
保育士実技合格レッスン[言語・造形]生徒さんの声 

皆さん、 
 

仕事や家事や育児で忙しい時に、本当によく頑張りました。 
 

時間的にゆとりのある方は、誰一人いませんでした。 
 

受験日まで 2 週間を切って初めて来校した方もいました。 
 

終電になるまで教室に残って絵を描いた方もいました。 
 

あと一歩で保育士になれる、この強い思いが原動力となったのだと思います。 
 

努力がむくわれて、とても嬉しく思います。 
 

 

さて、この度も実技試験の合格通知受理後、アンケートにご協力頂きました。 

 

そのうち、ＨＰ上の掲載を快諾下さったものを一部追加し、ご紹介いたします。 

 

ご協力、あらためて感謝いたします。（講師一同） 

 
 
 

埼玉県 N・H さん（H27 全国試験） 

【１】通知結果の点数を教えてください。 

造形（  43 点） 言語（  37 点） 

【２】言語選択の方は、選んだ話を教えてください。 

「うさぎとかめ」 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

受講する前は、試験 1 カ月前と時間がないのに目処がつかず不安でいっぱいでした。でも、
的確なアドバイスで短い期間でも要点をつかめるレッスンになっていてとても助かりまし
た。また、他のレッスン生との交流やグループ講評もあり、自分とは違うたくさんの例を見
ることができ刺激を受けました。講師の大村先生はとても熱心な先生で、出来ることを全て
してくださいました、とても安心感がありました。教室の雰囲気は温かくリラックスしてレ
ッスンできました。埼玉からの参加でしたが、栄養セントラル学院のレッスンを受けて良か
ったです。 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

   〔造形〕・保育の現場体験があまり無かったため、お題に対してのイメージが中々浮かばな
かった。なので、インターネットで保育士さんのブログを読んだり、画像を探し
見たりしてイメージを膨らませた。 



・先生が用意して下さった宿題を時間がある時にこなしました。たくさん用意して
くださったので、全ては完成できなかったのですが、本場に描けないものをなく
すように、構図までは全部描くように頑張りました。 

   〔言語〕・家族に動画を何度も撮ってもらって、練習しました。どう見えているのが自分で
はわからないので、動画を撮ることで客観的に見ることができました。可能であ
れば、他の人の読み聞かせも聞いてみると勉強になります。 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 

 〔造形〕・先生が出してくださった宿題のお題とほぼ同じものが本試験のお題に出たので、
緊張していたけどお題を見た瞬間ホッとして安心して描けました。宿題やって本
当に良かったです。 

・完成させることに集中してしまって、見直しが最後になってしまい、後々条件と
合っていたか不安になってしまった。構図を描いた時点で一度、条件とお題を見
直しておけば良かったかなと思いました。(色を塗り始めたら、変更することは
大変なので) 

〔言語〕・緊張していたけど、試験監督の方に、丁寧に挨拶することで少し場が和み、リラ
ックスして始められたことは良かった。間違うことなく時間内に出来た。 

・時間内におさめなきゃと無意識に早口になっていたのか、15 秒程早く終わって
しまった。でも、最後まで笑顔で子ども達がいることを想像し演技を続けた。 

  

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

  大村先生がよく言ってくださった、保育士としての一生懸命な姿勢や心が大切だと思いま
した。筆記試験から実技試験まで時間はそんなに多くないですが、焦らないで最後まで粘り
頑張れば大丈夫です。頑張ってください。 

 
 
 

千葉県 K・N さん（H27 全国試験） 
 
【１】通知結果の点数を教えてください。 

 
造形（ 非公開 点） 言語（ 非公開 点）  

 
【２】言語選択の方は、選んだ話を教えてください。 

 
「おむすびころりん」 

 
【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 
試験本番と同じ形式で練習できたのがすごくよかった。授業はほどよい人数で、ほかの受験
生と励まし合えたのがよかった。試験直前、不安だった時に先生からメールをもらえて安心
できた。 
 
 
 



【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 
 

自宅ではストップウォッチで時間をはかったりして、なるべく試験に近い状況を作ろうとし
たが、本番のような緊張感は出なかった。   

 
【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。  
 

想像以上に緊張して、造形では腕も指先も固まってしまい焦った。試験の流れなどは学院で
慣れていたので、そこは慌てずに済んだ。 

 
【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 
 

実技試験は実技そのものの練習だけではなく、試験の形式や流れにも慣れておくことが大事
だと実感しました。学院では試験本番に近い環境で学べるので、自宅で独学するより断然い
いと思います。特に仕事をしながら合格を目指す人には、効率的だと思います。 

 
 
 

千葉県 Y・Y さん（H27 地域限定試験） 

【１】通知結果の点数を教えてください。 

造形（  ３５ 点） 言語（ ４２  点） 

【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

「うさぎとかめ」 

おむすびと迷いましたが小2の娘にうさぎとかめが楽しいよ、おじいさんのママの声はこわい、
と言われたので。 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 すごく心強かったです。大村先生にレッスン予約をする時に、最初まだ言語の原稿もまとめて
なくて、たいして絵もやっていない状態だったので行っていいのか不安でしたが、早めに来て
くださいとのことで、レッスンでは良いところ改善すべきところをわかりやすくポイント指導
していただきました。方向を示して頂きレッスン後からすぐ練習のスタートがきれたのでとて
も良かったです。 

最初は言語も恥ずかしかったのですが、恥ずかしがってるようでは受からないな、と気づき堂々
と練習を重ねていくことができました。試験が近くなり、大村先生に電話で３分のお話をきい
ていただくとき真っ白になってしまい緊張するとこうなるんだと知りました。絵画も人物のサ
イズや表情についてご指導いただき、全て勉強になりました。熱心な大村先生のご指導のおか
げです。ありがとうございました。  

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

自宅では絵画は関節や手のひらなど、基本的な人物の絵の基礎練習からで、なかなかはかどら
ない日が続きました。一枚描くとどっと疲れてしまい、構図を考えて描くというのはなんて大
変なんだろうと思いながらでした。 
 
言語の方は、子ども達も暗記してセリフを指摘してくれる程いつもやりました。ふと思いつい
た時に鏡を見ながら練習しました。唐突にうさぎとかめを喋り出すちょっと変なロボットのよ
うなお母さんになりました（笑） 



仕事中待ち合わせ中も、10 分早めに着いたら駅の柱で電話してるふりして三回も練習できる！
と録音してみたり（笑） 
ある日携帯で自分を録画して見たら自分の思っているような笑顔と視線が出来ていない！と落
ち込みました。ではどうしたらいいか考え、前日に前髪をたっぷり切って優しく見えるかな？
と挑みました。 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 

絵画は寒かったので、右手に手袋をして中にカイロを入れてギリギリまで温めていました。描
いてる時はものすごく力んで、濃くて今までで一番の汚い下手な絵になってしまいました。 
でもお絵描きは楽しいなーとニコニコしながら描きました、ギリギリ全部塗れて頑張れた試験
でした。でも最も今までで下手な出来でした。 
さらに 
終わった後、あ！にらめっこなのに定番の 
顔に手をやってベロベロベーして無かったじゃないか！と、帰宅してから気づいて、どんどん
不安になってしまいました。 
閃くべき定番構図ではなく、片方の子は頭に手をやり、ふざけてるだけのようだし、もう一人
はぷうっと膨れているけど怒ってるだけのようだし。大村先生に再現を見ていただき、なんと
か大丈夫だとおっしゃっていただいても不安なままでした。 
しかも本番は最初子どもを五人描いてしまい、左側の男の子を時間配分からやっぱり床として
塗りつぶしたので、全体に右に寄った絵になって提出しました。 
 
優しい長男は、考えて見てくれてにらめっこ？と答えてくれましたが、他の友だちに見てもら
っても、お題を当ててくれるのは 5割でしたので今日までとても不安でした。 
反省点が多い一番出来の悪い絵でしたのでお正月の夢でも、31 点で合格するという願望そのも
のの夢を見ていたので 35 点の合格は嬉しかったです。 
 
言語には、置き鏡を持参しました。控え室で一番前の真ん中の席に座りました。周りを気にし
ないためです。声出し禁止なのでずっと口パクで 3 分計りながら鏡の中を見てニコニコ 2 時間
過ごしました。首の後ろにカイロを当ててリラックスして待ちました。 
受験番号を呼ばれた時も、私が一番ハキハキと感じ良いなあ！と自分自身を盛り上げました。 
発表は二番手でしたが、一番手の 60 歳くらいの女性のおむすびがドアの中から聴こえてきたと
きに、皆がんばってここまで来てるんだな、とちょっと感動しうるうるしたのでとても幸せな
気持ちで入室できました。 
タイムキーパーさんが優しい笑顔のおじいさんでまず安心でき、練習のように話せました。 
おしまいのあと 1.2 秒でタイマーが鳴りました。 
 
帰り道では 
やりきった！これでもし不合格なら…死ぬ！どうしよう！って無理矢理不安になる瞬間の思い
もあったのでやっぱり普通じゃない精神状態だったかもしれません。無事合格して嬉しいです。 

  

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

私はやる気にムラがあります。 
それが途中から、それでも良いんだとわかりました。 
せっかく一年目で 7科目合格出来たのに 
二年目なんて全くやる気にならず。 
残り筆記の勉強のやり方もわからず、それを誰かに相談しようとも思いつかず。三年目はやっ
とやる気になってみました。 
でも 
やる気になっている時に家族の世話で出来ないとか、時間がせっかくあっても勉強になんだか
集中出来ないなど 



筆記も実技も順調に勉強は出来ませんでした。 
気持ちだけ焦っていきましたが、ふと 
子どもじゃないんだからそれでもいい、それが色々忙しいオトナの証拠だから単純に勉強一
筋！になれなくても当たり前！と気づいてからは、 
やる気と時間が合った時だけ集中して取り組みました。 
 
学校に通っている時は 
小テスト前などに 
どうしましょうやってないわーという人には近づかず、では問題いきますね！とテスト前ギリ
ギリまで一緒に勉強しようと前向きな姿勢の人と席を近くに一緒に過ごすことが出来たので 
やる気度合いも自分で選択できるというのが学校のメリットです。 
 
これから受験の方もそれぞれに 
いろいろあると思いますが大丈夫です。 

 
 
 

東京都 W・K さん（H27 地域限定試験） 
 
【１】通知結果の点数を教えてください。 

 
 言語（   44 点） 音楽（   33 点） 

 
【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

 
「にんじん、ごぼう、だいこん」 

 
【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 
 読み聞かせの内容が、語りがけ調で、制限時間の 3分にうまくおさまるボリュームで、良かっ
たです。丸暗記しようとするのではなく、ストーリー展開を頭にいれて臨む気持ちでいった方
が良い意味で気が楽に受験できると思いました。 

 
【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 
ピアノはあまり得意ではないので、二曲とも前奏なしで凝った伴奏にしないで、Amazon で 1 番
安かったキーボードを買って家で練習しました。ピアノをまともに弾くのは 20 年以上振りだっ
たので、苦労しました。 
読み聞かせは iPhone のストップウォッチを利用して 3分以内にきれいに収まることを心がける
練習をしました。 
ピアノも読み聞かせも試験直前に主人に聞いてもらって、人前で披露する恥ずかしさに慣れる
ようにしました。 

 
【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 
 

当日に配布される受験者ごとの試験時間を確認したところ、私は 1番目に本の読み聞かせ、2番
目にピアノの弾き語り、しかも拘束時間が受験者の中でも最短でラッキーでしたが、当日は雨
で寒く、試験会場もかなり寒かったので、防寒対策は必須だと思いました。足裏ホッカイロか 1
番効きました。 
 
また、前日に知り合いの結婚式が夜中まであり、当日はネイルアートを剥がす時間がなく、ネ
イルをつけたまま臨みましたが、試験監督の方がド派手なネイルアートをしていました。減点
されたかどうかは分かりませんが、落とされることはないことは分かりました。 
 



ピアノは緊張しすぎて引き間違えが数カ所ありましたが、止まらず大きな声を出すことだけに
心がけて歌いきりました。私の場合は、無理に凝った伴奏にしなくて結果的に良かったです。 
 
何より、受験前に妊娠が分かり、つわりで練習どころではない日が続いたことが、個人的に 1
番大きなヤマでした。そのことにより、今しか受験できないという気持ちが強くなったことが、
結果的にはプラスに働いたのかもしれませんが、大人になってからの受験はこういったハプニ
ングが起こる可能性が高いことは、意識しておいたほうがいいのかもしれません。。 

 
【５】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 
大人になってからの慣れない勉強は、何というか、身体から色んなものを絞り出す感じで、カ
ピカピになりかけると思いますが、諦めなければ何とかなると思いますので、皆さん頑張って
下さい。 

 
 
 

千葉県 S・M さん（H27 全国試験） 
 
【１】通知結果の点数を教えてください。 

 
造形（ 34  点） 言語（ 40  点） 

 
【２】言語選択の方は、選んだ話を教えてください。 

 
「にんじん、ごぼう、だいこん」 

 
【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 
  ・自分だけでの練習では気づかないことを的確にアドバイスをいただきました。 
   その為にはどうすれば良いのか、どのような練習をするべきかなど具体的なアドバイスは自

主練習の時に大変役立ちました。 
  ・実技試験がどのような運びで行われるのかまったくわからなかったので模擬試験をやってい

ただくことにより、本番の心構えが出来、緊張も少し軽減されました。 
  ・人に見られるという事にも少し慣れることができました。 
  ・先生が「一緒に頑張りましょう」と仰言って下さり、それは本当に言葉どおりで、大変あた

たかく心強く恐縮しました。 
 
【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 
造形： 
必ず時間を計り集中するようにしました。何枚か描くうちに、構想 下描き 色ぬりの 
時間配分が自分のペースでつかめてくるようになりました。 
 

   言語： 
動画を撮る事により、客観的に見たり聞いたりでき、独りよがりにならないよう練習を進 
める事ができました。 

 
【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。  
 

造形では、一斉に鉛筆の音が教室に響きわたるのにびっくりしました。 
言語では、待ち合い室で前の方のお話ししているのが聞こえてしまい集中しづらかったで 
す。試験管の方があまりにも事務的で表情がなく戸惑ってしまいそうなほどで、お話しし 
づらかったです。 

 



【５】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 
 
勉強するのは気が進まない時がたくさんありますが、学生に戻った気分も楽しみながら。 
受かった時の達成感と解放感はひとしおです。 

 
 
 

千葉県 M・A さん（H27 全国試験） 
 
【１】通知結果の点数を教えてください。 

 
造形（ 35  点） 言語（ 38  点） 

 
【２】言語選択の方は、選んだ話を教えてください。 

 
「おむすびころりん」 

 
【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 
わかりやすく、丁寧にできるようになるまで教えていただき感謝しています 
なかなか、通学できないときは、メールや電話での指導をしていただきとてもたすかりま 
した 

 
【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 
  言語については、毎日人に聞いてもらいながら練習しました 

 
【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。  
 

 言語は当日 20～30 秒近くあまってしまったり、緊張して言葉をかんだりしてしまったの 
で落ちたと思ったら、受かっていました 
多分当日の服装と髪型で得したと思います 
ロングスカートとワイシャツとカーディガンでした 
スカートとカーディガンは紺色です 
髪は一本にしばり前髪をたれないようにしました 

 
【５】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 
仕事しながらの勉強は本当に大変でしたが、本来学校に通って２年で得られる資格を得る 
事ができるので時間とお金を最小限に抑えて国家資格をとるんだと思えば頑張れます 
学校通ったら、2年で 200 万ですよ 
それが、受験料と予備校代  
働きながらなら収入も絶えないし 

 
 
 

千葉県 M・A さん（H27 全国試験） 

【１】通知結果の点数を教えてください。 

言語（47 点） 音楽（39 点） 

【２】言語の方は、選んだ話を教えてください。 



「うさぎとかめ」 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

独学でどうにかなると思っていましたが、実際に実技の段階までくるとこれで落ちたらどう
しよう、と不安な気持ちになります。何が正解かわからない中での練習になっていたので、
実技の講習(言語)を受けることで、合格の目安みたいなものを知ることが出来ました。聞い
てもらって直してもらうことで良くなっている自信にもつながります。また、他の方たちの
前で話すというのも当日の練習になりました。 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

言語は常にキッチンタイマーを使いながら時間を気にするようにしていました。また、働い
ている園でも子どもたちをの前で実際にお話し、自分が子どもに対して話す際の目線や表情
がどうなるのか試してみました。 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 

当日行くまで試験の時間がわからないので、本やお昼を超すことも考えおにぎりなども持っ
ていきました。実際はあまり待たずに進んだため、お昼前には終了しましたが。試験が音楽、
言語と声を出すものだったのですが、休憩室で同じところに座っている受験生たちとお話す
る機会があり、おかげで声を出すことが出来、ウォーミングアップになり、なによりもリラ
ックスして望むことができました。それでも少しは緊張するもので、音楽の時、笑顔なしの
1曲目になってしまいました。ピアノの音は自宅でもアップライトで練習していたのですが、
本番の音が思っていた以上に大きく響きました。言語は、自分もですが、周りの話を聞いて
も当日は必ず早くなってしまうので、練習がギリギリで 3分で終わるくらいでちょうどいい
かもしれません。終わったあと頭で数を数えて何秒くらい余ったか確認しました。 

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

笑顔のない試験官もいますが、わざとそういう顔でいるんだ、くらいの気持ちで、笑顔で臨
んでください！  

 

 

千葉県 N・N さん（H27 全国試験） 
 
【１】通知結果の点数を教えてください。 

 
言語（ 40  点） 音楽（ 50  点） 
 

【２】言語選択の方は、選んだ話を教えてください。 
 
「おむすびころりん」 

 
【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 
言語のレッスンを受けましたが自己流ではなく、第三者の意見を聞けたことで目標地点がは
っきりして練習がしやかったです。 

 
【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 
イメージトレーニング的なことをたくさんやりました。 



なかなか声を出して練習をする時間がなかったので、 
脳内で何百回も練習しました。 

 
【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 
 

荷物を置くと受験票シールを試験官に渡すように言われます。 
シールを受験票から剥がして渡した後、すぐに席に座るように促されるので、 
受験票を置く場所に困りました。 
（荷物置き場と椅子がかなり離れていたため。） 

 
 
【５】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 
筆記試験は要点を押さえて勉強をすれば短時間でも合格に至ると思います。 
私はまともに勉強できたのが１カ月足らずでしたので、 
「６割とればいい（４割も間違えていい）」 
という気持ちで試験に臨みました。 
実技試験は栄養セントラルの先生の授業、実技レッスンをきちんと受ければ大丈夫です。自
信もつきます。 

 
 
 

千葉県 N・M さん（H27 全国試験） 
 
【１】通知結果の点数を教えてください。  

 
言語（ 38  点） 音楽（ 非公開 点） 

 
【２】言語選択の方は、選んだ話を教えてください。 

 
「うさぎとかめ」 

 
【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。  

 
言語レッスン１回、O先生のお話、他の受講生の実演など、とても参考になりました。いた
だいた原稿をそのまま本番でも使わせていたきました。試験前日に、お電話でレッスンした
ことが、本番でも大変役に立ちました。 
 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 
 
時間、姿勢と目線、声色と表現  

 
【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 
 
   言語に関しては、落ち着いて受けることができたと思います。 
 
【５】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 
いっぱい練習すれば、それだけ上達すると思います。 ご健闘をお祈りいたします。 

 
 
 
 
 



東京都Ｔ・Ｓさん（H27 全国試験） 
 
【１】通知結果の点数を教えてください。 

 
造形（ 47  点） 言語（ 45  点） 

 
【２】言語選択の方は、選んだ話を教えてください。 

 
「にんじん、ごぼう、だいこん」 

 
【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 
造形は、時間を掛けて描くべき所や、手を抜いても良い所をきちんと教えて下さり、自分が
やるべき課題を明確にして下さり感謝しています。 

 
【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 
  言語については、毎日人に聞いてもらいながら練習しました 

 
【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。  
 

「造形」は、栄養セントラル学院様の模擬テストで、「地域のお年寄りが保育園で昔遊びを
教えてくれる」という設定のをやりました。本番のお題とほぼ同じでびっくりしました。迷
いなくスラスラ描けました。見直しの時間も作れました。感謝感謝です。 

「言語」は、緊張しましたが、模擬テストの時の机や椅子の位置、面接官の位置も似てたので、
練習通りに出来たと思います。私の前の人が、結構早口だったので、気をつけようと意識し
たら、丁度 3分で終わりました。 

 
【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 
   仕事の都合で実技レッスン始めたのが遅く、1か月足らずしか練習できませんでした。きび

しいスケジュールでした。できたら２～３か月前から始める事、強くお薦めします。頑張っ
て下さい！ 

 
 
 

千葉県 T・M さん（H27 全国試験) 

 

【１】通知結果の点数を教えてください。 

 

造形（ 43 点） 言語（   47 点） 

 

【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

「おむすびころりん」 

 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

自分では気づかないところに気づかせていただけました。特に造形では何が不自然なのか客

観的な意見をもらえるのはとても良かったです。 

先生の絵や他の方の絵を見て、参考にすべきこと等、たくさんの発見がありました。 

言語では、身振り手振りは使わず、声だけでどうしたらいいのかなぁ？っと思っていました



が、先生におむすびが転がっていくところを目線で表すことを教えてもらえたのはこれから

他の読み聞かせの場面でも取り入れたいと思いました。 

 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

造形で、洗面台を描くのと、昼食シーン、部屋が散らかってる様子、服の汚れ具合、目線を

合わせることが難しかったです。 

ハッキリとした色にしたいけど、全て濃く塗ろうとすると時間が足りませんでした。なので、

服を塗るにも陰になりそうなところだけを濃く塗るように工夫しました。 

 

言語では覚えてたワードと違うフレーズが出てきても慌てず、「話の流れが可笑しくなけれ

ば、そのまま話し続けられればいい」ということに気をつけました。 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 

造形については、練習したことのない問題でした。 

失敗したことは、にらめっこしている場面なのに子供が向かい合っていなかったことです。 

 

また一枚の場面の絵として、それぞれの人物が何をしているのか人物の声が伝わりにくい絵

に仕上がったのも失敗だったかと思います。 

 

成功したと思われるのは、ハッキリと色を塗れたことと、人物を大きく描けたこと、先生と

子供の距離感が近かったこと、先生の後ろに子供を配置しなかったところかと思います。 

 

言語についての失敗は、想像以上に緊張したことです。前の方の話し声が聞こえて来て、と

ても上手で、隣の席の方と「凄いね、上手ですね」と話してたら余計に緊張してしまいまし

た。余った時間に笑顔を作ろうとしましたが、あまりの緊張に顔が引きつりました。強張っ

た感じだったと思います。 

成功したのは、口ずさめるほど練習した甲斐あって、ほぼいつも通りの内容で時間内に話し

終えたことです。 

 

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

大村先生の実技のレッスンを受けることをお勧めします。そこで色んなアドバイスをもらっ

て、あとは練習あるのみです。 

私は他に受験される方と一緒に授業を受けることをお勧めします。刺激になりますし、知ら

ない人前で練習できる機会はそうないので。 

造形は何度も練習していれば描くのも、塗るのも早くできるようになります。 

言語も同じく練習あるのみです。何も考えなくてもぶつぶつ言えるようになるまで私はやり

ました。 

 

是非大村先生のレッスンを受けてください！ 

私は通信の教材でも学びましたが、振り返れば、通信の教材では足りなかっただろうなと感

じます。 

何故なら通信の教材では習わないたくさんのこと(大きなポイントや小さなポイントまで)



を大村先生に教わりました。 

造形では、通信だけで練習していた物と比べると断然に大村先生のレッスンを受けた後の絵

の方が良かったです。お勧めします。 

きっと大丈夫です。 

頑張ってください。 

 

 
 

東京都 M・Y さん（H29・前期試験） 

 

【１】合否通知の点数を教えてください。 

 

造形（  46 点） 言語（  47 点） 

 

【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

 

「にんじん、ごぼう、だいこん」 

 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 

言語では、先生に厳しい事は言われなかったので緊張しやすい性格の私でもプレッシャーを

感じず楽しくレッスンを受けることが出来ました。 

造形では、良い悪いをはっきり教えて頂けたので迷わず練習が出来ました。こちらのレッス

ンを受けなければ無駄な練習をして違う方向にきっと進んでいた気がします。試験当日の課

題「給食」や「食育」はそろそろ出そうと言われていたので何度か練習していました。問題

文を読んだ時、「やった！！」と心の中でガッツポーズをしました。緊張はしましたが練習

通りに描けました。 

 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 

造形は、私は試験の 1か月前になって取り掛かりました。そのツケが回って来て試験 1週間

前くらいになると睡眠を削り 1日 4～5時間練習しました。最初どこから手を付けていいの

やらという状況で造形を選択した事を悔いましたが、先生の指示に従って優先順位をつけな

がら練習することで焦りが随分軽減されました。せっぱづまった私の添削をいつも手早くや

って頂いた事大変申し訳なく思い、そして感謝しております。 

言語は、先生に改善すべき点を紙に書いて頂いたので、台所に貼って家事をしながら口ずさ

み練習しました。掃除しながらとか犬の散歩しながらとか練習しました。私の場合はリラッ

クスした状態での練習の方がいい感じでした。 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。 

 

造形は、問題文を読むまではとても緊張しましたが、読んでからは落ち着きを取り戻し描け

たと思います。 



言語は、待ち時間に周囲の声がかなり聞こえて来ましたが、事前にこういった状況だと先生

に伺っていた為、それほど緊張はしなかったです。時間は少し足りず「おしまい」が言えま

せんでしたが、それ以外は練習通りかそれ以上の力が発揮出来たと思います。廊下で心の中

で気合を入れ、これでもかというくらいの笑顔で話をしました。 

 

【５】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 

造形の練習を始めるのは早ければ早いほど良いと思います。振り返ると 2、3 か月練習期間があ
ればどんなに良かったか・・・と思っています。造形を甘くみてのんびりした事、猛省しています。先
生のおかげで合格出来ました。これから受験をする方は、迷わずこちらの学院でレッスンを受けら
れる事お薦め致します。それと練習時間は意外と必要になって来ます。練習を開始するなら 1 日
でも早い方が良いと思います。頑張って下さい。 
 

 
 

東京都 O・N さん（H29・前期試験） 

 

【１】通知結果の点数を教えてください。 

 

言語（   38 点） 音楽（   37 点） 

 

【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

 

「にんじん、ごぼう、だいこん」 

 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 

時には終電まで、あるときは休日返上で大変熱心にご指導くださり感謝の気持ちでいっぱいです。 

「言語」では自分では気づかないイントネーションや、キメ細か・かつ具体的な表情・話し方のご指

導。時間配分等を教わりました。また、試験を想定した試験官役の方もご手配。あがってしまって

失敗する自分には毎回とてもメンタルを鍛えることができました。 

かなりの長い時間と遅くまでご指導いただきました。 

「音楽」では発声の仕方からご指導いただき、何枚も楽譜を用意してくださいました。出来る限りの

練習時間を作ってくださいました。ピアノ、キーボードもたくさん使わせていただきました。かなり長

い時間、遅くまでご指導いただき厚くお礼申し上げます。 

 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 

[言語］ 

○先生のお手本がさすがで、しかも 3 分ちょうどでしたので完全コピーする気持ちで繰り返し聴い

て真似していました。 

○タイマーで時間を計って練習しました。 

○毎度録画をし、顔の表情が納得いくまで繰り返し練習しました。 

［ピアノ］ 



○テンポのずれが直らず、楽譜どおりの音のとりかたも出来ないので、先生に弾き歌いしていただ

いた録音を再生し、同時に合わせるように弾き歌いして自分を修正しました。 

 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。成功・失敗談ともにありがたいです。 

 

先生からのアドバイスのメールを何度も読んで心を落ち着かせていました。 

やはり緊張するもの。胸が痛くなる時もありましたが、そんなときはまたメールを読んでアドバイス

どおりにしていました。 

励ましや、「大丈夫」のお言葉にも暗示にかかったように自分をその気にさせていました。 

 

 

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 
練習量は自信に繋がります。あがり症の方はどうぞメンタルを鍛えるよう工夫・努力をおすすめし
ます。 
先生方にご指導いただけるなら必ず合格まで導いてくださいます。 
 

 
 

東京都 Y・Y さん（H29・前期試験） 

 

【１】合否通知の点数を教えてください。 

 

造形（  39 点） 音楽（  39 点）   

 

【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

「うさぎとかめ」、「おむすびころりん」、「３びきのこぶた」、「にんじん、ごぼう、だいこん」   

 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。     

 

●とても親切で丁寧に教えてくださり、先生方は試験や練習に対して情熱的で、自信がなか

ったのですが先生方からとても良い影響を受け、頑張ろうという気持ちになれました。 

実技試験ギリギリでレッスンを申し込んだのですが、間に合わなかったり、定員いっぱいだ

ったりと、他では断られてばかりだったのですが、受け入れてくださり、ありがとうござい

ました‼ 

仕事時間外に試験合格のためのメールをいただいたり、レッスンを時間を越えているのにサ

ービスしてくださったり、お菓子やめずらしいお水をいただいたりと、他では絶対やってく

れなそうなことをたくさんしていただきありがとうございます‼ 

 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。   

   

●仕事と主婦業でなかなか時間が取れなかったり、アパートなので音楽は大きな声を出せな

いことがありましたが、怒られることを承知で仕事帰りに家に帰らずカフェで絵を描いたり

カラオケで歌ったりしました。音楽のアコースティックピアノ・電子ピアノ開放や、家で描



いてきた絵画の添削など、本当に助かりました！ 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。     

 

●とても緊張して、頭の中が真っ白になりました。 

 

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。     

 

●全くダメでも何度も練習すればなんとかなりました。 

 
 
 

千葉県 T・H さん（H29・前期試験） 

 

【１】合否通知の点数を教えてください。 

 

造形（   38 点）音楽（    34 点）   

 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。     

 

実技レッスンを申込みした時点で、試験日まで 3週間を切っていました。 

手の怪我もあり、なかなか思うように練習が出来ませんでしたが、その中で先生達も合格出

来るように考えてくださり、色々なアドバイスをしてくださいました。 

親切、丁寧に教えていただき、試験前に励ましのメールをもらい当日の不安が少し減りまし

た。 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。     

 

疑問に思った事があり、先生にメールをしたらすぐに返信があり、アドバイスをいただけた

ので緊張はしましたが、不安が減りました。 

 
 
 

千葉県 N・C さん（H29・前期試験） 

 

【１】合否通知の点数を教えてください。 

 

言語（  43 点） 音楽（  45 点） 

 

【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

 

「うさぎとかめ」 

 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 



言語では、実技試験同様に、試験官役の人の前で入室から退室までの流れを何度も練習しま

した。 

挨拶の仕方、番号シールの渡し方、洋服や靴、髪型等も細かくアドバイスいただき、とても

参考になりました。 

人前でお話をするのは最初はとても緊張しましたが、何度もやるうちにだんだん慣れて、本

番では落ち着いて練習通りにできました。 

音楽では演奏だけでなく、発声の仕方、表情、姿勢等もアドバイスいただきました。 

楽譜は厚紙に貼るというような具体的なことも教えていただき、とても役立ちました。 

 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 

言語は、スマホでお話ししているところを動画撮影し、表情や目線などチェックしました。 

また、お話を 3つに区切って、それぞれがちょうど 1分になるように練習しました。 

音楽は、弾いているうちに早くなってしまうので、メトロノームをかけながら弾いたものを

録音し、ピアノが弾けないときは録音したものを聞いて、テンポを覚えるようにしました。 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。 

 

言語も音楽も、直前まで人のいないところを探して声を出していました。 

試験の時は前の人の声が部屋の外にまで聞こえてきて緊張しましたが、私も負けないくらい

大きな声を出しました。 

自分を落ち着かせるために、試験官の方に笑顔で挨拶しました。 

 

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 

学科が合格していそうだったら、早めに実技の準備を始めた方が良いです。 

練習時間が長ければ長いほど、自信につながると思います。 

試験では落ち着いて練習通りにできれば、必ず合格します。 

頑張ってください！ 

 
 

千葉県 S・N さん（H29・前期試験） 

 

【１】合否通知の点数を教えてください。 

 

造形（ 35  点） 言語（ 44  点） 

 

【２】言語選択の方は、課題のお話は以下のどれでしたか。 

 

「うさぎとかめ」 

 

【３】当学院の「実技レッスン」を受けた感想を教えてください。 

 



受けて本当によかったです。先生のレッスンもわかりやすく、指摘も具体的で的確でした。 

受験会場からの帰り一緒になった人にもすすめたので、行くかもしれません。 

 

【４】自宅等で「自主練習」をしてきた中で、工夫・苦労した点などあれば教えてください。 

 

造形は、しんどくて描けないときがありました。そんなときは、先生に相談をして、とにか

く描きました。言語は先生から、ビデオをとっている人が多いと聞いて、ビデオを自分でと

り、見直して顔の角度や姿勢、声のトーンをチェックしました。 

 

【５】「実技試験」当日の感想を教えてください。 

 

造形はレッスンで描いたお題がそのままでたので焦りませんでした。 

言語の前に一緒にレッスンを受けた方々に励まされ、リラックスしてのぞみました。 

言語の部屋に入る前に、受験票のチェックをする人がいるのですが、黙って出さずに、 

「よろしく、お願いします。」と頭を下げると、入室の直前「ゆっくりで大丈夫ですよ」 

とやさしく声をかけてくれました。 

 

【６】今後の受験生に向けて、はげましの一言をお願いします。 

 

描けないとき、話せないときがあるかとおもいますが、まず、先生に相談してみてください。 

その上で、１枚でもいいから描いてみる、ちょっとでもいいから、話してみると少しずつ 

変わっていきます。がんばってください。 

 

 
 
 
 
 
 


