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おかげさまで合格しました。スーパーゼミでは、大変お世話になりました。
ゼミで教わったやり方を実行してよかったです。ありがとうございました。

谷　則彦さん（岐阜県・通信生＆スーパーゼミ生/第34回合格）

自分一人では勉強できないと思い、通学講座を選びました。最初は勉強し
ていても、なかなか理解できませんでしたが、何回も何回も問題を解いて
いくうちに自然と理解できるようになりました。教わったとおりに問題を
繰り返し解いたことが合格に繋がりました。問題を解く際にも目標点（9割
113点）を示してもらえたので、自分にノルマを課すことができ、それが良
かったです。合格できて本当に嬉しいです。I﨑先生、M山学長ありがとう
ございました。 菊池　文美さん（埼玉県・通学生/第34回合格）

合格できて本当にうれしいです。7か月間の通学講座は、思っていたより
大変でした。しかし、今となっては、かけがえのない経験だったと思いま
す。先生方や事務の方に、いつも励ましていただき、それが力となって最
後まで通いきることができました。I﨑先生、本当にいろいろとお世話にな
りありがとうございました。 M・Yさん（埼玉県・通学生/第34回合格）

今回で３回目の挑戦でした。学校の予想問題をやっても
最初は40点も取れませんでしたが何回も何回も繰り返
し問題を解いて、時にはテキストを見て調べたりしてい
くうちに少しずつ点数が上がっていきました。スーパー
ゼミを1日だけですが受講しました。M山学長からアドバ
イスを頂いたとおりのことを実行して本番を迎えました。結果は83点で
合格出来ました！事務局の方からスーパーゼミの受講を勧めていただい
たことを感謝しています。M山学長、本当に有難うございました‼ 

矢島　ひとみさん（東京都・通信生＆スーパーゼミ生/第34回合格）

M山先生を信じて、言われたとおりに頑張りました。“6回分の出題予想模
試を最低でも3回転するように”と言われ、そのとおりに3回ずつ解きまし
た。力がついている実感がなく不安だったので相談すると、過去問を解く
ように言われました。すると、過去問では合格点を越えたので驚きまし
た。時間がない中でも効率よく実力をつけることができたと思います。本
当にありがとうございました。

田中　由美さん（埼玉県・スーパーゼミ生＆通信生/第34回合格）

自宅では、子供もおり勉強することができなかったので、土曜日コースに通
学し、家で勉強できない分、学校にいる間一生懸命勉強しました。出題予想
模擬試験も最初は50点台でしたが、繰り返し取り組んでいくうちに、だん
だん点数も上がっていきました。先生方、ご指導ありがとうございました。

Ｉ・Ｋさん（埼玉県・通学生/第34回合格）

Ｉ﨑先生、Ｋ瀬先生、大変お世話になりました。受講中は、沢山励ましていた
だき、合格した今は本当に感謝しています。ありがとうございました。これ
からも、頑張ります！！ 菅井　肇さん（埼玉県・通学生/第34回合格）

出題予想模擬試験を通学で２回受け、残りは通信講座で勉強しました。実
際に教室で問題を解くことによって本番と同じ緊張感や時間配分を体験
することができ、通学してよかったです。又、今回、受験勉強をすることに
よって今まで自分がしてきた仕事についても見直すことができ、（合否に
は関係ありませんが、）それも勉強になりました。K瀬先生、ありがとうご
ざいました。 S・Tさん（埼玉県・通学生＆通信生/第34回合格）

大阪スーパーゼミに参加させて頂き、その節は、本当に
お世話になりました。今日の合格発表で、本当に合格し
ていてびっくりしました。M山先生の言うとおりでした。
凄すぎます。先生と出会えていなかったら、今日の喜び

はなかったと思います。本当にありがとうございました。
末永　知美さん（京都府・通信生＆スーパーゼミ生/第34回合格）

先生のアドバイスどおり、毎日出題予想模試を繰り返し解い
た結果、合格することができました！講義も色々なお話を交
えながら和気あいあいと楽しく受けることができ、日本キャ
リアパスアカデミーに通って本当に良かったです。ありがと
うございました。藤田　絹恵さん（埼玉県・通学生/第34回合格）

12月のスーパーゼミを受講したのが本当によかったです。
Ｍ山学長から勉強方法を教えていただき、そのとおりに勉
強しました。通信講座の直前対策模試も教わったやり方で
何回も繰り返し解きました。そのおかげで合格することが
できました。嬉しくて真っ先に報告させていただきました。
ご指導、本当にありがとうございました。

林　順子さん（埼玉県・通信生＆スーパーゼミ生/第34回合格）

通信講座の模試12回分を3回ずつ解きました。最初は全然解けませんで
したが、繰り返し解くうちに点数が取れるようになりました。仕事、子育て
で忙しく、本格的に勉強したのが11月後半位からでしたが、すきま時間を
活用して合格することができました。子育てで受験をあきらめてしまって
いるお母さんたちに、「あきらめないでチャレンジして下さい！」と声を大
にして伝えたいです。合格してから、周りの方々の見る目も違います。合
格して自分にも自信がつきました。本当にありがとうございました。

金子　南さん（埼玉県・通信生/第34回合格）

６回分の出題予想模試がとても役に立ちました。全部解
いて、間違えたところを見直し、完璧にできるようになる
まで繰り返し実施しました。法律的な問題で間違えたと
ころは、「ピタリ予想テキスト」を読み込んで覚えました。
実務者研修から受講させていただきましたが、そのとき
に教えてもらったことも試験に役立ちました。ありがとう
ございました。（95点合格） 五十嵐　博さん（埼玉県・通信生/第34回合格）

学生時代以来の勉強で少し不安もありましたが、同じ職場の同僚たちと
通ったので、お互いに、励ましあいながら、最後まで通いきることができま
した。試験当日は緊張しましたが、無事合格することができ、とても嬉しい
です。ありがとうございました。 Y・Yさん（埼玉県・通学生/第34回合格）

間違いなく不合格と思って、本試験当日情けない連絡をしてしまいまし
た。先日結果が郵送で届き『合格！』していました。スコアは85点で発達と
老化の理解と医療的ケアが危なかったですが、初見の問題で合格点を突
破したこの結果には自分でも驚きました。合格したことが信じられず、
100回程見直してしまいました。昨日慌てながら登録申請をしてきまし
た。スーパーゼミの時に言われたとおり、途中退室はせずに最後まで考え
続けました。M山学長には、講義以外のご相談にも応じて頂き、ありがとう
ございました。 K・Mさん（埼玉県・通信生＆スーパーゼミ生/第34回合格）

介護職に就いてからはステップアップには興味はありませ
んでしたが、こんなに長く働けるとは正直思わなかったの
で、上司からの勧めもあり国家資格の介護福祉士取得を決
意しました。50歳を過ぎてから１回での合格は難しいと思
いながら通学しましたが、I﨑先生の熱意と受講生同志の励

ましにより仕事が忙しくてもモチベーションは下がりませんでした。授業の
雰囲気も良かったので、気兼ねなく質問もできました。受講を通じて仕事
も益々好きになりました。受験当日は満腹にならないようカロリーメイトを
昼食にしました。おかげで午後の試験も眠気が襲ってくることもなく集中
できました。本当にありがとうございました。お守りとしていただいた合格
祈願のボールペンは宝物です。 西　優子さん（埼玉県・通学生/第34回合格）
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何をやったらよいかわからなかったときに無料講習会に参加し、通信の直
前対策模擬試験を申込み、モチベーションが上がりました。模試を何回も解
き、忘れたころに又解き直して忘れていたことを思い出し、その繰り返しの
学習で合格できたのだと思います。ありがとうございました。

宮内　正子さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

試験が終わった瞬間は“落ちた”と思いました。第1問から思っていた問題
と違い出鼻をくじかれ、自分の苦手な脊髄損傷の問題では、見直しの際に
答えを直してしまった為、間違えてしまったりと得点できているのか心配
でした。でも、日本キャリアパスアカデミーから予想解答が送付され、自己
採点するといつもの点数と同じ位とれていました。
通学してよかったです。 Ｓ・Cさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

1回目は勉強しないで不合格、2回目はちょっと勉強しましたがやはり不合
格、3回目の今回はスーパーゼミを受講し、学長から言われたとおり125問
の問題を113点超えるまで30回近く繰り返し解きました。そのおかげで合
格することができました。 高木　聡さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第33回合格）

スーパーゼミがすごく勉強になり、本試験に役立ちました。ご指導いただ
き、ありがとうございました。

石原　愛さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

仕事やその他いろいろなことがとても忙しかったのですが、頑張った結果
合格できました。ありがとうございました。

古川　里佐さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミで勉強方法を教えていただき、大変役に立ちました。
ありがとうございました。

内山　満美子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

日本キャリアパスアカデミーオリジナルの模擬試験を受講し、インプット、
アウトプットの方法がよくわかりました。

岡　優太さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

日本キャリアパスアカデミーの通信講座の教材がとても良かったです。大
変役に立ちました。 大木　恵美子さん（東京都・通信生/第33回合格）

スーパーゼミがとても役立ちました。ご指導ありがとうございました。
市東　真美さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミ、通信の直前模試、両方とも大変役に立ちました。
Ｓ・Ｙさん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

模擬試験は難しかったですが、沢山解きました。同時に受講していた実務
者研修で学んだことも受験勉強に役立ちました。

Ｓ・Ｅさん（千葉県・通信生/第33回合格）

直前対策模擬試験がすごく役立ちました。ありがとうございました。
石川　孝子さん（千葉県・通信生/第33回合格）

直前対策模擬試験、大変役に立ちました。
多喜　好恵さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

通信の直前対策模擬試験だけで合格しました！
T・Sさん（埼玉県・通信生/第33回合格）

日本キャリアパスアカデミーの通信講座の教材だけで合格しました。
Ｎ・Ｙさん（大阪府・通信生/第33回合格）

スーパーゼミを受講して良かったです。大変役に立ちました。
Ｈ・Ｙさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミと通信の直前対策模擬試験、どちらもとても役に立ちました。
模試は全部解きました。ありがとうございました。

堂阪　友昭さん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミと通信の直前対策模擬試験が役立ちました。両方とも受講し
たのが合格につながったと思います。

東山　正美さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

自分一人で勉強するより、通学して教えてもらうことによってきちんと理解
できるようになりました。自習室も利用することができて、よかったです。

矢治　桃子さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

通信の直線対策模擬試験を1回につき、7回以上解きました。6回分ありまし
たので全部で50回以上、繰り返し解きました。過去問も3年分解きましたが、
模試をとにかく解いた事で合格できたと思います。

M・Kさん（埼玉県・通信生/第33回合格）

前回合格した知人から勧められて、日本キャリアパスアカデミーのスーパー
ゼミと直前対策模擬試験を購入し、2人で一緒に勉強しました。2人とも合格
できて良かったです。お世話になりました。
萩野　好子さん・金城　麻利子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミと通信の直前対策模擬試験しかやりませんでした。とても役
に立ちました。合格できてうれしいです。

山口　嘉美さん（神奈川県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

直前対策模擬試験がとても良かったです。直前に問題を解くことが重要な
のだと実感しました。ご指導ありがとうございました。

細見　真さん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

勉強する時間がない追い詰められた状況の中でスーパーゼミを受講し、M
山先生に教わったとおりに勉強しました。93点で合格しました。ありがとうご
ざいました。 渡邊　知子さん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

母親の勧めで日本キャリアパスアカデミーに入学しました。実務者研修の
取得と介護福祉士の受験対策と併せて通学させていただきました。どの先
生方も親切に教えてくださいました。そして無事合格することができまし
た。本当にありがとうございました。
（私以上に母親が大変喜んでおります。）

川上　由実子さん（東京都・通学生/第32回合格）

介護の仕事を何歳まで続けられるかわからなかったので、介護福祉士を取
得することを全く考えていませんでしたが、勉強できるのも体力があるう
ちと思い実務者研修を取得しました。実務者研修の取得後に事務局の方か
ら介護福祉士への挑戦を勧められ一念発起しました。通信講座でしたが、
質問に対してI先生が丁寧に教えてくれました。また、スーパーゼミで勉強
方法を教えてもらい短期間で実力をつけることができました。本当にあり
がとうございました。

内藤　真紀さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

実務者研修も介護福祉士の受験対策も日本キャリアパスアカデミーで受
講しました。実務者研修でも介護福祉士の受験対策でも先生や仲間に恵ま
れました。その学習環境が合格できた要因だと強く実感しています。

石橋　喜代子さん（埼玉県・通学生/第32回合格）

介護福祉士の問題は一見簡単に見えましたが、似たような選択肢にひっか
かることが多くありました。学校の模試に出題されていた問題が本番でも
多かったように感じました。模擬試験問題を何種類も繰り返し解く中で少
しずつ得点できるようになりました。通学講座を受講していなかったら合
格できなかったと思います。 K・Hさん（千葉県・通学生/第32回合格）

効率の良い勉強方法を教えてもらい、出題予想模試を繰
り返し解きました。解説を読んでもわからない問題は質
問しましたが、丁寧に教えてもらえました。また、心が折
れそうになったときも親身になって励ましていただきま
した。これからは国家資格に恥じない仕事をしていきた
いと思います。本当にありがとうございました。

谷本　尚子さん（兵庫県・通信生/第32回合格 58歳）

合格しました！直前の模擬試験では、なかなか点数が伸びずに苦労したので、
結果が出たときは本当にうれしかったです。通学したことにより、言葉の覚え
方や暗記方法なども教えていただくことができ、本試験でとても役に立ちま
した。又、忙しくても毎日1時間は勉強するようにと講師からアドバイスされ
て、とても大変でしたがそれを実行しました。通学していなければ合格でき
なかったと思います。ご指導いただきありがとうございました。

H・Kさん（埼玉県・通学生/第32回合格）

直前対策模試を何回も何回も解きました。教わったとおりに、いただいた
点数表に点数を記入していき9割取れるまで何度も解きました。6回分の模
試の内、9割までいかなかったものもありましたが、合格することができま
した。本当にたくさん勉強した感があります。合格できてよかったです。

A・Rさん（埼玉県・通信生/第32回合格）

「ピタリテキスト」の内容がまとまっていて、特に午後の問題に役立ちまし
た。本試験当日も、スーパーゼミでいただいた「カタカナ一覧表」や、「ピタ
リテキスト」を読んで、点数をかせぎました。ありがとうございました。

石井　浩三さん（東京都・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

勉強の仕方がわからなかった為、日本キャリアパスアカデミーの通信講座の
模擬試験を申込み、言われたとおりに何度も繰り返し模試を解きました。こ
の方法を教えてもらえなかったら、合格できなかったと思います。勉強する時
間がない人にはお勧めです。実務者研修からお世話になり、ありがとうござ
いました。 半藤　理香さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

先生方に励ましてもらいながら、又、同じコースの受講生の方と励まし合い
ながら勉強しました。無事、合格することができ、とてもうれしいです。先生
方、本当にお世話になりました。 T・Mさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

家庭の事情で勉強する時間がなかったので、模擬試験6回分を解きました。何
回も解いていくうちに知識が定着し、その後解いた過去問がスラスラ解ける
ようになりました。模擬試験をしっかり解いたことが合格につながったと思い
ます。今後、別の資格取得を取得する際も日本キャリアパスアカデミーにお世
話になりたいと思っております。本当にありがとうございました。

長友　伸子さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

今までにないくらい勉強しました。“絶対に落ちたくない！”という一心で半
年間とにかく勉強しました。休みの日には12時間位勉強しました。沢山問
題を解くことによって、自分の弱点もわかってきて、最後の1か月間は弱点
を集中して勉強しました。合格できて本当に良かったです。

古賀　芳枝さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

勉強が難しくて大変でしたが、一生懸命勉強しました。なんとか合格できま
した。先生方はじめキャリアパスアカデミーの皆さんのおかげです。

Ｔ・Ｓさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

通学して基礎をしっかり勉強することができましたので、本試験で出題の
仕方が変わっても高得点で合格することができました。通学は、勉強してい
るという安心感があります。通学を選んで本当によかったです。

今井　紀恵さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミで“本試験で90点取る方法”を教えていただき、そのとおりに
勉強して本当に90点で合格しました！！M山学長の言われたとおりのやり方
で、予想問題（少し難しい）を繰り返し解いたことが合格につながりました。
ご指導ありがとうございました。

吉田　光孝さん（大阪府・スーパーゼミ生/第33回合格）

6回分の模試を購入し、ひたすら解きました。ほぼ毎日のように解き続けま
した。本試験でも似たような問題が出題されました。実務者研修を受講の
際、事務局の方に模試を勧められ、その時は少し迷いましたが、合格できた
のはこの模試のおかげです。ありがとうございました。

田辺　真悠さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

模試が難しく点数が取れなかったので、合格は無理かなと思ってましたが、
難しい問題をたくさん解いていたせいか本試験は易しく感じました。M山
学長に“難易度Aランクの問題を解かないと合格できない”と言われてい
ましたが、本当にそのとおりでした。ありがとうございました。

細野　由実子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

M山学長に言われたとおりに、６回分の模試をそれぞれ5回は解きました。
最初は半分位しか得点できず、何回か解くうちに100点を超えるようにな
り、学長の言葉を信じて繰り返し解きました。この勉強方法で合格できた
のだと思います。本試験は96点でした。100点を超えなかったのがちょっと
納得できませんが(笑)、これから受験する人に日本キャリアパスアカデ
ミーを勧めます。 I・Tさん（埼玉県・通信生/第33回合格）

外国人なので1回では受かると思っていませんでした。試験が終わった直
後も“だめかな”と思っていましたが、88点で合格できました。本当に、本当
にうれしいです。先生方にもいろいろと教えていただき問題を解く力がつ
きました。 林　金紅さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミがとても役立ちました。受講してよかったです。ご指導ありが
とうございました。 永井　綾乃さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

模擬試験を通学で受講しました。本番と同じ体験をすることができ、その
後の勉強も順調に進みました。ありがとうございました。

Ｓ・Ｎさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

介護福祉士は、すっと取得したい資格でした。無資格からの挑戦で大変で
したが、実務者研修と一緒に勉強したのも良かったと思います。自宅では、
なかなか勉強できなかったので、授業の日は、学校で模試を何回も解き、わ
からないところは、残って先生に質問し、疑問を残さないようにしました。
学校なしでは、合格できなかったと思います。当日は、落ち着いて受験する
ことができ、103点で合格しました。大変お世話になりました。

Ｓ・Ａさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

最初は、何をどう勉強していいか分からなかったのですが、通学することに
よって理解し、覚えることができました。本試験では、出題傾向が違うよう
に感じ、点数が取れているか不安でしたが、高得点で合格することができ
ました。これから受験する同じ職場の人たちに、日本キャリアパスアカデ
ミーを勧めます！！ 斉藤　泉さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

合格できて本当にうれしい、その一言に尽きます。先生方には、日本語の理
解が不十分な私に親切丁寧に教えていただき感謝の気持ちで一杯です。
ありがとうございました。 会田　修一さん（東京都・通学生/第33回合格）

先生方から勉強のコツやポイントを丁寧に教えていただけたので通学して
よかったです。学校がとてもアットホームで先生方はじめ、同じ受講の仲間
と楽しく勉強することができました。5年後には、又、ケアマネでお世話にな
ります。 和嶋　佑樹さん（東京都・通学生/第33回合格）

正直国家試験を甘くみていました。あまり勉強せず何度か
受験するも不合格。きちんと勉強しなければだめだと思
い、日本キャリアパスアカデミーの通学講座に通いました。
途中で何度もくじけそうになり、受験もやめようとまで思
いましたが、Ｉ﨑先生に励ましてもらい最後まであきらめず

に頑張ることができました。あきらめずに先生を信じて頑張れば必ず合
格できます。 西村　桂子さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

学校で受験仲間もでき、楽しく授業を受けることができま
した。最後の模擬試験では、重複受講制度を活用し2回ず
つ授業を受けました。先生から言われたとおりに諦めない
で勉強したのが合格につながったと思います。日本キャリ
アパスアカデミーに通って良かったです。ありがとうござ
いました。 坂入　美穂さん（茨城県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミを受講していなかったら、合格できていなかったと思いま
す。模試6回分を購入し、学長が言われたとおりに勉強しました。この6回
分の模試のみで合格できました。本当にありがとうございました。
(右)新江　志保さん（大阪府・スーパーゼミ生/第33回合格）

友人と一緒にスーパーゼミを受講し、二人で一緒に
合格できました。お互い励まし合いながら、学長に
教わったとおりに勉強しました。一緒に合格できて
うれしいです。
(左)倉橋　るみ子さん（大阪府・スーパーゼミ生/第33回合格）

実務者研修と通信講座のセットコースで申込みました。実務者研修で最初に
行う通信学習課題の勉強が、その後の受験勉強の基礎となり受験勉強がス
ムーズにいきました。問題もたくさん解きましたが、基本的なことが大事だ
ということを強く感じました。 Ｋ・Ｔさん（埼玉県・通信生/第34回合格）

通信講座で出題予想模試（6回分）を申込みました。又、無料講習会に参加
し、学長に言われたとおりに、９割取れるようになるまで何回も繰り返し解
きました。実際には、あまり勉強する時間がとれず、最後まで全部解くこと
ができないまま試験を迎えてしまったので、合格できたときは本当に嬉し
かったです。実務者研修のスクーリングで勉強したことも、試験にとても役
立ちました。先生方、ご指導いただきありがとうございました。

O・Nさん（埼玉県・通信生/第34回合格）

通信講座で6回分の出題予想模試に取り組み、教わったとおり何度も繰り返
し解きました。何回も解いていくうちに、だんだんと「できるようになった」
手ごたえも感じられるようになりました。1人で勉強していたことでの不安
もあったのでスーパーゼミも受講しました。スーパーゼミの受講で自分の
勉強は間違っていなかったことが確認できました。その後も学長に教わった
やり方で本番まで勉強しました。“本試験が簡単に感じる”と言われました
が、そのとおりでした。105点で合格することができました。ありがとうござ
いました。 S・Jさん（埼玉県・通信生&スーパーゼミ生/第34回合格）

合格できたのは、通学したからに尽きます。仕事が忙しく、自宅では勉強する
時間が取れませんでしたので、迷わず通学講座を選びました。最後の6週間
で毎週受けた模擬試験では、思うように点数が取れず少々不安になりまし
たが、無事に合格することができました。“実力がついた実感がなくても、実
力がついている”と言われたことが本当だったことに驚きました。先生方、ご
指導ありがとうございました。 T・Yさん（埼玉県・通学生/第34回合格）

午前の試験で時間が足りなくなってしまい、合格は無
理かとあきらめていましたが、合格することができま
した！！うれしかったです。先生方のご指導のおかげで
す。授業終了後に個別に教えていただいたり、たくさ
んフォローをしていただきました。振り返れば、7か月
間、楽しく勉強することができました。ありがとうござ

いました。 T・Kさん（埼玉県・通学生/第33回合格）



何をやったらよいかわからなかったときに無料講習会に参加し、通信の直
前対策模擬試験を申込み、モチベーションが上がりました。模試を何回も解
き、忘れたころに又解き直して忘れていたことを思い出し、その繰り返しの
学習で合格できたのだと思います。ありがとうございました。

宮内　正子さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

試験が終わった瞬間は“落ちた”と思いました。第1問から思っていた問題
と違い出鼻をくじかれ、自分の苦手な脊髄損傷の問題では、見直しの際に
答えを直してしまった為、間違えてしまったりと得点できているのか心配
でした。でも、日本キャリアパスアカデミーから予想解答が送付され、自己
採点するといつもの点数と同じ位とれていました。
通学してよかったです。 Ｓ・Cさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

1回目は勉強しないで不合格、2回目はちょっと勉強しましたがやはり不合
格、3回目の今回はスーパーゼミを受講し、学長から言われたとおり125問
の問題を113点超えるまで30回近く繰り返し解きました。そのおかげで合
格することができました。 高木　聡さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第33回合格）

スーパーゼミがすごく勉強になり、本試験に役立ちました。ご指導いただ
き、ありがとうございました。

石原　愛さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

仕事やその他いろいろなことがとても忙しかったのですが、頑張った結果
合格できました。ありがとうございました。

古川　里佐さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミで勉強方法を教えていただき、大変役に立ちました。
ありがとうございました。

内山　満美子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

日本キャリアパスアカデミーオリジナルの模擬試験を受講し、インプット、
アウトプットの方法がよくわかりました。

岡　優太さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

日本キャリアパスアカデミーの通信講座の教材がとても良かったです。大
変役に立ちました。 大木　恵美子さん（東京都・通信生/第33回合格）

スーパーゼミがとても役立ちました。ご指導ありがとうございました。
市東　真美さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミ、通信の直前模試、両方とも大変役に立ちました。
Ｓ・Ｙさん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

模擬試験は難しかったですが、沢山解きました。同時に受講していた実務
者研修で学んだことも受験勉強に役立ちました。

Ｓ・Ｅさん（千葉県・通信生/第33回合格）

直前対策模擬試験がすごく役立ちました。ありがとうございました。
石川　孝子さん（千葉県・通信生/第33回合格）

直前対策模擬試験、大変役に立ちました。
多喜　好恵さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

通信の直前対策模擬試験だけで合格しました！
T・Sさん（埼玉県・通信生/第33回合格）

日本キャリアパスアカデミーの通信講座の教材だけで合格しました。
Ｎ・Ｙさん（大阪府・通信生/第33回合格）

スーパーゼミを受講して良かったです。大変役に立ちました。
Ｈ・Ｙさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミと通信の直前対策模擬試験、どちらもとても役に立ちました。
模試は全部解きました。ありがとうございました。

堂阪　友昭さん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミと通信の直前対策模擬試験が役立ちました。両方とも受講し
たのが合格につながったと思います。

東山　正美さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

自分一人で勉強するより、通学して教えてもらうことによってきちんと理解
できるようになりました。自習室も利用することができて、よかったです。

矢治　桃子さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

通信の直線対策模擬試験を1回につき、7回以上解きました。6回分ありまし
たので全部で50回以上、繰り返し解きました。過去問も3年分解きましたが、
模試をとにかく解いた事で合格できたと思います。

M・Kさん（埼玉県・通信生/第33回合格）

前回合格した知人から勧められて、日本キャリアパスアカデミーのスーパー
ゼミと直前対策模擬試験を購入し、2人で一緒に勉強しました。2人とも合格
できて良かったです。お世話になりました。
萩野　好子さん・金城　麻利子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

スーパーゼミと通信の直前対策模擬試験しかやりませんでした。とても役
に立ちました。合格できてうれしいです。

山口　嘉美さん（神奈川県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

直前対策模擬試験がとても良かったです。直前に問題を解くことが重要な
のだと実感しました。ご指導ありがとうございました。

細見　真さん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

勉強する時間がない追い詰められた状況の中でスーパーゼミを受講し、M
山先生に教わったとおりに勉強しました。93点で合格しました。ありがとうご
ざいました。 渡邊　知子さん（大阪府・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

母親の勧めで日本キャリアパスアカデミーに入学しました。実務者研修の
取得と介護福祉士の受験対策と併せて通学させていただきました。どの先
生方も親切に教えてくださいました。そして無事合格することができまし
た。本当にありがとうございました。
（私以上に母親が大変喜んでおります。）

川上　由実子さん（東京都・通学生/第32回合格）

介護の仕事を何歳まで続けられるかわからなかったので、介護福祉士を取
得することを全く考えていませんでしたが、勉強できるのも体力があるう
ちと思い実務者研修を取得しました。実務者研修の取得後に事務局の方か
ら介護福祉士への挑戦を勧められ一念発起しました。通信講座でしたが、
質問に対してI先生が丁寧に教えてくれました。また、スーパーゼミで勉強
方法を教えてもらい短期間で実力をつけることができました。本当にあり
がとうございました。

内藤　真紀さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

実務者研修も介護福祉士の受験対策も日本キャリアパスアカデミーで受
講しました。実務者研修でも介護福祉士の受験対策でも先生や仲間に恵ま
れました。その学習環境が合格できた要因だと強く実感しています。

石橋　喜代子さん（埼玉県・通学生/第32回合格）

介護福祉士の問題は一見簡単に見えましたが、似たような選択肢にひっか
かることが多くありました。学校の模試に出題されていた問題が本番でも
多かったように感じました。模擬試験問題を何種類も繰り返し解く中で少
しずつ得点できるようになりました。通学講座を受講していなかったら合
格できなかったと思います。 K・Hさん（千葉県・通学生/第32回合格）

効率の良い勉強方法を教えてもらい、出題予想模試を繰
り返し解きました。解説を読んでもわからない問題は質
問しましたが、丁寧に教えてもらえました。また、心が折
れそうになったときも親身になって励ましていただきま
した。これからは国家資格に恥じない仕事をしていきた
いと思います。本当にありがとうございました。

谷本　尚子さん（兵庫県・通信生/第32回合格 58歳）

合格しました！直前の模擬試験では、なかなか点数が伸びずに苦労したので、
結果が出たときは本当にうれしかったです。通学したことにより、言葉の覚え
方や暗記方法なども教えていただくことができ、本試験でとても役に立ちま
した。又、忙しくても毎日1時間は勉強するようにと講師からアドバイスされ
て、とても大変でしたがそれを実行しました。通学していなければ合格でき
なかったと思います。ご指導いただきありがとうございました。

H・Kさん（埼玉県・通学生/第32回合格）

直前対策模試を何回も何回も解きました。教わったとおりに、いただいた
点数表に点数を記入していき9割取れるまで何度も解きました。6回分の模
試の内、9割までいかなかったものもありましたが、合格することができま
した。本当にたくさん勉強した感があります。合格できてよかったです。

A・Rさん（埼玉県・通信生/第32回合格）

「ピタリテキスト」の内容がまとまっていて、特に午後の問題に役立ちまし
た。本試験当日も、スーパーゼミでいただいた「カタカナ一覧表」や、「ピタ
リテキスト」を読んで、点数をかせぎました。ありがとうございました。

石井　浩三さん（東京都・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

勉強の仕方がわからなかった為、日本キャリアパスアカデミーの通信講座の
模擬試験を申込み、言われたとおりに何度も繰り返し模試を解きました。こ
の方法を教えてもらえなかったら、合格できなかったと思います。勉強する時
間がない人にはお勧めです。実務者研修からお世話になり、ありがとうござ
いました。 半藤　理香さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

先生方に励ましてもらいながら、又、同じコースの受講生の方と励まし合い
ながら勉強しました。無事、合格することができ、とてもうれしいです。先生
方、本当にお世話になりました。 T・Mさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

家庭の事情で勉強する時間がなかったので、模擬試験6回分を解きました。何
回も解いていくうちに知識が定着し、その後解いた過去問がスラスラ解ける
ようになりました。模擬試験をしっかり解いたことが合格につながったと思い
ます。今後、別の資格取得を取得する際も日本キャリアパスアカデミーにお世
話になりたいと思っております。本当にありがとうございました。

長友　伸子さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

今までにないくらい勉強しました。“絶対に落ちたくない！”という一心で半
年間とにかく勉強しました。休みの日には12時間位勉強しました。沢山問
題を解くことによって、自分の弱点もわかってきて、最後の1か月間は弱点
を集中して勉強しました。合格できて本当に良かったです。

古賀　芳枝さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

勉強が難しくて大変でしたが、一生懸命勉強しました。なんとか合格できま
した。先生方はじめキャリアパスアカデミーの皆さんのおかげです。

Ｔ・Ｓさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

通学して基礎をしっかり勉強することができましたので、本試験で出題の
仕方が変わっても高得点で合格することができました。通学は、勉強してい
るという安心感があります。通学を選んで本当によかったです。

今井　紀恵さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミで“本試験で90点取る方法”を教えていただき、そのとおりに
勉強して本当に90点で合格しました！！M山学長の言われたとおりのやり方
で、予想問題（少し難しい）を繰り返し解いたことが合格につながりました。
ご指導ありがとうございました。

吉田　光孝さん（大阪府・スーパーゼミ生/第33回合格）

6回分の模試を購入し、ひたすら解きました。ほぼ毎日のように解き続けま
した。本試験でも似たような問題が出題されました。実務者研修を受講の
際、事務局の方に模試を勧められ、その時は少し迷いましたが、合格できた
のはこの模試のおかげです。ありがとうございました。

田辺　真悠さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

模試が難しく点数が取れなかったので、合格は無理かなと思ってましたが、
難しい問題をたくさん解いていたせいか本試験は易しく感じました。M山
学長に“難易度Aランクの問題を解かないと合格できない”と言われてい
ましたが、本当にそのとおりでした。ありがとうございました。

細野　由実子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第33回合格）

M山学長に言われたとおりに、６回分の模試をそれぞれ5回は解きました。
最初は半分位しか得点できず、何回か解くうちに100点を超えるようにな
り、学長の言葉を信じて繰り返し解きました。この勉強方法で合格できた
のだと思います。本試験は96点でした。100点を超えなかったのがちょっと
納得できませんが(笑)、これから受験する人に日本キャリアパスアカデ
ミーを勧めます。 I・Tさん（埼玉県・通信生/第33回合格）

外国人なので1回では受かると思っていませんでした。試験が終わった直
後も“だめかな”と思っていましたが、88点で合格できました。本当に、本当
にうれしいです。先生方にもいろいろと教えていただき問題を解く力がつ
きました。 林　金紅さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミがとても役立ちました。受講してよかったです。ご指導ありが
とうございました。 永井　綾乃さん（埼玉県・通信生/第33回合格）

模擬試験を通学で受講しました。本番と同じ体験をすることができ、その
後の勉強も順調に進みました。ありがとうございました。

Ｓ・Ｎさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

介護福祉士は、すっと取得したい資格でした。無資格からの挑戦で大変で
したが、実務者研修と一緒に勉強したのも良かったと思います。自宅では、
なかなか勉強できなかったので、授業の日は、学校で模試を何回も解き、わ
からないところは、残って先生に質問し、疑問を残さないようにしました。
学校なしでは、合格できなかったと思います。当日は、落ち着いて受験する
ことができ、103点で合格しました。大変お世話になりました。

Ｓ・Ａさん（埼玉県・通学生/第33回合格）

最初は、何をどう勉強していいか分からなかったのですが、通学することに
よって理解し、覚えることができました。本試験では、出題傾向が違うよう
に感じ、点数が取れているか不安でしたが、高得点で合格することができ
ました。これから受験する同じ職場の人たちに、日本キャリアパスアカデ
ミーを勧めます！！ 斉藤　泉さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

合格できて本当にうれしい、その一言に尽きます。先生方には、日本語の理
解が不十分な私に親切丁寧に教えていただき感謝の気持ちで一杯です。
ありがとうございました。 会田　修一さん（東京都・通学生/第33回合格）

先生方から勉強のコツやポイントを丁寧に教えていただけたので通学して
よかったです。学校がとてもアットホームで先生方はじめ、同じ受講の仲間
と楽しく勉強することができました。5年後には、又、ケアマネでお世話にな
ります。 和嶋　佑樹さん（東京都・通学生/第33回合格）

正直国家試験を甘くみていました。あまり勉強せず何度か
受験するも不合格。きちんと勉強しなければだめだと思
い、日本キャリアパスアカデミーの通学講座に通いました。
途中で何度もくじけそうになり、受験もやめようとまで思
いましたが、Ｉ﨑先生に励ましてもらい最後まであきらめず

に頑張ることができました。あきらめずに先生を信じて頑張れば必ず合
格できます。 西村　桂子さん（埼玉県・通学生/第33回合格）

学校で受験仲間もでき、楽しく授業を受けることができま
した。最後の模擬試験では、重複受講制度を活用し2回ず
つ授業を受けました。先生から言われたとおりに諦めない
で勉強したのが合格につながったと思います。日本キャリ
アパスアカデミーに通って良かったです。ありがとうござ
いました。 坂入　美穂さん（茨城県・通学生/第33回合格）

スーパーゼミを受講していなかったら、合格できていなかったと思いま
す。模試6回分を購入し、学長が言われたとおりに勉強しました。この6回
分の模試のみで合格できました。本当にありがとうございました。
(右)新江　志保さん（大阪府・スーパーゼミ生/第33回合格）

友人と一緒にスーパーゼミを受講し、二人で一緒に
合格できました。お互い励まし合いながら、学長に
教わったとおりに勉強しました。一緒に合格できて
うれしいです。
(左)倉橋　るみ子さん（大阪府・スーパーゼミ生/第33回合格）

実務者研修と通信講座のセットコースで申込みました。実務者研修で最初に
行う通信学習課題の勉強が、その後の受験勉強の基礎となり受験勉強がス
ムーズにいきました。問題もたくさん解きましたが、基本的なことが大事だ
ということを強く感じました。 Ｋ・Ｔさん（埼玉県・通信生/第34回合格）

通信講座で出題予想模試（6回分）を申込みました。又、無料講習会に参加
し、学長に言われたとおりに、９割取れるようになるまで何回も繰り返し解
きました。実際には、あまり勉強する時間がとれず、最後まで全部解くこと
ができないまま試験を迎えてしまったので、合格できたときは本当に嬉し
かったです。実務者研修のスクーリングで勉強したことも、試験にとても役
立ちました。先生方、ご指導いただきありがとうございました。

O・Nさん（埼玉県・通信生/第34回合格）

通信講座で6回分の出題予想模試に取り組み、教わったとおり何度も繰り返
し解きました。何回も解いていくうちに、だんだんと「できるようになった」
手ごたえも感じられるようになりました。1人で勉強していたことでの不安
もあったのでスーパーゼミも受講しました。スーパーゼミの受講で自分の
勉強は間違っていなかったことが確認できました。その後も学長に教わった
やり方で本番まで勉強しました。“本試験が簡単に感じる”と言われました
が、そのとおりでした。105点で合格することができました。ありがとうござ
いました。 S・Jさん（埼玉県・通信生&スーパーゼミ生/第34回合格）

合格できたのは、通学したからに尽きます。仕事が忙しく、自宅では勉強する
時間が取れませんでしたので、迷わず通学講座を選びました。最後の6週間
で毎週受けた模擬試験では、思うように点数が取れず少々不安になりまし
たが、無事に合格することができました。“実力がついた実感がなくても、実
力がついている”と言われたことが本当だったことに驚きました。先生方、ご
指導ありがとうございました。 T・Yさん（埼玉県・通学生/第34回合格）

午前の試験で時間が足りなくなってしまい、合格は無
理かとあきらめていましたが、合格することができま
した！！うれしかったです。先生方のご指導のおかげで
す。授業終了後に個別に教えていただいたり、たくさ
んフォローをしていただきました。振り返れば、7か月
間、楽しく勉強することができました。ありがとうござ

いました。 T・Kさん（埼玉県・通学生/第33回合格）



通信の直前模試で勉強しました。６回の直前模試しか勉強していませんが
合格できました。テキストを読むと難しいですが、これをやれば簡単に合格
できます。とても役に立ちました。ありがとうございました。

斎藤　友和さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

今回の試験でなんとしても合格したかったので、通信の模試を申し込みま
した。最後の２ヶ月で、追い込みましたが、仕事も忙しく６回分の模試を２回
転させるのが精一杯でした。３回転目は、苦手な科目のみ解きました。おか
げさまで合格することができました。本当にありがとうございました。

Ｓ・Ｙさん（山形県　通信生/第30回合格）

仕事が忙しく自宅では、ほとんど勉強できませんでしたが、学校に通ったか
らこそ合格することができたと思います。先生方、ご指導ありがとうござい
ました。 M・Ｙさん（埼玉県・通学生/第31回合格）

6回分の模試とテキストがとても役立ちました。テキストにはマーカーを引
いて徹底的に覚え、6回分の模試は、何回も繰り返し解きました。最後に
スーパーゼミを受講し、先生の講義が聞けたので、それがとても安心でき、
合格することができました、ありがとうございました。

T・Mさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

スーパーゼミを受講したのが合格できた要因です。勉強する時間が作れな
かったため、焦りや不安が大きかったのですが、スーパーゼミを受講して効
率よく効果的に勉強することができました。ありがとうございました。

加藤　洋子さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第31回合格）

第1回から第6回までの模擬試験を繰り返し解きました。本番の試験では見
たことのない問題があり焦りましたが、最終的には思った以上に点数が取れ
たのでビックリです。この学校のテキストをもっと読み込んでいれば、もっと
点数が取れたと思います。 林部　和美さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

模擬試験を教わったやり方で繰り返し解きました。そのおかげで試験当日
は緊張し過ぎることもなく落ち着いて受けられました。

M・Mさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

お世話になりました。合格できました。しかし、これが最終目標ではないの
でこれからも努力を続けていこうと思います。温かいご指導をありがとう
ございました。 三浦　園子さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

大変お世話になりました。無事に合格することができました。また、よろしく
お願いいたします。 前川　由香利さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

スーパーゼミが役に立ちました。ありがとうございました。
福田　貴行さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第31回合格）

合格しました。ご指導ありがとうございました。
堀部　沙希子さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

本試験の目標点数を決めて受験勉強に取り組みました。その結果、午前中の
問題も午後の問題も目標点を上回りました。午後の問題の方ができました。
ありがとうございました。 T・Kさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

本番の3か月前に過去問を解いたら全然できなかったので、「どうしよう」と
とても不安になりました。模擬試験を反復して解くことを教わり、そのとお
りに勉強しました。本番が終わっても勉強が楽しくなり勉強を続けていま
す。不思議な感じです。 K・Jさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

スーパーゼミのみの受講でしたが、試験までの１ヶ月半
の勉強の仕方と模擬問題を３０回以上繰り返しやる事を
Ｍ山先生に言われましたので、とにかく何も考えずにひ
たすら頑張りました。合格できて本当に良かったです！！
ありがとうございました！！
長瀬　歩さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

通信の模擬試験で勉強しました。６回の模試、すべて満点がとれるまで、何
度も何度も繰り返し解きました。本試験では、凡ミスもしてしまいましたが、
合格することができました。質問にも的確に回答していただき、ありがとう
ございました。 山本さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

オリジナルのテキストがとっても良かったです。見やす
く、分かりやすく何度も何度も繰り返し学習しました。
仕事が忙しく思うように勉強が進みませんでしたが、
日本キャリアパスアカデミーに通ったからこそ、合格す
ることができました。ありがとうございました。

山本　綾子さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

スーパーゼミを受講したおかげで、合格することができました。学長に言
われたとおりに勉強しました。仕事も忙しくなかなか、勉強する時間がとれ
ませんでしたが、模擬試験は延べ30回以上解きました。ご指導ありがとう
ございました。 竹下　翔さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第31回合格）

先生方には大変お世話になりました。ありがとうございました。午後の問題
は難しかったのですが、午前の問題で貯金ができたのが勝因です。

堂満　美佐子さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

合格した時の喜びを想像して頑張りました。先生方に
引っ張っていただき合格することができました。ありがと
うございました。 武井さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

スーパーゼミで教わったように、スーパーゼミの模擬試験問題と第1回から
第6回の出題予想模擬試験を、全て9割得点できるまで繰り返しやりました。
限られた時間でも効率良く実力がつきました。

Y・Rさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

I先生の授業を受けて自信をつけることができました。
I先生の授業はわかりやすく、テストの点数がどんどんと
れるようになりました。本番では終わったときに手応え
があり合格を確信しました。

實吉　吉夫さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生・通学生/第31回合格）

日本キャリアパスアカデミーの模擬試験がすごく役に立ちま
した。模擬試験を繰り返し解くうちに実力が上がっていくこと
を実感できました。

市川　寿美さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

実務者研修と共に介護福祉士の受験対策でもお世
話になりましたが、この学校を選んで本当に良かった
と思います。どの先生も丁寧で、受講生同士の仲も良
く、楽しく学べました。先生を信じて勉強した結果、
介護福祉士に合格できて本当に感謝しています。

石橋　浩敦さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

スーパーゼミで教わったとおりに模擬試験をこなしま
した。4回目のチャレンジで合格することができまし
た。諦めずにチャレンジし続けて本当に良かったと思
います。これから介護福祉士として、今まで以上に利
用者の方々のために全力で仕事に取り組んでいきた
いと思います。 原山　政英さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

スーパーゼミを受講しました。２日間という短い時間でしたが、とても役に
立ちました。Ｍ山学長から良いアドバイスをいただき、通信の模試を購入し
て、とにかく何回も解きました。その模試を解いたおかげで本試験はとても
やさしく感じました。ご指導いただき、本当にありがとうございました。

Ｙ・Ｋさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

坂本　二三代さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

一人で勉強していたら合格までたどり着かなかったと思
います。コツコツと繰り返し問題を解く中でわかってきた
ものがあり、なかなか理解できなかったものがわかったこ
とに対する喜びがありました。勉強する時間が少なく不安

でしたが、学校に通ったことで効率よく力をつけることができたと思います。本
当にありがとうございました。

合格おめでとう
ございます!

無事、合格することができました。受講した模擬試験では、ケアレスミスを
してあせりましたが、かえってそれがいい練習になり、本試験ではミスなく
解答することができました。模擬試験は絶対に必要だと思いました。大変お
世話になり、ありがとうございました。 K・Mさん（埼玉県・通学生/第31回合格）

I先生の授業は論理的で、記憶に残りやすく、今までの人生の中で最もわか
りやすく信頼できる授業でした。国立大学で教鞭をとる夫にカリキュラムや
授業の進め方などを説明すると感心していました。日本キャリアパスアカ
デミーは教材も充実しているので、言われたとおりにやれば必ず合格でき
ます。励まし合って勉強した仲間ができたのも良かったと思います。名残惜
しいですが卒業します。また、ケアマネでお世話になれたら嬉しいです。

中井　洋子さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

昨年勉強せずに受験して、あと1点という結果でした。勉強をしなかったに
も関わらず情けなさや悔しさを引きずり気持ちの切り替えが中々できませ
んでした。そんな私のお尻を叩いてくれたI先生に感謝しています。本当に
ありがとうございました。5年後のケアマネも頑張ろうと思っています。そ
のときは、また、よろしくお願いします。田村さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

勉強は大変でしたが、無事この日を迎えられて良かったです。先生方にい
ろいろとご指導いただき、合格することができました。ありがとうございま
した。 Ｔさん（埼玉県・通学生/第31回合格）

教えてもらった通り、模擬試験を全部やりました。仕事が忙しく勉強が中々
できなかったのでとても不安でしたが、言われたことを忠実に実行し効率
よく実力をつけることができました。ありがとうございました。

鈴木　ルミ子さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

申し込む前に講師の方と話をしてこの学校に決めました。7月から学校に
通って勉強したので、少しずつ無理なく勉強を進めることができました。受
講日が都合に合わせて選べたのも良かったです。

大久保　由美子さん（東京都・通学生/第31回合格）

通信教材は少し難しいと感じましたが、あの難しさで自信をつけることが
できました。自分の性格上試験直前に焦って何も手につかなくなることが
わかっていたので、早めに勉強のスタートを切りました。中だるみもありま
したが、机の上の教材を見て適度なプレッシャーを感じながら頑張れまし
た。試験当日も自信を持って臨めました。

O・Sさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

スーパーゼミで教えてもらったとおりに出題予想模試を解きました。6回分
の模試をそれぞれ4回転位解きました。本試験では午後の問題が難しく感
じ手ごたえがあまりなかったのですが、模試をたくさん解いていたから合
格できたのだと思いました。ありがとうございました。

M・Eさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

スーパーゼミで学長から勉強方法を教えてもらい、そのとおりに勉強して
合格することができました。ご指導いただき、ありがとうございました。

K・Mさん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

スーパーゼミで丁寧なご指導をいただいたおかげで合格することができ
ました。忙しく時間がありませんでしたが、とにかく、たくさん問題を解きま
した。先生方、どうもありがとうございました。

Ｍ・Ｍさん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

Ｉ先生、O先生、K先生、いつも優しく、わかりやすく教えて
いただきありがとうございました。「わからなことをわか
らないままにしないでください」と言ってくださったの
で、安心して質問することができました。試験直前に、I先
生に毎日電話やメールで教えていただけたので心強
かったです。 伊藤　和江さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

通学して対策をしてきたので「大丈夫」と自分に言い聞
かせながら本番に臨みました。合格発表のとき、自分の
番号を見つけても信じることができませんでした。朝か
ら晩まで自習室を使わせていただき先生方にはとても
感謝しています。本当にありがとうございました。

関　和江さん（茨城県・通学生/第31回合格）

学校を探している中で、親切に対応してくれたこの学校
を選びました。質問に対して先生方が親切に教えてくれ
たので実力をつけることができました。

榎本　みどりさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

6月ごろから勉強をはじめ模擬試験の点数も75点前後取れ
ていたので気持ち的にも余裕がありましたが、その後伸び
悩み、先生に相談しました。勉強内容を教えたもらっただけ
でなく、勉強方法も教わりました。また、スーパーゼミで言わ
れたことを実践すると伸び悩みが解消しました。これからは
自信を持ってサービス提供責任者の仕事をしていきたいと思います。ありが
とうございました。 橋本　祐子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

通学講座で勉強しました。授業はわかりやすく、授業を受けたことで実力が
つきました。 棚橋　宗弘さん（埼玉県・通学生/第32回合格）

姉も受講して合格している日本キャリアパスアカデミーを紹介してもら
い、実務者研修から受講しました。受験勉強は、直前対策模試を通信で申
込み、その模試を何回も繰り返し解きました。これだけで合格することが
できました。 加藤　美樹さん（埼玉県・通信生/第32回合格）

スーパーゼミが、とても役に立ちました。合格できてうれしいです
小久保　正美さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

スーパーゼミ、直前対策模試、両方とも大変役に立ちました。
細川　悦子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

6回分の出題予想模試を何度も繰り返し解きました。本試験は、難しかった
ので、半分あきらめていましたが、合格することができて、とってもうれし
かったです。スーパーゼミが大変役に立ちました。先生方には、お世話にな
りました。ありがとうございました。

岩名　万里子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

仕事が忙しく、なかなか勉強できませんでした。購入した直前対策模試を
お正月休みから必死にひたすら解きました。初めは、点数が取れず、来年再
受験する覚悟でいましたが、何回も解いていくうちに、ちょっとずつ点数も
上がっていき、なんとか合格することができました。先生方や事務局の方に
も親切にしていただき、ありがたかったです。お世話になりました。

Ｎ・Ｋさん（埼玉県・通信生/第32回合格）

毎日仕事や家事で忙しく、勉強ができないまま時間だけが過ぎていきまし
た。そんな時スーパーゼミがあることを知り、スーパーゼミを受講しまし
た。緊張感のある中で模擬試験を受け、本試験当日の雰囲気を体験できた
事、先生の教え方がとても解りやすかった事、残り少ない日々の勉強のや
り方を丁寧に教えてくださった事、などとても良かったです。スーパーゼミ
を受講したことが合格につながったと思います。本当にありがとうござい
ました。 小池　ゆかりさん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

キャリアパスアカデミーがあって本当に助かりました。おかげで合格する
ことができました。 長友　弥美さん（埼玉県・通学生/第32回合格）

わからないところを先生が丁寧に教えてくださり、合格することができまし
た。ありがとうございました。 Ｎ・Ｍさん（埼玉県・通学生/第32回合格）

日本キャリアパスアカデミーの研修は、講義もテキスト
もわかりやすかったです。先生方も時には優しく、又、
時には厳しく、でも質問にはきちんと答えてくださいま
した。68才で最後の試験と思いチャレンジして合格で
きたので、大変うれしく思っております。

小網　明美さん（埼玉県・通信生/第32回合格）

日本キャリアパスアカデミーの皆様のおかげで合格するこ
とができました。心より感謝申し上げます。受験勉強と仕事
の両立はとても大変でした。しかし、クラスの方々が自分と
同じような生活（仕事が大変で勉強する時間が確保できな
い）を送っているのにも関わらず頑張っていたので、「自分

も頑張ろう！」という気持ちになれました。１０３点という高得点で合格でき、
本当に嬉しかったです。 Y・Yさん（埼玉県・通学生/第32回合格）

出題予想模試を通信で勉強しました。6回分の模試を3回転以上は解きま
した。模試を解いたおかげで本試験は午前中で得点を稼ぐことができまし
た。模試を繰り返し解いていたから合格できたと思ってます。ありがとうご
ざいました。 桒原　正利さん（埼玉県・通信生/第32回合格）

スーパーゼミで教わったとおりのことを実践しました。具体的に方法を教
えてもらったのと共に、目標を設定してもらったので、少ない時間でも効率
よく効果的に勉強することができました。おかげで本番の試験は落ち着い
て臨むことができました。ありがとうございました。

和田　恵子さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）
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通信の直前模試で勉強しました。６回の直前模試しか勉強していませんが
合格できました。テキストを読むと難しいですが、これをやれば簡単に合格
できます。とても役に立ちました。ありがとうございました。

斎藤　友和さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

今回の試験でなんとしても合格したかったので、通信の模試を申し込みま
した。最後の２ヶ月で、追い込みましたが、仕事も忙しく６回分の模試を２回
転させるのが精一杯でした。３回転目は、苦手な科目のみ解きました。おか
げさまで合格することができました。本当にありがとうございました。

Ｓ・Ｙさん（山形県　通信生/第30回合格）

仕事が忙しく自宅では、ほとんど勉強できませんでしたが、学校に通ったか
らこそ合格することができたと思います。先生方、ご指導ありがとうござい
ました。 M・Ｙさん（埼玉県・通学生/第31回合格）

6回分の模試とテキストがとても役立ちました。テキストにはマーカーを引
いて徹底的に覚え、6回分の模試は、何回も繰り返し解きました。最後に
スーパーゼミを受講し、先生の講義が聞けたので、それがとても安心でき、
合格することができました、ありがとうございました。

T・Mさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

スーパーゼミを受講したのが合格できた要因です。勉強する時間が作れな
かったため、焦りや不安が大きかったのですが、スーパーゼミを受講して効
率よく効果的に勉強することができました。ありがとうございました。

加藤　洋子さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第31回合格）

第1回から第6回までの模擬試験を繰り返し解きました。本番の試験では見
たことのない問題があり焦りましたが、最終的には思った以上に点数が取れ
たのでビックリです。この学校のテキストをもっと読み込んでいれば、もっと
点数が取れたと思います。 林部　和美さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

模擬試験を教わったやり方で繰り返し解きました。そのおかげで試験当日
は緊張し過ぎることもなく落ち着いて受けられました。

M・Mさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

お世話になりました。合格できました。しかし、これが最終目標ではないの
でこれからも努力を続けていこうと思います。温かいご指導をありがとう
ございました。 三浦　園子さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

大変お世話になりました。無事に合格することができました。また、よろしく
お願いいたします。 前川　由香利さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

スーパーゼミが役に立ちました。ありがとうございました。
福田　貴行さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第31回合格）

合格しました。ご指導ありがとうございました。
堀部　沙希子さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

本試験の目標点数を決めて受験勉強に取り組みました。その結果、午前中の
問題も午後の問題も目標点を上回りました。午後の問題の方ができました。
ありがとうございました。 T・Kさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

本番の3か月前に過去問を解いたら全然できなかったので、「どうしよう」と
とても不安になりました。模擬試験を反復して解くことを教わり、そのとお
りに勉強しました。本番が終わっても勉強が楽しくなり勉強を続けていま
す。不思議な感じです。 K・Jさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

スーパーゼミのみの受講でしたが、試験までの１ヶ月半
の勉強の仕方と模擬問題を３０回以上繰り返しやる事を
Ｍ山先生に言われましたので、とにかく何も考えずにひ
たすら頑張りました。合格できて本当に良かったです！！
ありがとうございました！！
長瀬　歩さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

通信の模擬試験で勉強しました。６回の模試、すべて満点がとれるまで、何
度も何度も繰り返し解きました。本試験では、凡ミスもしてしまいましたが、
合格することができました。質問にも的確に回答していただき、ありがとう
ございました。 山本さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

オリジナルのテキストがとっても良かったです。見やす
く、分かりやすく何度も何度も繰り返し学習しました。
仕事が忙しく思うように勉強が進みませんでしたが、
日本キャリアパスアカデミーに通ったからこそ、合格す
ることができました。ありがとうございました。

山本　綾子さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

スーパーゼミを受講したおかげで、合格することができました。学長に言
われたとおりに勉強しました。仕事も忙しくなかなか、勉強する時間がとれ
ませんでしたが、模擬試験は延べ30回以上解きました。ご指導ありがとう
ございました。 竹下　翔さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第31回合格）

先生方には大変お世話になりました。ありがとうございました。午後の問題
は難しかったのですが、午前の問題で貯金ができたのが勝因です。

堂満　美佐子さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

合格した時の喜びを想像して頑張りました。先生方に
引っ張っていただき合格することができました。ありがと
うございました。 武井さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

スーパーゼミで教わったように、スーパーゼミの模擬試験問題と第1回から
第6回の出題予想模擬試験を、全て9割得点できるまで繰り返しやりました。
限られた時間でも効率良く実力がつきました。

Y・Rさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

I先生の授業を受けて自信をつけることができました。
I先生の授業はわかりやすく、テストの点数がどんどんと
れるようになりました。本番では終わったときに手応え
があり合格を確信しました。

實吉　吉夫さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生・通学生/第31回合格）

日本キャリアパスアカデミーの模擬試験がすごく役に立ちま
した。模擬試験を繰り返し解くうちに実力が上がっていくこと
を実感できました。

市川　寿美さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

実務者研修と共に介護福祉士の受験対策でもお世
話になりましたが、この学校を選んで本当に良かった
と思います。どの先生も丁寧で、受講生同士の仲も良
く、楽しく学べました。先生を信じて勉強した結果、
介護福祉士に合格できて本当に感謝しています。

石橋　浩敦さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

スーパーゼミで教わったとおりに模擬試験をこなしま
した。4回目のチャレンジで合格することができまし
た。諦めずにチャレンジし続けて本当に良かったと思
います。これから介護福祉士として、今まで以上に利
用者の方々のために全力で仕事に取り組んでいきた
いと思います。 原山　政英さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

スーパーゼミを受講しました。２日間という短い時間でしたが、とても役に
立ちました。Ｍ山学長から良いアドバイスをいただき、通信の模試を購入し
て、とにかく何回も解きました。その模試を解いたおかげで本試験はとても
やさしく感じました。ご指導いただき、本当にありがとうございました。

Ｙ・Ｋさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

坂本　二三代さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

一人で勉強していたら合格までたどり着かなかったと思
います。コツコツと繰り返し問題を解く中でわかってきた
ものがあり、なかなか理解できなかったものがわかったこ
とに対する喜びがありました。勉強する時間が少なく不安

でしたが、学校に通ったことで効率よく力をつけることができたと思います。本
当にありがとうございました。

合格おめでとう
ございます!

無事、合格することができました。受講した模擬試験では、ケアレスミスを
してあせりましたが、かえってそれがいい練習になり、本試験ではミスなく
解答することができました。模擬試験は絶対に必要だと思いました。大変お
世話になり、ありがとうございました。 K・Mさん（埼玉県・通学生/第31回合格）

I先生の授業は論理的で、記憶に残りやすく、今までの人生の中で最もわか
りやすく信頼できる授業でした。国立大学で教鞭をとる夫にカリキュラムや
授業の進め方などを説明すると感心していました。日本キャリアパスアカ
デミーは教材も充実しているので、言われたとおりにやれば必ず合格でき
ます。励まし合って勉強した仲間ができたのも良かったと思います。名残惜
しいですが卒業します。また、ケアマネでお世話になれたら嬉しいです。

中井　洋子さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

昨年勉強せずに受験して、あと1点という結果でした。勉強をしなかったに
も関わらず情けなさや悔しさを引きずり気持ちの切り替えが中々できませ
んでした。そんな私のお尻を叩いてくれたI先生に感謝しています。本当に
ありがとうございました。5年後のケアマネも頑張ろうと思っています。そ
のときは、また、よろしくお願いします。田村さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

勉強は大変でしたが、無事この日を迎えられて良かったです。先生方にい
ろいろとご指導いただき、合格することができました。ありがとうございま
した。 Ｔさん（埼玉県・通学生/第31回合格）

教えてもらった通り、模擬試験を全部やりました。仕事が忙しく勉強が中々
できなかったのでとても不安でしたが、言われたことを忠実に実行し効率
よく実力をつけることができました。ありがとうございました。

鈴木　ルミ子さん（埼玉県・通信生/第31回合格）

申し込む前に講師の方と話をしてこの学校に決めました。7月から学校に
通って勉強したので、少しずつ無理なく勉強を進めることができました。受
講日が都合に合わせて選べたのも良かったです。

大久保　由美子さん（東京都・通学生/第31回合格）

通信教材は少し難しいと感じましたが、あの難しさで自信をつけることが
できました。自分の性格上試験直前に焦って何も手につかなくなることが
わかっていたので、早めに勉強のスタートを切りました。中だるみもありま
したが、机の上の教材を見て適度なプレッシャーを感じながら頑張れまし
た。試験当日も自信を持って臨めました。

O・Sさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

スーパーゼミで教えてもらったとおりに出題予想模試を解きました。6回分
の模試をそれぞれ4回転位解きました。本試験では午後の問題が難しく感
じ手ごたえがあまりなかったのですが、模試をたくさん解いていたから合
格できたのだと思いました。ありがとうございました。

M・Eさん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

スーパーゼミで学長から勉強方法を教えてもらい、そのとおりに勉強して
合格することができました。ご指導いただき、ありがとうございました。

K・Mさん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

スーパーゼミで丁寧なご指導をいただいたおかげで合格することができ
ました。忙しく時間がありませんでしたが、とにかく、たくさん問題を解きま
した。先生方、どうもありがとうございました。

Ｍ・Ｍさん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

Ｉ先生、O先生、K先生、いつも優しく、わかりやすく教えて
いただきありがとうございました。「わからなことをわか
らないままにしないでください」と言ってくださったの
で、安心して質問することができました。試験直前に、I先
生に毎日電話やメールで教えていただけたので心強
かったです。 伊藤　和江さん（埼玉県・通学生/第31回合格）

通学して対策をしてきたので「大丈夫」と自分に言い聞
かせながら本番に臨みました。合格発表のとき、自分の
番号を見つけても信じることができませんでした。朝か
ら晩まで自習室を使わせていただき先生方にはとても
感謝しています。本当にありがとうございました。

関　和江さん（茨城県・通学生/第31回合格）

学校を探している中で、親切に対応してくれたこの学校
を選びました。質問に対して先生方が親切に教えてくれ
たので実力をつけることができました。

榎本　みどりさん（埼玉県・通信生/第31回合格）

6月ごろから勉強をはじめ模擬試験の点数も75点前後取れ
ていたので気持ち的にも余裕がありましたが、その後伸び
悩み、先生に相談しました。勉強内容を教えたもらっただけ
でなく、勉強方法も教わりました。また、スーパーゼミで言わ
れたことを実践すると伸び悩みが解消しました。これからは
自信を持ってサービス提供責任者の仕事をしていきたいと思います。ありが
とうございました。 橋本　祐子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第31回合格）

通学講座で勉強しました。授業はわかりやすく、授業を受けたことで実力が
つきました。 棚橋　宗弘さん（埼玉県・通学生/第32回合格）

姉も受講して合格している日本キャリアパスアカデミーを紹介してもら
い、実務者研修から受講しました。受験勉強は、直前対策模試を通信で申
込み、その模試を何回も繰り返し解きました。これだけで合格することが
できました。 加藤　美樹さん（埼玉県・通信生/第32回合格）

スーパーゼミが、とても役に立ちました。合格できてうれしいです
小久保　正美さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

スーパーゼミ、直前対策模試、両方とも大変役に立ちました。
細川　悦子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

6回分の出題予想模試を何度も繰り返し解きました。本試験は、難しかった
ので、半分あきらめていましたが、合格することができて、とってもうれし
かったです。スーパーゼミが大変役に立ちました。先生方には、お世話にな
りました。ありがとうございました。

岩名　万里子さん（埼玉県・スーパーゼミ生・通信生/第32回合格）

仕事が忙しく、なかなか勉強できませんでした。購入した直前対策模試を
お正月休みから必死にひたすら解きました。初めは、点数が取れず、来年再
受験する覚悟でいましたが、何回も解いていくうちに、ちょっとずつ点数も
上がっていき、なんとか合格することができました。先生方や事務局の方に
も親切にしていただき、ありがたかったです。お世話になりました。

Ｎ・Ｋさん（埼玉県・通信生/第32回合格）

毎日仕事や家事で忙しく、勉強ができないまま時間だけが過ぎていきまし
た。そんな時スーパーゼミがあることを知り、スーパーゼミを受講しまし
た。緊張感のある中で模擬試験を受け、本試験当日の雰囲気を体験できた
事、先生の教え方がとても解りやすかった事、残り少ない日々の勉強のや
り方を丁寧に教えてくださった事、などとても良かったです。スーパーゼミ
を受講したことが合格につながったと思います。本当にありがとうござい
ました。 小池　ゆかりさん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

キャリアパスアカデミーがあって本当に助かりました。おかげで合格する
ことができました。 長友　弥美さん（埼玉県・通学生/第32回合格）

わからないところを先生が丁寧に教えてくださり、合格することができまし
た。ありがとうございました。 Ｎ・Ｍさん（埼玉県・通学生/第32回合格）

日本キャリアパスアカデミーの研修は、講義もテキスト
もわかりやすかったです。先生方も時には優しく、又、
時には厳しく、でも質問にはきちんと答えてくださいま
した。68才で最後の試験と思いチャレンジして合格で
きたので、大変うれしく思っております。

小網　明美さん（埼玉県・通信生/第32回合格）

日本キャリアパスアカデミーの皆様のおかげで合格するこ
とができました。心より感謝申し上げます。受験勉強と仕事
の両立はとても大変でした。しかし、クラスの方々が自分と
同じような生活（仕事が大変で勉強する時間が確保できな
い）を送っているのにも関わらず頑張っていたので、「自分

も頑張ろう！」という気持ちになれました。１０３点という高得点で合格でき、
本当に嬉しかったです。 Y・Yさん（埼玉県・通学生/第32回合格）

出題予想模試を通信で勉強しました。6回分の模試を3回転以上は解きま
した。模試を解いたおかげで本試験は午前中で得点を稼ぐことができまし
た。模試を繰り返し解いていたから合格できたと思ってます。ありがとうご
ざいました。 桒原　正利さん（埼玉県・通信生/第32回合格）

スーパーゼミで教わったとおりのことを実践しました。具体的に方法を教
えてもらったのと共に、目標を設定してもらったので、少ない時間でも効率
よく効果的に勉強することができました。おかげで本番の試験は落ち着い
て臨むことができました。ありがとうございました。

和田　恵子さん（埼玉県・スーパーゼミ生/第32回合格）

54



合格おめでとう
ございます!

先生に要点を絞ってピンポイントで教えていただき、仕事が忙しい中でも
効率の良い効果的な学習ができました。又、直前期には、模擬試験をとに
かく沢山解いたことが合格につながったと思います。Ｍ山先生にも叱咤激
励していただき、やる気を継続することができました。本当にありがとう
ございました。 佐々木　純子さん（埼玉県　通学　通信生/第29回合格）

合格しました！！I﨑先生にお礼が言いたくて、すぐに報告させていただきま
した。試験後は「だめかな」と思い自己採点をしていなかったので、イン
ターネットで自分の番号を見つけた時は、本当にうれしかったです。通学
した甲斐がありました。本当にありがとうございました。ケアマネでもま
たお世話になります。 I・Yさん（埼玉県　通学生/第29回合格）

通信講座を申し込んだものの、自分ひとりでは全然先に進めませんでし
た。落ちるわけにはいかなかったのでスーパーゼミに参加しました。スー
パーゼミで勉強のコツを教えていただき、受かるための勉強に切り替えら
れました。覚えなければいけないところと、捨ててもいいところを教えて
いただき、精神的に少し勉強が楽になりました。ゼミで先生に言われたと
おりに実践して合格する事ができました。スーパーゼミを受講して本当に
よかったです。愛知から埼玉に行った甲斐がありました。
本当にありがとうございました。

内田さん（愛知県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

正直合格できると思っていなかったので、本当にうれしいです。仕事が忙
しくなかなか勉強できなかったのですが、無料講習会に参加し、勉強の仕
方を教えてもらい、とても役に立ちました。あとは、購入した模擬試験をで
きる限り解きました。的確なご指導をいただき、ありがとうございました。

杉浦さん（東京都　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーに通ってなかったら、合格できませんでした。
本当にありがとうございました。

池田　菜穂子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

とにかく教えられたとおりに、通信講座の出題予想模擬試験を繰り返し
テストしました。仕事をしながらの受験でしたので、半年前から計画的
に勉強しました。仕事をしていると、なかなか勉強する時間が取れない
と思いますので、早めの対策がお勧めです。合格できて本当にうれしい
です。ありがとうございました。

Ｚ・Ｓさん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

とにかく、問題をたくさん解いたことが合格に繋がりました。ありがとうご
ざいました。来年も、職場の同僚が引き続き通学でお世話になる予定です。

新村　結花さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

「スーパーゼミ」がききました！！合格して本当にうれしいです。
Ｍ山先生ありがとうございました。

市來　佐和子さん（東京都　スーパーセミ生/第29回合格）

ホームヘルパー2級の受講から日本キャリアパスアカデミーにお世話に
なっているので、今回も受講させていただきました。合格しました！！
ありがとうございました。 篠原　伸江さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

６回分の模試も全部解けず、1ヶ月しか勉強できませんでしたが、本試験
は、模試より易しく、ギリギリでしたが合格できました。

Ｍさん（埼玉県　通信生/第30回合格）

模試を何度も何度もやって自信がつきました。ありがとうございました。
Ｈ・Ｈさん（埼玉県　通信生/第30回合格）

Ｉ﨑先生の熱心で丁寧な講義が、良かったです。先生に「絶対大丈夫！」と励
ましの言葉もいただき、合格祈願ボールペンも試験日まで肌身離さず持
ち歩きました。こんなに親切にしていただいた学校は、日本キャリアパス
アカデミーだけです。本当にありがとうございました。これから受験する
友人に必ず勧めます。 奥脇　恵里さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

先生方が、困ったときやわからないときにいつもすぐに対
応してくださいましたのでありがたかったです。先生方の
温かい対応やわかりやすかった授業に感謝しています。日
本キャリアパスアカデミーを選んで本当に良かったと思っ
ています。 小林　明美さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

今までの受験勉強の中で、一番ハラハラドキドキする受
験勉強でした。限られた時間の中で、努力も沢山しまし
た。合格出来て良かったです。ありがとうございました。

河内　弘子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

何年も悔しい思いをしてきました。いろいろな学校
で受講しましたが、日本キャリアパスアカデミーで
はじめて、今までわからなかったことがわかるよう
になりました。先生方の指導で自信を持つことがで
きました。これからも色々なことにチャレンジして
いきたいと思います。諦めずに頑張ってきて、本当
に良かったです。 渡辺　昌也さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

不安な気持ちが強かったときに、「これだ！」と思い通
学講座に申し込みました。忙しかったのですが、でき
るだけ出席する努力をしました。先生の親切な講義
や、講座でできた友達の励ましなどによって合格する
ことができました。ありがとうございました。

　Y・Tさん（埼玉県　通学生/第29回合格）

私は、日本キャリアパスアカデミーで実務者研修を
受けていなかったら介護福祉士の合格もなかったと
思います。実務者研修や介護福祉士受験対策講座の
講師の先生方の熱意に感動しました。本当にありが
とうございました。

清水　郁夫さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

介護福祉士を受験するにあたって、どのような勉強をすればよいのかわ
からなかったので、日本キャリアパスアカデミーに通いました。出題される
ポイントを絞って教えていただき、とてもわかりやすかったです。後は、ひ
たすら6回分の模擬試験を繰り返し解きました。大変お世話になりました。
ありがとうございました。 中村　留美子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

仕事をしながら（苦手な）勉強ができるのかという不安がありましたが、
自分には通信学習は向かないということは確かだったので、迷わず通学
講座に決めました。知識の宝庫のＩ﨑先生、ためになる雑談込みこみのＫ
瀬先生、ほっこりするＯ澤先生、そして、頼りになる仲間の方々に恵まれ
半年間楽しく学ぶことができました。娘共々、大変お世話になり、感謝の
気持ちでいっぱいです。たくさんの優しさ、勇気をいただき、ありがとう
ございました。 田中　英美子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

みなさんがここまでこれたのは、ど力
もあるけど、先生がたが、楽しく、やさ
しく、分かりやすく教えてくれたおかげ
でもあると思います。（原文のまま）

田中英美子さんと一緒に出席していたご令嬢
田中菜津ちゃんから合格した皆様へのコメント

日本キャリアパスアカデミーで勉強して合格することができ、大変嬉しい
のと同時に感謝しています。受験勉強というものは〇十年振りで、はじめ

は慣れなくて続けられるか心配でしたが、先生を
はじめ事務職員の皆様にも支えていただきなが
ら最後まで通うことができました。今後は新たな
目標に向かってチャレンジしていきたいと思って
います。皆様、本当にお世話になりました。ありが
とうございました。

安蔵　由巳さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

スーパーゼミのＭ山先生の授業は、とてもわかりやすくてよかったです。
“数をこなせ”という勉強方法を教えていただき、たくさん問題を解きまし
た。本試験では見たことのない問題もありましたが、そのおかげで合格す
ることができました。 Ｏ・Ａさん（大阪府　スーパーゼミ生/第30回合格）

いろいろと丁寧に対応していただき、ありがとうございました。模試は、目
標の半分しか解けませんでしたが、合格しました。

小笠原　雅敏さん（東京都　通信生）

スーパーゼミを受講するまでは分厚いテキストを読んでひたすら覚えてい
ましたが、覚えきれずに、過去問を解いたりしていました。スーパーゼミで
予想問題を３０回解くようにと言われ、そのとおりに３０回近く解いたら合格
できました。あのままの勉強方法では、合格しなかったと思いました。本当
にありがとうございました。 Ｈ・Ａさん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

スーパーゼミで合格しました！！
藤井　哲也さん（京都府　スーパーゼミ生/第30回合格）

通信の問題を解いていたら、本試験も解けました。合格しました！
ありがとうございました。 松崎　歩美さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

勉強する時間がなく焦っていましたが、スーパーゼミを受講して効率的に
勉強できました。模試を中心に５０回とＭ山学長が言ったとおりに実践しま
した。ご指導ありがとうございました。

榎本　真治さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

講座に通う前は、確実に合格できるのだろうかと不安でしたが、I﨑先生が
丁寧に優しく教えてくださって、それがとても励みになりました。授業もわ
かりやすく、自然と点数も上がっていきました。合格できて、次（ケアマネ）
のステップアップへの自信にもなりました。５年後に又、通学します！！ありが
とうございました。 五十畑　菜芽さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

勉強がはかどらなかったときに２日間のスーパーゼミを知り、すぐ申込み
ました。ゼミでは、Ｍ山先生にもよくしていただき、やる気がでました。ポイ
ントを的確に教えてもらい、一緒に受講した同僚共々合格しました！

Ｋ・Ｔさん（京都府　スーパーゼミ生/第30回合格）

スーパーゼミで、学長から模試を３０回テストするようにと言われ、そのと
おりに３０回位やりました。そのおかげで合格することができたと思いま
す。本試験の問題はやさしく感じました。ありがとうございました。

矢野　雄太さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

仕事と両親の介護を抱えながらでしたので、通信
コースを選びました。「一日必ず少しでも座る時間を
作る、又、点数が１１３点に届かなくても淡々と進める」
をモットーに７月頃からスタートしました。会社からの
プレッシャーもあり、気持ちの上での不安もありでし
たが、そんなときこそ、テキストを開き、疑問点を学校
に質問し、ひとつひとつ解消していきました。今、考え
ると、自分の心のコントロールの訓練になっていたと

思います。何度同じ質問を繰り返ししても、ゆっくり丁寧に解るまで答えて
くださった先生方に本当に感謝しています。先生方、事務局の方々、本当に
ありがとうございました。

熊谷　由美子さん（東京都　通信・スーパーゼミ生/第30回合格）

最初は勉強のやり方もわからず、模擬試験を解いて
も７５点前後で本番の試験が不安でしたが、模試を何
回も解いていくうちにだんだんと解かってきました。
本試験では、終了後、合格を確信しました。結果、１００
点近く取ることができました。先生方には、いつもわ
かりやすく教えていただきました。ありがとうござい
ました。一ノ倉　健司さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

実務者研修からお世話になりました。通信でしたが、Ｉ﨑先生に電話で要
点をきっちり教えていただき、そこから勉強のスイッチが入りました。通信
の模擬試験は難しかったですが、おかげで本試験が簡単に感じました。先
生方、事務局の皆様、どうもありがとうございました。

小泉　圭子さん（東京都　通信生/第30回合格）

直前模試を通信で勉強しました。日本キャリアパスアカデミーの直前模試
だけで合格しました。各回すべて５～６回ずつ解きました。本番でも似たよ
うな問題があったりして、とても役に立ちました。ありがとうございました。

S・Kさん（埼玉県　通信生/第30回合格）

通学しなければ合格できなかったと思います。通ったことで集中して勉強
できました。又、授業の後でも質問することができ、わからないことをわか
らないままにしておかなかったことがよかったのだと思います。Ｉ﨑先生、
スタッフの皆様、本当にありがとうございました。

森本　純子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

自宅で独学する自信が全くなかったので、インターネットで日本キャリア
パスアカデミーを知り、通学を決めました。合格できたのは、日本キャリア
パスアカデミーで学べたからです。試験対策はもちろんの事、人としての
道も学べたと感じております。ありがとうございました。

Ｓ・Ｍさん　（埼玉県　通学生/第30回合格）

無事、合格することができました。M山学長、I﨑先
生、K瀬先生、O澤先生、事務局の皆さん、本当にお世
話になりました。ありがとうございました。
この１年間学んだことを活かしてこれからもがんば
りたいと思います。順調であれば、５年後、又、よろし
くお願い致します。一緒に学んだ皆さんにも大変お
世話になりました。ありがとうございました。

中島　宏明さん（埼玉県　通学生/第30回合格）
通信講座の模試だけで合格しました。早めに勉強をスタートしましたが、
１２回分の模試を３回転まではできず２回転しかできませんでした。それでも
合格することができました。合格後、おかげさまで転職し、又、新たな気持ち
で仕事もスタートすることができました。Ｉ﨑先生、ありがとうございました。

西村　春男さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

土曜日と月曜日、重複して受講させていただき、試験
勉強だけでなく実のある日々を過ごさせていただき
ました。次はケアマネを目指し、又お世話になりたいと
思います。ありがとうございました。

古沢　明美さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

正職員とバイトの掛け持ちで仕事をこなし、家に帰れば身体はくたくたで
勉強することができなかったので、週一回休みを取り日本キャリアパスア
カデミーに通学しました。学校に通うだけで自然に力がつき合格できまし
た。出題予想模試を何回も解きましたので、試験当日も余裕を持って受験
できました。本当にありがとうございました。

根本　みえさん（埼玉県　通学生/第30回合格）

先生方のおかげで無事合格することができました。あ
りがとうございます。共に頑張って学んだ方々とも仲良
くなり、合格祝賀会で再会できたことが本当に嬉しかっ
たです。日本キャリアパスアカデミーで受講して良かっ
たです。 深滝　光子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

大門　規予さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

学生以来の受験勉強で不安もありましたが、通学した
ので１人ではなく皆で励まし合いながら楽しく勉強す
ることができました。受験勉強だけでなく、介護につい
て先生方や講座でご一緒した方々に幅広く教えていた
だき感謝しています。今後の仕事に大変役立ちます。あ
りがとうございました。

先生方、スタッフの皆様、本当にありがとうございまし
た。講座でご一緒した方々とは、共に励ましあい（昼食
時には、ランチで息抜き…(笑)）、楽しく授業を受けら
れ、感謝の気持ちでいっぱいです。

岡島　礼子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

講師から、「間違ってもいいから繰り返し模試を解けば点数は上がる」と言
われ、それを実行したら本当に点数が上がりました。スーパーゼミでは、事
前の準備や心構えもでき、スーパーゼミはとても役に立ちました。出題傾
向が変わったようにも感じましたが、基本的な問題も多く無事合格する事
ができました。 大久保　夕里子さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

自己採点をしていなかったので、「合格通知」が届いたとき
は本当に嬉しかったです。大変な生徒だったと思いますが、
いろいろとご指導いただき本当にありがとうございまし
た。試験３日前からは、朝９時から夜７時まで事務室で問題
を解き。Ｉ﨑先生に見ていただきました。今まで生きてきて、
こんなに集中して勉強したことはありませんでした。合格

できて本当に良かったです！ 西川　直代さん（埼玉県　通学生/第30回合格）



合格おめでとう
ございます!

先生に要点を絞ってピンポイントで教えていただき、仕事が忙しい中でも
効率の良い効果的な学習ができました。又、直前期には、模擬試験をとに
かく沢山解いたことが合格につながったと思います。Ｍ山先生にも叱咤激
励していただき、やる気を継続することができました。本当にありがとう
ございました。 佐々木　純子さん（埼玉県　通学　通信生/第29回合格）

合格しました！！I﨑先生にお礼が言いたくて、すぐに報告させていただきま
した。試験後は「だめかな」と思い自己採点をしていなかったので、イン
ターネットで自分の番号を見つけた時は、本当にうれしかったです。通学
した甲斐がありました。本当にありがとうございました。ケアマネでもま
たお世話になります。 I・Yさん（埼玉県　通学生/第29回合格）

通信講座を申し込んだものの、自分ひとりでは全然先に進めませんでし
た。落ちるわけにはいかなかったのでスーパーゼミに参加しました。スー
パーゼミで勉強のコツを教えていただき、受かるための勉強に切り替えら
れました。覚えなければいけないところと、捨ててもいいところを教えて
いただき、精神的に少し勉強が楽になりました。ゼミで先生に言われたと
おりに実践して合格する事ができました。スーパーゼミを受講して本当に
よかったです。愛知から埼玉に行った甲斐がありました。
本当にありがとうございました。

内田さん（愛知県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

正直合格できると思っていなかったので、本当にうれしいです。仕事が忙
しくなかなか勉強できなかったのですが、無料講習会に参加し、勉強の仕
方を教えてもらい、とても役に立ちました。あとは、購入した模擬試験をで
きる限り解きました。的確なご指導をいただき、ありがとうございました。

杉浦さん（東京都　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーに通ってなかったら、合格できませんでした。
本当にありがとうございました。

池田　菜穂子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

とにかく教えられたとおりに、通信講座の出題予想模擬試験を繰り返し
テストしました。仕事をしながらの受験でしたので、半年前から計画的
に勉強しました。仕事をしていると、なかなか勉強する時間が取れない
と思いますので、早めの対策がお勧めです。合格できて本当にうれしい
です。ありがとうございました。

Ｚ・Ｓさん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

とにかく、問題をたくさん解いたことが合格に繋がりました。ありがとうご
ざいました。来年も、職場の同僚が引き続き通学でお世話になる予定です。

新村　結花さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

「スーパーゼミ」がききました！！合格して本当にうれしいです。
Ｍ山先生ありがとうございました。

市來　佐和子さん（東京都　スーパーセミ生/第29回合格）

ホームヘルパー2級の受講から日本キャリアパスアカデミーにお世話に
なっているので、今回も受講させていただきました。合格しました！！
ありがとうございました。 篠原　伸江さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

６回分の模試も全部解けず、1ヶ月しか勉強できませんでしたが、本試験
は、模試より易しく、ギリギリでしたが合格できました。

Ｍさん（埼玉県　通信生/第30回合格）

模試を何度も何度もやって自信がつきました。ありがとうございました。
Ｈ・Ｈさん（埼玉県　通信生/第30回合格）

Ｉ﨑先生の熱心で丁寧な講義が、良かったです。先生に「絶対大丈夫！」と励
ましの言葉もいただき、合格祈願ボールペンも試験日まで肌身離さず持
ち歩きました。こんなに親切にしていただいた学校は、日本キャリアパス
アカデミーだけです。本当にありがとうございました。これから受験する
友人に必ず勧めます。 奥脇　恵里さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

先生方が、困ったときやわからないときにいつもすぐに対
応してくださいましたのでありがたかったです。先生方の
温かい対応やわかりやすかった授業に感謝しています。日
本キャリアパスアカデミーを選んで本当に良かったと思っ
ています。 小林　明美さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

今までの受験勉強の中で、一番ハラハラドキドキする受
験勉強でした。限られた時間の中で、努力も沢山しまし
た。合格出来て良かったです。ありがとうございました。

河内　弘子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

何年も悔しい思いをしてきました。いろいろな学校
で受講しましたが、日本キャリアパスアカデミーで
はじめて、今までわからなかったことがわかるよう
になりました。先生方の指導で自信を持つことがで
きました。これからも色々なことにチャレンジして
いきたいと思います。諦めずに頑張ってきて、本当
に良かったです。 渡辺　昌也さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

不安な気持ちが強かったときに、「これだ！」と思い通
学講座に申し込みました。忙しかったのですが、でき
るだけ出席する努力をしました。先生の親切な講義
や、講座でできた友達の励ましなどによって合格する
ことができました。ありがとうございました。

　Y・Tさん（埼玉県　通学生/第29回合格）

私は、日本キャリアパスアカデミーで実務者研修を
受けていなかったら介護福祉士の合格もなかったと
思います。実務者研修や介護福祉士受験対策講座の
講師の先生方の熱意に感動しました。本当にありが
とうございました。

清水　郁夫さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

介護福祉士を受験するにあたって、どのような勉強をすればよいのかわ
からなかったので、日本キャリアパスアカデミーに通いました。出題される
ポイントを絞って教えていただき、とてもわかりやすかったです。後は、ひ
たすら6回分の模擬試験を繰り返し解きました。大変お世話になりました。
ありがとうございました。 中村　留美子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

仕事をしながら（苦手な）勉強ができるのかという不安がありましたが、
自分には通信学習は向かないということは確かだったので、迷わず通学
講座に決めました。知識の宝庫のＩ﨑先生、ためになる雑談込みこみのＫ
瀬先生、ほっこりするＯ澤先生、そして、頼りになる仲間の方々に恵まれ
半年間楽しく学ぶことができました。娘共々、大変お世話になり、感謝の
気持ちでいっぱいです。たくさんの優しさ、勇気をいただき、ありがとう
ございました。 田中　英美子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

みなさんがここまでこれたのは、ど力
もあるけど、先生がたが、楽しく、やさ
しく、分かりやすく教えてくれたおかげ
でもあると思います。（原文のまま）

田中英美子さんと一緒に出席していたご令嬢
田中菜津ちゃんから合格した皆様へのコメント

日本キャリアパスアカデミーで勉強して合格することができ、大変嬉しい
のと同時に感謝しています。受験勉強というものは〇十年振りで、はじめ

は慣れなくて続けられるか心配でしたが、先生を
はじめ事務職員の皆様にも支えていただきなが
ら最後まで通うことができました。今後は新たな
目標に向かってチャレンジしていきたいと思って
います。皆様、本当にお世話になりました。ありが
とうございました。

安蔵　由巳さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

スーパーゼミのＭ山先生の授業は、とてもわかりやすくてよかったです。
“数をこなせ”という勉強方法を教えていただき、たくさん問題を解きまし
た。本試験では見たことのない問題もありましたが、そのおかげで合格す
ることができました。 Ｏ・Ａさん（大阪府　スーパーゼミ生/第30回合格）

いろいろと丁寧に対応していただき、ありがとうございました。模試は、目
標の半分しか解けませんでしたが、合格しました。

小笠原　雅敏さん（東京都　通信生）

スーパーゼミを受講するまでは分厚いテキストを読んでひたすら覚えてい
ましたが、覚えきれずに、過去問を解いたりしていました。スーパーゼミで
予想問題を３０回解くようにと言われ、そのとおりに３０回近く解いたら合格
できました。あのままの勉強方法では、合格しなかったと思いました。本当
にありがとうございました。 Ｈ・Ａさん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

スーパーゼミで合格しました！！
藤井　哲也さん（京都府　スーパーゼミ生/第30回合格）

通信の問題を解いていたら、本試験も解けました。合格しました！
ありがとうございました。 松崎　歩美さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

勉強する時間がなく焦っていましたが、スーパーゼミを受講して効率的に
勉強できました。模試を中心に５０回とＭ山学長が言ったとおりに実践しま
した。ご指導ありがとうございました。

榎本　真治さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

講座に通う前は、確実に合格できるのだろうかと不安でしたが、I﨑先生が
丁寧に優しく教えてくださって、それがとても励みになりました。授業もわ
かりやすく、自然と点数も上がっていきました。合格できて、次（ケアマネ）
のステップアップへの自信にもなりました。５年後に又、通学します！！ありが
とうございました。 五十畑　菜芽さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

勉強がはかどらなかったときに２日間のスーパーゼミを知り、すぐ申込み
ました。ゼミでは、Ｍ山先生にもよくしていただき、やる気がでました。ポイ
ントを的確に教えてもらい、一緒に受講した同僚共々合格しました！

Ｋ・Ｔさん（京都府　スーパーゼミ生/第30回合格）

スーパーゼミで、学長から模試を３０回テストするようにと言われ、そのと
おりに３０回位やりました。そのおかげで合格することができたと思いま
す。本試験の問題はやさしく感じました。ありがとうございました。

矢野　雄太さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

仕事と両親の介護を抱えながらでしたので、通信
コースを選びました。「一日必ず少しでも座る時間を
作る、又、点数が１１３点に届かなくても淡々と進める」
をモットーに７月頃からスタートしました。会社からの
プレッシャーもあり、気持ちの上での不安もありでし
たが、そんなときこそ、テキストを開き、疑問点を学校
に質問し、ひとつひとつ解消していきました。今、考え
ると、自分の心のコントロールの訓練になっていたと

思います。何度同じ質問を繰り返ししても、ゆっくり丁寧に解るまで答えて
くださった先生方に本当に感謝しています。先生方、事務局の方々、本当に
ありがとうございました。

熊谷　由美子さん（東京都　通信・スーパーゼミ生/第30回合格）

最初は勉強のやり方もわからず、模擬試験を解いて
も７５点前後で本番の試験が不安でしたが、模試を何
回も解いていくうちにだんだんと解かってきました。
本試験では、終了後、合格を確信しました。結果、１００
点近く取ることができました。先生方には、いつもわ
かりやすく教えていただきました。ありがとうござい
ました。一ノ倉　健司さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

実務者研修からお世話になりました。通信でしたが、Ｉ﨑先生に電話で要
点をきっちり教えていただき、そこから勉強のスイッチが入りました。通信
の模擬試験は難しかったですが、おかげで本試験が簡単に感じました。先
生方、事務局の皆様、どうもありがとうございました。

小泉　圭子さん（東京都　通信生/第30回合格）

直前模試を通信で勉強しました。日本キャリアパスアカデミーの直前模試
だけで合格しました。各回すべて５～６回ずつ解きました。本番でも似たよ
うな問題があったりして、とても役に立ちました。ありがとうございました。

S・Kさん（埼玉県　通信生/第30回合格）

通学しなければ合格できなかったと思います。通ったことで集中して勉強
できました。又、授業の後でも質問することができ、わからないことをわか
らないままにしておかなかったことがよかったのだと思います。Ｉ﨑先生、
スタッフの皆様、本当にありがとうございました。

森本　純子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

自宅で独学する自信が全くなかったので、インターネットで日本キャリア
パスアカデミーを知り、通学を決めました。合格できたのは、日本キャリア
パスアカデミーで学べたからです。試験対策はもちろんの事、人としての
道も学べたと感じております。ありがとうございました。

Ｓ・Ｍさん　（埼玉県　通学生/第30回合格）

無事、合格することができました。M山学長、I﨑先
生、K瀬先生、O澤先生、事務局の皆さん、本当にお世
話になりました。ありがとうございました。
この１年間学んだことを活かしてこれからもがんば
りたいと思います。順調であれば、５年後、又、よろし
くお願い致します。一緒に学んだ皆さんにも大変お
世話になりました。ありがとうございました。

中島　宏明さん（埼玉県　通学生/第30回合格）
通信講座の模試だけで合格しました。早めに勉強をスタートしましたが、
１２回分の模試を３回転まではできず２回転しかできませんでした。それでも
合格することができました。合格後、おかげさまで転職し、又、新たな気持ち
で仕事もスタートすることができました。Ｉ﨑先生、ありがとうございました。

西村　春男さん（埼玉県　通信生/第30回合格）

土曜日と月曜日、重複して受講させていただき、試験
勉強だけでなく実のある日々を過ごさせていただき
ました。次はケアマネを目指し、又お世話になりたいと
思います。ありがとうございました。

古沢　明美さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

正職員とバイトの掛け持ちで仕事をこなし、家に帰れば身体はくたくたで
勉強することができなかったので、週一回休みを取り日本キャリアパスア
カデミーに通学しました。学校に通うだけで自然に力がつき合格できまし
た。出題予想模試を何回も解きましたので、試験当日も余裕を持って受験
できました。本当にありがとうございました。

根本　みえさん（埼玉県　通学生/第30回合格）

先生方のおかげで無事合格することができました。あ
りがとうございます。共に頑張って学んだ方々とも仲良
くなり、合格祝賀会で再会できたことが本当に嬉しかっ
たです。日本キャリアパスアカデミーで受講して良かっ
たです。 深滝　光子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

大門　規予さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

学生以来の受験勉強で不安もありましたが、通学した
ので１人ではなく皆で励まし合いながら楽しく勉強す
ることができました。受験勉強だけでなく、介護につい
て先生方や講座でご一緒した方々に幅広く教えていた
だき感謝しています。今後の仕事に大変役立ちます。あ
りがとうございました。

先生方、スタッフの皆様、本当にありがとうございまし
た。講座でご一緒した方々とは、共に励ましあい（昼食
時には、ランチで息抜き…(笑)）、楽しく授業を受けら
れ、感謝の気持ちでいっぱいです。

岡島　礼子さん（埼玉県　通学生/第30回合格）

講師から、「間違ってもいいから繰り返し模試を解けば点数は上がる」と言
われ、それを実行したら本当に点数が上がりました。スーパーゼミでは、事
前の準備や心構えもでき、スーパーゼミはとても役に立ちました。出題傾
向が変わったようにも感じましたが、基本的な問題も多く無事合格する事
ができました。 大久保　夕里子さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第30回合格）

自己採点をしていなかったので、「合格通知」が届いたとき
は本当に嬉しかったです。大変な生徒だったと思いますが、
いろいろとご指導いただき本当にありがとうございまし
た。試験３日前からは、朝９時から夜７時まで事務室で問題
を解き。Ｉ﨑先生に見ていただきました。今まで生きてきて、
こんなに集中して勉強したことはありませんでした。合格

できて本当に良かったです！ 西川　直代さん（埼玉県　通学生/第30回合格）



前回不合格で、今回は通信講座と2日間のスーパーゼミを受講しました。
スーパーゼミで学長からアドバイスされたとおりのことを実行して、無事
筆記試験に合格することができ、引き続き、実技対策も受講しました。実技
試験では緊張しましたが、講座を受講したおかげで実技試験も合格するこ
とができました。本当にありがとうございました。

阿部　恵理子さん（千葉県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

スーパー短期ゼミが大変役に立ちました。試験のポイントや勉強方法を教
えてもらうことができ、とても良かったです。6回分の模擬試験を購入し、教
えられたやり方で解いたことが合格につながったと思います。
ありがとうございました。Ｏ・Ａさん（埼玉県　スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

合格しました。迷いがありましたが、M先生のスーパー短期ゼミに出席して
良かったと思いました。今回合格できたことを次につなげていけるように、
これからも頑張ろうと思います。本当にありがとうございました。

酒巻　真衣さん（埼玉県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

模擬試験を購入し、Ｉ先生から、言われたとおりに勉強しました。仕事の合間
を使って勉強時間を確保し、各回3回ずつ解き、解いていくうちに目標の
100点が取れるようになりました。本当にやれば合格できることを実感しま
した。ありがとうございました。引き続き、今年の目標は、ケアマネ合格で
す！Ｗ合格を目指して頑張ります。

根本　かよみさん（埼玉県　通信生/第28回合格）

仕事も忙しかったので、家では勉強できないと思い、通学で勉強しました。
勉強を始める前は、問題も難しそうで、合格できるか心配でしたが、通学し
たおかげで本試験は95点を取ることができました。ありがとうございまし
た。来年はケアマネを受験します。また通学しますのでよろしくお願いいた
します。 岩本　千秋さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

2種類の通信講座とスーパー短期ゼミを受講し、とにかく講師に言われた
とおりに勉強したら、合格することができました。本当にありがとうござい
ました。 大内　智子さん（滋賀県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

試験の前日まで自習室で勉強させていただき、I先生がわ
からないところを覚えやすく教えてくれました。夜勤明け
で寝ずに授業を受けたときもありました。最後の一か月で
点数が上がりました。本番はO先生にいただいたお守りの
鉛筆で試験に臨みました。おかげさまで合格することが
できました。先生方のおかげです。ありがとうございまし
た。 竹林　優子さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

講師の方々や、一緒に勉強した仲間に感謝の気持ちで
一杯です。この資格が次のステップになるかは、今後の
私の努力次第と肝に命じて、仕事を頑張りたいと思い
ます。 K・Hさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

出題予想模擬試験の問題は、6回分全部解きました。試験当日は、自信があ
りませんでしたが、合格することができました！！実務者研修からお世話にな
り、ありがとうございました。

福島　美千代さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーの通学講座で勉強のやり方を教えていただ
き、最初から最後まで、そのとおりに勉強を進めました。本試験では、見た
ことのない問題も出題され不安もありましたが、合格通知を受け取って
ほっとしています。本当に感謝しています。ありがとうございました。5年後
のケアマネでも、又お世話になります。

Ｓ・Ｈさん（東京都　通学生/第29回合格）

通信講座の出題予想模擬試験のみで合格することができました。ありがと
うございました。 鈴木さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

スーパーゼミでは、いろいろと教えていただき、ありがとうございました！！
おかげさまで合格することができました。

小野里　智美さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第29回合格）

出題予想模擬試験を購入し、それだけを何回も解きました。やるだけのこ
とは、やったという「やりきった感」があり、本試験当日は、落ち着いて問題
を解くことができました。この資格を生かしてこれからも頑張っていきた
いです。ありがとうございました。

坂本　久子さん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

とにかく通信の出題予想模擬試験問題を何回も何回も解きました。途中
で、くじけそうになったこともありましたが、わからないところは、すぐ質問
してすっきりさせ、継続して勉強をすることができました。お世話になり、あ
りがとうございました。

伊藤　由美さん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

Ｉ﨑先生の講義がわかりやすかったです。又、いつも励ましてもらい、うれし
かったです。ありがとうございました。

綴喜　菜穂子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

合格おめでとう
ございます!

直前出題予想模試をやり続けたことで合格することがで
きました。この模擬試験では、なかなか良い点が取れず不
安でしたが、試験まで粘り強く解き続けた結果合格するこ
とができました。携わってくださった先生方、本当にありが
とうございました。 武田　光成さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

通学してよかったです。通学したことで勉強のペースをつかむ事ができ、仕
事が忙しい中でも勉強を続ける事ができました。最後は、自宅でも勉強し
て追い込みました。その結果、本試験当日は落ち着いて試験に臨むことが
でき、合格することができたのだと思います。ありがとうございました。

川崎　学さん(埼玉県　通学生/第29回合格)

実務者研修からお世話になりました。実務者研修を受講しているときに受
けた講師の先生のお話から、本試験に出題された問題がありました。改め
て講義は、よく聴いておくべきと実感しました。（笑）

須田　映子さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーで勉強したから合格できたと思います。スー
パーゼミ受講中は、「合格できるのかな」と半信半疑でしたが、Ｍ山先生の
言われたとおりに勉強したら本当に合格できました。先生のことを信じて
勉強してよかったです。ありがとうございました。

六川　みづ江さん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

まさか自分が介護福祉士という国家試験に合格できるとは
思いませんでした。ビックリです！！
ありがとうございました。

　古海　まさみさん（東京都　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーは、合格までの一貫した
指導が行き届いていると思います。特に直前スー
パーゼミは自分の実力を確認するバロメーターにな
りました。知人や友人にも責任をもって紹介すること
ができます。
　稲葉　理さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第29回合格）

本当にお世話になりました。仕事が忙しく、なかなか勉強ができませんでし
たが、スーパーゼミの受講と、そのときに購入した出題予想模擬試験のみ
で合格できました。模擬試験の問題は何回も何回も繰り返し解き、満点が
取れるまでやり続けました。合格できてとてもうれしいです。ありがとうご
ざいました。 鈴木　祐美さん（東京都　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

おかげさまで、無事に合格することができました。
本当にありがとうございました。

舟井　誠さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第29回合格）

通信講座の出題予想模擬試験コースを申込みました。目標点数を決めて、
「点を取らなければ」と自分にプレッシャーをかけて勉強したのがよかった
と思います。本番では途中退室する人が多く、あせりましたが、自分は最後
まで粘りました。試験直後は、「落ちた・・・」と思いましたが、合格しました！！
ありがとうございました。 秋元　寿子さん（千葉県　通信生/第29回合格）



わからないことがあって電話するとすぐに対応してくれました。不在の時
も迅速に折り返してくれました。その熱心さに励まされ勉強も頑張ること
ができました。ありがとうございました。

I・Nさん（埼玉県　通学・通信生 /第 28回合格）

事務局のHさんのアドバイスのおかげもあり、合格できました。ありがとう
ございました。来年は、ケアマネを受験しようかと思っています。これから
も良い勉強方法などを教えてください。

山田　晴子さん（埼玉県　通信生/第28回合格）

おかげさまで合格することができました。実務者研修で、W先生とI先生に
支えてもらったことがありがたかったです。70歳の私が多忙な中で合格で
きたのは、効率よく勉強できたことと、事務局のHさんの親切な対応のおか
げだと思います。本当にありがとうございました。

大江　節子さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

やはり、独学では、合格できなかったと思います。12月からの模擬試験も、
最初のうちは、なかなか点数が取れませんでしたが、後半になってくると
点数も伸びてきて、これも通学して勉強したからだと思います。本当にあ
りがとうございました。 Ｏ・Ｈさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

勉強が進まず、試験間際になって「どうしよう」と思っていました。そんな
中、学校に通ってお世話になった結果、合格することができました。ありが
とうございました。来年は、ケアマネに挑戦したいと思います。

A・Yさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

仕事が忙しかったのですが、通学で勉強しました。ポイントを押さえた授業
で、とてもわかりやすかったです。合格するためには、忙しくても通学をお
勧めします。先生方にも大変お世話になりありがとうございました。

Ｙ・Ｉさん（埼玉県　通学生/第28回合格)

何もわからないまま通学を開始し、最初は不安でしたが、模試を繰り返し
解いていくうちに、だんだんわかってくるのが実感できました。合格できて
本当にうれしいです。ケアマネは来年、又、お世話になります。

Ｋ・Ｈさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

筆記は通信の模擬試験を購入し、ひたすら問題を解きました。そして合
格、実技は、練習が必要だと思い、通学しました。やはり合格するには、通
学が必要と感じました。実技本試験は途中で時間切れになってしまったの
にもかかわらず「合格」できましたので、やはり、これは、通学して「声か
け」・「確認」等ポイントを教えていただき、練習したからだと思います。  
Ｏ先生、ご指導いただきありがとうございました。

井上　隆さん(東京都　通信・実技対策生/第28回合格)

意気込みとは裏腹に勉強方法がわからず時間だけが無情に過ぎていきま
した。そんな時、藁にもすがる思いでスーパー短期ゼミに参加しました。先
生から指示されたとおり取り組み、その進捗状況を指示どおりに報告しま
したが、正直「これで大丈夫かな」と思いました。（先生、すみません。）先生
には些細なことでも対応していただき本当に感謝しています。合格が未だ
に信じられない気分です。スーパー短期ゼミで先生がおっしゃっていたこ
とは半信半疑でしたが、まさに、そのとおりになりました。本当にありがとう
ございました。 羽鳥　芙美苗さん（埼玉県　スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

授業がとてもわかりやすく、通学して本当に良かったです。本試験後の自
己採点で、90点取れたことがわかったときは、本当にうれしかったです。
来年ケアマネにチャレンジします！！Ｋ・Ｙさん（東京都　通学生 /第 28回合格）

勉強をはじめるのが遅くなってしまい、気ばかりが焦ってしまいました。テ
キストの内容が難しく感じ困っていましたが、教えられた方法で学習する
と、どんどん理解することができ、自信がつきました。勉強のやり方を教え
てもらったおかげで合格することができました。

T・Kさん（埼玉県　通学・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

勉強方法を電話で問い合わせた際、模擬試験を勧め
られ、購入しました。仕事をしながらの勉強は大変で
したが、各回4回位ずつ解きました。12月に受講した
スーパーゼミでの模擬試験で自信もつきました。仕事
も忙しく、体調も崩したりして、どうなることかと心配
でしたが、無事合格することができました。本当にう
れしいです。ありがとうございました。

伊東　素子さん（東京都　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

自分で勉強できる性格ではないので、通学講座を選び
ました。学校に通っている安心感があり、少し油断しま
したが、試験直前の模擬試験では誤りの理由も答えら
れるように繰り返し勉強して無事に合格することがで
きました。忙しい環境で勉強するのは大変でしたが、コ
ツコツと勉強したことで自信がつきました。

日馬　輝之さん（東京都　通学生/第28回合格）

通信講座で勉強していましたが、仕事との両立が難しく勉
強時間を確保できませんでした。また、やる気も出ない日
が続き、「これではダメだ」と思い、通学に切り替えました。
自分ひとりでは苦手科目を克服できませんでしたが、先生
の説明でわかるようになりました。思い切って受講して良
かったと思います。

尾崎　いづみさん（千葉県　通信・通学生/第28回合格）

合格通知が届いたときに、やっと「ああ、本当に合格したん
だ」と実感しました。繰り返し問題を解くうちに、漠然とし
ていた不安が解消されました。仕事が忙しい人は通信講
座がお薦めです。講師の方をはじめ、職員の方には本当に
お世話になりました。ありがとうございました。

青沼　久美さん（埼玉県　通信生/第28回合格）

事業所の先輩からこの学校を薦められましたが、大正解で
した！家ではなかなか時間が取れないため、学校を欠席しな
いように心掛け、学校にいる間だけ一生懸命勉強しました。
難しいところを、繰り返し何度も解説してくれたI先生には、
本当に感謝しております。

井上　真弓さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

強制的に学校に通うことで、勉強するスタイルが出来たと
思います。仲間に恵まれ、意識の高い人が多く、お互いに
質問したり、考え方のヒントをもらったりすることができ
ました。授業はとてもわかりやすく、やる気が出ました。
受かったぞ～！村田　知子さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

学校に通って、自信がつきました。独学でやっていたら、こんなに力はつか
なかったと思います。本当に通学して良かったです。ご指導ありがとうござ
いました。 中山　恵さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

無料講習会に参加し的確なポイントを教えてもらい、合格するための勉強
方法に徹することで合格できました。「模擬試験を繰り返し解くように」と
言われたとおりに根気よく解き続けました。わからないところは、質問し、
丁寧に答えてもらい、覚えることができました。この合格を、今後の仕事に
も活かしていきたいです。 岡村　雅子さん（東京都　通信生/第28回合格）

思っていた以上の点数で、自分でも驚いています。総合課程で7月から通っ
ていましたが、徐々に力がついてきて、自信をもって試験に臨めました。こ
れからも、習ったことを活かしていきたいと思います。

O・Mさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

スーパー短期ゼミは短い時間でも密度の濃い授業でし
たので、効率の良い勉強ができました。おかげで合格す
ることができました。授業は、とても楽しかったです。国
家試験は甘くみてはいけないことがよくわかりました。
田島　朋子さん（東京都　スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

どうしても一回で合格したかったので、一回も休まず授業を
受けました。大変わかりやすい授業で、試験当日も不安なく
受験することができました。日本キャリアパスアカデミーに
入って本当に良かったです。

永野　純子さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

日本キャリアパスアカデミーには、ホームヘルパー2級か
らお世話になっていました。実務者研修も受講し、今回は
介護福祉士受験対策通学講座を受講し合格しました。介
護福祉士の勉強は不安な気持ちで一杯でしたが、講師の
先生のわかりやすく丁寧な講義と、事務局の皆様の励まし
で頑張ることができたと思います。本当にありがとうござ
いました。 泉水　泰枝さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

前回不合格で、今回は通信講座と2日間のスーパーゼミを受講しました。
スーパーゼミで学長からアドバイスされたとおりのことを実行して、無事
筆記試験に合格することができ、引き続き、実技対策も受講しました。実技
試験では緊張しましたが、講座を受講したおかげで実技試験も合格するこ
とができました。本当にありがとうございました。

阿部　恵理子さん（千葉県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

スーパー短期ゼミが大変役に立ちました。試験のポイントや勉強方法を教
えてもらうことができ、とても良かったです。6回分の模擬試験を購入し、教
えられたやり方で解いたことが合格につながったと思います。
ありがとうございました。Ｏ・Ａさん（埼玉県　スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

合格しました。迷いがありましたが、M先生のスーパー短期ゼミに出席して
良かったと思いました。今回合格できたことを次につなげていけるように、
これからも頑張ろうと思います。本当にありがとうございました。

酒巻　真衣さん（埼玉県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

模擬試験を購入し、Ｉ先生から、言われたとおりに勉強しました。仕事の合間
を使って勉強時間を確保し、各回3回ずつ解き、解いていくうちに目標の
100点が取れるようになりました。本当にやれば合格できることを実感しま
した。ありがとうございました。引き続き、今年の目標は、ケアマネ合格で
す！Ｗ合格を目指して頑張ります。

根本　かよみさん（埼玉県　通信生/第28回合格）

仕事も忙しかったので、家では勉強できないと思い、通学で勉強しました。
勉強を始める前は、問題も難しそうで、合格できるか心配でしたが、通学し
たおかげで本試験は95点を取ることができました。ありがとうございまし
た。来年はケアマネを受験します。また通学しますのでよろしくお願いいた
します。 岩本　千秋さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

2種類の通信講座とスーパー短期ゼミを受講し、とにかく講師に言われた
とおりに勉強したら、合格することができました。本当にありがとうござい
ました。 大内　智子さん（滋賀県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

試験の前日まで自習室で勉強させていただき、I先生がわ
からないところを覚えやすく教えてくれました。夜勤明け
で寝ずに授業を受けたときもありました。最後の一か月で
点数が上がりました。本番はO先生にいただいたお守りの
鉛筆で試験に臨みました。おかげさまで合格することが
できました。先生方のおかげです。ありがとうございまし
た。 竹林　優子さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

講師の方々や、一緒に勉強した仲間に感謝の気持ちで
一杯です。この資格が次のステップになるかは、今後の
私の努力次第と肝に命じて、仕事を頑張りたいと思い
ます。 K・Hさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

出題予想模擬試験の問題は、6回分全部解きました。試験当日は、自信があ
りませんでしたが、合格することができました！！実務者研修からお世話にな
り、ありがとうございました。

福島　美千代さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーの通学講座で勉強のやり方を教えていただ
き、最初から最後まで、そのとおりに勉強を進めました。本試験では、見た
ことのない問題も出題され不安もありましたが、合格通知を受け取って
ほっとしています。本当に感謝しています。ありがとうございました。5年後
のケアマネでも、又お世話になります。

Ｓ・Ｈさん（東京都　通学生/第29回合格）

通信講座の出題予想模擬試験のみで合格することができました。ありがと
うございました。 鈴木さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

スーパーゼミでは、いろいろと教えていただき、ありがとうございました！！
お陰様で合格することができました。

小野里　智美さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第29回合格）

出題予想模擬試験を購入し、それだけを何回も解きました。やるだけのこ
とは、やったという「やりきった感」があり、本試験当日は、落ち着いて問題
を解くことができました。この資格を生かしてこれからも頑張っていきた
いです。ありがとうございました。

坂本　久子さん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

とにかく通信の出題予想模擬試験問題を何回も何回も解きました。途中
で、くじけそうになったこともありましたが、わからないところは、すぐ質問
してすっきりさせ、継続して勉強をすることができました。お世話になり、あ
りがとうございました。

伊藤　由美さん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

Ｉ﨑先生の講義がわかりやすかったです。又、いつも励ましてもらい、うれし
かったです。ありがとうございました。

綴喜　菜穂子さん（埼玉県　通学生/第29回合格）

合格おめでとう
ございます!

直前出題予想模試をやり続けたことで合格することがで
きました。この模擬試験では、なかなか良い点が取れず不
安でしたが、試験まで粘り強く解き続けた結果合格するこ
とができました。携わってくださった先生方、本当にありが
とうございました。 武田　光成さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

通学してよかったです。通学したことで勉強のペースをつかむ事ができ、仕
事が忙しい中でも勉強を続ける事ができました。最後は、自宅でも勉強し
て追い込みました。その結果、本試験当日は落ち着いて試験に臨むことが
でき、合格することができたのだと思います。ありがとうございました。

川崎　学さん(埼玉県　通学生/第29回合格)

実務者研修からお世話になりました。実務者研修を受講しているときに受
けた講師の先生のお話から、本試験に出題された問題がありました。改め
て講義は、よく聴いておくべきと実感しました。（笑）

須田　映子さん（埼玉県　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーで勉強したから合格できたと思います。スー
パーゼミ受講中は、「合格できるのかな」と半信半疑でしたが、Ｍ山先生の
言われたとおりに勉強したら本当に合格できました。先生のことを信じて
勉強してよかったです。ありがとうございました。

六川　みづ江さん（埼玉県　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

まさか自分が介護福祉士という国家試験に合格できるとは
思いませんでした。ビックリです！！
ありがとうございました。

　古海　まさみさん（東京都　通信生/第29回合格）

日本キャリアパスアカデミーは、合格までの一貫した
指導が行き届いていると思います。特に直前スー
パーゼミは自分の実力を確認するバロメーターにな
りました。知人や友人にも責任をもって紹介すること
ができます。
　稲葉　理さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第29回合格）

本当にお世話になりました。仕事が忙しく、なかなか勉強ができませんでし
たが、スーパーゼミの受講と、そのときに購入した出題予想模擬試験のみ
で合格できました。模擬試験の問題は何回も何回も繰り返し解き、満点が
取れるまでやり続けました。合格できてとてもうれしいです。ありがとうご
ざいました。 鈴木　祐美さん（東京都　通信　スーパーゼミ生/第29回合格）

おかげさまで、無事に合格することができました。
本当にありがとうございました。

舟井　誠さん（埼玉県　スーパーゼミ生/第29回合格）

通信講座の出題予想模擬試験コースを申込みました。目標点数を決めて、
「点を取らなければ」と自分にプレッシャーをかけて勉強したのがよかった
と思います。本番では途中退室する人が多く、あせりましたが、自分は最後
まで粘りました。試験直後は、「落ちた・・・」と思いましたが、合格しました！！
ありがとうございました。 秋元　寿子さん（千葉県　通信生/第29回合格）



なかなか時間がとれない時期でしたが、ポイントがわかりや
すくまとまっていたので、集中的に勉強をすることができまし
た。 岩崎　啓子さん（埼玉県　通信生/第27回合格）

一人で悩むより、学校に通った方が、合格率100％です。みんなで楽しく勉
強できました。ありがとうございました。

文　鎮太さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

毎日、会社から帰ってきて勉強しました。１２月頃に病気で１週間入院して
しまい、「ダメかな」と思ったけれど、ガンバって勉強した所が問題として
出たので、合格することができました。本当にうれしかったです。この勢い
でケアマネの勉強もはじめて行きたいです。そしてケアマネの合格を目
指します。 M・Tさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

取手から通った甲斐がありました。無事合格することができ、受講して本当
に良かったです。仕事にも大変役立っています。ありがとうございました。

斉藤　夕子さん（茨城県　実技対策/第27回合格）

「無料講習会」に参加したことで、勉強のコツがつかめました。講師の先生
から、参考書ではなく、問題集からやるべき！と聞き、問題を解きながら、効
率よく覚えることができました。又、わからないところは電話で質問するこ
ともでき、とても助かりました。本試験では、101点取ることができました。
ありがとうございました。 Ｍ・Ｍさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

「筆記試験短期合格テキスト」がとても役に立ちました。最後には、隅から
隅まで暗記しました。本試験では、自分でも驚きの101点を取ることがで
きました。実務者研修でもお世話になりました。本当にありがとうございま
した。 Ｋ・Ｒさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

学ぶことに対して自分の中に潜む向上心を見いだせ、まだまだイケるんだ
な！！って思いました。初めての介護福祉士試験で絶対に落ちたくないと思
い、介護サイトの中から資料の一斉請求をかけて一番ピンと来た「日本
キャリアパスアカデミー」を選びました。各講師の皆さん、教室をご一緒し
た仲間、家族、友達、応援して下さった皆さん、ありがとうございました。私
頑張るよ！ K・Jさん（神奈川県　通学生/第27回合格）

仕事と勉強を両立させる為、通学で受講しました。やはり、通学すると、勉
強に対してのモチベーションも上がり、最後まで、やる気を継続させること
ができました。直前模試は、毎回点数も出るので、さらに自分を追い込むこ
とができました。又、時間配分や、マークシートのぬりまちがえをしないよ
うになど、何回も本試験と同じ答案練習ができましたので、試験当日は（緊
張しましたが、）自信を持って解答することができました。どうもありがとう
ございました。 小林　祐美子さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

日本キャリアパスアカデミーの皆様、ありがとうござい
ました。介護の仕事は３年１ヶ月。試験を受けることがで
きると聞いて、１回だけ挑戦してみようと頑張ってみま
した。当日ハプニングがあり、発表までドキドキでしたが
合格できました。ありがとうございました。

枝松　洋子さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

大変お世話になりました。通学したポイントマスター
コースでは、和気あいあい、和やかな授業でとても楽し
く学べました。そして直前から自宅で通信の模擬テスト。
先生のとても丁寧な指導の元、必死で勉強しました。最
後の最後まで諦めず、指導をして下さった先生のおかげ
です。心より感謝しております。ありがとうございまし
た。 杉山　由己子さん（埼玉県　通学・通信生/第27回合格） 学生以来の受験勉強でしたが、最初から通学でと決めていました。仕事と

の両立は大変でしたが、なんとか授業も休まずに出席し、合格することが
できました。本当にありがとうございました。

杉江さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

今回の学びの時を頂いた事、とても素敵な師と出会えた事
を幸せに感じます。介護という仕事の中で新しい道を進む
事ができます。本当にありがとうございました。

Ｋ・Ｒさん（東京都　実技対策/第27回合格）

手短にしてまとまったテキストと、スーパー短期ゼミを受講
したおかげで合格できたと思います。通信のみだったので、
本当に合格できるか不安でしたが、ぎりぎりとはいえ合格
点をとれたのもスタッフの皆様のアドバイスがいきたと
思っています。今日まで、ご指導ありがとうございました。

齋藤　格さん（千葉県　通信生・スーパー短期ゼミ/第27回合格）

通信コースでした。８月に教材を受け取り、手つかずのま
ま１１月末まで過ぎたころ、先生からお電話を頂き、やっと
やる気になりました。スーパー短期ゼミでは、受かるコツ
を教えて頂き、合格祈願のボールペンも頂き心強かった
です。合格できてホッとしました。

水沼　美代子さん（埼玉県　通信生・スーパー短期ゼミ/第27回合格）

実技対策で、当日の雰囲気を経験することができたので、
緊張することなく試験に臨むことができました。実技対策
を受けていて本当に良かったです！！
ありがとうございました。次は保育士試験頑張ります。

本郷　千絵美さん（埼玉県　実技対策/第27回合格）

何十年ぶりかに受験勉強をすることになり、始める前は、
やや面倒だな、やれるかな、と不安でいっぱいでした。で
も、Ⅰ﨑先生の熱心で親切な講義のおかげで、最初はちん
ぷんかんぷんだったのが、最後には、きちんと理解できる
ようになりました。本当にありがとうございました。引き
続きケアマネ通学講座でお世話になります。

髙木　和子さん（東京都　通学生/第27回合格）

通信講座の６回分の模試を解き、まちがえたところや、わからないところ
を、ノートに書き出し、自分で調べて、理解できるまで、何度も繰り返し解き
ました。おかげで、本試験は、とても簡単に感じました。ケアマネ試験にチャ
レンジする時は、またお世話になります。ありがとうございました。

南條　真寿美さん（埼玉県　通信生/第27回合格）

6回分の模試を解き、わからないところは、テキストに戻って確認し、その繰
り返しの学習で、合格することができました。また、イメージしやすい「介
護」の科目から勉強していくと、いやにならずに学習することができます。
実技試験が免除になる実務者研修を、徳島県から通学し、大変お世話にな
りました。 中山　昌明さん（徳島県　通信生/第27回合格）

仕事をしながらでは、自分で勉強しなかったと思います。通
学も大変だったけれど、細かい内容まで親切に教えて頂い
たおかげです。ギリギリで勉強し始めましたが、無事合格す
ることができ、自信がつきました。

佐瀬　かづみさん（埼玉県　通学生/第27回合格）

ありがとうございます。
授業を受けなければ合格はできなかったと思います。
周りの人と友達になり、楽しく勉強できたのでよかったと思
います。 池沢　美津江さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

友人と一緒だったので軽い気持ちで受けましたが、こ
れからは、この資格を生かして頑張って行きたいと思
います。勉強を離れてしばらくたつので、机に向かい
座っていることが辛くてしかたなかったことが笑い話
になって本当に良かったです。講師の先生のおかげと
感謝しております。 柴崎　芳枝さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

講座を受講していなかったら、合格できなかったと思います。勉強方法で悩
んでいた時、事務局の方が親身になって相談にのってくれて、とても心強
かったです。どうもありがとうございました。

東海林　雅恵さん（埼玉県　通信生/第27回合格）

合格して本当にうれしいです。自分の年齢では、もう無理かなとも思いまし
たが、チャレンジしてよかったです。試験に合格できただけでなく、勉強した
ことが、仕事に、とても役立っています。

Ｏ・Ｔさん（埼玉県　通学生/第27回合格）

実技本試験は、ふとんからの起き上がり支援で、面食らいましたが、講義で
教えていただいた「声掛け」・「タイミング」・「安全」・「ゆっくり」・「確認」を思
い出しながら、気持ちを落ち着かせて受験し、無事合格することができまし
た。基本をしっかり教えていただいたので、このような問題でも、合格する
ことができたのだと思います。本当にありがとうございました。

池田　瑞穂さん　(千葉県　実技対策/第27回合格)

学長のおっしゃったことを信じました。最初は、半信半疑でしたが、学長に言
われたことを実践しました。模擬試験問題は、あらゆる角度から出題されて
いて、それをやっていると自然に頭に入ってくるようになりました。この学
校に来ていなかったら合格できなかったと思います。本当にありがとうござ
いました。 秋元　洋子さん（埼玉県　通信・通学生/第28回合格）

独学では、無理だと思い、通学できる学校をいろいろ調べましたが、授業の
振替が無料でできることと、同じ授業に何回でも出席できることが、キャリ
アパスアカデミーを選んだ第一の理由です。また、事務局の方の対応もと
ても親切で、最後まで勉強を頑張ることができました。I先生にも本当にお
世話になりました。毎回毎回、I先生の熱意と信念で合格に導いていただけ
たと思います。ありがとうございました。

中島　純子さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

総合課程で通学しました。最初は、合格できるとは思っていなかったのです
が、講座の途中から、授業も2回ずつ出席し、模擬試験を何回も解いたこと
で、自然と力がついてきました。学長に言われたとおり、この方法が「受かる
ための勉強方法」なのだと実感できました。大変お世話になり、ありがとう
ございました。 Ｏ・Ｔさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

通信で６回分の模擬試験を購入しましたが、仕事が忙しくてなかなか勉強
できず、本格的に始めたのは１０月頃からでした。一番最初に模擬試験を
解いたときは、４９点しか取れず、そこから毎日コツコツとやり、講師から言
われた目標の１０８点が取れるまで、延べ３０回位は解きました。最後の仕上
げにと思い、スーパー短期ゼミにも参加し、自信もつきました。日本キャリ
アパスアカデミーの教材だけで合格しました!!本当にありがとうございま
した。 M・Mさん（埼玉県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

昨年悔しい思いをしてからテキストを見ていませんでしたが、学長の言葉
に「絶対合格しよう」と、試験直前の一週間は受験生並みに勉強しました。
スーパー短期ゼミだけでしたが、効率よく勉強することができました。昨年
より理解度が増し82点で合格することができました。スーパー短期ゼミは
素晴らしいゼミでした。 I・和枝さん（埼玉県　スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。最初はどうやって
勉強すれば良いかわかりませんでしたが授業を受けてだんだんわかって
きました。学長からポイントを教えてもらい、俄然やる気が出ました。本当
にありがとうございました。これからの仕事に活かしていこうと思います。

関根　晴美さん（埼玉県　通信・通学生/第28回合格）

今回の試験で合格できて本当にうれしい気持ちで
いっぱいです。自己採点では、点数がとれていなかった
ので、合格できたことが、今でも、信じられないです。
これから受験する方は、受験制度も変わり、いっそう大
変かと思いますが、勉強すれば、必ず道は開けます。自
分も又、次なる目標に向かって一歩一歩進んでいきた
いと思います。Ｉ・Ｋさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

毎回Ⅰ﨑先生の授業を受講しました。丁寧な説明で、とて
も解りやすい授業でした。又、実技免除ではなかった為、
日ごろの介護技術のチェックもできると思い、実技対策講
座も受講しました。学習面（筆記対策）も実技も、先生が熱
心に指導していただいたおかげで、合格することができ
ました。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。

工藤　美保さん（埼玉県　通学生・実技対策/第27回合格）

他の通信講座で挫折し、日本キャリアパスアカデミーの通
学講座で、Ⅰ崎先生の引き込まれるような講義を受講でき大
変良かったです。在宅ヘルパーの仕事をしていて、取得した
い資格でしたので、合格受験番号を見つけ「やった～」と呟
いてしまいました。Ⅰ崎先生、大変お世話になり、ありがとう
ございました。 久保　和子さん（東京都　通学生/第27回合格）

合格おめでとう
ございます!

講師や事務局の方が親切でした。教材もわかりやす
かったです。まさか自分が受かるなんて本当に信じら
れませんでした。今回合格するまでに学んだことを忘
れずに、これからも頑張っていきたいと思います。あ
りがとうございました。

T・Cさん（東京都　通学生/第28回合格）

通学講座で、同じ目標に向かって勉強できたことが、とても
心強かったです。わからないところも、詳しく繰り返し教えて
いただいたことが良かったです。ありがとうございました。

乙部　さゆりさん（埼玉県　通学生・実技対策生/第28回合格）

横浜から学校まで遠く、通学するのにとても大変でし
たが、学校選びは間違っていませんでした。今まで沢
山の講師の授業を受けていますが、I先生のわかりやす
い教え方と、ものすごいパワーに吸い込まれました。こ
んなに丁寧な先生ははじめてでした。みんなで「I先生
は神様だよね」と言っていました。学長や講師の先生
方、事務局の方にも親切にしていただき、本当にあり
がとうございました。!(^^)! 竹沢　なおみさん（神奈川県　通学生/第28回合格）

はじめての挑戦で合格することができました。仕事をしながらの受験勉強
は精神的にも本当にきつかったですが、この学校で勉強したおかげでモチ
ベーションを上げることができました。合格することができて本当にうれし
いです。ありがとうございました。

市川　美喜さん（埼玉県　通信・通学生/第28回合格）

この講座を受講して本当に良かった
です。普段、自分なりにしっかりやっ
ていたつもりでも、声掛けの大切さ
がわかっていなかったり、利用者本位
ではなく自分本位で介護をしていた
ような気になりました。この講座で基
本を勉強することができました。本当
にありがとうございました。

姥山　百美子さん
（埼玉県　実技対策生/第28回合格）

この講座を受講していなければ、決して合格でき
なかったと思います。ポイントを的確に教えていた
だき、実技対策講座は有意義でした。
中村　環さん（埼玉県　実技対策生/第28回合格）

無料講習会に参加し、通信講座の模擬試験6回分を購入し、講師から言われ
たとおりに問題を解きました。試験直前は、仕事が忙しくなり、あまり勉強が
できませんでしたので、結果が届くまでドキドキしましたが、合格することが
できました。時間のない方には、絶対お薦めの学習方法です。テキストを読
んでいただけでは、合格できなかったと思います。ありがとうございました。

篠本　寿美子さん（埼玉県　通信生/第28回合格)

外国人の私でも、通学講座で勉強して介護福祉士試験に合
格することができました。これからも、もっと、もっと、いろ
いろな資格を取得して日本の社会に貢献したいと思いま
す。合格祈願ボールペンありがとうございました。

金城　渉さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

最初の模試の点数が４１点で「これではまずい！」と思い必
死に勉強しました。先生に教えられたとおり何回もくり返
し過去問を解きました。直前ゼミでは仕事の疲れ？から
か、最前列にもかかわらず、授業中居眠りしてしまい申し
訳ありませんでした。合格祈願ボールペンありがとうござ
いました。 遠山　明子さん（埼玉県　スーパー短期ゼミ/第27回合格）

講師の先生、スタッフの皆様、本当にありがとうございま
した。落ちこぼれの私にいつもあたたかい声援を送って
頂きました。Ⅰ崎先生には「いつでも来て下さい」と言って
頂き心強かったです。まさか自分が、介護福祉士に合格す
るとは夢にも思っていませんでした。実技受験票を頂いた
ときは、まずH多さんに電話をして喜んでもらいました。

それで直ぐに実技対策の講習も受講申し込みしました。子供達からも「その
年齢で合格したこと、尊敬する」と言ってもらいました。

江連　百合子さん（埼玉県　通学・実技対策/第27回合格）



なかなか時間がとれない時期でしたが、ポイントがわかりや
すくまとまっていたので、集中的に勉強をすることができまし
た。 岩崎　啓子さん（埼玉県　通信生/第27回合格）

一人で悩むより、学校に通った方が、合格率100％です。みんなで楽しく勉
強できました。ありがとうございました。

文　鎮太さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

毎日、会社から帰ってきて勉強しました。１２月頃に病気で１週間入院して
しまい、「ダメかな」と思ったけれど、ガンバって勉強した所が問題として
出たので、合格することができました。本当にうれしかったです。この勢い
でケアマネの勉強もはじめて行きたいです。そしてケアマネの合格を目
指します。 M・Tさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

取手から通った甲斐がありました。無事合格することができ、受講して本当
に良かったです。仕事にも大変役立っています。ありがとうございました。

斉藤　夕子さん（茨城県　実技対策/第27回合格）

「無料講習会」に参加したことで、勉強のコツがつかめました。講師の先生
から、参考書ではなく、問題集からやるべき！と聞き、問題を解きながら、効
率よく覚えることができました。又、わからないところは電話で質問するこ
ともでき、とても助かりました。本試験では、101点取ることができました。
ありがとうございました。 Ｍ・Ｍさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

「筆記試験短期合格テキスト」がとても役に立ちました。最後には、隅から
隅まで暗記しました。本試験では、自分でも驚きの101点を取ることがで
きました。実務者研修でもお世話になりました。本当にありがとうございま
した。 Ｋ・Ｒさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

学ぶことに対して自分の中に潜む向上心を見いだせ、まだまだイケるんだ
な！！って思いました。初めての介護福祉士試験で絶対に落ちたくないと思
い、介護サイトの中から資料の一斉請求をかけて一番ピンと来た「日本
キャリアパスアカデミー」を選びました。各講師の皆さん、教室をご一緒し
た仲間、家族、友達、応援して下さった皆さん、ありがとうございました。私
頑張るよ！ K・Jさん（神奈川県　通学生/第27回合格）

仕事と勉強を両立させる為、通学で受講しました。やはり、通学すると、勉
強に対してのモチベーションも上がり、最後まで、やる気を継続させること
ができました。直前模試は、毎回点数も出るので、さらに自分を追い込むこ
とができました。又、時間配分や、マークシートのぬりまちがえをしないよ
うになど、何回も本試験と同じ答案練習ができましたので、試験当日は（緊
張しましたが、）自信を持って解答することができました。どうもありがとう
ございました。 小林　祐美子さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

日本キャリアパスアカデミーの皆様、ありがとうござい
ました。介護の仕事は３年１ヶ月。試験を受けることがで
きると聞いて、１回だけ挑戦してみようと頑張ってみま
した。当日ハプニングがあり、発表までドキドキでしたが
合格できました。ありがとうございました。

枝松　洋子さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

大変お世話になりました。通学したポイントマスター
コースでは、和気あいあい、和やかな授業でとても楽し
く学べました。そして直前から自宅で通信の模擬テスト。
先生のとても丁寧な指導の元、必死で勉強しました。最
後の最後まで諦めず、指導をして下さった先生のおかげ
です。心より感謝しております。ありがとうございまし
た。 杉山　由己子さん（埼玉県　通学・通信生/第27回合格） 学生以来の受験勉強でしたが、最初から通学でと決めていました。仕事と

の両立は大変でしたが、なんとか授業も休まずに出席し、合格することが
できました。本当にありがとうございました。

杉江さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

今回の学びの時を頂いた事、とても素敵な師と出会えた事
を幸せに感じます。介護という仕事の中で新しい道を進む
事ができます。本当にありがとうございました。

Ｋ・Ｒさん（東京都　実技対策/第27回合格）

手短にしてまとまったテキストと、スーパー短期ゼミを受講
したおかげで合格できたと思います。通信のみだったので、
本当に合格できるか不安でしたが、ぎりぎりとはいえ合格
点をとれたのもスタッフの皆様のアドバイスがいきたと
思っています。今日まで、ご指導ありがとうございました。

齋藤　格さん（千葉県　通信生・スーパー短期ゼミ/第27回合格）

通信コースでした。８月に教材を受け取り、手つかずのま
ま１１月末まで過ぎたころ、先生からお電話を頂き、やっと
やる気になりました。スーパー短期ゼミでは、受かるコツ
を教えて頂き、合格祈願のボールペンも頂き心強かった
です。合格できてホッとしました。

水沼　美代子さん（埼玉県　通信生・スーパー短期ゼミ/第27回合格）

実技対策で、当日の雰囲気を経験することができたので、
緊張することなく試験に臨むことができました。実技対策
を受けていて本当に良かったです！！
ありがとうございました。次は保育士試験頑張ります。

本郷　千絵美さん（埼玉県　実技対策/第27回合格）

何十年ぶりかに受験勉強をすることになり、始める前は、
やや面倒だな、やれるかな、と不安でいっぱいでした。で
も、Ⅰ﨑先生の熱心で親切な講義のおかげで、最初はちん
ぷんかんぷんだったのが、最後には、きちんと理解できる
ようになりました。本当にありがとうございました。引き
続きケアマネ通学講座でお世話になります。

髙木　和子さん（東京都　通学生/第27回合格）

通信講座の６回分の模試を解き、まちがえたところや、わからないところ
を、ノートに書き出し、自分で調べて、理解できるまで、何度も繰り返し解き
ました。おかげで、本試験は、とても簡単に感じました。ケアマネ試験にチャ
レンジする時は、またお世話になります。ありがとうございました。

南條　真寿美さん（埼玉県　通信生/第27回合格）

6回分の模試を解き、わからないところは、テキストに戻って確認し、その繰
り返しの学習で、合格することができました。また、イメージしやすい「介
護」の科目から勉強していくと、いやにならずに学習することができます。
実技試験が免除になる実務者研修を、徳島県から通学し、大変お世話にな
りました。 中山　昌明さん（徳島県　通信生/第27回合格）

仕事をしながらでは、自分で勉強しなかったと思います。通
学も大変だったけれど、細かい内容まで親切に教えて頂い
たおかげです。ギリギリで勉強し始めましたが、無事合格す
ることができ、自信がつきました。

佐瀬　かづみさん（埼玉県　通学生/第27回合格）

ありがとうございます。
授業を受けなければ合格はできなかったと思います。
周りの人と友達になり、楽しく勉強できたのでよかったと思
います。 池沢　美津江さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

友人と一緒だったので軽い気持ちで受けましたが、こ
れからは、この資格を生かして頑張って行きたいと思
います。勉強を離れてしばらくたつので、机に向かい
座っていることが辛くてしかたなかったことが笑い話
になって本当に良かったです。講師の先生のおかげと
感謝しております。 柴崎　芳枝さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

講座を受講していなかったら、合格できなかったと思います。勉強方法で悩
んでいた時、事務局の方が親身になって相談にのってくれて、とても心強
かったです。どうもありがとうございました。

東海林　雅恵さん（埼玉県　通信生/第27回合格）

合格して本当にうれしいです。自分の年齢では、もう無理かなとも思いまし
たが、チャレンジしてよかったです。試験に合格できただけでなく、勉強した
ことが、仕事に、とても役立っています。

Ｏ・Ｔさん（埼玉県　通学生/第27回合格）

実技本試験は、ふとんからの起き上がり支援で、面食らいましたが、講義で
教えていただいた「声掛け」・「タイミング」・「安全」・「ゆっくり」・「確認」を思
い出しながら、気持ちを落ち着かせて受験し、無事合格することができまし
た。基本をしっかり教えていただいたので、このような問題でも、合格する
ことができたのだと思います。本当にありがとうございました。

池田　瑞穂さん　(千葉県　実技対策/第27回合格)

学長のおっしゃったことを信じました。最初は、半信半疑でしたが、学長に言
われたことを実践しました。模擬試験問題は、あらゆる角度から出題されて
いて、それをやっていると自然に頭に入ってくるようになりました。この学
校に来ていなかったら合格できなかったと思います。本当にありがとうござ
いました。 秋元　洋子さん（埼玉県　通信・通学生/第28回合格）

独学では、無理だと思い、通学できる学校をいろいろ調べましたが、授業の
振替が無料でできることと、同じ授業に何回でも出席できることが、キャリ
アパスアカデミーを選んだ第一の理由です。また、事務局の方の対応もと
ても親切で、最後まで勉強を頑張ることができました。I先生にも本当にお
世話になりました。毎回毎回、I先生の熱意と信念で合格に導いていただけ
たと思います。ありがとうございました。

中島　純子さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

総合課程で通学しました。最初は、合格できるとは思っていなかったのです
が、講座の途中から、授業も2回ずつ出席し、模擬試験を何回も解いたこと
で、自然と力がついてきました。学長に言われたとおり、この方法が「受かる
ための勉強方法」なのだと実感できました。大変お世話になり、ありがとう
ございました。 Ｏ・Ｔさん（埼玉県　通学生/第28回合格）

通信で６回分の模擬試験を購入しましたが、仕事が忙しくてなかなか勉強
できず、本格的に始めたのは１０月頃からでした。一番最初に模擬試験を
解いたときは、４９点しか取れず、そこから毎日コツコツとやり、講師から言
われた目標の１０８点が取れるまで、延べ３０回位は解きました。最後の仕上
げにと思い、スーパー短期ゼミにも参加し、自信もつきました。日本キャリ
アパスアカデミーの教材だけで合格しました!!本当にありがとうございま
した。 M・Mさん（埼玉県　通信・スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

昨年悔しい思いをしてからテキストを見ていませんでしたが、学長の言葉
に「絶対合格しよう」と、試験直前の一週間は受験生並みに勉強しました。
スーパー短期ゼミだけでしたが、効率よく勉強することができました。昨年
より理解度が増し82点で合格することができました。スーパー短期ゼミは
素晴らしいゼミでした。 I・和枝さん（埼玉県　スーパー短期ゼミ生/第28回合格）

わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。最初はどうやって
勉強すれば良いかわかりませんでしたが授業を受けてだんだんわかって
きました。学長からポイントを教えてもらい、俄然やる気が出ました。本当
にありがとうございました。これからの仕事に活かしていこうと思います。

関根　晴美さん（埼玉県　通信・通学生/第28回合格）

今回の試験で合格できて本当にうれしい気持ちで
いっぱいです。自己採点では、点数がとれていなかった
ので、合格できたことが、今でも、信じられないです。
これから受験する方は、受験制度も変わり、いっそう大
変かと思いますが、勉強すれば、必ず道は開けます。自
分も又、次なる目標に向かって一歩一歩進んでいきた
いと思います。Ｉ・Ｋさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

毎回Ⅰ﨑先生の授業を受講しました。丁寧な説明で、とて
も解りやすい授業でした。又、実技免除ではなかった為、
日ごろの介護技術のチェックもできると思い、実技対策講
座も受講しました。学習面（筆記対策）も実技も、先生が熱
心に指導していただいたおかげで、合格することができ
ました。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。

工藤　美保さん（埼玉県　通学生・実技対策/第27回合格）

他の通信講座で挫折し、日本キャリアパスアカデミーの通
学講座で、Ⅰ崎先生の引き込まれるような講義を受講でき大
変良かったです。在宅ヘルパーの仕事をしていて、取得した
い資格でしたので、合格受験番号を見つけ「やった～」と呟
いてしまいました。Ⅰ崎先生、大変お世話になり、ありがとう
ございました。 久保　和子さん（東京都　通学生/第27回合格）

合格おめでとう
ございます!

講師や事務局の方が親切でした。教材もわかりやす
かったです。まさか自分が受かるなんて本当に信じら
れませんでした。今回合格するまでに学んだことを忘
れずに、これからも頑張っていきたいと思います。あ
りがとうございました。

T・Cさん（東京都　通学生/第28回合格）

通学講座で、同じ目標に向かって勉強できたことが、とても
心強かったです。わからないところも、詳しく繰り返し教えて
いただいたことが良かったです。ありがとうございました。

乙部　さゆりさん（埼玉県　通学生・実技対策生/第28回合格）

横浜から学校まで遠く、通学するのにとても大変でし
たが、学校選びは間違っていませんでした。今まで沢
山の講師の授業を受けていますが、I先生のわかりやす
い教え方と、ものすごいパワーに吸い込まれました。こ
んなに丁寧な先生ははじめてでした。みんなで「I先生
は神様だよね」と言っていました。学長や講師の先生
方、事務局の方にも親切にしていただき、本当にあり
がとうございました。!(^^)! 竹沢　なおみさん（神奈川県　通学生/第28回合格）

はじめての挑戦で合格することができました。仕事をしながらの受験勉強
は精神的にも本当にきつかったですが、この学校で勉強したおかげでモチ
ベーションを上げることができました。合格することができて本当にうれし
いです。ありがとうございました。

市川　美喜さん（埼玉県　通信・通学生/第28回合格）

この講座を受講して本当に良かった
です。普段、自分なりにしっかりやっ
ていたつもりでも、声掛けの大切さ
がわかっていなかったり、利用者本位
ではなく自分本位で介護をしていた
ような気になりました。この講座で基
本を勉強することができました。本当
にありがとうございました。

姥山　百美子さん
（埼玉県　実技対策生/第28回合格）

この講座を受講していなければ、決して合格でき
なかったと思います。ポイントを的確に教えていた
だき、実技対策講座は有意義でした。
中村　環さん（埼玉県　実技対策生/第28回合格）

無料講習会に参加し、通信講座の模擬試験6回分を購入し、講師から言われ
たとおりに問題を解きました。試験直前は、仕事が忙しくなり、あまり勉強が
できませんでしたので、結果が届くまでドキドキしましたが、合格することが
できました。時間のない方には、絶対お薦めの学習方法です。テキストを読
んでいただけでは、合格できなかったと思います。ありがとうございました。

篠本　寿美子さん（埼玉県　通信生/第28回合格)

外国人の私でも、通学講座で勉強して介護福祉士試験に合
格することができました。これからも、もっと、もっと、いろ
いろな資格を取得して日本の社会に貢献したいと思いま
す。合格祈願ボールペンありがとうございました。

金城　渉さん（埼玉県　通学生/第28回合格）

最初の模試の点数が４１点で「これではまずい！」と思い必
死に勉強しました。先生に教えられたとおり何回もくり返
し過去問を解きました。直前ゼミでは仕事の疲れ？から
か、最前列にもかかわらず、授業中居眠りしてしまい申し
訳ありませんでした。合格祈願ボールペンありがとうござ
いました。 遠山　明子さん（埼玉県　スーパー短期ゼミ/第27回合格）

講師の先生、スタッフの皆様、本当にありがとうございま
した。落ちこぼれの私にいつもあたたかい声援を送って
頂きました。Ⅰ崎先生には「いつでも来て下さい」と言って
頂き心強かったです。まさか自分が、介護福祉士に合格す
るとは夢にも思っていませんでした。実技受験票を頂いた
ときは、まずH多さんに電話をして喜んでもらいました。

それで直ぐに実技対策の講習も受講申し込みしました。子供達からも「その
年齢で合格したこと、尊敬する」と言ってもらいました。

江連　百合子さん（埼玉県　通学・実技対策/第27回合格）



合格おめでとう
ございます!

とにかくⅠ﨑先生のおかげです！！
劣等生だった自分に親切に、丁寧に教えてもらい、合
格することができました。本当にありがとうございま
した。今は勉強することがなくなって淋しい感じがし
ます。又、何かにチャレンジしたいです。
佐野　和子さん（埼玉県　筆記-通学生、実技-通学生/第26回合格）

テキストがすごくわかりやすく、家で一人で勉強していても理解すること
ができました。スーパー短期ゼミの2日間は中身が濃く、時間を上手く使え
ました。 唐崎　史さん（埼玉県　筆記-通信生、スーパー短期ゼミ/第26回合格）

色々とお世話になりありがとうございました。
日本キャリアパスアカデミーの皆さんのサポートの
おかげで合格できました。合格できて嬉しいの一言で
す！来年、ケアマネの試験頑張ります。
竹下　保さん（東京都　筆記-通信生、スーパー短期ゼミ/第26回合格）

何度でも授業を受けることができたのがとても良かった
です。質問すると丁寧に教えてくれ、試験直前も資料をも
らったりして、とても気分よく通学することができました。
84点も取れたことにビックリしています。本当に先生方に
感謝の気持ちで“いっぱい”です！

松尾　直子さん（埼玉県　筆記-通学生/第26回合格）

一人じゃとてもできませんでした。先生方が一生懸命で雰囲気が最高でし
た。事務局の方もとても対応が良く合格できる気持ちにさせてもらえまし
た。ケアマネにもチャレンジしたいと思います。ありがとうございました。

斉藤　英一さん（千葉県　筆記-通学生/第26回合格）

日本キャリアパスアカデミーの通信講座は、“これだけやれば大丈夫なんだ”
という気持ちになれました。実技試験の際にも電話でアドバイスして頂き本
当にありがとうございました。2年後のケアマネで又お世話になります。

山﨑 せつさん（熊本県　筆記-通信生/第26回合格）

筆記試験はスーパー短期ゼミの 2日間ですごくわかるようになりました。
学校に行かなければ受かっていなかったです。先生方のおかげです。本当
にありがとうございました。
松本　浩美さん（埼玉県　筆記 -スーパー短期ゼミ、実技 -通学生 /第 26回合格）

教えられたとおりに、一つの模試を繰り返し4～5回解きました。教えられた
ことを実践しただけで合格できたことに驚いています。このやり方を教え
てもらっていなかったら合格できていなかったと思います。

宮越　綾子さん（埼玉県　筆記-通信生/第26回合格）

M山先生に何度もメールで質問しました。無事に合格することができまし
た。本当にありがとうございました！

和泉　恵さん（大阪府　スーパー短期ゼミ/第26回合格）

教えられたとおりに、直前模試を何度も解き合格することができました。仕
事と受験勉強の両立が大変でしたが合格できてとても嬉しいです。ありが
とうございました。 佐久間　亮子さん（千葉県　筆記-通信生/第26回合格）

何を？どこから？どのように？みんなどのくらい前から取り組んでいるの
か？と、勉強をはじめる前は不安だらけでした。「合格の法則」は、まるで“合
格に至るまでの線路が”です。たどるように勉強するうち、不安は消え、「確
実な自信」が生まれてきました。本気で「満点取ってやる」という意気込みま
で生まれてきました。この教材に巡り合って運が良かったです。ケアマネ受
験のときもお世話になります。

鈴木　順子さん（千葉県　筆記-通信生/第26回合格）

学校に通って受験仲間ができ、一緒に頑張ること
ができました。本当にありがとうございました。

黒田　弘子さん（埼玉県　筆記-通学生/第26回合格）

学校に通ったことが合格できた要因です。
4回目の受験で合格することができました。実技試験では
最後まで終わりませんでしたのでダメかなと思っていま
した。教わった通り最後まであきらめずに勉強して本当に
良かったです。ありがとうございました。

庭野　優香さん（神奈川県　筆記-通学生、実技-通学生/第26回合格）

合格通知を頂きました。身の引き締まる瞬間でした。
M山先生をはじめ、先生方、スタッフの皆様のおかげで
す。学校に通って大変勉強になりました。
学校の力が80％、自分の力が20％で合格できました。
教えられたことがそのまま試験で役に立ちました。
本当にありがとうございました。

佐々木　啓之さん（東京都　筆記-通学生/第26回合格）

色々とお世話になり、ありがとうございました。合格でき
て本当に嬉しいです。

山中　寛明さん（埼玉県　筆記-通学生/第26回合格）

この年齢（68歳）になってチャレンジしましたが、一発合格できて本当に嬉
しいです。先生や学校の皆様に大変お世話になり、ありがとうございまし
た。この合格は今後の自分に励みになります。

佐々木　里枝さん（大阪府　筆記-スーパー短期ゼミ/第26回合格）

勉強方法が分からなかったので、通信の教材を信じこの教材１本で
頑張りました。分からなかった問題は解説を読み込み覚え、２回目、
３回目には面白いほど点数がとれるようになり自信がつきました。
合格できたのはこの教材のおかげです。ありがとうございました。

Ａ・Ｃさん（埼玉県　通信生/第27回合格）

合格おめでとう
ございます!

仕事で普段勉強する時間がなかなかとれない中、教室で
集中して勉強することができました。模擬問題を解いてい
くことは一番力になりますし、本番も落ち着いて臨めまし
た。本当にありがとうございます。次はケアマネジャーに挑
戦します。 岡本　賢治さん（埼玉県　通学生/第27回合格）

佐藤　秀美さん（埼玉県　通信生/第27回合格）

仕事の合間にとにかく問題集を解きまし
た。特に後半は苦手な分野を集中的に勉
強しました。母が入院していたのでお見
舞いに向かう新幹線の中で問題を解いた
ことが思い出されます。母は亡くなりま
したが、介護福祉士に合格できて本当に
うれしいです。これからも資格を生かし
て頑張りたいと思います。ありがとうご
ざいました。

日本キャリアパスアカデミーに通える機会を与えて頂
いたことについて、職場の協力に感謝しています。
勉強することが苦手で、本を開くことも嫌いな自分が
マーカーを引き、先生の解説を聞きながら書き込みが
できるようになっていったことに驚きました。要所で適

切なアドバイスをして頂いたM山先生の言葉も刺激になりました。本当に
ありがとうございました。 山口　正子さん（埼玉県　筆記-通学生/第26回合格）

仕事をしていると中々勉強する時間が取れず、どうしたらいい
のか悩んでいたときに日本キャリアパスアカデミーと出会いま
した。合格の道筋をしっかりと教えてくれ、柔軟な対応と、親切
丁寧な指導に俄然やる気が出ました。授業後のマンツーマンで
の指導や繰り返し受講できるシステムは“絶対受からせてや
る”という姿勢を強く感じました。受験勉強の苦しさを乗り換えることができ
たのは学校のおかげです。 渡邉　豊さん（埼玉県　筆記-通学生/第26回合格）
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