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６ 会場別の自由記載意見 

 

地域 試験会場 自由記載の意見 

北海道 TKP 札幌駅カンファレンス

センター（札幌市） 

ボールペンが必要ではないときにはしまう、必要な時には出すという指示が、参考書等をしまった後にされたため参考書等をしまう際の指示をす

る時に同時に説明をしてほしかったです。参考書等をしまった後に再度、バックを開ける等受験者全員が動くことになり、その物音で携帯電話に関

する指示が聞こえづらくなっていたように思いました。 

TKP 札幌駅カンファレンス

センター（札幌市） 

説明の際に、椅子の下からペンを取り出したりしまったり、住所等の紙を閉まったりすることが大変でした。試験前に黒ペンを使用することを伝え

て頂けたらよかったと思いました。 

TKP 札幌駅カンファレンス

センター（札幌市） 

腕時計は持ってきているが、目安にも基準にもなるので会場に掛時計があると良かった。 

東北 産業見本市会場サンフェス

タ（仙台市） 

もう少し学生のレベルに合った問題にしてほしかった。 

今回は現場レベルの解答を求めるものが多かったように感じた。 

産業見本市会場サンフェス

タ（仙台市） 

試験時間が1時間30分くらいが丁度いいと感じました。 

産業見本市会場サンフェス

タ（仙台市） 

注意事項を口頭で説明されることが多かったので文書で説明してほしかった。 

産業見本市会場サンフェス

タ（仙台市） 

試験監督員が説明の際に読み間違いが多かったのでもう少し落ち着いてもらって大丈夫だと思いました。 

産業見本市会場サンフェス

タ（仙台市） 

試験監督者が目の前で笑いあいサイン交換をしている様子があって、少し心地が良くなかった 

関東 大正大学（豊島区） 一つの教室に50人程度長時間居続けると空気が悪くなり、午後は特に酸素が薄いような気がしました。昼休憩時に換気をするなどの対策を講じて

いただきたいです。 

大正大学（豊島区） 膝掛けを使用したが、別の部屋で受けた同級生は使用ができなかったと言っていた。試験官によって一部統一できていない部分があるので、試験官

で連携を取り統一した対応を取るよう改善する必要があると感じた。 

大正大学（豊島区） 午前問題18番は解なしであり、不適切であると思う 

午前問題30番は、複数回答が考えられると思われる 

大正大学（豊島区） 午後問題8は問題の説明が不十分であり、回答を選ぶことができない 
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大正大学（豊島区） 1.午前の１８は不適切問題だと思います。 

2.午前の３０は複数回答が考えられるため不適切であると思います。 

大正大学（豊島区） 午前１１ 不適切問題です 

問題３０ 複数回答があると思います 

午後８  ひきこもり状態の者の状況がわからないので、判断が難しいです 

関東 東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

試験中何回も近くに立ったりしてるから集中できない 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

午前に十分説明を受けているので、午後の説明の時間をもう少し短くしてもいいのではないかと思います。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

原則トイレはダメということを念押しされたので水分をあまり摂らないようにしていたら具合が悪くなった。せめて試験が始まるまでは、水分摂

取を認めてほしい。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

マフラーを膝掛けがわりにするつもりだった人が多く、マフラーはフリンジがついてるから膝掛けとして使用できない（巻くか結べば使用可だが）

と試験会場で知りみんな困っていました。使用不可なら前もって知らせて欲しかったです。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

教室が寒かったです 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

◯硬い椅子の対策で膝掛けを畳んで敷いていたが、そのような使い方はできないと言われた。大きいタイプのマフラーは腰に巻いて膝掛けとして

使うか身につけること、普通の膝掛けでも両端が垂れないように腿の下に入れることという指示があった。 

以上のことを会場で言われ、戸惑ったので、持っていくものの配慮がもう少しできるように、あらかじめ留意事項の書類に記載しておいて欲しかっ

た。 

◯腕時計は机に置かず、腕につけるようにと真ん中の列で指示があったが端の列では指示がないなど、指示に統一されていないところが見られた。 

◯寒かったのでもう少し暖房を入れて欲しかった。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

寒かった 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

開場時間が決まっているのであれば事前に告知して欲しかったです。  

電車遅延を考えて早めに来ている人も多いのでせめて1時間前には開場していただきたかったです。 
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東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

試験監督の方も注意事項とあまり覚えていないようで、定規を出してて注意をしていたり持ち込みが多かったブランケット等の申告方法など聞い

た人だけでなく全体に言って欲しかった。周りがバラバラ聞くと言うこともあり、試験の注意事項が頭に入らない 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

試験監督員同士、険悪なムードが漂っていて不快な気持ちになった。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

席がドアのすぐ横(席に座ったまま手が届くくらい)で、非常に寒かった。また、連絡係の監督官の出入りが頻繁にあり、気が散る。 

ブランケットの使用方法の細かい決まりなど、事前に伝えられていないと困る。(例えばストールを膝掛けがわりに使おうと思っていたら、それが

禁止されていたなど) 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

試験中に試験監督者が何度も横を通ったり、横に立っていたりするので気が散って集中できないときがありました。そこまで広くない教室なので

歩き回るのは最小限にしてほしかったです。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

荷物について: 

荷物を床に置く指示がありましたが、直接床に置くと不潔だと感じました。荷物の下に紙やシートを敷く等の対策がとれるようにして頂きたいで

す。 

机上に出す物の指示: 

電子機器やボールペンを机上に出す指示のタイミングが遅いため、荷物を足元に収納した後、再び荷物を出すという手間がありました。説明開始の

最初の段階で、何を机上に出すのか説明が欲しいです。 

服装について: 

コートやマフラーを膝掛けとして使えないということを知らず、戸惑う受験生が多かったです。当日の体調管理のためにも、事前に注意事項として

告知が必要だと思います。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

教室が寒かったので、もう少し室温調節に配慮してくれると良いと思った。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

荷物や上着を床に置く指示があり、非常に不衛生であると感じた。荷物を教室の一か所に集めるなど工夫することにより、教室数や人員を多くしな

くても衛生的な対応が可能であると思われる。また、床に置くことを事前にアナウンスがあれば、新聞紙を持参するなど学生側でも対応が可能であ

ると思われる。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

教室が寒かったです。防寒対策として使用していいものや悪いものなどを事前に知ることができたら良いと感じました。 

東京外国語大学府中キャン 説明を終了してから、試験が始まるまでの約20分の待っている時間がより短いといいなと思います。 
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パス（府中市） 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

空調が効いていなく、とても冷えた。 

東京外国語大学府中キャン

パス（府中市） 

各教室に時計を置いて欲しい 

東京工科大学蒲田キャンパ

ス（大田区） 

試験監督の方々が試験問題配布の際に用意が不十分で、数が足りなくなったり、時間配分ができておらず試験開始時刻ギリギリになっていました。

保健師の時は良かったのですが、看護師国家試験では特に目立ちました。しっかり準備を徹底していただきたいと感じました。しかし、その準備で

きておらずバタバタしていた様子を見て、緊張が少しだけほぐれました。 

東京工科大学蒲田キャンパ

ス（大田区） 

試験会場には時計を設置していないことを明記して、腕時計持参を推奨してほしいです 

東海 愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

寒かった 

愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

監督者からタバコの臭いがした 

愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

会場内の独特の匂いで、気持ち悪くなってしまいました。 

愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

すごく寒かったです（足元が） 

愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

・会場内がとても寒く、手足が冷えて回答に支障をきたした。 

・湿度が適切に保たれておらず、マスクを着用していたにも関わらず喉の乾燥が大変気になった。 

・試験監督者の説明は、声量やスピード等とても聞き取りやすくまた落ち着いた柔らかい口調であったため緊張も適度に解れ良かった。 

愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

試験前の説明と試験開始までの空いてる時間が長かった 

愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

机の傾斜にょって鉛筆や消しゴム、受験票が滑り落ちやすく、気になりました。 

愛知学院大学日進キャンパ

ス（日進市） 

説明が早く終わり、待つ時間が長いため、集合時間を遅くするか、早く始めて欲しい。 
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北陸 金沢医科大学（河北郡灘町） 建物の外での大きな騒音が気になった(選挙活動？) 

マイクを通しての話し声みたいなのが気になった 

金沢医科大学（河北郡灘町） 少し寒かった 

近畿 桃山学院大学（和泉市） 最初電気が暗かったが途中からつけてくれたので最初から付けてほしい。 

桃山学院大学（和泉市） 説明の不十分なところがあった。試験監の準備が不十分であると感じられた。 

桃山学院大学（和泉市） 試験監督の方の見回りで、頻繁に席の間の通路を通られており、また、真横で突然止まられると何かしてしまったのではないかとドキドキすること

があり、それらが集中の妨げになってしまった。 

桃山学院大学（和泉市） 部屋の空気が循環しておらず悪く、頭が痛くなりました。 

桃山学院大学（和泉市） 交通アクセスが良いところにしてほしかった。 

桃山学院大学（和泉市） 看護師国家試験の環境についてコメントする機会がありませんので，ここにコメントさせて頂きます． 

大阪産業大学9212教室で受験しました． 

多くの受験生が中国人で，言葉が分からないのか，説明開始後も参考書を隠し読む，終了の合図後も鉛筆を置かないなど，監督官の指示に従ってい

ませんでした．とくに，試験監督のいない後方では，開始前から問題冊子を開き参考書で問題を確認する，試験開始前および答案用紙回収前に周囲

の者同士で教え合うなどのカンニング行為が横行し，私自身も前席の受験生に「ＸＸ番の答えは何？」と振り向いて答えを聞かれるなど（もちろん

答えていませんが），落ち着いて受験できる環境ではありませんでした．一所懸命準備してきたことが，あのような本番になるとは残念で仕方あり

ません．皆が適切に受験できる環境の整備を切に望みます． 

中国 広島工業大学専門学校（広島

市） 

椅子が硬くてしんどかったです 

広島工業大学専門学校（広島

市） 

・ 1人の試験監督者の方が解答用紙の配布枚数を把握して居られず、「何枚足りない」などの声が受験生に聞こえ不安になった 

・ ひざ掛けの使用を希望する人は確認に回るので挙手をして待つようアナウンスがあったので待っていると、上記とおなじ試験監督の方がまわっ

てこられ「ひざ掛けは椅子の下にしまって」と言われ受験生が混乱した。 

広島工業大学専門学校（広島

市） 

ある一人の試験管の方が、受験生がリラックスして受けられるように気遣ってくださっていたので、落ち着いて受けることができました。 

広島工業大学専門学校（広島

市） 

床にコートやカバン、お弁当を置かせるのは不衛生。お弁当やお茶などの食べ物まで床に置かせるのはおかしい。教室の後ろにスペースが余ってい

るのだから、そこに置かせてほしい。とても不快。 

広島工業大学専門学校（広島

市） 

荷物や上着を置く場所がほしかったです。 
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広島工業大学専門学校（広島

市） 

荷物置き場があったら良かった。床には置きたくないです。 

広島工業大学専門学校（広島

市） 

空調が直接当たって不快だった。 

説明後から試験開始まで時間があったので、トイレ誘導があってもいいと思った。 

広島工業大学専門学校（広島

市） 

暖房の風が直接あたる席だったため、のどが渇く、集中力を欠くといった状態に陥ってしまった。部屋全体の温度が低かったので、仕方のないこと

だとは思うが、直接エアコンの風が当たる席は避けるなどの対策が望まれる。 

四国 高松市総合体育館（高松市） 暑かった 

高松市総合体育館（高松市） 試験官が受験生に呼ばれる度に走って近づいており、気が散った。 

試験会場の室温が午後が暑すぎた。 

高松市総合体育館（高松市） ・午後の試験前の説明で合格者に関する内容があるが不要。 

・受験者注意事項に書かれている内容(机上に置けるもの以外)は説明不要。 

・説明時間が長すぎる。40分も必要ない。もっとスムーズに説明してほしい。 

・問題用紙の例文は各自で読めるので読み上げなくていい。読む時間をとってもらえたらよい。 

高松市総合体育館（高松市） 階段教室ではありませんが、前や隣の受験者の回答が見える配置でした。 

高松市総合体育館（高松市） 前列で座っていても、何を話しているのかわからず指示を聞き逃してしまう場面がありました。マイクの雑音や音量を事前に調整して頂きたいで

す。そして、保健師の試験時間が問題数に対して短かい為、10分程度時間延長してほしいと思いました。 

高松市総合体育館（高松市） 試験が始まる直前にひざ掛けのチェックをされ、チェックされている途中に関わらず監督者に試験開始を告げられ、この状況で始まるのかと焦っ

た。 

試験前の説明が声が小さく滑舌も悪く聞き取りにくかった。 

後ろに座っているとホワイトボードの字は全く読めなかった。 

九州 第一薬科大学（福岡市） 回答用紙にミスがあった場合は挙手してくださいという指示があったのに、監督補助員が全員下を向いていて、なかなか手を挙げているのに気づ

いてもらえなくて不安な気持ちになりました。もう少し配慮があればよかったなと思いました。 

あと、試験開始前の時間が30分近くもあって受験生や試験監督にとっても苦痛だったのではないかと感じました。 

第一薬科大学（福岡市） 定規の使用可となっていたが、しまうように指示があったため、使えない学生がいて、どちらか統一してほしいと思いました。 



7 

 

地域 試験会場 自由記載の意見 

第一薬科大学（福岡市） 午前は定規を置いても何も言われなったが、午後、別の列を担当していた試験監督者から、定規を直すように言われた。定規は置いておいても良い

はずなので意味が分からなかったが、監督者に従い鞄に直した。他の疑問に思った受験者が別の監督者に聞くと、その監督者は、置いていいと言っ

ていた。私は、すでに鞄に直してしまっており、監督者を再度呼んでまた定規を準備するのは手間だと考えたので、定規は鞄に直したまま受験し

た。定規無くとも問題は解けたので、大きな問題はない。しかし、受験前に注意されて焦りと緊張が増すので、必要のない注意はやめて欲しい。ま

た監督者たちの中で、定規は置いて良いという共通認識を徹底して欲しい。 

第一薬科大学（福岡市） 定規の使用について。午後からの試験直前に何人かの受験生に対して、定規の使用を禁止した補助監督の方がいました。その後の監督官の説明では

定規の使用を許可していましたが、指摘された受験生へのフォローがなく結局使用できていませんでした。 

第一薬科大学（福岡市） 午後の試験前に定規を使わないよう指示され戸惑った 

第一薬科大学（福岡市） ○机の使用について、机自体が狭いので、前後が狭かった。机を一緒に使っている人の振動よりも、後ろの人の消ゴムを使う等の振動が気になった。 

○事前の説明書には、定規を机上に置いて良いと書いてあったのに、会場の試験監督補助員から机上に置いてはいけないと注意を受けた。違う列を

担当する試験監督補助員からの指摘であったので、私と同じ列の受験者は同じ指摘を受けていた。その後、直接質問した受験者に対してのみ説明が

あったようだが、全体の説明がなかったため、結局定規は机上に置いて良かったのかわからないまま終わった。 

○トイレの場所がわかりにくかった。 

○会場は、暖房が入らず寒かった。 

第一薬科大学（福岡市） 定規の使用を禁止するよう指導が入っていたので最初から試験監が十分に試験の規定を確認しておいてほしい。受験生の動揺につながってしまう。 

また、えんぴつのキャップも試験直前に片付けるよう指導が入っており、ばたついた雰囲気となっていたため留意事項に明記するなどの工夫があ

れば良いと感じた。 

 


