平成29年度合格者アンケート回答
お名前（仮名やイニシャルもOKで

Nさん

す）

1

2

3

年齢（年代でも可）・性別・職業・宅
建業者の従事経験

当講座を購入した理由

受講開始時期

宅建試験を含む法律学習の経験の有無
4

（何で学びましたか？）
受験回数

5

5点免除の有無

※公開向けにイニシャルにしています。
Sさん

65歳男性

年齢３７歳

アルバイト

職業

従事経験なし

宅建業者の従事経験なし

インターネットで格安講座を検索して
決めました。

４月

なし（大学時代は別として）
初受験
なし

Hさん
年齢：48歳

男

製造業

35歳男 不動産営業3年

一日のおよその勉強時間

性別：男
職業：会社員
宅建業従事経験：無し

インターネットで色々検索していて、 価格的にも安く明確に合格圏の40点を
価格の安さ

HPの評価などみて、アンケート内容

目指す学習方法を示しており効率的な

と価格の安さで決めました。

学習ができると感じたため。

５月頃

4月くらいです。

2017年1月下旬

経験なし

受検は2回目です。

無

有り

受験回数は3回目で合格

いろいろな

資格は受験しているが法律を専門とす
る資格は初めて

平日だと1時間ほど、休日で2時間。
6

Kさん

平日（月曜日～金曜日）各５～６時間

直前の1ヶ月はそれぞれ倍くらいの時

（平日と休日で大幅に変わる方はそれ 土曜日・日曜日は学習なし（アルバイ １時間～２時間程度

間でした。

もお書き下さい。）

ただ通勤の間は授業を聞き流したりし

ト）

てました。

無し
平日会社から帰宅後の2時間程度とに
かく少しでもの気分でDVDを視聴
休日は可能な限り終日（8時間程度）
を目標に学習
付き合いでどうしても出席しないとい

受講してから飲み会、遊びに行くなど
7

の日はありましたか？
またその時期と頻度はどうでしたか？

けない場合も多くセロではなかったで
4月から受験日まで、ほぼ毎月２回く

有りました、特に頻度は気にはしてい 試験2か月前までは少しはありました

す。

らいは趣味の釣行に行きました。

ませんでした。

時期も残念ながら試験直前もありまし

が、それからはほぼなかったです。

たが可能な限り断り学習時間を空けま
した。

8

テキストを見ない、過去問をしない日 ありました。（土曜日・日曜日と更に
はありましたか？
DVD講座を見ている時は早送り再生を

9

しましたか？
また何倍速で見ましたか？

月2回程度）

ありません

直前の2ヶ月は毎日何かしら見てまし
た。

権利関係は確実に勉強したく早送り等
１回目はノーマルで、２回目と３回目
は１．５倍速で拝聴しました。

１．５倍速で見ていました。

1.5倍速くらいでみてました。

10

したか？
（本講義、復習講義のDVDの視聴はカ
ウントしない回数をお書き下さい）

講師の提案するテキストの復習、過去
問の解き方は実践しましたか？

宅建業法で少し1.3倍速での再生を行

テキストは1回のみで過去問は1.5周く

で１回読み返しました。
その他、理解できない（間違いやす
い）項目だけを３～４回読み込みまし
た。

らいで納めました。
テキストは３回

復習講義を3回見て、あとはテキスト4 3回目の受験もあり解答を覚えている

過去問は１０回

回くらいやりました。

こともあり特にテーマ別で勉強できる
方法をとり

過去問は過去１０年分を８周しまし

不得意分野をカバーしたつもりです。

た。

11

はしませんでした。
いました。

テキストは通しで２回読み込み、復習
テキスト・過去問はだいたい何周しま

1日/週程度ありました。

テキストにマークしたことろの復習、

過去問の解き方は実践しましたが、申
し訳ありませんが、テキストの復習は しました

言われた事をやっていました。

実践しませんでした。

過去問の解き方は語呂合わせ中心に当
講座と他の講座で
自分に合った方法で暗記しました。

口頭で説明した事項やホワイトボード
12

の記載をテキストへ書き込みました

自分の判断で一部書き込みました。

しませんでした

書き込みました。

特に重要なポイント以外記載せず。

書き込みませんでした。

しませんでした

それはしてないです。

特に書き込みせず。

基本作成しませんでした。

つくりませんでした

か？
テキストに自分なりの(調べて得た知
13

識や模試で得た知識など)書き込みは
しましたか？

14

15

16

間違いノート以外にノートは作りまし
たか？
過去問を初めて1年分解いたときの点
数はおよそ何点でしたか？
10月に解いた過去問の点数はおよそ何
点でしたか？

一応いつも間違えるような問題はノー
トに書いてました。

特に作成をしませんでしたが権利関係
のみ文章を図もしくはｲﾗｽﾄに直す方法
で流れをつかめるようにしました。

25点だったかな？

２８点くらいかと

22点くらいかな

31点

48点前後

４８点

30点くらいしかとれなくて心配でし

32点

た。

辞めようとは思いませんでしたが、や
る気が出ない日が月２～３回繰り返し

挫折しそうにはなりましたが、今年は 過去問でなかなか合格ラインに到達で

やって来ました。
途中で挫折しそうになりましたか？
17

（なった方はどうやってモチベーショ
ンをあげましたか？）

絶対に受かるとおもってやっていまし きないことから少し今年もダメかとの

その時は、学習場所は自宅と図書館の
併用だったので図書館で宅建と関係な
い趣味の書籍を読んだり、趣味の魚釣

た。
なりませんでした

思いがありました。
権利関係がわかっているようでわかっ

取引士の手当がつくことをいつも考え ていなかったことから宅建業法の引っ

りに出掛けて気分転換を図りました。
特に、図書館ではいろんな資格試験に
挑戦している人々の学習ぶりを見てモ

て1年でどれだけ給与が違うかを思い

掛け問題にはまらないように方向転換

浮かべて奮起してました。

しました。

チベーションを回復させました。
最初は、理解できるか出来ないか関係
とにかく覚えなくて良いと言われたこ

なく最後まで通して聴きました。２回
18

講義を聞く上で気をつけていたことは 目は理解できない項目を確実にチェッ
ありますか？

クし乍ら最後まで聞きました。３回目
は過去問（１０年分）を１周してから

１回目はとにかく早く、２回目で内容
確認をしました。

とは絶対に覚えないようにしてまし
た。逆にA(ランク)のものは取りこぼ
しがないように復習してました。

一言二言で暗記でき得点源につながる
箇所を聞き落とししないように注意し
ました。

聞き直しました。

19

20

21

休憩の頻度はどれくらいでとっていま ２時間に１５分の休憩で時間割を作成 あまり長時間勉強しなかったので休憩 1時間やったら休憩したりしてまし
したか？

自分で工夫していたことはあります
か？
模試は受けましたか？
受けた方は何回受けましたか？

して管理しました。
３５条と３７条については関係性を理
解するために簡単な表をＡ４１枚作成
しました。
全国統一模試を１回受けました。

はしませんでした

移動中に重要論点を繰り返し思い浮か
べました
１回

た。

ましたか？
テキスト・過去問に無い知識を拾いま
したか？

いるときと同じペースで行いました。

とにかく集中できる場所でやるように 一部他の参考書との違いを見ながら互
してました。朝誰もいない会社や図書 いの良い点を習得できるように努力し
館です。

ました。

2回受けました

3回

模試を受けた方は模試の問題を復習し
22

2時間に15分程度とほぼ会社で働いて

模試についても合格設定点に到達しな
法令改正と統計についてのみ行いまし 間違えた箇所の内容は確認しました。
た。

復習しました。間違えたところは何度 かったことから特に解答解説をよく一
も見直しました。

読してなぜ間違えたのかを
見直しをしました。
1時間45分かかりました。見直し時間
は余りありませんでしたがこの時点で

23

本試験で時間は余りましたか？

十分に余りました（１時間２０分で一
旦終了し、１５分で見直し）

２０分くらい余りました。

ぎりぎりでした。

は34点
小さなミスをしていたので確認し2問
を見直し正答になり36点になりまし
た。
とにかく問１から取り組まないことと

問題の解く順番を問１からでなく（統
24

本試験で気をつけていたことはありま
すか？

し宅建業法を満点を目指しました。18

計⇒土地建物、不当表示、住宅金融⇒
宅建業法…権利及び権利の変動）

平常心

ほぼ後ろの設問から解いて行きまし

時間配分です。とにかく時間がかかる 点取れました。
問題は後回しにしました。

25

26

直前期（9月、10月）の心境はどうで
したか？

本試験終了直後、合格した実感はあり
ましたか？

るようにしました。

早く本試験が来ないかイライラしてい
ました。（白黒はっきりさせたい＝逃 特に変わらず
げ出したい？）

とにかく受かるかどうか不安な気持ち 特に3回目でなるようにしかならない
でした。

あまりありませんでしたが、その日の
ありました。

個数問題もすべて正しい、すべて誤り
の解答もあると思い疑いなくマークす

た。

ありました

うちに採点して、速報が出てくる度に
自信が出てきました。

と思い受験を迎えました。

試験当日の他の予備校の解答速報で３
４±１点の推定点を聞いたことで３６
点取れたことから合格の実感はありま
した。但しマークミスはしていないか
心配しましたが。

想定は４０点をめざすテキストで学習
27

本試験は何点で合格しましたか？

したので４０点をめざしましたが、残 ４３点

38点です。

自己採点で３６点

念ながら『３９点』でした。
やれば必ず報われるのが取引士の試験
だと思います。
この先どんどん難しくなっていく可能
性もあるので、今年のうちに本腰いれ とにかくすべて覚えるのではなく４０
最低の学習時間は確保しないといけま
28

受験生へ向けてのアドバイス

せんが、自分の生活に即した学習計画
を立ててノラリクラリと粘り強く継続
することが大事だと思います。

て合格してしまいましょう。

点を目標にした勉強方法で行えば合格

テキストと過去問をしっかり勉強すれ 春くらいから勉強を始めれば時間の余 できることを実感できると思います。
ば受かる試験なので頑張ってくださ

裕もあるので、しっかり勉強すれば、 暗記には限界があります。語呂合わせ

い。

独学でも受かります。通って予備校に など色々と知識が乏しくとも覚えるこ
通わずともこのインネットスクールの とができる勉強方法を習得してもらい
教材で十分に合格できる知識がつきま たいと思います。
す。
頑張ってください。

