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1.受験アドバイス 

本日は気温が高く春のようでしたが、気温の差は体調を崩しかねません。 

まだ 2月に入ったばかり。毎年 1～2回は雪も降ります。体調管理が必要です。私も必要以

上に注意しています。 

 

■合格講座 

2月 3日の合格講座のみなさん。健保第 5回目、傷病手当金大丈夫ですか？傷病手当金は障

害年金や労災保険が関係するため、難解でしたね。 

初めて学ぶことで必要なことは、全体像を掴むことです。法律条文には国の考えや制度の

組み立てが条文という番号で整理されています。番号の流れを見ましょう。 

専門用語が沢山、沢山、出てきます。これに関しては慣れです。文字を読むのではなく、

書いてみてください。漢字の意味を考えて、声に出して繰り返し、鏡に向かって唱えまし

ょう。 

 

■再受講生 

各科目には顔があります。労働基準法は頑固おやじ。労働安全衛生法は長男坊主。労災は

面倒見のよいおふくろ。雇用保険はなんでしょうか？期末試験を迎える次男ですかね。細

かなことを丸暗記するから高校生かな。徴収法はお金に厳しいおじさん。健康保険は面倒

見のよい長女。国民年金は昔のことをよく口に出すお婆ちゃん。厚生年金法は戦時中の話

で盛り上がるお爺ちゃん。どうでしょうか？ 

これからの授業では科目の顔を見てください。表情や、考え方も異なります。勉強の攻め

方も変わりますよ。 

2 月 3 月は労働法から社会保険法へ講座がかわります。科目の一部は横断整理の時期です。

再受講生の皆さんは、選択式で基準点割れだった方、読み間違えで失点した方、もう少し

で合格点に届く方がほとんどです。自分の受験勉強に自信を持ってください。皆さんには

合格の力があります。しかし、受験には時の運があります。この運は自分で掴むしかあり

ません。運は運ぶことです。多くの問題を解き、出題の意図を理解して勉強を続けましょ

う。必ず運が向いてきます。繰り返し過去問を中心に、テキストに戻り勉強してください。

基本が大事なことは再受講生が一番ご存知ですよね。 
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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 

②     不安           だれもが同じ 

③    モチベーション     自分をコントロールする 

再受講生は問題を解いて解いて解きまくれ！！！ 

受験生は挑戦者であれ！！ 

 

【受験アドバイス】 

■モチベーションを維持 

受験はマラソンです。ハイぺ－スでとばし続けると、途中で息切れとなります。マラソンに

は、有能な監督兼コ－チ（山下？？）が必要です。コ－チアドバイス…やる気満々で講義を

します。 

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」と相談されたことがありました。受験生に「不安」はつきものです。 

「ここが出たらどうしよう」「ここも大事！」「あそこも大事！」と受験生は不安の塊とな

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。合格点が仮に45であれば、25点は

間違えてもよいことになります。一生懸命過去問を勉強することが不安解消への特効薬です。

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 

２月に入れば、本格的に勉強時間の確保が必要です。最低の最低で2時間です。1日2～4時間

の勉強を続けていると、ある日スランプが来ます。スランプに陥ったときは、ガス抜きが必

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。

そういう「山あり谷あり」の時期があります。勉強にメリハリをつけて、自分自身をコント

ロ－ルして下さい。 

③モチベーションを維持 

生講座の方は学校には必ず行く。私の顔を必ず見る（見飽きても）。通信の方は決められた

時間に映像を見る。 

皆さんの前に出る私とて、調子の良い日もあれば嫌な気分の日もあります。でも絶対に元気

な姿をお見せします。以前、体の調子が悪く血尿が出て気持ちも落ち込んだときがありまし

た。ですが、不思議と講義に入ると元気になります。 

必ずこの授業には出てください。ビデオでも結構です。毎日、次のような言葉を寝るときに

呪文のように唱えるのです。「合格するぞ！合格するぞ！」と繰り返しましょう（変な集団

ですね）。 
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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。長期の受験勉

強は神経をすり減らします。週に一日は休んで気分をリフレッシュしましょう。 

学校は勉強のリズムを作ります。なるべく休まずに学校へ行きましょう。   

元気があれば合格は来る！！ 真面目にやれば報われる！！ 

夢や希望で大きく前に進める！！ 
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2.合格体験記 

◇◆ 軌跡 ◆◇ 

受験回数２回 平成 21年度試験合格 山下塾３期生 ＭＳ 

◆はじめに・・・◆                             

社労士を目指し、いろんな思いを抱きながら頑張る皆さん。私も一年前は同じ立場でし

た。私は今回、合格することが出来ましたが、それは私自身だけの力ではありません。も

ちろん、最後は一人で戦うのが資格試験ですし、己だけの力にはなりますが、試験までの

軌跡には自分だけの足跡ではなく、多くの仲間との足跡があることを忘れないでください。

そして、この足跡の先には、先生が示してくれた道標があること。この試験は長い道のり

です。ですが、ゴールは必ずあります。明けない夜が無いように、皆さんの望む先は手に

届くものであることを思い続けてください。この道の先には、皆さんが望むものがあるこ

とを信じてください。 

◆紆余曲折ストーリー◆                           

私が辿ってきた『軌跡』を書き記したいと思います。中には、皆さんに伝える必要のな

いことも記載しているかもしれません。なので、必要な部分を読んでもらうだけでもいい

です。先生に言われたことがあります。「この合格体験記はこれから頑張る受講生へ示すも

のになりますが、それだけではなく、自分自身の原点を見つめ直すものでもあるのだよ」。

思うがまま書くので、長くなります。もし読んで頂けるのなら、最後までお付き合いよろ

しくお願いします。 

２００７年９月に、私の社労士としての勉強が始まりました。仕事をしながら勉強がで

きる場所として近くの予備校を探したら、LEC 立川校がありました。そこが自分のスター

ト地点。実際、学んでみるとたくさんの法律があり、範囲の広さに呆然としました。果た

して、この量を学んだとして、しっかりと身に着けることができるのだろうか…。と、ス

タートまもなくして不安だらけの毎日でした。ただ、その中でも勉強への楽しさだけは常

に持っていました。不思議なことに。 

しばらくそんな状態で、仕事、勉強と過ごしていた矢先、７年間勤めていた会社から解

雇通告をされました。いわゆる整理解雇でした。いきなりのことで、なにがなんだかわか

りませんでしたが、その通告に対して受けることしか出来ませんでした。 

ここからが自分の勝負どころなんだ、と半ば強引に気持ちを切り替えて、ひたすら前に

進みました。 

勉強を進めていくと、やはり一人で学んでいく中で限界を感じることが出てきました。

理解が出来ないこと、あまりの範囲の広さに、対策をどのようにしたらいいのかと不安に

なり、勉強が重荷になっていきました。 

この時、自分の周りに受験仲間はおらず、すぐに質問できる先生もいませんでした。ど

んどん追い込まれる中で第１回模試、第２回模試がありました。全く問題を理解すること
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ができずただ受けていただけで、今後の対策も何も考えることが出来ませんでした。それ

でも LECには通い、勉強は自習室で行うことを心がけて、少しでも周りが勉強している環

境で自分のモチベーションをあげようと努力しました。 

そんな中、LEC の社労士の掲示板に『直前期に何をしていいのかわからない方、試験に

出る箇所、教えます！』と謳った『山下先生の１２３』を見つけました。はっきり言って

この時、山下先生って誰なんだろう？というのが、当時の率直な感想でした。しかし、今

の自分には総合的なまとめの講座が必要だったので、すぐに申し込みをしました。これが

山下先生との出会いのきっかけでした。 

受講日初日、まず驚いたことが、『１２３』を受けると思われる方々が、教室の前に朝早

く並んでいること。今まで受けてきた授業では考えられなかった光景でした。それだけで

なく、授業を受ける人の数が圧倒的でした。それがなぜなのかは、授業が始まったときに

わかりました。この講義は社労士試験のポイントがぎっしりと詰まっているだけでなく、

みんな山下先生に惹かれて来ていたのだと。そこから、ひたすら『１２３』の読み返し、

過去問に徹する毎日が始まりました。 

まず、３回目の模試が良い挑戦の場となりました。結果は前回の試験より大幅にレベル

アップ！（データはあとに載せてあります。）。ようやく自分の進むべき方向がわかったよ

うに思いました。 

第 40回社会保険労務士試験。初めての試験。独特な雰囲気と、鬼気迫る雰囲気をだして

いる受験者たち。気づかないうちに、この時点で周りに飲まれてしまっていたのだと思い

ます。結果、選択科目を終えた後、あまりにもわからなかった健康保険法、最後の最後で

入れ替えてしまった国民年金法。いろんな不安を引きずりながら迎えた択一試験。最初は

全くわからず、時間だけが過ぎていきました。「このまま、頑張ってきたことを終えてもい

いのか？」1時間が過ぎたとき、頭によぎった言葉です。いったんトイレに行き、顔を洗っ

て、仕切りなおし。気持ちが落ち着き、見えていなかったものが、しっかりと見えるよう

になり、そして試験終了時刻。雨が降り続く中、選択問題の解答速報を配る予備校の人た

ちから解答速報をもらったとき、自分の犯した過ちが悔やまれました。選択問題で、最後

の最後で国民年金法の答えを入れ替えてしまったこと…。 

LECの解答速報会へ向かう電車の中、一人落胆していました。すぐに先生に報告したい。

それだけの思いで止むことの無い雨の中、ただ歩いていたのを覚えています。教室に入る

と、山下先生は壇上にいました。今回の予想外の選択問題のせいか悪天候のせいか、参加

されている人は少なかったのを覚えています。先生に近づいて報告をすると場所を変えよ

うと言われたので、場所を変え、そこで「悔しいと思った？思ったのなら、もう一度頑張

ろうじゃないか。今は考えられないかもしれないけど、ここまで頑張ってこられたのなら、

次は必ず合格できるよ。」と言われました。 

その後、先生の授業の受講生方に紹介をしていただいて、お疲れ様会に行けたことが、

合格へのきっかけだったのかもしれません。お疲れ様会では、今までいなかった受験仲間
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ができました。 

２年目、気持ちはもう固まっていたので、山下塾３期生として申し込みをしました。も

う勉強一本でいけるような資金は無かったため、就職活動をしながらのスタートでした。

１年目と違うのは、悔しさを知ったからこそ強い気持ちを持つことが出来たこと、スター

ト時から仲間がいることです。仲間がいることの心強さが、勢いに拍車をかけてくれまし

た。 

仕事は、１２月から２つのバイトを掛けもちすることになり、寝る間も惜しんで勉強を

することになりましたが、試験の悔しさを思い出したら、耐えることが出来ました。 

少ない時間でも自分の決めた課題だけはしっかりとやり、ペースを少しずつ掴めてきた

矢先、予想外の事が起きました。父から連絡があり、倒れて緊急入院したとの事。その１

週間後、父には内緒で病院に来てくださいと担当医から連絡があり、父の余命が１年間と

宣告されたこと。 

その時から、少しずつ気持ちに余裕が持てなくなってしまったのかもしれません。２つ

のバイトを掛け持ちしながら、看病と勉強とをただこなすだけの毎日。日曜は学校で勉強

をする日と決めていたのに、そんな余裕も無くなり、夜もバイトをすることになりました。 

いろんな辛い思いがある中、考えてもただ暗くなるだけだったので、ひたすら目の前に

あることを一つ一つこなすのみでした。寝る時間もままならず、バイトの昼休みに食事を

しながら寝ていて周りに笑われたり、仕事が終わり着替え終わった後、電車を待ちながら

眠っていたり、だんだんと体力的にきつくなっていきました。自分の思うようにいかず、

イライラもしましたが、今は自分の課題をただするだけと一心に思い続けました。 

そんな中、５月に１回目の模試がありました。試験自体は今までの頑張りでなんとか乗

り切ることができました。ここから負のどん底へ陥ってしまうことになるとも知らずに、

その時は素直に合格圏内に入れたことを嬉しく思っていました。バイトは相変わらず忙し

く、毎日働きながら父の看病もしていました。父は日に日に言葉を話さなくなり、食事も

摂れなくなっていきました。自分も体力的・精神的に限界がきたのか、思うように勉強が

出来なくなりスランプにはまっていきました。そんな最中、６月の中旬に父が亡くなりま

した。急な話でした。初めて山下塾を休み、２回目の模試も受けることが出来ませんでし

た。 

不屈の精神を保ってきた中でしたが、さすがに気持ちが折れてしまい、もう立ち直れな

いところまで気持ちは崩れていきました。とりあえず先生に報告だけしよう。泣くことは

なかったけど、ひたすら涙を流すことを耐えていた自分がいました。ほっとしたこと、勉

強を諦めなければいけないと思った悔しさからきたんだと思います。すぐには立ち直るこ

となど出来ない中で、ただただ苦しさとの戦いでした。ですが、今を乗り切らないとこの

先には自分の目指すゴールはないし、今を頑張らないと同じ目標を持った仲間たちには追

いつけないと思いました。その時は、ある人から頂いた言葉を胸に、毎日を乗り切りまし

た。 
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その後、出来なかった２回目の模試を自宅で受けたところ、一般常識で２点、雇用保険

で４点と見事に穴ができていました。けれども、点数が低いことを嘆くのではなく、今気

がつけて本当に良かったと前向きに考え、受け止めることができました。そして、すぐに

３回目の模試が行われ、選択科目では改正法に苦戦を強いられましたが、択一は取り戻せ

てきている実感はわきました。 

この時点で試験まで１ヶ月を切り、そこからは自分を信じるのみでした。『１２３』の読

み返し、復習テストの繰り返し、過去にやった模試・レベルアップ答練の繰り返しと、今

までやってきたことの繰り返し作業でした。基礎は山下先生から授業で教わっていました

から、自信をもっていました。最初の１年も無駄ではなく、２年目の授業の骨格・土台と

して、知らない間に自分の中に組み込まれていました。 

（残り１週間については直前期の過ごし方で書いてありますので参考までに。） 

迎えた試験当日、８月２３日。昨年と違うのは天気が良かったこと。緊張は、去年とは

異質な者でした。試験会場では多くの受験生達が集まり、この日のためにこれだけの多く

の人が頑張ってきたのかと思うと、圧倒されそうにもなりましたが、今日の自分は負けて

いないとの力強い思いがありました。そのおかげか、平常心で試験に臨むことが出来まし

た。選択科目で、労基⇒労災⇒労一と焦りを感じながらも冷静になり、わからない箇所は、

ひたすら前後との読み返し、自分で記述することを徹底して解きました。今回は最初に選

んだ答えをもちろん選びました（後になって、労災で変えたいと思った選択肢の方が答え

であっていたとわかりましたが、それでも後悔はしませんでした。）。その後、昼食を簡単

に済ませ、試験までの時間、ひたすら屋外で音楽を聞いて過ごしました。 

択一試験が開始。もうここまできたら、あとは自分の持てる力を出し切るのみ。見たこ

との無い問題もでてきましたが、それは無視、知っている問題でひたすら勝負。中には２

つのどちらかという選択肢もありましたが、おかしな箇所や知らない事があるものは選び

ませんでした。 

試験終了後、感じたこと。「ここまでやったのなら、もう後悔はない」。強がりに聞こえ

るかもしれませんが、本当にここまで良くやったと思いました。自分で言うのもおかしい

ですが、自分を自分自身で褒めてあげないといけません。辛い状況にいたことを知ってい

るのは、自分自身。周りの仲間や先生に感謝をすることはもちろんですが、この時だけは、

自分がやり遂げた今までの軌跡を褒めてあげてください。 

よくやった！俺！！ 

 

◆勉強のワンポイント！～時間が無いのではなく、工夫して作るもの！～◆    

勉強方法として有効なものとして、時間で決めるのではなく、課題を決めてこなすこと

をお勧めします。その課題が早く終わったのなら、そこでいったん区切り、自分の時間を
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もつ。かなり時間がかかってしまったのなら、必ず最後までやり遂げた後、なぜ時間がか

かったのかを振り返る。あとは、復習テストを繰り返し行うこと。復習テストは基礎固め

にとても最適なので、出来たらひたすら繰り返す。少ない時間で１教科をまとめてできる

手軽さと、複数の問題をこなせる計画の立てやすさがあるのでお勧めです。 

過去問は、正しい答えを得点とした箇所はしっかりと覚え、誤った答えを得点とした箇

所はどのようにしてミスを誘ってきたのかを検証すること。これは、今回の第４１回目の

本試験でかなり有効と実感したので、これから皆さんが受講する『１２３』『１００の法則』

を活用していくのがいいと思います。問題を解く手段が盛りだくさんです。本試験は見た

ことの無い問題も出てきます。その時は、他の４つの肢で勝負をするくらいの臨機応変さ

が必要です。 

１年目は過去問をかなり解きましたが、２年目は、先生のレジュメを直前期にまとめて

解いたくらいです。初学者の方は、過去問を解くことができたらやっていただきたいです

が、収集がつかなくなるのでしたら、先生のレジュメだけでもやってください。そして、『１

２３』『１００の法則』でまとめることをお勧めします。私は先生のレジュメの過去問は必

ず解き、『１２３』に絞った勉強方法に徹しました。その中で、『１２３』にできなかった

箇所を書き込み、書くのが面倒なときや時間が無いときには、そのままプリントをコピー

をして貼り付け、自分オリジナルの『１２３』を作り上げました。これは社労士としての

原点であり、一生の宝となると思っていたのですが…、風呂に入りながら半身浴状態で勉

強していたところ、私オリジナルの『１２３』は、本の糊がはがれ、ページがバラけてし

まうものとなってしまいました。 

時間を有効に使い、今の自分の環境を知ること、信じること、周りにオープンであるこ

とで、いろんな要素が見えてくるのだと思います。 

時間は工夫してつくるもの。５分でも、十分な勉強時間。 

1,000時間勉強することが基準だとよく言われますが、知らないうちにこなせていること

に気づいてください。通常の講義とオプション講座を終えれば、その授業時間だけでも

1,000時間の１／４（250～270時間）は確保しています。 

自分自身に強い自信を持って、毎日、健康には気をつけて過ごしてください。 

 

◆直前期こそ勝負どころ！！◆                        

 直前期、最後まで諦めずにひたすら問題ばかり解いていました。試験慣れするため、勘

を養っておくためです。暗記で十分対応可能な科目の安衛と徴収は、必ずチェックするこ

と。ここまでやったのなら、あとは自分を信じるのみ。 

 試験まで残り１週間になったら、必ず朝方人間にシフトしてください。もし、夜型人間

から抜け出せない方がいましたら、毎日の食事をとるタイミングを朝・昼・夜と決められ

た時間にすると、修正ができます。これは、客室乗務員の方が時差ボケに対して行う一つ



 9 

の方法なので、是非試してみて下さい。ちなみに自分の一週間のメニューは 

日曜・・・模試１回・３回択一試験、復習問題（労基、安衛）、『１２３』の読み返し（健

保）、『100の法則』（労働分野）、選択問題（労基・安衛、労災、雇用） 

月曜・・・過去問１６年度の択一、復習問題（労災、健保）、『１２３』の読み返し（健保）、 

     『100の法則』（社会分野）、選択問題（労一、社一、健保） 

火曜・・・過去問１７年度の択一、復習問題（雇用、徴収）、『１２３』の読み返し（労一）、 

     選択問題（厚年、国年、労基・安衛） 

水曜・・・過去問１８年度の択一、復習問題（厚年、国年）、『１２３』の読み返し（社一）、 

     選択問題（労災、雇用、労一） 

木曜・・・過去問１９年度の択一、復習問題（労一、社一）、『１２３』の読み返し（安衛）、 

     選択問題（社一、健保、厚年） 

金曜・・・過去問２０年度の択一、『１２３』の読み返し（徴収）、『100の法則』（社会分野）、 

     選択問題（国年、労基・安衛、労災、雇用） 

土曜・・・『100の法則』（労働分野）、選択問題（労一、社一、健保、厚年、国年） 

文章で書くとあっさりとしているように見えますが、これをこなすのはかなりの根気が

必要でした。でも、これをやり終えた時には、もう怖さはありませんでした。（意外に復習

テストで点数を取れずに、凹んでいた自分もいましたが…。） 

 

◆データ一覧 2008年◆                        

《2008年  模試１回目》 

【選択式試験】 30点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ３点 ４点 ４点 ５点 ４点 ４点 ４点 ２点 

【択一式試験】 36点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 ７点 ６点 ６点 ５点 ５点 ４点 ３点 

《2008年 模試２回目》 

【選択式試験】 21点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ４点 ２点 ３点 １点 １点 ２点 ３点 ５点 

【択一式試験】 33点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 ３点 ６点 ７点 ５点 ３点 ２点 ７点 
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《2008年 模試３回目》 

【選択式試験】 32点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ５点 ５点 ５点 ２点 １点 ５点 ４点 ５点 

【択一式試験】 51点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 ９点 ９点 ７点 ５点 ８点 ４点 ９点 

《第 40回（平成 20年度）社会保険労務士試験》 

【選択式試験】 28点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ３点 ５点 ５点 ３点 ５点 ２点 ４点 １点 

【択一式試験】 48点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 ５点 ８点 ７点 ８点 ６点 ７点 ７点 

 

◆データ一覧 2009年◆                        

《2009年 模試１回目》 

【選択式試験】 31点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ５点 ３点 ４点 ３点 ４点 ３点 ４点 ５点 

【択一式試験】 54点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 ８点 ６点 10点 ５点 ８点 ８点 ９点 

《2009年 模試２回目》（注：これは自宅にて試験を行い、採点は LECではありません。） 

【選択式試験】 28点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ４点 ３点 ４点 ３点 ４点 ３点 ３点 ４点 

【択一式試験】 41点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 ９点 ７点 ４点 ２点 ９点 ４点 ５点 
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《2009年 模試３回目》 

【選択式試験】 31点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ５点 ５点 ５点 ３点 ２点 ２点 ４点 ５点 

【択一式試験】 50点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 ８点 ７点 ８点 ７点 ７点 ５点 ８点 

《第 41回（平成 21年度）社会保険労務士試験》 

【選択式試験】 34点／40点 

科目 労基安衛 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 

点数 ２点 ３点 ５点 ４点 ５点 ５点 ５点 ５点 

【択一式試験】 59点／70点 

科目 労基安衛 労災 雇用 一般常識 健保 厚年 国年 

点数 10点 ８点 ８点 ７点 ７点 10点 ９点 

 

◆独りじゃない◆                              

孤独だなんて決して思ってはいけません。孤独とは自分自身で勝手に他者と線を引いて

いるだけ。その考えを無くした時、想像もつかないほど環境が変わりました。皆さんがこ

れから目指す社労士は、人との繋がりがあっての仕事となるのです。せっかく同じ目標を

持つ仲間が周りにいるのに、輪を広げないのはもったいなくないでしょうか？ 

偉い事を言うかもしれませんが、今後、勉強することはもちろん、環境づくりや、モチ

ベーション維持など、たくさんのことが重要となっていきます。仲間を作る・作らないは

人それぞれだとは思いますが、自分自身の殻に閉じこもらないでください。勉強の進め方

は自分のやり方を持っていいと思いますが、環境づくり、情報収集にはオープンでいてほ

しいです。 

仕事やプライベートでいろんな出来事があると思います。全てが自分にとっていい方向

には向かないと思っておいた方がいいです。勉強をする皆さんに対して、たくさんの障害

が向かってくると思います。その障害を打ち壊すヒントをくれる仲間、解消してくれる仲

間。人によっては、いらないという方もいるでしょうが、自分は必要だと思います。 

仲間に置いてかれそうになったりして焦燥感を感じることは、いい刺激にもなりますが、

時には重荷に思えることがあるかもしれません。ですが、それは相手にも言えることなの

です。お互い切磋琢磨し合ってください。 

私が諦めかけたとき、最後に救ってくれたのも仲間でした。時に厳しくもあるのが本当

の仲間なのだと思います。仲間の輪、山下先生との繋がり、これが最後の原動力となって
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いたのは間違いありません。「紆余曲折ストーリー」にも書きましたが、そんな仲間の一人

から頂いた言葉を皆さんに伝えたいと思います。 

『最後まで絶対に諦めるな！ 

諦めないやつが最後には絶対に勝つ！ 

試練は乗り越えられるやつにしか来ない！』 

合格した後、今も大切にしている言葉です。 

今年はあまりにも大きな試練がありましたが、どうやら私はそれが大きければ大きいほ

ど力になるみたいです。 

結局は自分次第だと思います。みなさんの合格を願っています。みなさんが納得いく力

をだせるように応援しています。 


