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1.受験アドバイス 
いよいよ連休です。「1.2.3」「100 の法則」道場が開講します。 

「1.2.3」は 20 年以上の継続講座です。試験で必要な情報をコンパクトに集めました。例年多

くの合格者の支持をいただいています。 

「100 の法則」は究極の問題集です。過去問の点数（答え）になった問題を科目ごとに整理し

ました。今年は横断等の工夫をしました。この 2 つは多くの時間をかけて作成しています。 

この 2 冊のテキストは皆さんの合格への道を開いてくれると強く思います。 

 

★社会保険労務士試験の名言を考えてみました。 

・「満点を狙わず 7割取れれば合格」 

 本論講義ではかなり細かい点まで触れましたが、全部頭には入りません。私の頭にも全部入

っていません。試験直前に、あれもこれも、では時間が足りません。過去問に即しての学習

が一番の近道です。 

・「合格には法則がある」 

きっちりと小問である適用関係や保険料を拾って行けば道は開ける。すべてが難問では合格

者がいなくなります。簡単な問題ほどしっかりと押さえましょう。 

・「丸暗記も受験勉強」 

「この科目は嫌い」。それではどう点数を確保するか。過去問に聞いてみると道はある。たま

には丸暗記も必要です。紙に書いてまとめて、整理。繰り返し暗記でも点は取れる。 

・「法改正は選択式」 

最近の法改正は要注意。 

・「時がくれば試験が始まる」 

テレビが見たい。お酒も飲みたい。我慢我慢。あと４ヶ月間。終われば自由が待っている。 

・「1に過去問 2に過去問 3,4も過去問」 

過去問とて同じ文章が出るわけがない。ただし、試験の範囲や論点は教えてくれる。  

 

★受講生 

5 月の模試までは過去問の繰り返しです。毎日問題を解きましょう。だんだん試験のポイント

がわかってきます。問題とテキストの繰り返しで大きな解答力がつきます。頑張れ！！ 
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2.合格体験記 
私は年金関係の仕事をしています。この仕事を始めて早い段階から上司に社労士の勉強をする

ように言われていました。が、同時に、社労士試験に合格している他の先輩から、合格のため

には、かなりの勉強時間が必要とも聞いていましたので、上司の言葉は、長い間ずっと聞き流

していました。しかし、厚生年金の方で離婚分割などの改正があり、その度に複雑になってい

く年金制度に、法律を学ばないで仕事をすることに限界を感じて、自ら勉強しようと思い、LEC

に申し込みをしました。 

ただ、申し込みをしたといっても、私が学びたいのは国民年金法、厚生年金保険法。あくまで

年金のことが分かればいいのであって、他の科目にあまり興味を持っていなかったこと、試験

合格を目標に勉強する覚悟ができずに、受講はするけど、受験はしないと思って申し込みまし

た。そんな動機なので、きちんと講義を受けるかどうかも不安だと、まるで人ごとのように思

いながら通い始めました。 

私は 1 年目が平日夜の山下先生のクラス、2 年目が日曜日の山下クラスです。 

きちんと通うことができるかの不安は最初の授業で払拭されました。 

山下先生の授業がとてもおもしろかったからです。山下先生の講義を受けていくうちに、受験

してみようという気持ちになっていきました。 

私は計画性がありません。特に 1 年目は勉強も、勉強の方法も、何が何だか分からない状態で

した。そんなとき、山下先生が講義のなかで「今日から 1 日 3 つのことを暗記してください」

とお話されたのです。そして、私はその日から 1 日 3つのことをノートに書くことをしました。

その 3 つのことというのは、特に科目を気にせずに、そのときに頭に浮かんだことをノートに

書きました。頭に浮かぶということは、たぶん、そのとき、その瞬間に、とても興味があるこ

とだろうと思い、とにかく自分自身に対して印象付けようと思いました。書き方は、日記を書

くように、まず日付を書き、そのあとに興味があることを 3 つ書いていくだけですが、書くと

きは「なるほどね」とか「法の解釈はこういう考え方なんだ」とか、1 つ 1 つに大袈裟なくら

いに感動するようにしました。 

日付を書いたのは、あとから読み返したときに、「このときは、これが気になっていたんだ」と、

またそこで印象に残ると思ったからです。 

そして、この 1 日 3 つの暗記だけは本試験まで続けようと決めました。残業で帰りが遅くなっ

たり、仕事の歓送迎会等でお酒に酔って帰ってきたりしたときでも簡単に書ける内容、例えば

「国民年金事業は、政府が管掌する」等を 1 つとして、どんな日も「1 日 3 つ」を守りました。

時間があるときはテキストで先生が重要だとお話しされた表を選び、表を書くときは、大きさ、

文字の間隔、表のバランスなどをテキストに忠実に丁寧に書き、印象に残るようにしました。

目的条文等の重要な条文を写すときも、やはりテキストと同じに書くようにして、書きながら、

条文独特の言葉の遣い方を意識するようにしました。 

とにかく本試験までの限られた時間のなかで、いかに記憶に残すかを考えて勉強していたよう

に思います。過去問を解くときに意識したことは、択一問題を解くときは“テンポ良く”とい

うことです。講義のときに山下先生がお話された、「ゲーム感覚で解く」という言葉が印象に残

り、それぞれの科目をクリアしていくイメージで、リズムよく解くことを心がけました。反対

に、選択問題は、試験時間も択一より時間があることもあって、“じっくり”を心がけました。

分かる問題についてはじっくり考える必要もないので、分かったと思う問題のときは、思い込

みで間違えないようにすることだけを気を付けました。問題は、“分からない”ときです。1 年

目のときは、分からない問題が出るとなんとなくで答えてしまい、結果、模試でもいつでも基

準点が取れていない科目が必ずありました。 

2 年目は、分からないと思っても諦めずに落ち着いて文章を読み、文脈、前後の言葉、文章全
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体を見たりを繰り返し、しつこく考えるようにしました。 

私は選択問題より択一問題の方が好きです。反省点としては、選択問題が苦手なことを分かっ

ていながら、選択問題の勉強が充分にできなかったことです。 

本試験の結果は、選択 32 点（労働基準法が救済適用）、択一が 58 点でした。やはり苦手な選

択で、労基が基準点を取れていませんでしたが、救済のおかげで合格することができました。

振り返ってみると、すでに合格されている方たちの「基本的なことを確実に覚える」「勉強は毎

日の積み重ねが大切」という言葉の通りだったと思います。山下先生の「不安を拭うためには

勉強するしかない」という言葉どおり、休みの日は朝から夜まで勉強をしました。 

それから、気持ちの部分が私にとっては大きかったです。山下先生の「心を強く持って」と

いう言葉です。 

本試験の日、私は午前の選択で労基の基準点が取れていない不安が大きく、午後の択一のと

き、かなり動揺していましたが、山下先生の「心を強く持って」の言葉を何回も思いだし、択

一の問題を解くことができました。実は最初、どこの予備校にしようかと考えたとき、通勤途

中にある別の予備校に行こうとしていました。でも、その予備校に資料をいただきに行ったと

き、方向音痴な私は、ありえないくらいに道に迷ったのです。 

今はあのとき道に迷ってよかったと思っています。講師の先生が山下先生でなかったら、私

は受験さえもしていなかったと思います。消極的に始めた社労士の勉強でしたが、試験を受け

て合格することもできました。山下先生にとても感謝しています。本当にありがとうございま

した。 

 

 

3.合格体験記 
受験回数：2回 受講形態：1年目 基礎総合（通信） 2年目 山下クラス講座通学 

勉強時間：1年目 約 800時間  2年目 約 1850時間 

 

■１年目の失敗談～不合格体験記～ 

1 年目は、基礎総合と直前対策講座を通信で受講していました。正直、辛かったです。最初の

頃は「やるぞ！」という意欲に燃えながら勉強できました。しかし、次第にモチベーションが

維持できなくなり、勉強が滞り始めました。仕事が終わってから自宅で黙々と WEBで講義を受

けるだけ。分からないところがあっても誰にも聞けない。前半の講義を聞いたから今日はもう

終わり、後半の講義は明日でいいや。こんな毎日でした。 

山下クラスでは山下先生から 4 月までメインテキストに色をつけないようご指導がありますが、

1 年目はいきなりメインテキストに赤や青や黄色のマーカーでチェックしていました。どの話

を聞いても初めて知ることが多かったため、「ここも引いておこう」「これは覚えた方がいいん

じゃない」くらいの感覚でした。そのため、あとになってどこが重要で、どこを勉強すればい

いのかさっぱり分からなくなり、結果的に勉強がなかなか進まず、今思えば、いつの間にか講

義を聞くこと自体が目的になってしまっていて、「なぜ社労士試験を受けるのか」、その原点を

も見失っていたような気がします。復習もほとんど手つかずでした。予習はあり得ない。過去

問もほとんど解かずじまい。選択式対策なんてどうすればいいの？という世界でした。特に社

会保険科目に入ってからは顕著になりました。直前対策講座に至っては、完全に消化不良を起

こしていました。受講しきれない講座もありました。答練も全科目は提出できず、模試の結果

も最悪。成績を見るのが嫌で復習もほとんどしていませんでした。 

山下クラスの皆さんが見れば、こんな勉強の仕方では絶対ダメですよね。今、私自身がこの原

稿を書いていても「1年間いったい何をやってたんだ！」と思います。1年目は各科目の知識は
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多少なりともつけることができても、勉強の仕方が本当に分かりませんでした。私の周りにそ

んなこと教えてくれる方もいませんでしたので。だから少しでも捻った問題を出されるとお手

上げでした。まさに「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」作戦の勉強でした。お恥ずかしい限りで

すが、「こんなことしていたら絶対落ちますよ」という警鐘だと思って下さい。「よい子は絶対

に真似しないで下さい」です。言うまでもありませんが、結果はもちろん不合格でした。 

 

■山下先生の指導に乗り掛かる 

不合格という結果を受け、再受験に向けて通学で受講することを決めました。勉強の仕方を知

りたかった、そしてモチベーションを何とか維持したかったためです。どのクラスに通うか迷

いましたが、最終的には、山下クラスを選びました。講座説明会にも参加させて頂きました。

「面白いおっちゃんやな～」。これが山下先生の第一印象でした。そして、この先生の講義なら

1 年間ついて行けそうだ思い入学を決めました。私自身、関西人なので冗談の 1 つ 2 つ言って

頂ける山下先生が良かったのかもしれません（山下先生の場合は 1つ 2つどころではありませ

んね）。今では、この選択は絶対に正しかったと思っています。まず、クラスの雰囲気が他のク

ラスと本当に違います。山下先生にお会いするため 2度ほど渋谷駅前本校の本論編クラスにお

邪魔しました。合格発表日当日は、けっこうな数の方が教室にいらっしゃいましたが、本当に

シーンとしていて、「本試験受験中ですか？」と聞きたくなるくらいでした。この方たちが山下

塾を覗けば、「うるさい！」と感じるのではないかと思います。それだけ山下クラスには仲間関

係があるんだと思います。初学者の方はその輪に入って下さい。再受講生の方は初学者を引き

込んであげて下さい。 

私自身、勉強時間を確保できず、自分の勉強に追われ、講義開始前、休憩時間、講義終了後に

ちょこちょこ話す程度で、あとは黙々と勉強していました。自分なりの勉強方法、勉強時間の

確保などが確立していたため、気持ち的にも余裕があったということもあり、勉強時間よりも

仲間と話している時間のほうが長かったと思います。勉強の教え合いや他愛のない世間話、テ

レビの話、イヌの話など、話題はいろいろありますが、「水道橋に行けばあの人がいる」と思え

れば、本試験まで頑張れると思います。モチベーションの維持にも繋がります。私の席の周り

にいらっしゃった皆さん、声をかけて下さった初学者の皆さん、朝早くから教室が開くまで相

手をして下さった皆さん、毎週お菓子を下さった皆さん、本当に感謝しています。 

先ほど少し勉強時間について触れました。私も普通のサラリーマンですので、どうしても時期

によっては仕事がばたついて、残業のために勉強時間が確保できないときもありました。そん

な時期でも、時間は捻出しました。通勤・帰宅時、始業前、休憩時間、職安や銀行での手続き

の待ち時間などに勉強することはもちろんですが、山下先生がおっしゃったように、歩いてい

るときも何か 1 つのテーマについてブツブツ言いながら歩いていました。例えば、テーマが障

害基礎年金なら支給要件、事後重症、基準障害、併合認定、支給額、子の加算、失権事由など

ブツブツ言っていました。周りの人に「変な奴だな」と思われていたかもしれませんが、そん

なこと気にしません。勉強時間の確保は仕事をされている方ならば誰もが苦労すると思います。

でも時間は必ずどこかにあるはずです。ご自身の生活を一度見直してみて下さい。まさか 1日

10時間も寝てませんよね？私は講義の日はなるべく早くクラスに行きました。早ければ早いだ

け勉強時間が確保できます。私は手帳に勉強時間を記録しておきましたが、直前期には「こん

なにやったんだから！」という自信になります。山下クラスへの入学後はこれまでの勉強方法

は一切捨て去り、山下先生のご指導の通りの勉強方法に改めました。講義に出れば山下先生か

ら毎回、勉強方法について何かしらのご指導を頂けます。できることはすべて実践してきたつ

もりです。「いきなり過去問を解きなさい」、「相手の投げてくる球を見なさい」、「点数にこだわ

りなさい」、「選択式はノートを 3冊つぶしなさい」、「宿題をしなさい」。どれも山下先生の口癖
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ですので、初学者の方も何度か聞かれたことと思います。この 1 年間を振り返ってみて、やっ

ぱりこれらが一番大事だと思いますし、私の勉強方法の基本もこれらに集約されています。 

細かな勉強方法は後で書きますが、再受験生だからといって、「知っているよ」なんて思わず、

一からやり直すつもりで臨みました。私自身この 1 年間「これでもか」と言えるだけの勉強を

したというだけの自負はあります。飽きっぽい性格の私ですが、我ながらよく頑張ったと思い

ます。もちろん最後まで引っ張って下さった山下先生のおかげだと思います。「よい子は絶対に

真似して下さい」です。その結果、模試でも飛躍的に成績は伸び、徐々に手応えを感じること

ができるようになりました。最終的に今年の本試験の結果は以下の通りです。 

＜選択式＞ ２８点 

労基・安衛 労 災 雇 用 労 一 社 一 健 保 厚 年 国 年 

４ ４ ５ ３ ２ ４ ４ ２ 

＜択一式＞ ５６点 

労基・安衛 労災・徴収 雇用・徴収 労一・社一 健 保 厚 年 国 年 

８ ８ ９ ８ ８ ８ ７ 

 
■私の勉強方法～合格までの軌跡～ 

 山下クラスの門を叩いてからの私の 1 年間の勉強方法です。ほとんど山下先生のご指導通り

のものですのでご存じのこともあるかと思いますが、私なりにやってきた勉強方法を書きます。

何かの参考にして頂ければと思います。 

＜本論期＞ 平日：2時間（水曜を除く） 土曜：4時間 日曜：講義＋3時間 

①過去問を解きまくる 

「過去問を研究し、そこから本試験合格に必要な知識や見解をひらくこと」と言えると思いま

す。山下先生の言葉で言えば「相手の投げてくる球を見る」です。 

山下先生のご指導の通り、講義が終われば即、レジュメや LECの過去問集を使って、過去問を

解いて解いて解きまくり、どこを押さえなければならないのか、何が点数に結びついているの

か、落としどころはどこなのかメインテキストに落とし込みました。点数に結びつくところは

念入りにチェックしました。4 月まではメインテキストにはあまり色をつけないように山下先

生からご指導がありましたが、点数に結びつく箇所はチェックしてもいいと思います。私の場

合は後々チェックペンやマーカーを塗ることを考慮して、やや控えめの色である紫の細いサイ

ンペンでアンダーラインを引いていました。2回答えになっているところには②、3回なら③と

印を入れました。この数が多いほどしっかり押さえなければならない箇所ということです。重

要度 A ランク以上の箇所には、重要度マークにピンクのマーカーを引き、メインテキストを開

いたときにすぐに重要論点と分かるようにしました。そして、過去問を何度も何度も回し、「相

手の投げてくる球」が分かれば、どこを勉強すればいいのか、どのレベルまで勉強しなければ

いけないのか、今の自分に何が足りないのかが必然的に見えてきます。点数に結びつくところ

が分かれば、切り捨てられる箇所も見えてきます（直前期までは切り捨てずに頑張って下さい

ね）。こうして過去問のベクトルと自分の勉強のベクトルを常に一致させるようにしました。そ

れが山下式のエッセンスですから。 

②選択式対策は書きまくる 

選択式対策は本当に難しいです。誰もがどう勉強すればよいのか悩むと思います。なかなか王

道といえるような勉強方法はないようにも思います。だからこそ山下先生のおっしゃる通りに

ノートに書いて書いて書きまくりました。ノートに書けば、目と手で覚えられます。さらに、

口に出しながら書けば耳でも覚えられます。私の場合は最終的に 7冊（普通の 30枚ノートです）

つぶしました。ペンだこもできました。 
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私が書いていたのは、 

・メインテキストのゴシック体の文字（チェックペンを使用、最終的に 4周（安衛法・徴収法

は 1周、労一・社一は 3周、国年法・厚年法は 5周）） 

・選択式マスターの右側の解答の文章（最終的に 3周（安衛法・徴収法は 0周です）選択式マ

スターは問題としてはほとんど解いていません） 

・1･2･3の【選択注意】の記載のある箇所の太字部分（チェックペンを使用、最終的に 3周（安

衛法は 1周、徴収法は 0周））です。いずれも殴り書きでしたので、今読み返すとアラビア文字

みたいで、何が書いてあるのか分からないものもありますが、相当の力はつきました。これだ

けで充分かは分かりませんが、あとは答練・模試で補強した程度です。これらのことは択一式

の対策にもなりました。年が明けてからは、メインテキストの数字には赤、用語には緑でチェ

ックペンを入れ始めました。 

③別メニューを立てて年内に片付ける 

これらに併せて、山下先生のご指導通りに別メニューを用意して苦手分野を徹底的につぶしに

かかりました。雇用継続給付（雇用法）、高額療養費（健保法）、年金全般、これが去年の自分

に課したメニューです。もちろん年内に片付けました。雇用継続給付と高額療養費は過去問を

解いてはメインテキストに戻り、これを 2、3回繰り返しました（11月中頃に終了）。年金はメ

インテキストの Aランク以上を 2度読み直し、基本事項を徹底的に押さえました（12月末に終

了）。 

④年金道場の受講 

年明けには年金道場がありました。年金が好きでたまらないという受験生はほとんどいないと

思います。私も例外ではありません。年金は本当に複雑です。それを解き解すような講座でし

た。国年法の本論が本格的に始まる前に、このような講座があるのはありがたかったです。本

試験で国年法の選択式にあった「1.7%」という数字も、この講座で山下先生が何度かおっしゃ

っていたので記憶に残っていました。これは本当に貴重な 1点でした。 

⑤答練前の勉強 

答練前は本当に勉強しました。各科目のまとめの講義の録音を 2 倍速で聞き直し、メインテキ

ストを丹念に丹念に読み返し、過去問を落とし込んだ箇所は特に注意しながら確認していきま

した。何が点数に結びつくか、落としどころはどこか。もちろん過去問も 1 周させました。あ

る程度の結果は残せました（安衛法の選択式、徴収法の選択式、厚年法の択一式の 3 回が 10

位以内だったと思います）。もちろん、復習もしっかりしました。答練で間違えた問題、躓いた

問題はメインテキストに青のマーカーでチェックしました。 

⑥間違いノートの作成 

過去問で何度も間違えたり躓いたりする問題は、パソコンに随時打ち込み、印刷し、部屋に貼

り付けて、徹底的に覚えました。本論終了後はこのデータに答練や模試、100 の法則、1･2･3、

改正法、白書その他山下道場の講義の内容等で理解しきれていないもの、押さえなければなら

ないものを加え、ファイリングしていきました。1 日に打ち込む作業は 5～10 分程度なので、

勉強の妨げにはなりません。1･2･3 が始まってからはこのデータを 1･2･3 ベースに並び替え、

要らないものは切り捨て、100の法則から学んだ頻出論点のチェックを入れ、1つのファイルに

まとめました。全 10科目、白書 2科目、横断と分け、若干のレイアウトの調整はしましたが、

ほとんど文字の羅列です。このファイルには私の弱点ばかりが詰め込まれており、1･2･3 と並

ぶ最強の武器となりました（なので、このファイルは 1･2･3の弟分という意味で、勝手に 4･5･

6ノートと名付けていました）。のファイルには過去問やレジュメに出てくる判例も追加しまし

た。 

合格に必要なことは基本に忠実であること。これが第一です。基本を押さえるためには、押さ
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えていないところを押さえるのが一番の近道だと思います。このファイルはそんな思いから作

ったものです。重箱の隅をつついたようなことはどうでもいいと割り切りました。「点数 8割主

義」（by山下先生）でいいと思います。 

 

＜４月から＞ 平日：4時間（水曜 2時間） 土曜：8時間 日曜：講義＋5時間 

①時間数・科目数を増やす 

本論もほぼ終わる時期ですが、やることはほとんど同じです。過去問を繰り返し、選択式対策

を打つ。躓いたらメインテキストに戻る。基本的にこの繰り返しです。もちろん、何度も躓く

箇所はノートに落とし込みました。ただ、この時期には勉強時間を増やし、1 日に複数科目回

しました。労働科目 1つと社会保険科目 1つといった感じで。 

②横断学習の開始 

「労災はこうだけど、健保はどうだっけ？」と思えば、すぐに確認する。このクセもつけまし

た。横断学習は大事です。任意適用、賃金・報酬、端数処理、不正利得の徴収、給付制限、書

類の保存、不服申立て、時効など、似たような論点が各科目にあります。しかし、微妙に違い

ますので、どこが違うのか意識し、メインテキストや１２３に落とし込みました。 

③メインテキストのオリジナル化 

メインテキストにも色を入れ始めました。答練・模試で間違えたところには青のマーカーでチ

ェック、改正部分は黄色のマーカー、苦手な箇所は赤ペンで囲む。メインテキストはパッと開

いたときに、チェックすべき箇所が一発で分かるように工夫しました。 

④100の法則と 1･2･3 

 100の法則や 1･2･3も始まります。皆さんもきっと受講されると思います。 

100の法則は、過去 10年分の本試験の問題のうち、答えの肢のみを集めて問題を解く講座です。

点数の肢はどういう球を投げているのか、落としどころはどうなっているのか、これから何を

勉強しなければならないのか、どこが頻出論点なのか、逆に切れる部分はどこなのか学びまし

た。例えるなら、航路を定める羅針盤のようなものです。方向が定まればあとは合格に向かっ

て航路を進むだけです。 

そして、ここまで勉強してきた 10科目のエッセンスをまとめたものが 1･2･3です。初学者の皆

さん、1･2･3 は究極の講座だと断言しておきます。テキストは本試験当日まで使い倒せます。

このテキストには、各科目の押さえるべきポイントがびっしりかつコンパクトにまとめられて

います。 

この 2 つの講座でやらなければいけないことがハッキリしたので、それに向かって勉強方法を

調整しました。過去問を解くときも、基準は 1･2･3。模試で見たことのない問題に出会っても、

1･2･3 に載っていないなら捨てる。過去問でわからない問題があるけれども 1･2･3 に載ってい

るなら押さえる。「この論点は優先度が高いのか」と思えば 100の法則で確認。こんな感じで利

用していました。また、1･2･3 のテキストには即マーカーを入れました。≪当≫≪当確≫のマ

ークには緑のマーカー、【選択注意】のマークには青のマーカー、過去問、答練、模試等で間違

えた問題はピンクのマーカー、1･2･3 で初めて知った内容にはオレンジのマーカーと使い分け

ました。メインテキストと同様、パッと開いたときにチェックする場所が一発で分かるように

しました。  

⑤模試の活用 

5 月末からは模試も始まります。時間配分を考えながら解きました。去年とは違い、間違えた

問題、わからなかった問題、躓いた問題はメインテキストや 1･2･3に戻り、猛省してしっかり

と復習しました。ノートにも落とし込み、反復学習を心がけました。順位はあまり気にしてい

ませんでしたが、得点は気にしました。「あと 2点たりない」と思えば、どの 2問を取らなけれ
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ばいけなかったのか再度確認しました。また、改正法と白書は過去問がないので、模試を利用

して押さえるようにしました。 

 

＜７月から＞ 平日：8時間（水曜 4時間） 土曜：16時間 日曜：講義＋5時間 

①勉強時間の確保 

この時期からはスパルタモードです。「平日に仕事をしながら 1日 8時間もできるわけない！」

と思われるかもしれませんが、それでも気合いと根性と「合格したい」という執念でやり抜き

ました。仕事か、勉強か、寝ているか、1 日の生活はほぼこの 3 つだけで繰り返されました。

食事中も勉強、トイレとお風呂には宿題が貼ってあります。会社のパソコンにはテロップで各

法律の目的条文が流れるよう設定し、チラチラ見ていました。 

山下道場の説明会で頂いたレジュメに印象深いことが書かれていました。「人の批判はするな。

自分の批判をやれ。戦いの相手は自分である」。この時期、自分自身に鞭を打てるかどうかが合

否に大きく関わると思います。そして自分自身に鞭を打てるのは自分自身だけです。「絶対に受

かるんだ！」という意志だけでこの時期は動いていました。具体的には、朝 6時に起きて 7時

まで過去問を解く。朝食も過去問を見ながらです。トイレではドアに貼り付けた宿題。駅まで

の 10分はブツブツ言いながら歩く。50分の通勤電車内では 1･2･3を人目を気にせず読む（「通

勤ラッシュだから」は言い訳にすぎません）。会社の最寄り駅から会社までの 10 分はまたブツ

ブツ言いながら歩く。会社に着いたら始業時間までの 30分で過去問を解く。昼休みの 1時間も

過去問を解く（たまには仕事中にも…）。仕事終了後（だいたい 19時には切り上げていました）

は会社の近くのお店に閉店間際の 21時まで、その後は自宅近所のお店に深夜 2時までこもって

100の法則を解き、1･2･3とノートを見直し、また 100の法則を解き……をひたすら繰り返す。

もちろん休憩も適宜取ります。全部足してみて下さい。8 時間前後あるはずです（業務命令で

勉強していれば、労基法上の時間外労働ですかね。軽く 60時間超えです。安衛法だと面接指導

の対象かも？）。やれば何とかなります。使える時間は必ずあります。「睡眠時間 4時間だけで

大丈夫？」と思われるでしょうが、ご自身の無理のない範囲でいいと思います。勉強時間に充

てられる分は充てましょう。 

②スケジュール管理 

残された時間はあとわずかです。だから、スケジュール管理には注意しました。どの科目にど

れだけ時間を割くのか。以下のような簡単な予定表を作りました（実際のものは手書きで、チ

ェック欄には勉強した時間数を書き込みました）。 

 

日    時 内            容 チェック 

７／２０ 

（火） 

早朝 過去問（雇用法 5年分） テキスト：教育訓練給付  

通勤 1･2･3（雇用法）  

朝 過去問（徴収法 5年分）  

昼 過去問（健保法 5年分）  

帰宅 1･2･3（健保法）  

晩 100、1･2･3、ノート（雇用法・徴収法・健保法）  

立てた予定は睡眠時間を削ってでもその日にこなし、やり残しは絶対にしない。可能であれば

前倒しでやっていく。たった 5 分でもこの時期には貴重な時間でした。5 分もあれば過去問 2

問は解けます。これによって残された時間を有効に使うことができたと思います。 

③100の法則と 1･2･3の繰り返し 

この時期には 100 の法則を何度も何度も解いて内容を叩き込むと同時に、1･2･3 とノートの理

解したところをどんどん塗りつぶしていき、残ったところを徹底的に繰り返しました。1･2･3
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には改正法も労働経済も入っていますので、他のテキスト類は基本的には不要でした（どうし

ても躓くときだけメインテキストに戻りました）。これ以外に見たのは改正法対策講座・白書対

策講座のテキストに付いていた問題くらいです。最終的に 100 の法則は 23周、1･2･3は 16周

させました。ちなみに、100 の法則と 1･2･3 については、机の前の窓に紙を 1 枚貼り、正の字

を書いて何周させたか記録していました。選択式のノートの量とあわせて、「こんなにやったん

だから」と自信と安心に繋がりました。 

④まとめの講義の聞き直し 

 勉強時間が 1日 4時間の水曜日は、本論のまとめの講座を録音したものを 2倍速で聞き、基

本事項の再確認をしました。メインテキストを 1冊ザーッと読み直すにはこれが一番早かった

です。チマチマ読んでいても時間がかかる上に、あまり頭に入ってこず、枝葉のようなところ

まで気になってしまいました。どこを押さえなければならないのか、このまとめの講義を聞き

直せば一発でした。これまでいっぱい勉強してきました。だから、本論期には何となく理解し

ていたことが、「あっ、そういうことだったんだ！」と改めて理解が深まるときもありました。

「そういえば過去問ではこんな聞き方してきていたなぁ」と思えれば、過去問もだいぶん解い

たもんだと感じました。山下先生からは、本当にいろんな武器を頂いたと思います。 

 

＜本試験１週間前＞ 1日 8時間（有休を使いました）  

 もうジタバタしてもどうしようもない時期です。最後のまとめにかかり、「点数をもぎ取る」

（by山下先生）ための勉強に切り替えました。1･2･3 やノートの塗りつぶせなかったところは

すべて捨て（より正確には「諦めて」ですが）、塗りつぶしたところだけを見直す。数字のまと

め、用語のまとめのレジュメをフル活用し、抜けがないかの最終確認に努めました。抜けがあ

ればすぐに埋め直す。新しいことは一切覚えようとせず、これまで勉強してきたことのうち、

分かっている部分だけを完璧にする。山下式「100のあやふやな知識よりも 50の確実な知識」

大作戦です。まさにこの 1年間の集大成でした。最後の講義終了後、山下先生に 1･2･3の表紙

に「合格を取る!!基本に戻る!!」とサイン付きで書いて頂きました。最後の最後はこれに尽き

ると思います。本試験前日の夕飯はもちろん縁起担ぎのトンカツ、当日の朝食はカツサンドで

す。 

 

＜ちょっと雑談①（山下塾にはつきものなので）＞ 

 ガツガツ勉強しているように見えるかもしれませんが、息抜きも大事です。各時期の勉強時

間を見て頂くと分かりますが、本試験 1 週間前までは、水曜日についてはあまり勉強していま

せん。サラリーマンですから付き合いもあります。たまにはテレビも見たいです。他の日はテ

レビをつけることもなく、勉強に集中しました。もちろん他の日があまり勉強できないときは

水曜日を勉強時間に充てました。水曜日以外の勉強日も、ぶっ通しで勉強なんてしていません。

細切れの時間の勉強もありますし、音楽を聴いたり、散歩してみたり、お菓子を食べたり、途

中で息抜きをしながら勉強しました。癒し系の音楽を聴くとリラックスできます。何でもいい

と思います。自分の勉強しやすい環境を作って勉強していました。 

 あと、本試験 1週間前は有休を使いました。去年の経験もあったので、この時期は神経がピ

リピリし、不安になることが分かっていました。「もう少し時間があれば安衛法も…」とか思い

ます。こんな状態なので、勉強時間にロスが出てきます。だから私は、これまで以上に自宅を

リラックスして勉強できる環境となるよう整えました。電気代節約のために封印していたエア

コンを解禁しガンガン部屋を冷やし、音楽は常にかけっぱなし。誰がどうみても糖尿病で病院

直行のような生活ですが（これは健康保険の保険給付ですね。故意に給付事由を発生させたこ

とになるんでしょうか？もしそうなら不支給ですね。）、これが本試験 1週間前の私の究極の勉
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強環境です。「本試験前に何やってるんだ！」「逆に勉強できないだろう！」「自習室に行けよ！」

と思われるかもしれませんが、ちゃんと見張り役がいました。私の自宅と会社のパソコンの壁

紙は実は山下先生なんです。LEC のホームページにあったので。「いつも見てるよ！勉強しろ

よ！」とのコメントがあります。ふと目を上げれば目が合います。そのたびに「やらなきゃ」

と思いました。 

 

■本試験当日～不安と消沈と脱力～ 

 試験場に持ち込んだテキスト類は 1･2･3とノートだけです。試験開始直前まで雇用法・労一・

厚年法に絞って見直しをしていました。クーラーの直撃はありませんでしたが、5 人掛けの席

の真ん中だったので、あまりウロチョロしづらく、山下先生から頂いた「試験中にトイレに行

って顔を洗いなさい」というアドバイスは出来ずじまいでした。選択式の問題を開いたとたん

目が点になりました。私は選択式も択一式も、労基法から順番に解くクセがあったので、労基

法を見て「なんだこの判例は？」。パニックです。安衛法・労災法・雇用法はすんなり解けまし

たが、労一で「むむっ」、社一で「知らないよ～」、健保法・厚年法は問題なく通過、そして最

後の国年法。「……ダメだこりゃ」。模試のときのように時間配分もうまくいかず、一通り解く

だけでかなりの時間を使い、見直す時間がほとんどありませんでした。選択式が終わった時点

で、今年の合格を半ば諦めていました。労基法・安衛法、労一、社一、国年法で不安が限界点

まで達していましたので。もう帰りたいとも思いました。 

この選択式不出来の影響は、午後の択一式にもかなり引きずりました。反面、開き直っていた

部分もありました。だから山下先生のアドバイス通り、分からない問題には躊躇することなく

「しらん」と書き、基本的には答えではないとして無視できました。あとで検証してみると、

ほとんどは 1･2･3にも載っていない上、いらない問題ばかりでした。「しらん」と書いた選択肢

を、無視して考えてみると、ずいぶん問題が基本的事項を問うているように見え、気持ち的に

も楽になりました（労働経済ですべての選択肢に「しらん」と書いたときは……でしたが）。 

今年の択一式は出題ミスも多く、いくら考えても答えの分からない問題もあり（結果的にそれ

は「解なし」でした）、試験終了後は不安が限界点を突破し、報告に行く気力もなく、誰とも連

絡を取ることもなく、ため息ばかりつきながら、自宅に帰るなりベッドにバタンでした。本当

に辛かったです。「もう 1年だな」と思いながら、とにかく何もしたくありませんでした。あっ

たのは脱力感だけです。それでも深夜 2時頃、恐る恐る解答速報をみて自己採点をしてみると、

択一式は十分すぎるくらい得点しており、全科目 4点以上、選択式も社一、国年法が 2点だっ

た他はすべて 3 点以上得点しており、総得点もギリギリ大丈夫かと思えるものでした。こうし

て選択式の救済待ち状態になりました。少しは落ち着きましたが、これはこれで本当に不安、

不安、不安……でした。 

 

■～不安の解消～ 
そんなこともあって、本試験の翌日、山下先生に結果を報告に行きました。「選択式の国年、厚

年、社一は救済が入ると思います」とおっしゃって頂き、また当日いらっしゃったクラスの方

とも話をしていると気持ち的に楽になりました。でも次の日からどうしたらいいのか分からず、

勉強する気も起こらず、ただ脱力感に包まれていました。本試験大分析会に参加しても、社一

の選択式に救済が入るかは微妙な感じでしたので、不安も徐々に蘇ってきました。2 週間ほど

して、ホームページに山下クラスの資格説明会の動画が載り、山下先生のお話を聞いて、とり

あえずもう一度水道橋に通う決意をしました。ウジウジしていてもしょうがないですから。開

講日前日の説明会に参加し、即申し込みをしました。そしてその翌日から勉強の生活が始まり

ました。気持ち的に本当に落ち着きました。合格・不合格のどちらに転んでも万全の状態にな
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ったわけですから。新しい仲間もでき、周りの方に励まされながら、合格発表日まで過ごしま

した。先生からもずいぶん励ましの言葉を頂きました。感謝、感謝です。 

この間も、1日 2～4時間は勉強時間に充てました。別メニューを立て、徹底的につぶしました。

今年の課題は、雇用継続給付（雇用法）、全国健康保険協会・健康保険組合関係（健保法）、保

険料・改定・日本年金機構（国年法・厚年法）、60歳台前半の老齢厚生年金（厚年法）、確定給

付企業年金法・確定拠出年金法（社一）です。これらは過去問、1･2･3 をベースにしながら合

格発表日までにすべてつぶしました。その傍ら、去年山下先生から頂いたレジュメと LECの過

去問集を全科目回し、もう一度基礎を固めようとしました。こちらは、合格発表日までに雇用

法と徴収法以外は片付けました。現段階で分かっている改正法もキッチリ押さえました。もち

ろん講義の復習も怠らずに、です。宿題もちゃんとやりました。レジュメで頂いた判例や労働

経済ももちろん読みました。ノートも今年の本試験や改正法・判例を付け加えるなど手直しし

ました。決して手を抜くことなく、初心にかえり、やれる範囲のことはすべてやってきたつも

りです。すべては合格発表日に万が一のことがあったときのためです。 

 

■合格発表を控えて～不安から喜びへ～ 

合格発表 1 週間前は、最後の縁起担ぎでカツばっかり食べていました。試験が終わってから縁

起を担いでも仕方がないのかもしれませんが、トンカツ、カツカレー、カツ丼……発表日当日

の朝食は本試験当日と同じカツサンドにしました。まさにメタボのフルコースです（高齢者医

療確保法にメタボ対策として特定健康診査ってありましたね）。合格発表日は、9 時 25 分くら

いから会社のパソコンの前で試験センターのホームページを何度も更新して凝視していました。

あとで会社の方から聞いたのですが、相当ピリピリしているように見えたそうです。そして 9

時 30分。試験結果が掲載されました。自分の番号があったときは本当に嬉しかったです。と同

時に、更新されて自分の番号が消されていないかが不安で、その後も 3度ほど確認しました。

疑心暗鬼になっていた部分もあります。幸い取り消されることはありませんでした。もちろん

当日中に山下先生にご報告に伺いました。 

 

■合格発表後から社労士登録、卒業へ～仲間との喜び合い～ 

合格発表から 2日後、いつもの時間通りにクラスには出ました。これまで一緒に戦ってきた方、

新たな仲間の方、その他いろんな方から祝って頂きました。友人や会社の方にも祝って頂きま

したが、やはり仲間に祝って頂けたことが一番嬉しく思います。 

講義終了後には合格祝賀会に参加しました。山下クラスの方ももちろんいらっしゃいました。

顔は知っていてもこれまで話したことのない方とも合格の喜びを分かち合うことが出来ました。

やっぱり山下クラスはみんな仲間なんだと改めて思いました。連絡先や名刺の交換もしました。

今後もお付き合いが続くと思います。合格発表日の翌日、合格証書が届き、さらに 4 日後、連

合会から登録申請書等の書類一式が届きました。届くとすぐに東京都社労士会に連絡して、入

会関係の書類を送って頂き、入会手続きの予約をしました（郵便屋さんは 3 回来たんですね。

山下先生が似たような話を徴収法の雑談でされていますよね）。登録・入会手続きの受付を済ま

せ、そして 12月 1日、晴れて社労士として新たなスタートラインに立つことができました。思

えば 1 年目の失敗を反面教師としつつ、社労士になるべく通い始めた山下クラスを、社労士と

して卒業できることに強い喜びを感じています。合格後も返還金制度の申請期限ギリギリまで

塾には通い続けました。山下先生に「おいでよ」と言って頂いたこともありますが、今年の講

義は去年以上に中身の濃い講義ですので、今後の私自身のために受けたかったということもあ

ります。特に大嫌いな徴収法をもう一度受けたかったので。おかげさまで徴収法まではバッチ

リです。山下先生並びに周りの皆さんには最後まで本当にお世話になりました。 
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■皆さんへのアドバイス 

 私は救済で合格した身ですので、決して偉そうなことを言える立場ではありません。それを

充分承知の上で、今の私が皆さんにできるアドバイスをさせて頂きます。少し生意気言います

がご容赦下さい。 

山下塾の方であれば、合格・不合格は紙一重だと思います。この紙の手前までは皆さん来るこ

とができるはずです。最後にこの紙を破れるかが勝負なのだと思います。あることを成し遂げ

るには最初は簡単でも、最後になればなるほど難しくなる、最後の一押しが極めて難しいとい

うことです。「私は努力しているはずだ」と思われている方は、もっと努力してみて下さい。時

間がないという方は、何とか時間を捻出して下さい。先ほどの山下先生の名言（迷言？）です

が、「最後の一押し」ができれば、きっとこの紙は破れます。過去問、100の法則、1･2･3……。

武器はたくさんお持ちのはずです。山下先生のご指導通り勉強を進めるとともに、「できること

は何でもやるんだ！」という強い意志を持って下さい。初めに「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」

作戦なんて書きましたが、「よい子は絶対に真似しないで下さい」です。こんな作戦で合格でき

るほど本試験は甘くないことは言うまでもありません。どんなに努力していても、どんなに時

間をかけても、50回過去問を解いても、100回講義を聞いても、500回 100の法則を回しても、

1000回 1･2･3を読んでも、それが間違った勉強方法であれば、合格の的を射抜くことは、流れ

弾が当たりでもしない限り極めて困難だと思います（労災法で昼休みにキャッチボールをして

いたら流れ弾が当たって～～って話がありましたね。業務上の災害と認められていましたっ

け？）。まずは、過去問、100の法則、1･2･3 を繰り返して皆さんが射抜くべき合格の的がどこ

にあるのかしっかり見つめて下さい。 

初学者の方で 100の法則と 1･2･3を持たれていない方は、山下先生が講義中に「点数です」「答

えです」とおっしゃったところをしっかり意識して下さい。もしくは、お近くの席にいらっし

ゃる再受講生の方に一度見せてもらうのもいいと思います。お借りすることができればベスト

ですが。本論の終わった科目であれば読めると思います。この先、何をしなければいけないの

かが分かれば、そこに至るための勉強ができます。あとは山下先生のおっしゃる通りに力強い

鉄砲を撃って下さい。きっと合格の的を射抜けるはずです。そして、不吉なことを書きますが、

万が一私のように救済待ちの状態になれば、迷わず山下クラスに戻りましょう。ウジウジして

いてもしょうがありません。私も本当に不安で不安でどうしようもなかったです。そんな状態

で独学はできません。かといって合格発表日までボーッと待っているわけにもいきません。試

験が終わった以上、顔を上げて前を向いて歩きましょう。薬屋さん、水道屋さん、某監督署の

係官、「カニさん歩き」、「ドドンパ」、「よいコッコ～、寒いコッコ～、ハイコッコ～」、……。

もう一度「山下劇場」を見ましょう。再受講生の方はどれも覚えているのではないでしょうか。

「また言ってるよ」、「その話知ってるよ」なんて言わない。絶対に無駄になることはありませ

んから。 

 

＜初学者の皆さんへ＞ 

 宿題ちゃんとされていますか？「このくらいしたって…」なんて思わないで下さい。宿題の

箇所は部屋に貼り付けるなり、コピーしてファイルにまとめるなりして、しっかりとこなして

下さい。私の部屋にもいっぱい貼り付けました（独り者なので誰にも迷惑がかかりませんから）。

一番嫌いなものはトイレに貼りましょう。嫌でも毎朝目にします。ちなみに私の部屋のトイレ

には、雇用保険の保険給付の体系図と、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の階段状の

あの嫌な図を未だに記念として貼ってあります。これらは直前期に必ず効いてきます。 

溜め込み、やり残しだけは禁物です。今やれることは今やってください。時間は有限です。今

しかないんです。直前期はやることがいっぱいありますから、手が回りません。言葉の意味が
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分からなければ調べましょう。普通の国語辞典で充分です。「許可」「認可」「認定」「承認」。こ

の違いもう大丈夫ですか？「みなす」と「推定する」はどうですか？「指示」「指導」「命令」

「勧告」「勧奨」は？「もうやめて～」と思われるかもしれませんが、こんなことも選択式対策

の 1つです。過去問もどんどん解きましょう。「私、初学者なんですけど…」、「今の力じゃ…」、

「時間がありません」。これは絶対禁句です。たとえ、労働基準監督署長の許可を受けても、労

働政策審議会の議を経ても、社会保険審査官に審査請求をしても、裁判所に処分取消しの訴え

を申し立てても、山下先生が許さない限り禁句です！ 

山下先生がよくおっしゃっていますが、皆さんの相手は初学者ではないんです。ウン万人もい

る再受験生です。この人たちに目線を合わせて頑張って下さい。山下クラスで勉強していれば

大丈夫です。再受講生がいっぱいですから。合格に必要な武器も山下先生から頂いています。

市販の教材なんか不要です。与えられたものだけを徹底的に使いこなして下さい。そして、「相

手の投げてくる球」を見て下さい。過去問を解いていると自分の苦手なところも見えてきます。

そこは徹底的につぶして下さい。知っていることを知っているとし、知らないことは知らない

と認める。これが本当に知っているということです。時間がなくても、何とか捻出して下さい。

講義の日の朝はなるべく早くクラスに行きましょう。早く行けばその分が勉強時間に充てられ

ます。朝早くに塾に行くことで私は講義時間以外に日曜日に 3時間の勉強時間を確保していま

した。再受講生もいっぱい来ています。質問するのもいいと思います。教室の前の方の席に座

られている方たちは本当に朝早いです（私もその 1人ですが）。みんな廊下に座り込んで勉強し

ています。テキストを読んだり、過去問を解いたり、選択式対策をしたり、宿題をしたり…。

カップ麺とメロンパンを一緒に食べる変わった人もいます。そのうち慣れてきます。もはや山

下クラスの名物となる光景ですから。 

科目が進むにつれ、徐々に不安になってきます。分からないこともいっぱい出てきます。労基

法は判例と通達の壁があります。安衛法は「宇宙人」「スワヒリ語」（by山下先生）です。労災

法は細かいところまで講義がありました（再受講生も苦戦されています）。雇用法は用語の洪水

と数字の嵐です。徴収法は数字の固まりです。健保法は全国健康保険協会・健康保険組合・保

険医療機関あたりの嫌なところが出ます。国年法・厚年法は「もうやめて～」の世界です。一

般常識は「いっぱい非常識」（by山下先生）です。 

科目横断すると似たような話も出てきます。変な過去問にも出会います。答練や模試で思うよ

うに結果が出ないこともあるかもしれません。特に社労士試験は科目ごとに基準点があるため、

苦手科目があると絶対的に不利になってしまいます。でも皆さんの周りには心強い再受講生が

たくさんいます。どんどん聞いてみて下さい。ためらったり、遠慮したりする必要はないと思

います。勉強にもなりますし、仲間もできます。「教えて下さい」と言って、「イヤだ」と言う

人なんていませんから。1 度きっかけを作れば、その後はどんどん聞けます。再受講生だって

かつては初学者です。だから初学者の皆さんの気持ちは分かるはずです。質問を受ければ、再

受講生にとっても勉強になります。初学者の皆さんは「再受講生をいじめてやる！」というく

らいの気持ちでちょうどいいと思います。私の周りにいらっしゃった初学者の皆さん、私以外

にも再受講生はたくさんいます。私の代わりと思ってこれからどんどんいじめましょう！ 

 

＜再受講生の皆さんへ＞ 

私自身 2 回目の受験ですので、辛さ、悔しさは分かります。1 点差で涙をのまれた方も多かっ

たことも分かっています。本当に合格・不合格は紙一重なのだと思います。でも、もう一度頑

張ると決めた以上、頑張りましょう。頑張るしかありません。なぜこの試験を受けるのか、原

点を忘れないで下さい。今年の本試験をもう一度分析してみて下さい。山下先生から頂いたレ

ジュメや過去問集と比べてみて下さい。けっこう過去問で類似のものが出ています。1･2･3 に
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は合格に必要な情報がビッシリ掲載されています。本試験終了後、山下先生のご依頼もあり、

1･2･3の検証をしてみました。択一式について言えば、全 350肢中、224肢が 1･2･3の掲載内容

です（出題率 64%）。答えの肢についてだけ見ると、解なしの 3問を除く 67肢中、48肢が 1･2･

3の掲載内容です（同 71%）。1･2･3の内容を完全にマスターすれば、解なしの 3問と合わせて、

択一式では 51点前後取れたのではないかと思います。 

もう武器は持たれています。勉強方法もご存じのはずです。あとは皆さんがどう使いこなすか

だと思います。自分の足りないところはどこだったのか見直し、別メニューをこなして下さい。

法改正もけっこうあります。一度メインテキストをチェックしてみて下さい。そして、来年の

試験で必ず、絶対、何が何でも花を咲かせて下さい！ 

 

＜山下クラスの掟＞ 

 これまで思いついたことをいろいろ書きました。最後にまとめます。私なりの山下塾の掟 10

箇条です。 

①過去問は解いて解いて解きまくれ！ 

…「相手の投げてくる球」をしっかり見る。目を瞑らない。最低 3周。苦手科目は 10周。 

②選択式は書いて書いて書きまくれ！ペンだこが勲章だ！ 

…最低ノート 3冊。書けば「自信」と「安心」につながる。本試験当日はこの 2つが必要。 

③宿題は貼って貼って貼りまくれ！苦手なものはトイレだ！ 

…毎週キッチリとこなす。飽きても見続ける。ため込み、やり残しは絶対ダメ。 

④「初学者だから」、「時間がない」は禁句！試験に勝つにはまず自分に勝て！ 

…言い訳は誰でもできる。言い訳する時間こそ無駄。その時間に過去問 1問解ける。 

⑤時間がなくても時間は作れ！忙しいのはみんな同じだ！ 

…たとえ 5分でも捻出すれば過去問が解ける。講義の日はなるべく早く LECへ。 

⑥100の法則と 1･2･3は徹底的に使え！使った分だけ合格に近づく！ 

…ともに最低 10周。合格のエキスはすべてここにある。最後はこれに賭ける。  

⑦「点数 8割主義」でいい！完璧主義は 10年越しの合格だ！ 

…完璧でなくていい。「ゴミ」は無視。押さえるポイントは 100の法則と 1･2･3にある。 

⑧「100のあやふやな知識より 50の確実な知識」で勝負しろ！知らんもんは知らん！ 

…本試験は知っている知識で勝負する。知らないものは「しらん」と書く。答えではない。 

⑨「山下劇場」にも答えはある！寝ている場合ではない！ 

…雑談や冗談も講義。本試験にも出る。しっかり聞く。答えはいたるところにある。 

⑩多くの仲間を作れ！三人寄れば文殊の知恵！ 

…分からなければ聞く。同じ勉強するなら楽しんでやる。みんな仲間。合格後も仲間。 

 

■おわりに 
以上、思うままに書きました。ところどころ講義っぽいネタも書きました。「ん？」と思われた

方はメインテキストに戻ってみて下さい。精神論のようなことも書きました。雑談も書いてし

まいました。山下先生の教え子なので大目に見て下さい。ちゃんと「まとめ」も入れましたの

で。この合格体験記の 1行だけでも何かの参考になれば幸いに思います。まだまだ先は長いで

す。体調はしっかり管理して下さい。体を壊しては勉強どころではありません。辛いこと、悩

むこと、投げ出したくなることもあると思います。大変な道のりであることは私もよくわかっ

ています。普段の積み重ねが大切だと思います。もし皆さんが合格後の姿を想像しているなら

ば、合格は絶対に実現できるはずです。大事に育てた種は必ず芽を出し、きれいな花を咲かせ

ます。決して「高嶺の花」ではありません。皆さんのすぐ手の届くところにあるはずです。あ
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とは皆さんの努力でその花を手に入れて下さい。「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」なんて考えて

はダメですよ。それでは、一足先に卒業させて頂きます。来年は社労士としての皆さんとお会

いできることを心から楽しみに待っています。必ず合格を「もぎ取って」下さい！応援してい

ます！頑張って下さい！ 
 


