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3月に入りました。今日（4日）は雨が降り少し寒いです。明日からは暖かくなるそうです。

合格クラス・中上級クラスともに社会保険の真最中です。私の学習した時代から科目は増

えています。介護保険、確定給付、確定拠出です。受験時代の老人保健法は大きく改正さ

れ、高齢者の医療確保法となりました。少子高齢化の流れで制度改正が今後も進むでしょ

う。まさに専門家が必要な時代となりました。 

 

1.受験アドバイス 

■合格講座 

日曜日の厚生年金。最初皆さんの目が？？？でした。講義だけが進む状態でしょう。厚年

は健保と重なりますね。これが勉強のヒント。社会保険の全体系がまだ頭の中で図表化さ

れてないため、混乱しているのです。繰り返し、繰り返しテキストを横に置いて、問題集

を解くのではなく「見て、理解」しましょう。暗記はまだ先です。理解することです。 

 

■再受講生 

本日は月金クラス最後の国年です。3月に入ったことをしっかり認識して、勉強時間を確保

する努力をしましょう。毎日 30問問題集を解きましょう。ノートにしっかり数字を書いて

覚えましょう。 

土曜日クラスは健保に入りました。ここは介護保険等の他の医療制度を並行して復習しま

しょう。 

 

■全受講生 

勉強は進んでいますか。あれもう年金か？？もう少し時間がほしい？あの労働基準法はど

こへ消えたか？？月の裏側に隠れて頭の中から消えそうです。すでに、労働安全衛生法は

海底深く沈んでいます。 

過去問、これで息を吹き返します。受講生は年金関連問題を解いて解いて解きまくれ！！！

ひたすら問題を解く。点数でない問題も解く。長文、事例は「見る」。取れる問題は取る。

長文は出題の仕方を確認する。 

そして、1日の問題の量を少しずつ増やす。これがトレーニングです。繰り返します。ひた

すら毎日問題を解きましょう。基本が大事なことは再受講生が一番ご存知ですね。 

 

学習意欲 → 長丁場 → モチベ-ション → 維持 

①�  長丁場          マラソンと同じ 
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②� 不安           だれもが同じ 

③    モチベーション     自分をコントロ-ルする 

 

【受験アドバイス】 

■モチベーションを維持 

科目が進むと少しずつ混乱が始まります。似ている言葉、用語。次にスランプです。 

受験はマラソンです。あまり早いスピ－ドでとばし続けると、途中で息切れとなります。こ

こはしっかりと先頭集団についていきましょう。 

3月に入れば本格的に勉強時間の確保が必要です。今の勉強時間に＋30分。最低2.5時間です

よ。最低です。クラスのカリキュラムをしっかり確認してください。 

ただし、再受講生は年内に苦手科目を攻めましょう。 

皆さん数字等しっかりノートに書いていますか？10月から言い続けています。選択の1点や

択一の2点で戦が決まります。書く練習は継続してください。運で合格はできません！！！ 

①不安 

不安のない受験生などこの世にいない！！ 

擬試で全国トップクラスの受講生に「本番で出来なかったらどうしょう」と相談されました。

受験生に「不安」はつきものです。「ここが出たらどうしょう！」「ここも大事！」「あそ

こも大事！」と受験生は不安の固まりとなります。合格するのに100％の学習範囲や点数は

必要ありません。一生懸命勉強することが不安解消の特効薬です。合格は勉強の後から付い

てくるものです。自信をつけるほど勉強することで、合格への道は開けます。 

②スランプ 

1日2～4時間の勉強を続けているとある日、スランプがきます。そこでガス抜きも必要です。

やらなければならないのは、わかっているんだけど。今日は何だかやる気が起きない。当然

その期間には、「山あり谷あり」の時期があります。スランプは必ず来ます。ガス抜きも必

要ですが、毎日がガス抜きで今日も宴会では困ります（笑） 

③モチベーションを維持 

学校を利用すること。私の顔を必ず見る（見飽きても）。今日の雑談は何かなと楽しみにし

てください。私自身も、体調がいい日もあれば悪い日もあります。でも絶対に元気な姿をお

見せします。以前体の調子が悪く気持ちも落ち込んだときがありました。仕事が忙しく帯状

疱疹にもなりました。ただ、不思議と講義に入ると元気になります。おじさんの体に鞭打っ

て毎日講義します。 

毎日寝るときに、次のような言葉を呪文のように唱えましょう。「合格するぞ！合格する

ぞ！」と繰り返しましょう。 

受験勉強を始めたばかりのころは、一週間の内一日は自由日を設けて下さい。長期間の受験

勉強は神経をすり減らします。一日休んで気分をリフレッシュしましょう。 

予備校は勉強のリズムを作ります。なるべく休まず行きましょう。   
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2.合格体験記 

山下塾生のみなさん、こんにちは。 

私は、山下塾の第４期生で、社労士試験２回目の挑戦で合格しました。今、山下塾で頑張

っておられるみなさんに、少しでも参考になればと思い、書かせていただきます。 

【試験回数】２回 

【受講コース】１年目：本論総合Ａコース   ２年目：山下塾 

【本試験点数】 

１年目：選択式 ３１点、択一式 ３４点 

２年目：選択式 ２６点、択一式 ５２点 

１年目は、本論総合Ａコースに通っていましたが、不合格となりました。今から思えば、

１年目は勉強量が足りなかったのだと思います。１年目は、過去問や模試、パワーアップ

答練のみを繰り返し解くといった感じで、実際は問題と答えを覚えていただけなのに、理

解した気になっていたんだと思います。問題文の書き方が変わると、解けない自分がいま

した。そこで、２年目はもう一度基礎からやり直そうと山下塾に通うことに決めました。 

今回は、２年目の勉強法について、書きたいと思います。 

 

【２年目の勉強方法】 

【１０～１月、３～４月】(本論編) 

■本論編を受講する前の予習 

その週の講義範囲の、復習テスト・過去問を必ず解いてから受講していました。 

■本論編を受講後の復習 

受講後は、先生のレジュメの問題は必ず解き、１科目が終了するごとに、その科目の昨年

の模試３回分・本試験・パワーアップ答練を解いて、理解できているかを確認していまし

た。少し余裕のある週には、それと並行して、選択式マスターやレジュメの復習等をして

いました。 

【２月、５月】(パワーアップ答練) 

山下先生が、「必ずベスト１０に入りなさい、ベスト１０に入っている人はほとんど合格し

ているから。」とおっしゃっていたので、ベスト１０に入ることを目標に頑張りました。 

この時期は、先生のレジュメの復習と、毎週の宿題の復習を中心にやっていたと思います。 

満点か１点ミスぐらいでないとベスト１０に入れないようなレベルの高いクラスだったの

で、ベスト１０に入れなかった科目もありましたが、ベスト１０に入った科目は自信にな

りました。中でも、労災は苦手意識のある科目だったので、答練で満点をとれたことで、

自分の勉強法は間違っていないんだと思えました。その勉強法とは、暗記すべきところが

あいまいだったのを克服するため、ひたすらノートにて書きまくって暗記しました。 

また、この結果を今後の励みにするため、毎回自分の点数と順位を表にしていました。 
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【第１回模試】 

第１回模試は、レジュメの復習を中心におこない、選択式は３０点、択一式は７割の４９

点を目指して臨みましたが、選択式３１点、択一式４５点という結果に終わりました。 

ウォーミングアップ模試であるにもかかわらず、目標である７割を切ってしまったことに、

かなり落ち込んだのと同時に、基礎が不足していると感じました。 

【第２回模試】 

第２回模試は、応用力確認模試ということだったので、点数が落ちることは覚悟していま

した。しかし、選択式３０点、択一式４８点という結果で、択一式の点数が伸びたことに

自信がつきはじめました。 

第２回模試に向けてやっていたことは、科目ごとに、 

・１・２・３のテキストの読み込み 

・復習テスト 

・数字のまとめ 

・用語のまとめ 

を繰り返していました。これらを繰り返し、基礎を固めたことによって、「基礎を固めれば、

応用がきく」ということがわかりました。 

また、模試直前に必ずやっていたことは、 

■毎週授業で出される宿題の復習 

■改正法テキストの問題演習 

■自分の弱点をまとめたノートの復習 

でした。 

それと合わせて取り入れたことは、国年、厚年テキストの障害、遺族の部分を読み、確実

に暗記できているか確認するため、要件等をノートに書くといったことです。 

年金科目に関しては、苦手意識のある方も多いと思いますが、テストによく出題される障

害、遺族の部分をしっかり確認するだけでも、点数は伸びてくると思います。 

【第３回模試】 

まずは第２回模試の検証を行いました。方法としては、１・２・３のテキストに自分が間

違ったところ、正解したところがわかるようにチェックを入れました。これをやったこと

によって、１・２・３のテキストを読む際にメリハリがつきました。第２回模試の結果か

ら自分の勉強法が間違っていないと思えたので、第３回模試までは同じことをひたすら繰

り返しました。その結果、選択式３４点、択一式５７点という結果となり、ずっと目標に

してきた択一式７割を超え、５０点台にまで点数が伸びたことが、本試験までの弾みとな

りました。 

【本試験】 

本試験までまたひたすら同じことを繰り返しました。また、直前には『自分の勉強方法は

間違っていない。ここまでやったのだから、当日はリラックスして臨めば大丈夫。』と言い
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聞かせました。当日は、選択式が難しかったこともあり、午前中は緊張しましたが、午後

の択一式は、先生が「本試験は、３回の模試よりも簡単だ」と仰っていたとおり楽に感じ

ました。時間にも余裕があり、択一式に関してはリラックスして臨めました。 

【本試験から合格発表まで】 

結果は、選択式で救済を待つことになりました。安心して合格発表を待てる結果ではなか

ったので、１１月の合格発表まで勉強して過ごすことにしました。問題演習は今までかな

りやってきていたので、テキストの読み込みをひたすらやりました。なぜなら、本試験の

際に条文自体をしっかり理解しておらず迷った部分があり、テキストの読み込みをやって

おけばよかったと感じたからです。また、テキストの読み込みは今までやったことがなか

ったので、この時初めて「なるほどそういうことだったのか」と思うこともありました。

合格発表までは、本試験で点数の伸びなかった社会科目を中心に行いました。私は、救済

に救われて合格という結果となりましたが、この時初めてテキストの読み込みはとても大

切だと思いました。問題演習を中心にされている方は、まずはテキストを読み込むことを

おススメします。私は、試験が終わってから気付きましたが、もっと余裕のある時期にテ

キストを読み込んでいれば、より確実な基礎が身に付き、点数が伸びていたんじゃないか

なと思います。 

【勉強時間の確保、勉強のスケジュールについて】 

普段は、残業もそれなりにある会社員をしていますので、残業が続く日、何時に仕事が終

わるか読めない日も多々あり、勉強時間の確保には苦労しました。やはり、確実に勉強時

間を確保するには、出勤前に勉強することをおススメします。私は、毎朝５時半に起きて、

勉強してから出勤していました。朝の時間は仕事の疲れもなく、この時間が一番集中して

勉強できていたのではないかと思います。通勤時間や昼休みには１０分でも時間を作って

勉強しました。私は、毎日の勉強のスケジュールを予め決めていましたので、ここで今日

のスケジュールが終われば帰宅後は勉強しない、今日のスケジュールが終わっていなけれ

ば帰宅後も勉強する、と決めていました。また、スケジュールに関してですが、大体１か

月先までのスケジュールをたて、毎週先生が授業前に話されるアドバイスをもとに修正し

たりしていました。１年という長丁場ですので、スケジュールは無理のない範囲でたてる

ことをおススメします。少し余裕のあるくらいの方が「今日はもうこれだけ終わった！少

し余裕があるから、もう少し勉強しよう！」とモチベーションもアップする気がします。

最後に、山下塾のテキストやレジュメのみで必ず合格できます。山下塾以外の参考書は全

く必要ありません。ただひたすら、山下塾のレジュメやテキストを繰り返し勉強してくだ

さい。それでは、山下塾生の皆さん、先生を信じて、自分を信じて、最後まで諦めず頑張

ってください。ご健闘をお祈りしています。 

 

 

 



 6 

「水道橋で合格しました」 

 

女性 

 

1． 合格番号を見たとき 

本当に合格？信じられない。自己採点では、選択式は全科目 3 点以上で 31 点でしたが、

択一式が 45点だったので、まさか合格できるとは思っていませんでした。山下先生の合格

祈願の御守り「満点よりも合格点」が効きました。山下先生、水道橋本校事務局の皆様、

同じクラスで勉強を教えてくださった皆様、大変お世話になりありがとうございました。 

 

2． 受験回数と苦労話 

受験回数は 3回です。最初の 2年間は他校に通って勉強しました。3年目の今回は山下先

生のクラス「2017年合格コース」「過去解き方（通信）」「短期集中合格コース」「山下道場」

に通って合格できました。 

 苦労したこと。択一式の点数が全然上がらなくて苦しみました。最初の 2 年間はずっと

30点台でした。山下先生のクラスに通って初めて模試で 43点を取って、本試験での 45点

は自己ベストです。合格のボーダーライン上だったようなので発表まで辛く、もう少し点

数を取りたかったです。選択式対策では目的条文の暗記に苦労しました。 

目的条文はよく出題されるので、毎年 8 月に入ると暗記用の赤いシートで隠しながら覚え

始めました。年々暗記がしんどくなり、何度繰り返しても覚えられない語句もありました

が、本試験当日には何とか間に合ったので、山下先生が仰る通り、もっと出題して欲しい

程だと思いました。  

一番の苦労は、本試験の選択式の労一です。1問しか分からなかったのですが、無理やり 3

点を取りました。山下先生の「エイヤーで解いてはいけません」の声が聞こえたので、労

一を後回しにして時間をかけて解くことにしました。あり得ないようなのを外して二択、

三択にしたり、より正しそうな方を候補にしたり、社一で答えになったことがあるから何

度も同じ国を答えにするのは公平性がないから外すとか、候補の中で最後の番号の方がよ

り可能性がありそうなのでバラバラに選ばないで統一して全部後ろを取るとか、今まで習

ったあらゆる法則をひねり出しました。偶然かもしれませんが、何となくやっていたら間

違いなく 1点か 2点でした。選択式の他の科目も 3点確保を徹底しました。 

 

3．勉強時間と工夫 

 フルタイムで仕事をしているので、平日は 3時間（直前期は 6～7時間）、土日は 10～12

時間位勉強しました。勉強時間が限られているので、やるべきことを厳選し、8年分の過去

問と直前期の道場の問題集に集中したのが合格につながったと思っています。 
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４ 山下先生の講義 

山下先生の講義は条文と過去問に拘り、歴史から説明してくださるので、暗記しなくて

も強烈に印象に残ることが多かったです。講義ではよく笑い楽しかったです。寸劇や冗談、

貴重な雑談も沢山あり、双方向で、受講生の方の勉強方法なども教えていただきました。 

 「合格コース」では、テストのあと皆で自分が解答した肢に挙手して、多数決の法則が本

当にあることや、自分のテスト結果がクラスで何位なのか客観的に知ることができました。

「過去問クラブ」では 8年分の過去問の解き方や解答力を養い、「短期集中合格コース」は、

講義の中で過去問を解いて解説を聞く、インプットとアウトプットが同時の独特な進め方

で、重要な条文箇所と過去問の関係が良く分かりました。9月～6月までの期間で、全科目

の択一式の過去問を繰り返し 4～5回程解きました。選択式の過去問の方も 3回解きました。

選択式、択一式共に、全科目で得意・不得意がなく、平均的に点数が取れました。過去問

を中心に基礎・土台作りができたと感じています。 

  

５直前おすすめ道場 

基礎・土台作りのあと、本試験に向けて押し上げてくれる直前期の道場が始まり、全て

の道場を受講しました。特に、「100の法則」「おまかせ 5日間」「前日講座」は、本試験に

直結していて（「前日講座」から当日 7 問出題がありました）、この直前の道場のおかげで

合格に手が届いたと思います。受講して本当に良かったです。 

1、2 年目のときは 5 月に一通りの講義が終了したあと何を勉強したらいいのか分かなく

て、模試の復習をすると更に分からない問題が出てきて“迷い道”に入り、失敗しました。

重要なところや難易度レベルも全く分からないままで、先生がおっしゃった“地図のない

旅”をしていたようです。 

 今回は、ただ山下先生について行って厳選された問題を解いているうちに、いつの間に

か合格レベルに近づきました。初め「こんな簡単そうな問題を直前期にやっていていいの

かな」と感じましたが、これが重要な基本だと思い直し、信じてついて行きました。 

 山下先生から習った問題の解き方は独特で、今まで自分が解いてきた方法と全く違って

「こんな方法があるのか」と驚きの連続でした。1点でも多く点数を取るように様々な仕掛

けがありました。内容が分かっていなくても取れる斬新な発想でした。この“解答力”の

おかげで、択一式の点数が前年より上がり、問題を解くスピードも速くなって、本試験で

時間に余裕が出来ました。 

 前日講座で「変わった形式の問題が出題されたこともあったから驚かないように」と教

えていただいたので、本試験の択一式の安衛で初めての事例が出題されても落ち着いて点

を取ることができました。 

 その時々に必要なアドバイス、勉強方法など、貴重なお話をありがとうございました。 
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６ 受験生へのアドバイス 

私は緊張するタイプで本番に弱い方なので、本試験が近づいた頃から、身近で心臓が強

く緊張しない人の力を借りて、冷静でいられるようにその人の名前を唱えました。おかげ

で今年はあまり緊張しないで臨めました。 

プレッシャーや緊張があると思いますが、心身の健康が一番大事なので、少々のゆとり

を持って学習して本試験当日に力を発揮できますように。 

皆様が来年の社労士試験に合格されることを心よりお祈り申し上げます。 

 

 


