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1.受験アドバイス 

本日東京は久しぶりに春の陽気です。暖かくなると直前期がやってきます。まだ、本試験

までには時間があります。受験のエンジンをかけてください。 

合格講座の 20代の Aさんには感心させられます。昨年超難関の司法書士を合格された方で

す。2回目の挑戦だったと聞きました。試験勉強の方法がおわかりで、次が社労士資格だそ

うです。将来の夢を確実に築き上げている方です。昨日の国民年金は少し苦戦されていま

したが、真剣なまなざしです。勤務しながらも毎日 3 時間以上、休日は 8 時間勉強してい

るようです。勢いがありますね。私も大きく刺激されています。受験講師が長いといろい

ろな受験生に出会います。既に、税理士や会計士、行政書士、中小企業診断士等の資格を

お持ちで、仕事上労働法の必要性に注目されている方の受験生が増えています。労務の問

題は今後さらに複雑化します。働き方改革の更なる新たな法令等が生まれてくるでしょう。 

■合格講座 

昨日の日曜日はお疲れ様。労働法と異なる考え方ご理解できましたか？ 

国民年金の末っ最中。新しい専門用語や、計算式等で参った？？安心してください。出題

される箇所の６０％は過去問です。まずは年金の全体像を掴みましょう。現在部分的な箇

所を学習している状態です。厚生年金に入ると全体像が理解できます。頑張れ初学者！！ 

■中上級クラス 

土曜日の中上級は労働一般常識でした。この科目は勝負の科目です。早期に労働契約法と

労働組合法及び社労士法の 3 本を押さえましょう。過去問でまだ出題していない箇所をパ

ソコンで調べた条文で補強しましょう。今がその時期です。 

本日は月木クラスの授業です。健康保険法の演習 2 回目ですね。健保が社会保険の中心地

です。これに準じて厚生年金保険法は作られています。健保は構図をしっかり把握してあ

とは繰り返しで問題を解くと一気に理解が進みます。特に保険者や保険料関係は要注意で

す。苦手意識を持つ方は全体の図を見ながらまずは法律そして規則と勧めてください。今

回私は昨年以上条文に拘ります。繰り返しますが、 

法律・・・骨格で国会で国民の代表である議員が合意して決めた国民共通のル－ル 

附則・・・前に決めたル－ルを大幅に変更すると不利益が発生⇒既得権の保護を決める 

規則・・・厚生労働省の事務手続どこへ、なにを、いつ、どんな書類等 

令・・・金額や数字を定める 

この法令の流れを読み取れば理解できます。ある条文に疑問があれば前の条文を確認する。 

すると文章の流れがわかり疑問も解消される。単なる日本語として勉強すると頭の中で混

乱が始まります。大人の勉強は理屈で進めます。 
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■選択式対策・・・・・・・・・・・・選択式は記述式で対応 

選択式に魔法はない。 

残念ながら選択式に特効薬はありません。簡単な問題は大方の受験生が解けます。目的条文

や数字、専門用語は簡単な問題に該当します。これは択一の力がつけば80％は解答出来ます。 

合否をわける試験でのポイントは・・合否を決する2問です。これは地味な作業が必要です。

報告、通報、通知などの2文字は要注意です。またテキストにもない日本語の試験に近い問

題もでます。例えば白書からの出題です。 

特に長文の日本語として出された問題は読解力が必要です。対策としては択一や長い条文を

日頃から読むことです。これは力がつきます。 

★例題 

例・・・（介護休業給付金） ・・記述式で解いてみましょう。 

第六十一条の六  介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象

家族（当該被保険者の配偶者、父母及び子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定める

ものを含む。）並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。）を介護するための休業を

した場合において、当該休業を開始した日前二年間（当該休業を開始した日前二年間に疾病、負

傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上（ Ａ ）を受けることができな

かつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年

に加算した期間（その期間が四年を超えるときは、四年間））に、みなし被保険者期間が通算し

て十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。  

２  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくな

つた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当

する期間とする。  

３  この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間（当該対象家族

を介護するための（ Ｂ ）した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。）を、当

該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日（そ

の日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において

「（ Ｃ ）」という。）から各翌月の休業開始応当日の前日（当該休業を終了した日の属する月

にあつては、当該休業を終了した日）までの各期間に区分した場合における当該区分による一の

期間をいう。  

４  介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることが

できる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始し

た日の前日を受給資格に係る（ Ｄ ）とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定される

こととなる賃金日額に相当する額（次項において「休業開始時賃金日額」という。）に次の各号

に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数（次項において「支給日数」という。）

を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用について
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は、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、

同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。  

一  次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日  

二  当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始

した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数  

５  前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用し

ている事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位

期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得

た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た

額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を（ Ｅ ）得た額を、当該支給単位期間におけ

る介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日

数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該

賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。  

６  第一項の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の

定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であつて、当該休業を開始し

た日から起算して九十三日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当

する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。  

一  当該休業を開始した日から（ Ｆ ）要介護状態にある当該対象家族を介護するための休

業  

二  当該対象家族について当該被保険者がした休業（対象家族を介護するための休業をいう。

以下この号において同じ。）ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算

して得た日数が九十三日に達した日後の休業  
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（Ａ賃金の支払）（Ｂ休業を開始）（Ｃ休業開始応当日）（Ｄ離職の日）（Ｅ減じて） 

（Ｆ引き続き） 

★コメント・・実に長い条文です。（  ）のなかにまた（ ）。このような形式は試験は

でませんよ（笑い）しかし、練習には適しています。日頃から長文に慣れているとスピ－ド

感も理解力もつきます。試験まではまだまだ先です。水泳選手が1日プ－ルにいるわけでは

ありません。基礎体力の増強をするため、走りこんだり、筋力も鍛えています。私達の授業

はまだです。筋力や持久力を鍛えましょう。 

 

まずは読む → 全体を理解 → 言葉を入れる → 全体を読み返す 

 

① まずは読む        何がかいてあるのか 

② 全体を理解        習った学習範囲を思い出す 

③ 言葉を入れる       自分で書いてみる 

④ 全体の読み返し      意味がつながるか読み返す 

選択式は 2文字が勝負。選択式はコツコツ勉強が一番。 

合格者の方の名言 

「選択の 1問は択一の 10問に値する」 

過去何度も目的条文である第１条から５条の範囲と保険料や国庫負担から多く出題されて

います。解答に当たっては、語群の中から選ぶ回答方式はやめましょう。あくまでも、自分

の知識で正確に書く訓練が大事です。 

① 択一学習がある程度進むと気になるのが、選択式です。選択式では、紛らわしい語群の

中から用語を正確に選択できなければならないので、キーワードとなる用語を正確に記

憶する必要があります。 

② 選択式は知らない箇所が出たらどうしょうか受験生の多くは不安で仕方がありません。 

③ 基本的な勉強方法は記述式と同じで書いて覚える。 

④ 選択式は択一をしっかりやれば自然に力がつき、択一式が仕上がりに入れば選択式の７

０％はとれます。難解な問題では20年21年も基準点が引き下げられました。 

⑤ 目的条文や怪しげな用語が並ぶ箇所を押さえれば仕上がり。 

ノ－トを１冊用意して重要用語は書いて書いて指に記憶させましょう。 
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■道場のお知らせ 

4月後半から直前期道場講座が始まります。講師オリジナル講座のことを道場と呼びます。 

本試験への合格を一歩一歩固めていく流れを構築します。有料講座になります。 

日程等はパンフレットをご覧ください。 

★100の法則 

10年+数年の点数問題を条文単元ごとに整理し解説します。今年で 13年目に入りました。 

長文や奇問難問にぶつかりますが、点数になる問題は意外と基本知識です。例えば健保は毎回

10 問です。10 年であれば 100 個の答えがあります。この 100 個はとても重要です。受験勉強

で合格とは自分の知識で 1 点 1 点積み上げて合格点を勝ち取ることです。過去問はその積み上

げ方を教えてくれます。 

★試験に出る１２３（ワンツウスリー） 

試験の合格に必要な全科目のまとめです。もう 20年目になりました。合格者の声に背中をおさ

れて、継続しています。約 30年分の本試験を整理した教材です。最強のテキストだと思います。 

例年多くの方の期待に添うべく作成中です。 

★1日徴収法 

労働法の要です。徴収法は保険料の集め方。判例もなく、選択式もない、シンプルな科目です。 

苦手意識を払拭する講座です。 

★前日講座 3点アップ 

受講生の要望で数年前に始めました。前日は落ち着きません。なにをしたらよいのか？ 

この受講生の声で、講座を開講しました。普通に講義を受けて翌日の本試験を受けてください。 

★シュミレーション講座 

今年考えた新しい講座です。ある年の択一本試験問題を 3回解きます。時間も 3時間とします。 

この講座で試験場の解答の動きが変わります。本試験に近い時期に行います。 

★お盆特訓 

解きまくりの時期です。合格講座の確認テストを中上級で。予想答練 1 回目部分を合格講座の

方に解いていただきます。解説等のコメントは当然私が行います。 
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2.合格体験記 

参考になれば・・・・・・・。山下塾 K..H 

皆さんは、どのような理由で社会保険労務士を目指したのでしょうか？私の卒業の年は、第一次

石油ショックの時で、と言うと歳が判ってしまいますが、就職を諦め資格を取って独立しよう、

もしくは、次の機会を有利にしようと思い、税理士の資格を取りました。現在は、顧問先に支え

られて事務所を構えています。税理士業務をしていると、顧問先から社会保険の質問も受ける機

会も多く、専門外ながらアドバイスをしていましたが、あいまいな回答をしているならば、いっ

そうのこと資格を取ろうと思い立ちました。試験の方法も正解を選べば良いのだし、何とかなる

と軽く考えていました。これが、大変な思い違い。こんなに長い戦いになるとは思いもよりませ

んでした。合格するまで４年かかりました。 

１年目、何を聞かれているのかも解りませんでした。まあ始めたばかりだから不合格も仕方ない

かな。 

２年目、ここまで、独学で頑張りましたが、泥沼に足を取られたよう。範囲が広い、判例も必要

になる。こんなに、出来るか～。で、厚生年金法の勉強を終わらない内に、過去問もたいして解

かずに当日に。当然、合格するはずもなく撃沈。この時の合格基準は、選択総得点２８点以上、

全科目３点以上、択一総得点４４点以上、全科目４点以上でした。私の結果は、選択２７点、択

一４０点でした。どうしようか、生活が掛かっているわけでもなく、迷っている時に、主人が、

頑張って見たらと背中を押してくれました。的を絞って、過去問をもう少しやらなければいけな

い。条文が解っていても解けない。本当に意地悪な選択肢です。知っている条文を書いたほうが

どんなにか楽だと思いました。こうなったらやるしかない、学校に行こうと、山下塾にたどり着

きました。 

さて、３年目、そこそこ頑張った。模試はいまいちだったけど、本番は、手ごたえがあった。行

けてるかも期待をしながらも発表は、残念。１点、選択が足りない。それも、終了間じかに、訂

正しなければ・・・・悔やまれました。後、１年、また頑張らないといけないのかと、へこんで

いると、先生や一緒に頑張っていた仲間がもう１年頑張ろうと、声をかけてくれました。４年目、

試験終了後、怖くて、答え合わせも出来ませんでした。手ごたえが感じられない、迷ったことば

かりが頭の中に残っていました。税理士試験の時もそうでしたが、あそこが出来た、ここは出来

たと言っているうちは、合格しない。あそこが出来なかった、ここが出来なかったと言えるよう

になると、合格する。本当でした。ついに女神が微笑みました、合格。次に、４年間に何をした

か書きましょう。 

 

１．社会保険労務士の資格を目指していると発表しました。退路を断ちました。 

もっとも、顧客には話しませんが。あらぬ誤解を招くといけなかったので。 

 

２．家族の協力をとりました。 
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埃では死なない、お弁当ばかりでもしばらくは大丈夫なんて言っていました。息子の制服を忘れ

て、始業式にジャージで行かせたのは、ちょっと武勇伝？でした。 

 

３．資格試験と割り切りました。仕事をしていると、いろいろな細かいことが気になります。出

ないところは要らない。学問をしているのではない、深入りはしない。出る出ないは、先生のデ

ータを信じました。 

 

４．授業で学習した所の過去問は、出来ればその日の内に解いて見ました。 

家に帰ると、誘惑が多すぎるので、私は、自習室を利用しました。 

 

５．×問の何処が違うのか、どう直したら正解になるか考えながら解きました。その時、どんな

間違え方をするのか見つけました。私は、読み落としが多かったです。そのような問題は、１度

間違えて、何処で誤ったのか解ったつもりでも、次回、解いてみると、何が誤りなのか、また読

み落として、解りませんでした。 

 

６．何より仲間を作りました。自習室に行くと、大概誰か知った顔の方が、仲間が頑張っていま

す。自分ももう少し頑張ろうとなりました。 

 

７．「数字のまとめ」と「用語のまとめ」は、大変助かりました。自分の記憶が、いかに曖昧か

思い知らされました。書いて、声に出して確認しました。また、１．２．３は、何か、ひっかか

る所だけ、注意をしました。 

 

８．過去問は、時間を決めてといてみましょう。時間いっぱいではなく、少し短めに設定して解

いてみました。何しろ択一は、時間との戦いになります。私は、よくお風呂に、問題を持ち込ん

でいました。過去問は、最終模試で点数が取れず(確か択一３８点）スランプのどん底に陥って

いた私を、落ち着かせてくれました。 

 

９．選択を甘く見てはいけないと思います。 

ほんとに最後の１点は、合否を分けると思います。今回の試験で、労災の選択で問題を読み違え

ていました。楽勝と思って見直しを疎かにしてしまいました。 

必ず、最後にしっかりと見直したほうが良いと思います。迷って、直すと、昨年の私になるかも

しれませんけど。 

 

１０．最後に、健康管理はしっかりと。特に、持病がある方は注意したほうが良いです。私は、

年のせいもあるのですが、１年目、当日に微熱ですが出していました。２年目、８月になって帯

状疱疹で入院し、重ねて試験の翌日に、奥歯が腫れて、切開して抜く羽目になりました。３年目
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には、脊椎狭窄なのを我慢していました。４年目に向かうに当たり、万全を期して、神経ブロッ

クをして治療に入りました。以上、取りとめもなく思ったことを並べてみました。 
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1合格番号見たとき    Ｙ・Ｋ 

 選択式は合計点 27点でしたが、健康保険が 2 点でした。LEC も他校も健康保険は救済がある

と予想していたのであまり心配していませんでした。しかし、択一式については合計点が 45点

でしたので LECの合格予想は 45点でしたが、他校は 46点～47点の合格予想点となっていたの

で今年もダメなのではないかと心配していました。合格発表の当日は連合会のホームページで合

格基準点を確認して官報にて受験番号を確認しました。官報に自分の受験番号があるのを見て喜

びと共に 6年間の受験生活が終わり肩の荷が下りた気がしました。 

 

2受験回数と苦労話 

 今年、6 回目の受験で合格することができました。1 回目は他校の通信教育の講座を受講、2

回目は他校の通学講座を受講しました。講座として何かが足りないと感じていたので 3回目は山

下塾合格攻略講座を受講しました。そこで山下先生に出会い勉強の仕方やその時々に何をやるべ

きかを教えていただきました。その年は、択一式で 3点足りずに不合格となりました。 

4回目と 5回目は子供が受験のために自分の勉強はあまりできなかったので過去問中心で独学で

勉強をしました。やはり、過去問のみではまったく合格点には届きませんでした。そして、今年

は LECの上級クラスを受講して合格することができました。 

 社労士試験は 8月下旬に行われるため最後の追い込みは 7月から 8月となります。そのために

私の子供が小学生と中学生でしたが夏休みに海やプール等へあまり連れて行くことができませ

んでした。子供たちも気を使ってくれている様なので 2 年前からはお盆の時期に家族旅行へ 1

週間程度行くようにしました。6回目の今年は妻からも「そろそろ受験をやめたら」等と言われ

るようになりました。合格したから言えますが今年は 8 月 8 日～16日まで家族旅行へ行ってい

ました。 

 過去の受験で択一式が一度も合格点に達することがなかったので、自分にはこの試験が向いて

おらず何年受験しても合格しないのではないかと不安になり受験を続けるか悩みました。結局、

LEC の上級クラスの申し込みをしましたが今回も不合格であれば社労士になるのはあきらめよ

うと思いながら勉強を始めました。 

 

3勉強時間と工夫 

 各科目の講義が終わるまでは各教科の過去問を行ってしました。次の科目に入るまでにその教

科の過去問を 2回行うことを目標として実施していました。平日は会社帰りに 1時間程度、土日

は 2～3時間程度行っていました。また、通勤は各駅停車に乗りテキストを行きと帰りの電車の

中で読んでいました。1月に入ったら通勤時は重要項目の暗記を行いました。直前期は「試験に

出る 1.2.3」のテキストの読込みと重要項目の暗記を行っていました。勉強時間は平日で 3時間

程度、土日で 5～6時間程度でした。 
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4山下講師の講義 

 講義の前や合間にしていただいた雑談は授業の疲れを癒してくれました。これから社労士の活

躍の場は沢山ある、等の話は勉強がつらいときには受験を続ける意義を見出すことができました。

また、「受講生ではなく受験生になりなさい」と何度も言っていただくことで講義を聞いていれ

ば良いという考え方から、自分で積極的に勉強をして行く必要があることを認識させられました。

隙間時間を利用した学習や必要事項の暗記方法など自分の学習スタイルが確立できたのは山下

先生から合格者の勉強方法を紹介して頂いたからと思います。 

ありがとうございました。 

 

5直前おすすめ道場 

 おすすめの道場は「試験に出る 1.2.3」です。本試験で択一の点数が上がらないという同じ悩

みを持っていた 2016年度の合格者の方から択一の点数を上げるためにはテキストの読込みが必

要とアドバイスをいただきました。当初は LECのテキストを読みましたが「試験に出る 1.2.3」

の受講後はこの道場のテキスト 2冊のみを読込みました。山下先生からアドバイスいただいた通

り、過去問で誤ったところ、模試で誤ったところ、答練で誤ったところにはマークをして特に注

意して読込みをしました。私の場合は LECのテキストで勉強していたら途中で挫折していたかも

知れません。 

 

6受験生へのアドバイス 

 私は通学でしたのでクラスで仲間を作ることができ毎回授業に来るのが楽しくなりました。ま

た、年始に湯島天神へ行った後の飲み会は盛り上がってとても楽しかったです。仕事をしなから

受験勉強をするのは大変ですが、仲間どうして刺激し合うことで勉強を続けることができました。 

通学の方は仲間を作って勉強を頑張ってください。私のように 6回目で合格することもあるので

諦めずに挑戦していただければと思います。 

 

 

 

 

 

 


