりやすい（12歳以下・男性） 

・とても丁寧でした（50代男性） 

・テストに出るところを言ってくれたから（１６～19歳・男性） 

・仕掛け・構造・本質の説明がピンポイントにありました（50代男性） 

・丁寧に教えて貰えた（50代男性） 

・法規は重要な部分が詳しかったから（13～15歳・女性） 

・工学は分かりやすかったが、法規はせっかくプロジェクターがあるのだからもっと使って欲しい 

（20代男性） 

・要点が分かりやすかったです（30代男性） 

・スライドの連携ができていない（50代男性） 

・法規、モールスの説明が丁寧でした（40代女性） 

・法規の先生は、親切・丁寧で分かりやすかったです（不明）" 

 

（「わかりにくい」理由） 

・声が小さい(50代男性） 

・関係のない話が多くまぎらわしい。問題の話だけして欲しい（30代男性） 

・特に工学がひどい（60代男性） 

・工学の先生の自己満足の授業で、みんなポカンとしていた。時間が無いと言いながら、自分の昔の

話をたまに入れてくる。何一つわかりませんでした（30代男性） 

・法規は読んで覚えることで分かりやすいが、工学は難しい。要点のみで進むので理解できない（自

身の知識不足でもあるが）（50代女性） 

・無線工学がわかりにくかった（40代男性）" 

 

 

(2) スタッフの対応について 

（「良い」理由） 

・やさしかったから（12歳以下 女性） 

・柔軟な対応をしてくれたから。（16～19歳・男性） 

・丁寧。不明点がない（50代男性） 

・やさしくあれこれおしえてくれてよかったです（12歳以下・男性） 

・とても対応が良く、迅速でした（50代男性） 

・何をどうすれば良いか、分かりやすく教えてくれたから（13～15歳・男性） 

・悪点が見当たらなかったから（13～15歳・女性） 

・丁寧な対応だと思います（30代男性） 

・16時以降、おしゃべりがずっと聞こえていた。講師の声が小さい（50代男性） 

 

（「悪い」理由） 

・人が多い。換気をして欲しい（30代男性） 

・わかりづらい（60代男性） 

・マスク着用に誤りがあった（50代男性） 

・聞き取りにくい（40代男性） 

 

 

(3) 教室等の環境について 

（「良い」理由） 

・集中できたから（12歳以下 女性） 

・静か。(60代・男性） 
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・コロナの状況でも安心して受講できた（50代男性） 

・みんなマスクをしていてよかったです（12歳以下・男性） 

・とても広く、換気も良くコロナ対策に対応できていました（50代男性） 

・コロナ対応がとれていた。が寒い（60代男性） 

・外は見えるし、席を三つくらいスペースを空けている（12歳以下・男性） 

 

（「悪い」理由） 

・暑い・寒い（ご意見多数） 

・3密になるので席間を空けてほしかった（50代男性） 

・外の車の音がうるさい(50代男性） 

・子どもがうるさい、注意願いたい・・・2名 

・換気をもっとしてほしい（コロナ対策）。・・・4名 

・椅子が固い（60代男性） 

・音響がこもって聞こえづらい(60代男性） 

・エアコンがない(40代男性) 

・間隔が近すぎ。（40代・男性） 

・私語が多く非常につらかった。注意して下さい（40代男性） 

・スクリーンがなく、見づらかった（50代男性） 

・パイプ椅子より座りやすいものにして欲しい（13～15歳・男性） 

・少々寒い。コロナ対策で窓を開けているため仕方がないですが・・。（50代男性） 

・コロナ禍としては受講者同士の間隔が近いと感じる（40代男性） 

・椅子が座りにくい（16～19歳・男性） 

・電話の音、ぶつぶつ話声（が気になった）（30代男性） 

・換気がされておらず、席の感覚が近かった（16～１９歳・女性） 

・窓を開けているため、直射日光が当たってもカーテンが閉められない（50代男性） 

・館内・近隣に食事を取るところがない（50代男性） 

・（机の）間隔が狭すぎる（50代男性） 

・人が多い（40代男性） 

・（机の）間隔が狭い（30代男性） 

・受講者同士の距離が近い（60代男性） 

・コロナ禍で仕方がないが、換気のため寒かった。そのおかげで、眠くなかった（60代男性） 

・照明が少し暗い、温度設定がやや高い（50代男性） 

・受講時、（換気が）後方のドアオープンのみなので、多少不安でした（50代女性） 

・換気が悪そう（50代男性）" 

 

 

(5) 受講者の皆さまのご感想 

"・換気と暖房の両立は大変ですね。講習は短時間で盛りだくさんでしたが、よかったと思います。あ

りがとうございました。（40代男性） 

・養成課程講習会の修了時間がもう少し早く終了するように開始時間を早めてほしいと思います。 

 （50代男性） 

・要点を理解しやすく教えて頂きありがとうございました。少し寒すぎました。（50代・男性） 

・親切な授業でよく理解できました。ありがとうございました。（60代・男性） 

・無線工学の時間が不足しているように思います（60代男性） 

・法規のパワーポイントですが青地に赤文字は見えにくかった、当方色弱につき。窓の外がうるさく

集中できなかった(50代男性） 

・大変分かりやすいお話で,時にポイントを押さえてテキストを説明していただけたのが良かったと

思います。工学の方はテキストと微妙に違い分かりづらい。理解を深めた方が良いポイントにはレ
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ジュメ等を別に用意してもらえると分かりやすいのでは(50代男性） 

・分かりやすく説明していただきありがとうございました(70歳以上男性） 

・スタートは9時ぐらいが良いかなと思いました(50代男性） 

・事前に昼食場所の有無を教えていただけたら良かったです(50代男性） 

・遠い地域の方もいるので難しいと思いますが,開始時刻がもう1時間早いと良いと思いました 

(50代男性） 

・N 講師の講義はユーモアを交えながらはっきり聞こえて分かりやすい。テンポもよく眠くなること

もなかった（60代男性） 

・モールス符号の暗記法が良かった(60代男性） 

・時間厳守できっちり行っていました(60代男性） 

・1アマ、2アマの講習会もあるとよいと思います。(50代 男性) 

・先生方ご苦労様でした。ありがとう。(70代以上 男性) 

・家に近い場所で講習してほしい(60代 男性) 

・2アマを受講したいと思いました。(60代 男性) 

・2アマ講習会の参加費と日程を少なくしてほしい。(40代 男性) 

・3アマが合格したら 2アマも挑戦してみたいと思いました。(70代以上 男性) 

・2級の講習も受講したいです。(40代 男性) 

・この様な講習会を開いて頂いてとても感謝しています。上を目指す気持ちが沸いてきたようです。

感謝です。ありがとうございました。 

・拘束時間がやはり長い。出来れば WEB講習と実地講習とを組み合わせて受講者の負担を軽く出来る

ようにするとよい。(60代 男性) 

・キー局になりたいので 3陸特を取ります。本日の講習を受講できて良かったです。(50代 男性) 

・コロナで仕方ないですが、室内の空調がもう少し良い(強い)と助かります。(40代 男性) 

・本日はありがとうございました。事前に教科書を PCで予習を出来たので分かりやすく理解につなが

りました。2 アマは検討したいと思いましたが、年齢的な点と他の講師を実施している関係上難し

いかも知れません。先生方は日曜日にかかわらず熱心に講習頂き感謝及びお疲れ様でした。 

(70歳以上・男性) 

・朝もっと早く会場に入れるようにしてほしい。(50代 男性) 

・長時間できついですが、分かりやすかったです。ありがとうございました。（50代 男性） 

・お世話になりました（５０代男性） 

・新型コロナウィルスの対策もきちんとなっていました。（６０代男性） 

・一人子どもがうるさい。注意又は退室させてほしい。規則を厳守してもらいたい（40代男性） 

・教室入室前の検温と机上のとなりとの間の仕切りは必要と思います。クラスター発生しない事祈り

ます。（40代男性） 

・法規と工学の時間配分を見直したほうが良いのではないでしょうか。覚えればよい法規と理解しな

ければならない無線工学では必要時間が違うと思うのですが（特に上級を目指すためには）。 

（60代男性） 

・部屋の換気（窓の開放等）されないのはまずいでしょう。（70代男性） 

・先生の雑談話をもっと聞きたいですね。ありがとうございました。（50代男性） 

・たいへん楽しく受講させていただきました。（60代男性） 

・大変わかりやすく、親切でした。ありがとうございました。（50代男性） 

・丁寧に説明してくださっているが、全く素人な点もあり少し分からなかった。（70代男性） 

・もうちょっと換気してほしかった（30代男性） 

・講師の S先生のお話が分かりやすくて、面白かったです。普段は一人でモールスの勉強をしている

ので、今日は教室でモールスが聞けてうれしかったです。ご丁寧に対応して下さいましたありがと

うございました。熊本まで来てよかったです。（40代 女性） 

・特にありません。ありがとうございました。（60代 男性） 

・説明時のマイク音量と明瞭度が弱いため聞き取りづらい(50代男性) 
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・某ショップの4アマ講習会より分かりやすい(40代男性） 

・受付で時間がかかりすぎ。先に着席させて、書類を書かせておいてから巡回してチェックさせれば

良かったのでは?(60代男性) 

・コロナ対策でマスク着用してしゃべられるので,最低でもマイクを使っていただかないと後席の者

は何を言っているか分かりません(40代男性） 

・コロナで延期になりましたが受講できて良かったです(50代男性） 

・モールス演習と経験談がクール(50代男性） 

・2級の講習を受講したい(60代男性） 

・教科書、問題集を事前にいただけると予習ができて良いのですが(60代男性) 

・アルファベットのモールスは最低限覚える必要ありと思いました。ありがとうございました 

(50代男性) 

・現在コロナの影響がある中講習会が開催されるのか否かが心配でしたがありがとうございました 

(60代男性） 

・モールス符号の覚え方をもう少し工夫していただけたらと思います。例えばＡをひっくり返すとＮ、

同様にＢ→Ｖ、Ｄ→Ｕ等。そうすることによって覚える数がかなり少なくなると思います 

(60代男性） 

・2級もあるなら受けてみたい(50代男性） 

・講習会が始まる前に男性スタッフの方は 8:40 になったら入れますと言っていたにもかかわらず女

性スタッフには 9時にならないと入れませんと言われました。お忙しい中講習会開いていただいて

ありがとうございました(50代女性） 

・1級・2級もお願いします。（70代・男性） 

・電鍵を実際に操作できて良かった。電鍵をモニタするユニットで、欧文を確認できたのも良かった。

モールスの打ち方・練習の方法が参考になりました。（60代・男性） 

・２級をぜひ受けたい。（60代・男性） 

・講義の内容・説明など親切・丁寧で、安心して受講できました。（60代・男性） 

・とてもわかりやすかった。冷房が効きすぎて寒かった（午後は大丈夫でした。）。（50代・男性） 

・お世話になり、ありがとうございました。法規と工学の時間配分に課題があるように感じました（も

う１時間でも工学に・・）。法規はポイントを示して頂いて読めばわかる。モールスについてはやは

り予習は必要です。工学については、時間があれば聞きたいこと、説明して欲しいことがいっぱい

あります。やはり２級を目指して自分で勉強しなさいということですかね。（60代・男性） 

・法規だけ自習時間を取るのではなく、法規・工学の終了後に、１時間両方の自習時間を取って欲し

かった。（50代・男性） 

・トイレの数が少なかったので、どうにかしてほしい。（40代・男性） 

・自販機が近くにあった方が良いと思います。(60代・男性） 

・分かりやすくて、とても良い。（60代・男性） 

・講義開始時間がもう少し早ければ、終わりも少し早くなる。（50代・男性） 

・免許取って50年。つらいです。３アマ取れるかな。（60代・男性） 

・４級・３級とお世話になりました。先生、ありがとうございました（男性） 

・SWR の下げ方とかカウンターポイズの上手な設置方、ロングワイヤーアンテナの共振点の取り方な

どの講習が受けたい（40代男性） 

・施設が古いので仕方ないですが、机・椅子がガタガタしますね（50代男性） 

・参考になりました。ありがとうございました（60代男性） 

・とても分かりやすくて色々勉強になりました（50代男性） 

・１日長い時間の講義、お疲れ様でした。非常に有意義な１日でした（５０代男性） 

・無線局を開設したら今後ともご指導願います。８月受講時は大変暑く大変でしたが、今回は受講し

やすい環境でした（５０代男性） 

・良いと思います。とても分かりやすいです（50代男性） 

・とても分かりやすい講義でした。法規は１００％理解し覚えられて満足しております。工学の時間
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と半々の割合が良いと思いました。 

 コロナ禍の折、会場運営も気配りがあり、安心して受講できました。このたびはありがとうござい

ました。講師様、主催者様へ（５０代男性） 

・総務省が決めていることなので仕方ないが、法規より工学をもっとしっかり詳しくやって欲しかっ

た。私は職務上、無線を使用するので電波の特性やその他を勉強しようと思い今回受講しました。

そうした講習会があるのなら受講してみたいです（40代男性） 

・昼休みを短くし、早く終わるようにして欲しい（５０代男性） 

・ただの「答え丸暗記」ではなく、理解が深まりました（４０代男性） 

・良く、理解できました（６０代男性） 

・時機を見て、2級も目指そうと思います（30代女性） 

・４級講習に引き続いて先生の講義で懇切丁寧に教えて頂き、助かりました。クマデンの店員さんも

皆さん親切です。お世話になりました（40代男性） 

・声が聞こえなかったので、もっと声を大きくしてもらえたら良かった（70代男性） 

・ありがとうございました（50代男性） 

・国際法と国内法の関係など、分かりやすく理解できました（50代男性） 

・最後に無線機の紹介をして欲しいです（50代男性） 

・今回の講習に関する内容ではありませんが、４級の講習のときに、開局手続きに関する案内をもう

少し詳しく説明して頂くと良いと思います（40代男性） 

・分かりやすくて良いと思います。５・９（70代男性） 

・コロナの中、養成課程講習会を開いて頂きありがとうございます。２級の講習会もできたらいいな

と思います（50代女性） 

・内容がズバリすぎる気が・・。（50代男性） 

・２アマの勉強会のようなものを開催希望（60代男性） 

・トイレの数が少ないので、別フロアのトイレを使用させて頂きたい。講習内容はとても分かりやす

かったので、次もチャレンジしたいと思いました（60代男性） 

・コロナの影響があり、一度講習会を延期させて頂きましたが、早くご対応頂きありがとうございま

した（20代女性） 

・無線の機器の使用方法や、機種の特性が習える講習会を受けたい（50代男性） 

・１アマの講習会があると良い（30代男性） 

・無線の講習でダイオードの説明の際、実物を持ってきてくれて、どのようなものなのかが理解する

ことができた。とても良かったです。また、プリントを作ってくれたり、問題集を使って説明をし

てくれたので、とても良かったです（16～19歳・男性） 

・不要な話が多く時間が無くなり話が早くなっている。必要なところをゆっくり教えて欲しい 

（30代男性） 

・最初の説明の段取りがやや悪かった（免許証を封筒に入れるかどうかが時間切れで説明なく、良く

分からなかった）。授業中に係の方が室内を動き回ると、やや気が散りますね・・こみ入った話は休

み時間にすべきでしょう（50代男性） 

・コロナ対策として換気量を増やして欲しい（40代男性） 

・ありがとうございました（50代男性） 

・講習会、こんなに楽だとは思いませんでした。受講して良かったです（70代男性） 

・２級・１級も講習会を実施して欲しい（60代男性） 

・４アマを２０数年続け、ローカルからの進めもあり、一念発起して挑戦しました。講習会だと理屈

から説明して貰えるので頭の中に入り、受けて良かったと実感しています。３アマの従免が幸いに

も届きましたら、子どもたちにも１日頑張った証だと自慢したいと思います。ありがとうございま

した（40代男性） 

・とても分かりやすく、もっと聞いてみたくなります（50代男性） 

・自分が思っていた講習会のイメージより分かり易かった。あとは自分の頭に残るか？？（50代男性） 

・工学の時間がもう１時間あると良いと思った。法規のモールス信号だけの時間を特別にあると良い
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ですね。法規の出題と教科書のポイントがわかりづらいところあり（50代男性） 

・４級の時、スタッフの対応が悪く、３級は別の場所にした。アマ無線は高齢化している話を良く聞

くが、広げるためには講習会のイメージが今後に影響があると思います（50代男性） 

・大変わかりやすい講義で積極性を維持して受講することができました。ありがとうございました 

（50代男性） 

・受講者側が悪いのですが、スマホの音が気になりました。お手数ですが初めに「マナーモードにす

るか電源オフ」をアナウンスしていただけると助かります（40代男性） 

・ありがとうございました（50代男性） 

・窓のある、空気の入れ替えができる教室のほうが良いと思う（16～１９歳・女性） 

・開催する側は「ご案内」の中身をしっかり把握していて欲しい。返信用で簡易書留を申請すると、

受け付けてもらえないかもしれないと言われた。簡易書留が可能なのは「ご案内」に書いてありま

す。開催する側が知らないとはどういうことでしょうか（40代男性） 

・法規の電信の時間を長くしては？（60代男性） 

・コロナ禍で大変な中、開催いただきありがとうございました。２アマ・１アマの受験対策講習会が

あれば受講したいです（40代男性） 

・十分に問題集に取組み時間があり、充実した講習会でした。ありがとうございます。解説も分かり

易かったです（40代男性） 

・指摘ばかりになってしまって大変申し訳ないのですが、下記の点が気になってしまいました。 

 ・検温のタイミング（お昼休憩終了後ではなく、１番最初の入室の時点で行うべき） 

 ・土足の人がいた（案内にはスリッパ持参とありましたが、普通に土足で入っている人がいたので、

今日使ったスリッパは使えなくなりました。） 

今後の参考にして頂けましたら幸いです。コロナ流行中の開催、ありがとうございました 

（30代女性） 

・ON AIR MEETING楽しそうです！！（60代男性） 

・総合的に良かったと思います（60代男性） 

・思い切って挑戦してみました。機会を与えて下さいましてありがとうございます（40代女性） 

・４６年ぶりの受講でした。CWが苦手ですが、とても分かりやすい説明でした。K先生ありがとうご

ざいました（50代男性） 

・ライトの位置で右手側が影になってしまう（60代男性） 

・トイレ・椅子等使いやすく、受けやすく良かったです（20代男性） 

・法規が長い、工学が足りない（60代女性） 

・バランス的には法規３時間、工学３時間が良いと思います。H先生の時間が短いので、お気の毒のよ

うでした（60代男性） 

・もう少し、工学面の説明が欲しかったです（電波障害の対応方法とか）（40代男性） 

・駐車場の整備されている会場での受講・安心しました（70代男性） 

・会場の照明が暗い（60代男性） 

・長い間のブランクがありましたが、またこの世界で活動しようと学んでいます。今日は大変良い勉

強になりました。更に上級の免状を目指してみたくなりました。本日はありがとうございました 

（60代男性） 

・無線工学の時間をもう少し増やして頂けると、もう少し理解できるのかなと思いました。でも１日

の講義ですと難しいですよね（60代女性） 

・ありがとうございます。感謝です（70代男性） 

・準備等が大変だったでしょうね。コロナ禍ということもあって心配でしたね。お世話になりました

（60代・性別不明） 

・本日は、北九州からの講習でしたが、講習も分かりやすく、スタッフの対応も大変良かったです。

来た甲斐がありました。ありがとうございました（50代男性） 

・朝早くから、お世話になりました（50代男性） 

・ありがとうございました（40代男性） 
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・お話が分かりやすかったです（50代男性） 

・お弁当が注文できると良いと思います（事前予約制。「合格弁当」）。近くに店などがなかったような

ので（60代女性） 

・講師のお話が、分かりやすく、覚えやすかった。あきずに楽しく聞けた（50代男性） 

・防寒対策の内容を案内に追記した方が良いかと思います（40代男性） 

・とても勉強になって面白いです。資格取得後も勉強会みたいのがありましたら是非参加したいです

（50代男性） 

・感染症の予防対策として最大限のご配慮を頂きました。受講させて頂きありがとうございました 

（50代男性） 

・４アマ同様、楽しく受講できました。ありがとうございます（50代男性） 

・教科書に書いていない事（余談など）も教えて貰い楽しかったです（20代男性） 

・とても分かりやすかったです。ありがとうございました（60代男性） 

・眠くならずに楽しく学べました。来年は２級を受験します。ありがとうございました（40 代男性） 

・教室の周囲の騒音が多い。コロナ対策して実施して下さり、ありがとうございます（50代男性） 

・換気の関係で寒かった。やむなし（60代男性） 

・２級もチャレンジしたくなりました（60代男性） 

・工学の時間をもっと長くして欲しい（60代男性） 

・講師の説明がとてもわかりやすく、良かったです。ありがとうございました（60代男性） 

・講義大変勉強になり、そして大変わかりやすかったです（60代女性） 

・9 月の４アマの講習に引き続き受講させて頂きましたが、今回も分かりやすい講習でした。教え方

が上手く非常に聞きやすいし、楽しいです。10月に３陸特の講習も行きましたが「ここを覚えて下

さい」ばかりで、内容が非常に薄かったので、受講がつらかったです。こちらの講習を参考にして

欲しいと思いました。今回もありがとうございました（40代男性） 

・Ｎ講師が良い。あきない、わかりやすい（50代男性） 

・講師の方のわかりやすくて良くとおる声で、とても良かったです（40代女性） 

・分かりやすい。良い環境の講習会をありがとうございました。アマチュア無線で QSOを楽しみにし

ています。ドローンにも興味があります（40代男性） 

・とても理解しやすく、楽しい講習会でした（50代男性） 

・コロナで大変な時に、消毒・換気等注意して頂き、ありがとうございます。また、ハムショップフ

レンズの方には大変親切に何度も書類を送ってい頂き助かりました。場所が場所なので先日下見に

も来ました。お世話になりました（60代女性） 

・感染防止のため仕方ありませんが、寒いです（60代男性） 

・工学わかりづらいよう。無理、受からないよう。早いよう、ボード見えないよう（50代男性） 

・ありがとうございました（70歳以上） 

・引き続き、県内での講習を続けて欲しい（40代男性） 

・２級のチャレンジ等の案内をして欲しい。自習時間を短くして終了時間を早くして欲しい 

（70歳以上・男性） 

・計算のための小型のホワイトボードが後ろから見えませんでした。教科書を前もって配って下さる

と良いと思いました（50代男性） 

・丁寧に話しをされて、話の内容も良く理解できました。また、色々なお話を聞いてみたいです。あ

りがとうございました（70歳以上・男性） 

・コロナ禍の中であり、受講人数をもう少し減らして、（机の）間隔を開けた方が良いのでは。または

換気を定期的に行う（60代男性） 

・講習会、親切・丁寧・分かりやすかったです。熱心（60代男性） 

・ありがとうございました（60代男性） 

・コロナウィルスのため検温はして頂きたかった（60代男性） 

・法規はかなりスローペースでいたにも関わらず、無線工学はハイペースで教科書も飛ばし飛ばしの

講義だったので有意義な講義ではありませんでした。また、今回養成課程を選んだのは、無線機の

使い方を知れたり、アマチュア無線をしている人とのコミュニティを作りたいと思っていたのです

が、全くそういうこともなく、残念でした（20代男性） 

・とても良かったです（30代男性） 

・ありがとうございました（60代男性） 
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・午前の講義でＣＷの実演が少し速すぎて、混乱しました。最初は１文字ずつゆっくりやって頂くと

良いと思いました（40代男性） 

・講義中のトイレは、万一の時は OKに（50代男性） 

・話の脱線が多い（40代男性） 

・コロナの配慮もあり、教え方も優しかったので、良かったです（40代男性） 

・ありがとうございました(50代男性） 

・コロナ対策にも配慮して業務が大変だったと思うが、開催して頂きありがたかった（60代男性） 

・親切/丁寧なご対応を頂き、ありがとうございました（60代男性） 

・県北地区でも行って欲しい（50代男性） 

・講師の方の絶対に合格させてあげるという意気込みに感謝します（60代男性） 

・工学の時間がもう少しゆとりあれば、良いなと思いました（30代男性） 

・参加者は全員お互いに話す事なく、静かに受講できました。ありがとうございました（60 代男性） 

・理解しやすく、大変素晴らしい講習会でした（60代男性） 

・講習会が１日で済むのは大変ありがたいです（50代男性） 

・先生の説明は、大変分かりやすかったです（60代男性） 

・楽しく受講できました（50代男性） 

・とても分かりやすかったです（40代男性） 

・電話級免許取得以来 40年振りなので、分かりやすく教えて頂きありがたいです。とても楽しく学べ

ました（50代男性） 

・講師の説明は非常に丁寧でわかりやすい。無線にもっと興味がわいた（60代男性） 

・機会を設けて頂きありがとうございました（50代） 

・講習内容は分かりやすく楽しい。スタッフの方もとても親切でした（60代男性） 

・近くに駐車場（コインパーキング）があれば良かった（50代男性） 

・講習時間はもっと短くならないでしょうか（半日など）？（40代男性） 

・椅子がもう少し良ければ良いです（40代男性） 

・ありがとうございました。パイプ椅子が傾いていました（30代男性） 

・講習会の回数が、あと１回くらい増えると受講のチャンスが広がると思います。友人でも受講を考

えている人がいるので、よろしくお願いします（50代男性） 

・うまく出来たと思います（60代男性） 

・少し机の距離が短くプロジェクターが前の人の頭で見えにくかった（30代男性） 

・わかりやすいご説明を頂き、とても勉強になりました。ありがとうざいました（50代男性） 

・Ｓ先生に会えてうれしかったです。ありがとうございました（50代男性） 

・昔、３級アマチュアはモールスの試験があってためらっていました。今回Ｓ先生のユーチューブを

昨年見て、「３級の講習会に参加して資格を取ったら」という話で参加しました。事前に先生のユー

チューブで予習しました（60代男性） 

・どうもありがとうございました。また、色々教えて下されば、ご教示下されば大変ありがたいです 

（50代男性） 

・ありがとうございました。今後ともよろしく（70代男性） 

・モールス符号が覚えられない（60代男性） 

・要点が絞られて、覚えやすかったです（30代男性） 

・第二級の講習会も行って欲しい（50代男性） 

・電話でのお問い合わせにも丁寧にお答え頂き、ありがとうございました（50代女性） 

・モールス符号の覚え方のコツを教えて頂けるとありがたいです（30代・不明） 

・少々、ホワイトボードの文字が見えにくかったです（60代男性） 

・講習会場の照明の色が講義の妨げになるような色だった（50代男性） 

・モールス符号が難しいです（50代男性） 

・ありがとうございました（40代男性） 

・長時間座るため、事前に座布団の案内をした方が良い。テキストの条文を読む部分は、テープやパ

ソコンを利用した自動音声にできないか（40代男性） 

・要点だけ教えて頂いて良かった。モールスはやはり覚えられない。講習時間をもう少し短くならな

いかなぁ（50代男性） 

・もう少し簡単に考えていました。中々覚えるのが大変で、自信がなくなってきました（60 代男性） 
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・個人差がありますが、無線工学の講習時間をもっと長くしていただければと思いました（60代男性） 

・モールスは発信より受信が難しい。耳で聞いて文字にする・返答する。中々難しいことです 

（50代男性） 

・ありがとうございました（40代男性） 

・モールス信号は初めて触れましたがとても面白かったです（30代男性） 

・良い講習会でした（60代男性） 

・楽しく居心地良く講習を受けられました。ありがとうございました（40代女性） 

・短期コースでの受講であったため、スケジュール的には大変だったと思いますが、このような時期

にも関わらず開いて頂き、ありがとうございました（40代男性） 

・免許を取得するためだけのプログラムなので、別に実務講習等のプログラムがあると初心者にはあ

りがたい（60代男性） 

・この講習で３級合格したら、もうけものです（60代男性） 

・丁寧で分かりやすい（60代男性） 

・会場のトイレ・手洗い場を増やして欲しい（30代男性） 

・楽しく受講することができました。ありがとうございました（60代男性） 

・独習よりも話が聞けて楽しく学べます。ありがとうございます（60代男性） 

・とても分かりやすかった。良かった（50代男性） 

・工学の講義の時間が足りない（60代男性） 

・楽しく研修が受けられて良かったです。次回チャンスがあれば上級を目指して行きたいと思います 

（60代男性） 

・S先生の説明は大変分かりやすく、40年振りの勉強でも楽しく集中して聞くことができました 

（50代女性） 

・大変理解し易いです。ありがとうございます（50代男性） 

・楽しく勉強できました。ありがとうございました（30代女性） 

・分かりやすい（60代男性） 

・無線通信の実際をデモンストレーション実施して下さい（70歳以上・男性） 

・もう少し深く勉強したくなりました。２アマ講習も考えてみます（50代男性） 

・とても分かりやすかったです。ありがとうございました（40代女性） 

・コロナ対策もきちんとされており、安心して受講できて良かったです。講義もとても良かったです 

（50代女性） 

・分かりやすくて良かったです（70代男性） 

・問題集のランダム出題で良い訓練ができました。回答解説もしっかり覚え方を教えて貰った 

（50代男性） 

・モールスが分かりやすかった（50代男性） 

・とても分かりやすく親切・丁寧に受講できました。ありがとうございました（60代男性） 

・L（レディーガガ⇒「・ー・・」）やVA（さよおなーあらー⇒「・・・ー ・ー」）が耳に残り、面白

かった。ドキドキしていたがリラックスできました（50代男性） 

・４級の講習を受けた会場は、朝会場に入る前に二日間とも検温がありました。今回は口頭で「熱が

ある方おられますか？」と問われていましたが、熱があっても挙手される方はいないと思います。

今は講習会に関わらず色んなところで検温されています。換気はされているとはいえ、咳をしてい

る方もおられました。検温が無くて残念でした（不明） 

・最初に説明された方の声が明瞭に聞き取りにくかった（50代男性） 

・なぜ時計が後ろにあるのか（40代男性） 

 

 

 


