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ＪＡＲＤ養成課程講習会受講者アンケートへのご協力ありがとうございました。 

 

 

 

養成課程講習会で実施しました平成２６年度常時アンケート集計結果をお知らせいた

します。約８割の方にご回答をいただきありがとうございました。 

 

授業内容については、JARD ハム教室では７割以上の方、その他全国については、半数

以上の方に講師の説明が分かりやすい、教え方が親切・丁寧、また管理責任者等スタッ

フについても良いとの好評価をいただいております。 

その他、専門用語や部品の記号など、四級を受講して初めて触れる方にとっては戸惑

う所もあり、もっと詳しい説明をしてほしいなどのご意見をいただいております。 

また、三級を受講された方からは、無線工学やモールス符号の授業内容をもう少し充

実してほしいとのご意見がありました。 

講師・スタッフ一同は、今後ともよりわかりやすい授業を心がける工夫と努力をして

まいります。 

 

教室の受講環境については、半数近い方に良いとの評価をいただいております。 

また、具体的にいただいたご意見については、少しでも受講環境が改善されるよう取

り組みを行っており、ＪＡＲＤハム教室では喫煙所の設置してご利用いただく等の改善

を新たにおこないました。 

 

 ＪＡＲＤハム教室以外の受講環境についても同様に、四級、三級とも半数を超える方

に好評価をいただいており、また、具体的にいただいたご意見については、代行機関に

その旨を伝え、受講環境の改善に取り組むこととしております。 

 

当協会では、今後とも受講者の皆様に快適に講習会を受講いただけるよう努めてまい

りたいと思いますので、引き続きアンケートへのご協力をお願いいたします。 
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平成２６年度 アンケート結果概要 

 

 

 

１．アンケート実施の講習会数       ３８９コース  

 

 

２．アンケート回収率               ８０．９％ 

 

 

３．アンケート結果概要 

 

 

 

（１）授業の内容はわかりやすかったですか？ 

 

わかりやすい, 

58.4%

普通, 35.9%

わかりにくい, 

3.9%

回答無し, 1.9%
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（２）講習会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？ 
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第四級標準コース 直営（ＪＡＲＤハム教室） 

 

 

 

１．アンケート実施の講習会数       ３８コース  

 

 

２．アンケート回収率                            ８９．９％ 

 

 

３．アンケート結果概要 

 

 

 

（１）授業の内容はわかりやすかったですか？ 
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（２）講習会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？ 
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４．その他意見・要望 

 

①講習の内容について 

 

 ･電気系の話しは難しかったですが、身近なものに例えてもらえたので 

 イメージがわきました。（３０代女性） 

 ･法規･工学ともに飽きることなく、講習を受けることができました。三級も挑戦したいと思います。 

 （３０代男性） 

 ･初心者の私でも分かりやすかったです。（２０代男性） 

 ･とてもわかりやすくて楽しい講習会でした。（１２歳以下男性） 

 ･説明が丁寧で、とても理解しやすい授業でした。（４０代女性） 

 ･授業の内容がわかりやすかったです。（３０代女性、他３名） 

 ･教科書の補足がしっかりされた授業で、とても分かりやすかった。（１６～１９歳女性） 

 ･講習が分かりやすく良かった。（４０代男性、他１名） 

 ･先生がわかりやすく、ユーモアたっぷりに教えて頂き良かったです。（１３～１５歳男性） 

 ･要点がとてもわかりやすかったです。(４０代女性） 

 ・とてもわかりやすく、楽しく教えて頂き、感謝しています。（７０歳以上男性） 

 ･法規・工学とも、初心者に分かりやすい構成になっていて、とても分かりやすかったです。ビギナ

ーズセミナーも助かりました。（１６～１９歳男性） 

 ･法規は全く眠気なく、楽しく受講できました。外国との通信のお話は、面白かったです。      

無線工学は、問題と進めて理解しやすかったです。また、最後の練習問題で弱点が分かりました。 

(３０代男性、他２名） 

 

 ･物理や工学は苦手でしたが、とてもわかりやすく教えて頂いたので、とても面白いことに気づかせ

て頂きました。有り難うございました。（３０代女性） 

 ･最初義務的に受けに来たのですが、講師の方のお話を聞いている内に、 

 この世界に興味を持つ事ができました。（３０代男性） 

 ･講師の方の内容･説明のしかたが、面白く大笑いした。最初は講習料金が高いと思ったが、 

 終了して本当に参加して良かったと思った。ありがとうございました。（５０代男性） 

 ･工学は分かりやすい説明だった。（６０代男性） 

 

②スタッフについて 

 

 ･講習会を運営されている様子がとても好印象でした。（６０代男性） 

 ･講習内容、講師とも、すばらしく楽しい２日間でした。（４０代男性） 

 ･説明が長引いて、かえってわかりにくい事があった（６０代男性） 

 ･何回か JARD に Tel しましたが、電話の対応は感じがよかった。（５０代男） 

 ･説明が丁寧すぎる。理解の遅い人には、サポートスタッフ等で対応したらいかがでしょうか。 

（３０代女性） 
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③教室の環境について 

 

･椅子にクッションが置かれていたり、膝掛けが用意されていたりして、環境がとても良かった。 

（３０歳代女性） 

･ウォーターサーバーがよかったです。（１２歳以下男性） 

･施設、対応に配慮が感じられて良かったです。（５０代男性） 

･机が小さく感じます。（４０代男性） 

 

④その他要望・意見等 

 

･いつもと違った学びを深めることができて、とても楽しかったです。（１３～１５歳男性） 

･ビギナーズセミナーで、無線機の紹介をして欲しかった。また、実際に行っている所も見たかったで

す。（４０代女性） 

･ビギナーズセミナーの時に、模擬通信を聞かせていただけると良いかと思います。（５０代男性） 

･ビギナーズセミナーは個人的な体験談がもう少しあると楽しみが伝わると思います（５０代男性） 

･ビギナーズセミナーの動画（DVD）がわかりやすかった。（１３～１５歳女性、他１名） 

･ビギナーズセミナーが良かった。いろいろ楽しいハムの世界を知ることが出来ました。 

（６０代男性） 

･昼休みはもう少し長いほうが良い(５０代男性） 

･昼休みを他とずらしてあるのは良いと思います。（３０代男性） 

･まだ無線機を持っていないので、実際に無線を聞いてみたかったです（３０代男性） 

･息子にも受験させようと思いました。（５０代男性） 

･工学の時間をもう少し長くして欲しい（５０代男性） 

･受講してみて、もっとハムを楽しめる予感がします。（６０代女性） 

･知らない事ばかりで、新鮮な気持ちで聞けました。（５０代男性） 

･連続２日間コース（例えば土日）があってもいいのではないかと思います。（６０代男性） 

･質問の時間が欲しいです。平日コースを地方でも実施して欲しいです。（５０代男性） 

･せっかくの機会なので、上級講座も受けてみたいと思います。（４０代男性） 

･三級にチャレンジしたいと思います。（５０代男性） 

･楽しかった。（１６～１９歳男性） 

･楽しかったです。友人にも勧めたいです。（５０代男性） 

･三級も取得したいです。（３０代男性、他１名） 

･三級も挑戦してみたいです。（７０歳以上男性） 

･合格したら三級も取ります。（３０代男性） 
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第三級短縮コース 直営（ＪＡＲＤハム教室） 

 

 

 

１．アンケート実施の講習会数       １９コース  

 

 

２．アンケート回収率               ８８．６％ 

 

 

３．アンケート結果概要 

 

 

 

（１）授業の内容はわかりやすかったですか？ 
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（２）講習会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？ 
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４．その他意見・要望 

 

①講習の内容について 

 

･授業を受けたことで、改めて理解出来たことがあった。これは国試の受験では得られな 

かったと思う。ありがとうございました。（４０代男性） 

･緊張して受講に臨みましたが、ジョークを交えながらの分かりやすい講義でした。 

（６０代男性） 

･いろいろな講習を受けましたが、これほど説得力があり、分かりやすい講習は初めてです。 

声の大きさ、話し方、全てにおいて、ありがたかったです。（６０代男性） 

･大変、有意義なお話と共に教えて頂きました。ありがとうございました。 

（５０代男性、他２名） 

･すごくわかりやすかったです。 （１３～１５歳男性） 

･ポイントが押さえられてよかったです。（５０代男性） 

･純粋な試験対策のみならず、無線に関する知識が増えて有意義な時間になりました。（３０代男性） 

･今までわかりにくかったことが、とてもよく結びついて分かるようになりました。 

（４０代女性、他１件） 

･わかりやすく、面白い授業でした。 （３０代男性、他８名） 

･わかりやすく、飽きさせない、楽しい講義をありがとうございます。（５０代男性、他１件） 

･とても分かりやすく、楽しい授業でした。正直、勉強や試験は好きではありませんが、 

また、上を目指してやりたくなりました。（４０代男性、他２名） 

･講師の説明が分かりやすく、とてもよかった（５０代男性） 

･ポイントを押さえて教えて頂き、とても分かりやすく学べました。（４０代女性） 

･非常にわかりやすい講習で、試験対策の為の丸暗記よりも、内容を理解して受験できるので 

良かったです。 （２０代男性、他２名） 

 

②スタッフについて 

 

･スタッフの方が親切、講師もわかりやすい講義で良かったです。 （４０代男性） 

 

③教室の環境について 

 

･講習会会場の環境がとても良かった。（３０代女性） 

･ゴミ箱の設置と、後ろに閲覧用の CQ 誌が置いてあるのが良かったです。 （５０代男性） 

･ひざ掛けが用意されていたので、冷房の対策が出来、安心して受けられました。（４０代女性） 

 

④その他要望・意見等 

 

･遠方（関西）から来ました。よくわかるお話で、満足しております。（５０代男性） 
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･地方での講習会を増やして欲しいです。（４０代男性） 

･ありがとうございました。二級の講習会も楽しみにしています。（４０代男性） 

･土日に仕事があるので、平日に実施してもらえて助かりました。（４０代男性） 

･アマチュア無線入門として、大変良いです。（５０代男性） 

･四アマの時は、本のみで受験しましたが、三アマでは講習があったので、とても解りやすく 

理解が出来ました。（４０代男性） 

･息子の科学や工学への興味が広がったと思います。（３０代男性） 

･一，二級の講習会も開催していただきたいです。（５０代男性） 

･楽しく学ぶことができました。 （５０代男性） 

･雰囲気が良かったです。 （１２歳以下男性） 

･二級講習会をぜひ開催してほしい（５０代男性、他３名） 

･貴重なアマチュア無線を学べる時間を用意いただきありがとうございます。 

息子も興味を持って学べたようです。 （３０代男性） 

･合格のため覚えるポイントの現示、従事者として覚え備えるべき箇所を的確に押さえた 

講義と見料、非常に有効である。 （４０代男性） 

･小学生の時に電話級の講習を受けて以来、３０年ぶりですが、楽しく受講できました。  

（４０代男性） 

･わかりやすく楽しかったです。（６０代男性、他２名） 

･アマチュア無線の面白さも学べました。（４０代男性） 
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第四級標準コース 全国  

 

 

 

１．アンケート実施の講習会数       ２２７コース  

 

 

２．アンケート回収率               ７９．３％ 

 

 

３．アンケート結果概要 

 

 

 

（１）授業の内容はわかりやすかったですか？ 

 

 

 



13 

 

（２）講習会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？ 
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４．その他意見・要望 

 

①講習の内容について 

 

･物理を勉強していない人は、工学は難しいとおもいます。言葉の意味や記号の意味を教えて 

頂けたら、より理解しやすかったと思います。（２０代女性、他１５名） 

･法規の説明がおもしろかったです。モールス信号機があって楽しかったです。（１２歳以下男性） 

･無線工学は講義時間が短いので、早くて大変でした。（４０代男性、他３名） 

･もっと難しいと思いましたが、楽しく受講できました。（５０代女性） 

･（両科目とも）実際に役立ちそうな話がとても良かったです。（６０代男性） 

･もう少しゆっくりとしたスピードで教えて欲しい（６０代男性） 

･非常に丁寧でわかりやすく、且つ、おもしろかった。もっと興味がわいた。 

（３０代男性、他１０名） 

･授業はとてもわかりやすく、始めはドキドキでしたが、安心して受けられました。（４０代女性） 

･詳しい説明、指導をありがとうございます。孫にも受講させたいです。（７０代男性） 

･５０歳を過ぎて、物覚えが悪く心配でしたが、わかり易く勉強になりました。 

（５０代男性、他１名） 

･深い知識のある講師で、大変勉強になりました。（６０代男性） 

･講師の教え方が良かった。理解しやすかったです。（３０代男性、他１名） 

･説明・解説も丁寧で、理解しやすく、要点やキーワードを絞った講義内容がとても良かったです。 

（４０代男性） 

･１日目は大変分かりやすく、講師の話も面白かった。ラジコンヘリや無線 LAN とかぶっている 

周波数帯の話は身近で分かりやすい。  

･無線はよく分からなかったのに、講習会を受けたことで、無線の事が面白くなったし、 

よく理解できました。（１３～１５歳男性） 

･難しい内容を２日間で、分かりやすく、教えて頂きありがとうございました。 

（４０代女性、他１名） 

･始めて聞く言葉ばかりだったが、わかりやすく説明して頂き、ありがたかったです。（５０代女性） 

･無線について、全くの素人でしたが、先生の説明が良く理解できました。（６０代男性） 

･講習の進み方が速く感じた（１２歳以下女性、他 1 名） 

･教え方は上手です。ただ内容は難しい（４０代女性） 

･１回目の講習で２回目の工学のチェックポイントを教えてもらい、教科書にマークしていたので、 

予習するのにとても役立ちました。（５０代男性） 

･工学の授業の進め方が、理解しやすくてよかった。（４０代女性） 

･少々テンポが速い感じでしたが、全く知らない者としては解りやすい内容でした。（４０代男性） 

･説明が大変わかりやすく、優しい方ばかりで、最初、緊張していましたが、とてもリラックスして 

受講できました。（４０代女性） 

･大変良い講習会と思います。子供にも参加をさせようと思います。（４０代男性） 

･大変わかりやすかったです。（５０代男性） 
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･直接先生から教えて頂くことで、無線に対してますます興味が湧いてきました。（３０代女性） 

･おもしろいと思えました。三級が同じようにあれば受けたいです。（３０代女性） 

･とてもわかりやすい講習で、参加して良かったです。（５０代男性） 

･丁寧な講習でわかりやすかったです。交信証などの実物を見せていただき、開局後のイメージが 

しやすく楽しかったです。（２０代女性） 

･楽しく受講出来ました。講師がすばらしかったです。（５０代男性） 

･講習会の前に予習をして、内容が難しい印象でしたが、講師の説明を受けたらスラスラと内容が 

入っていきました。とてもわかりやすかったです。（２０代女性） 

･要点をついた養成講義でした。（５０代男性） 

･両科目ともよく理解出来ました。（６０代男性） 

･もう少しゆっくりとしゃべって欲しい（１２歳以下女性） 

･無線工学はわかりやすく説明していただいたのでよく理解出来ました。（５０歳代男性） 

･とてもわかりやすかったです。（２０歳代男性） 

･とてもわかりやすく、楽しく受講できました。（６０代女性、他１名） 

･ポイントを絞った講習で理解しやすく、また、講師の経験談を交えた講義で、無線への 

関心が強く持てました。（４０代男性） 

･とてもわかりやすかったです。（１２歳下女性、他１名） 

･無線工学の授業が少しわかりやすい。（５０代男性） 

･講習会内容、説明が良く、また、講師の声が大きく聞き取りやすく、すばらしい（７０歳以上男性） 

･後部のほうは音が聞こえにくい（７０歳以上男性、他１名） 

 

②スタッフについて 

 

･スタッフの対応は良かったと思います。説明も適切でした。 

（３０代男性、他３名） 

･講師やスタッフの対応がとても良かったです。（６０代男性） 

･スタッフの人がとても親切でした。（５０代男性） 

･時間が厳守すぎる。（６０代男性） 

･講師の先生方には、わかりやすくご教授いただきました。また、スタッフの方にも、 

たいへんお世話になりました。今回のように、連日開催は非常にありがたいです。 

また、日常･災害時において、無線の有効活用法を具体的に教えていただき 

たかったです。（５０代女性） 

･もう少し大きい声で説明して欲しい（４０代女性） 

･親切、丁寧でよかったです。（３０代男性） 

･時間にうるさすぎる( 他の講習はこれほどではない）（２０代男性） 

 

③教室の環境について 

 

･椅子が堅い（６０代男性） 
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･ホワイトボードの文字のインクが薄かったため、見えづらかったです。 

（１６～１９歳男性、他１名） 

･教室内が寒かったです。（６０代男性、他２名） 

･マイクの音量がやや大きく気になる（３０代男性） 

･トイレの数が少ない（４０代男性） 

･少し暑かったです。（１２歳下女性、他１名） 

･長時間の講義でも、おしりの痛くなりにくい椅子で良かったです。（４０代女性） 

･教室が暑い（５０代男性） 

 

④その他要望・意見等 

･シニア受講料が有ってもよかったです。（７０代男性） 

･アマチュア無線の良さ、楽しさ、有益な使い道などをもっと教えていただけると 

嬉しいです。（５０代女性） 

･講習会会場を各市町村でやって欲しい（５０代男性、他７名） 

･公共交通機関で行ける場所で開催して欲しい。（５０代男性） 

･局の免許の取り方もさらに詳しく教えて頂きたいです。（１２歳以下、男性） 

･第一級・第二級の講習会があれば、もっとモチベーションが上がります。 

（１６～１９歳男性、他３名） 

･アマチュア無線は人気があるのだなと思いました。工学はわからないことばっかりでしたが、 

知らない世界に触れられて、楽しかったです。試験の為だけじゃない内容も嬉しかったです。 

（５０代女性） 

･アマチュア無線を使用する上の注意すべきことを教えていただきたい（６０代男性） 

･運用の実演などがみれたら良いと思います（４０代女性、他１名） 

･お昼休みが少ない（３０代女性） 

･開催回数を増やして欲しい（２０代男性） 

･休憩時間をもっと長くして欲しい（１６～１９歳男性） 

･各級の講習会を増やして欲しい。（５０代男性） 

･無線の奥深さを感じました。（５０代女性） 

･二級・一級の講習会の実現を是非。（４０代男性） 

･講習会の回数の増加、小中学生対象の講習会の開催を希望します（４０代男性） 

･講習会の開催を定期的にして欲しい（３０代男性） 

･工学は難しかったが、面白かったです。（１２歳以下男性） 

･工学が難しかったので、もう少し覚える時間が欲しかった（４０代女性） 

･楽しく学習させていただきました。（２０代男性） 

･上級を目指したいと思います。（３０代男性） 

･小学３年生以来の夢が叶うと思うと希望も膨らんできます。（６０代男性） 

･時間が長いです。（５０代男性） 

･質問する時間を設けて欲しかった。（５０代男性） 

･講習の日程を増やして欲しい。（４０代男性） 
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･時間厳守がいいです！資格取得は、ある程度の厳しさが必要だと思います。（４０代男性） 

･厳しい雰囲気はまじめに取り組めて良かったです。（３０代女性） 

･もう少し詳しく。（３０代男性） 

･旭川方面でも、土･日の２日間、講習会をしてもらえると良いと思います。（３０代男性） 

･講習会を増やして欲しいです。（２０代男性） 

･不法電波についても、教育しなければならないと思う。（５０代男性） 

･もう少し休み時間が欲しい。（３０代男性） 

･もっと回数と場所（地方）を増やしてもらいたい。（４０代男性） 

･教科書に書いてない内容の話しも聞けて面白いし、興味が湧きました。高校の時に 

免許取得をしたかったけれど、今まで時間も無く取っていなかった。 

40 年の思いをためて、今回、受講できて良かったです。（５０代男性） 

･これからも講習会が幅広く浸透され、アマチュア無線の免許を持った方々が、 

趣味の一環としてエンジョイ出来たらと思います。（５０代女性） 

･少し朝早く始まり、夕方早めに終わる時間帯だと良いと思う。（３０代男性） 

･定期的に同じ場所で開催してほしい。また、上級ハムの講習会も開催して欲しい（４０代男性） 

･トランシーバーの扱い方を、実機を使って具体的に知りたい（６０代男性） 

･二級の講習会の開催をお願いします（１６～１９歳男性） 

･昼休みが短く感じた。慌ただしく昼食をとり、休まる暇がなかった（２０代男性） 

･平日開催してもらいたい（３０代男性） 

･身近な場所で受講できて良かったです。（５０代男性、他１名） 

･二日連続でやって欲しい（６０代男性） 

･昼休みがもう少し欲しい（６０代男性） 

･土日開催は大変嬉しいです。出来ればもう少し多く開催していただけると、 

他の人も受講しやすいのではと思います。（３０代男性） 

･資格取得の目的で受講しましたが、想像外に楽しく興味深い内容の講習で来て良かったです。 

（２０代女性） 

･三級も受けて見たいです。（１２歳以下男性） 

･災害時における情報手段として役に立ちたいです。（６０代男性） 

･講習の時間が長いのが苦痛（６０代男性） 

･初めての言葉が多いので、なかなか覚えるのが難しい。（５０代男性） 

･講義中、仕事電話に出られないのは厳しい（２０代女性） 

･三級も是非とりたいと思っています。（４０代男性） 

･受講してみて、アマチュア無線の内容が良くわかりました。（６０代男性） 

･全くの初心者むけの、無線機の購入アドバイスのようなものがあると良いと思います 

（６０代男性） 

･もっと地方で講習会をやってもらいたい（５０代男性） 
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第三級短縮コース 全国 

 

 

 

１．アンケート実施の講習会数       １０５コース  

 

 

２．アンケート回収率               ７９．２％ 

 

 

３．アンケート結果概要 

 

 

 

（１）授業の内容はわかりやすかったですか？ 
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２）講習会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？ 
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４．その他意見・要望 

 

①講習の内容について 

 

･ポイントを押さえたご指導、ありがとうございました。（５０代男性、他３名） 

･講師のアマチュア無線に対する熱意が感じられました。良かったです。（６０代男性） 

･大変わかりやすかった。余談もあったので、聞きやすかった。（５０代男性） 

･先生の今までの経験も授業に取り入れてくれて、楽しかったです。（３０代男性） 

･講師の親切丁寧なご説明、ありがとうございました。（６０代男性） 

･黒板に書いてある字が小さいので、理解が分かりづらい。（３０代男性） 

･無線工学の時間が足らないと思いますが、講師の方が熱心に説明してくれました。（４０代男性） 

･内容が分かりやすかった。（１３～１５歳男性） 

･工学がおもしろい。もう少し授業時間をとって欲しかった（５０代男性） 

･講義がわかりやすかったです。（６０代男性） 

･講師の方の、教科書からすこし外れた話はとても興味深く、大変勉強になりました。（４０代男性） 

･ちょっとテンポが速く感じる場面もありましたが、雑談も含めて、大変楽しく勉強になりました。 

･講師の先生の知識が大層楽しく分かりやすく説明して下さって理解しやすかった。 

･講義内容も丁寧で、理解がスムーズにできました。（６０代男性） 

･講義を聴くと、理解しやすいです。（４０代男性） 

･講習は、とても細やかで、わかりやすかったです。（２０代女性） 

･分かりやすく、ありがとうございました。特に、無線工学が分かりやすかったです。 

（１２歳以下女性） 

･解りやすく、大変良かったです。（６０代男性） 

･すごくわかりやすい説明でした。（３０代女性） 

･実際の運用等の話を聞けて飽きずに講義が受けられました。（２０代男性） 

･実際の QSO に沿った話で大変楽しく受講出来ました。（６０代男性） 

･講師の話の中で、モールス信号が楽しそうで興味が持てました。（３０代男性） 

･分かりやすく説明していただき、睡魔に襲われる事もなく、受講できました。 

･四級講習会の時より分かりやすかったです。（３０代男性） 

･わかりやすい講習でした。（６０代男性） 

･わかりやすく良かったです。（４０代男性） 

･四級の講習会を受講したときの先生方のお人柄に惹かれて続けてチャレンジしました。 

（４０代男性） 

･無線工学は難しかったが、30 年ぶりに楽しく受講できました。（６０代女性） 

･熱心に説明してくれた先生方に感謝します。上級にも挑戦します。（７０以上男性） 

･ポイントを良く把握された内容で、ずいぶん理解できました。（６０代男性） 

･モールスが苦手なので講義を聴き内容が理解できた。代表的な符号を実際に 

打ってもらえればさらに良いと思います（４０代男性） 

･大変わかりやすかったです。（４０代男性） 



21 

 

･大変わかりやすく、苦痛を感じない座学でした。（６０代男性） 

･丁寧で、なおかつ、わかりやすく、教える方の真剣さがわかりました。（５０代男性） 

･受講生に対してもっと質問して欲しい（例えば、この問題の答えはどれですか？ 

○番と思う人は手を挙げて。という風に）。（１３～１５歳女性） 

 

②スタッフについて 

 

･スタッフの方の対応が素晴らしく良かったです。（４０代男性） 

･非常にわかりやすい説明で、良く理解できました。（５０代男性） 

･スタッフの皆様にお世話になりました。久しぶりに勉強したので頭の体操になりました。 

モールス通信ができると嬉しいと思います。（５０代女性） 

･丁寧な指導をいただきまして安心して受講出来ました。スタッフの皆様に感謝いたします。 

（５０代男性） 

 

③教室の環境について 

 

･季節柄、部屋が寒かったです。（５０代男性） 

･トイレが少ないので、出来れば他のフロアのも使用できるようにして欲しい（６０代男性） 

･もう少し駅の近くで行って欲しい（５０代男性） 

･寒暖にも留意いただき、快適に受講出来ました。 

 

④その他要望・意見等 

 

･二級の講習会を開催して欲しいです。（１６～１９歳男性、他１４名） 

･E ランニング等で、自宅で取得出来ると良いですね。（４０代女性） 

･受講者の心得のモールス符号について、覚え方として、「・－」「トン ツー」（Ａ）などの例示をし

て、（トン）（ツー）で覚えることも例示して記載してほしい。（５０代男性） 

･とても良かったです。四級よりは難しかったけれども、自信が持てて試験が 

できました。（１２歳以下女性） 

･交通の利便性の良い会場で実施してほしい。（５０代男性） 

･各市町でも年１回位で講習会があると良いと思います。（５０代男性） 

･一級二級も一日以上かかってもかまわないから、講習会を開いて下さい。（５０代男性、他３名） 

･第二級アマチュア無線の講習会の開始に伴い、第一級もやって欲しいです。（６０代男性） 

･この講習を受けて良かったです。（６０代男性） 

･遠路参加した価値がありました。（５０代男性） 

･教科書の文字が大きく、とても見やすいです。（６０代男性） 

･三級での運用が楽しみです。（６０代男性） 

･時間配分が非常に厳しい（５０代男性） 

･試験に直接関係ないが、運用上の大切なことや講師の先生の体験談が聞けたので、 
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受講してよかったと思いました。（４０代女性） 

･上級資格の講習会を是非実現して欲しい（４０代男性） 

･基礎から勉強したかったので受講しました。（６０代男性） 

･久しぶりに法学、工学共、ひもとき、参考になりました。（６０代男性、他１名） 

･どんな雰囲気で正しく無線を楽しむのか、実際の通信を見てみたいと思いました。 

･自己流で勉強していましたが、理解しにくい場合がありました。 

･講義時間が短い(１６～１９歳男性) 

･友人にも受講させます。（４０代男性） 

･免許を取得出来たら、早めに無線の世界に出てみたいと思っています。（５０代男性） 

･出来れば、二級もとりたいです。（１２歳以下男性） 

･二級の国家試験も受験したいと思います。（１６歳～男性、他１名） 

･モールス符号を覚えるのが大変（５０代男性） 

 


