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1.受験アドバイス 

■初学者 

もう 11 月も終わりですね。雇用保険を学ぶ段階に入り、用語と数字の洪水にあっていると

思います。 

栃木から通っている頑張り屋さん。過去問の解き方講座も「？」の状態でしょう。9 月の前

から基礎編で勉強していた皆さん。いよいよ本格的な講義になってきました。 

合格への道は私が作ります。現在の課題である数字のまとめ等、しっかり講義の復習を進め

てください。まずは全体構図と用語への慣れです。 

なにかあったら私に相談してください。ガイダンスや初回の講義でもお話ししましたが、こ

の試験は簡単には合格できません。しかし、私についてきてください。 

今年も初級受講生の数名が 1回で合格しています。聞くもの見るものが初めての言葉のオン

パレ－ド。戸惑うのは当たり前。そこを乗り越えると受験生の顔に変わります。本当に。 

 

■再受講生 

山下クラスも講義花盛りです。クラスの人数が増えました。平日夜のクラスと土曜日クラス

の 2本ですが、講義スタイルやクラスの雰囲気には慣れましたか？ 

労働基準法や労働安全衛生法等、大きな法律改正がありました。働き方改革の改正箇所は 4

科目が連動するため、全体像を把握することが難しいです。 

今、日本全国が大きく変わろうとしています。いよいよ労務管理の時代です。皆さんは「最

先端」の知識を勉強しています。来年以降は社会保険の改正等が検討されています。時代は

変化します。そこには今勉強している知識が大きく生きます。 

立派な合格者になるためには、今はひたすら過去問とテキストを比べ、問題を解く、これの

繰り返しです。 

過去問解き方講座は期待していてください。山下式の独特な過去問の統計を基本とした講座

です。 

茨城から 2時間かけて参加されている方。あなたの努力は必ず報われます。 
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2.勉強時間の確保 

■初学者 

さて、1日の勉強時間は何時間ですか？予習、復習や問題を解く時間を考えると、初学者の

1日の目標は 3時間です。最低 2時間は確保してください。仕事の関係等でなかなか時間が

取れない場合は工夫が必要です。朝 3本電車を早くする、仕事帰りに自習室で勉強する等、

生活パタ－ンを変えなければなりません。一度この時期に土曜日を 1日使い 10時間の学習

にチャレンジしてみてください。10 時間やるとへとへとです。日々の細切れの時間を大切

にしましょう。毎日習慣で過去問が解ければまずは受験生の形が生まれます。 

 

■再受講生 

再受験の強みを出しましょう。7月 8月の直前期の勉強時間は戦いの最前線。凄かったと思

います。多分土日は 7～8時間、平日でも 4時間はやっていたでしょう。11月の今はまだそ

の段階ではありませんが、徐々に勉強時間を確保していきましょう。 

既に体験されたように、直前期の各科目のまとめ作業で試験は決まります。今やるべきこ

とを行わないと、暗記の洪水がやってきます。ひたすら講義でお話ししている「作業」を

行ってください。 

今年の課題は数字の確認とスケジュ－ル管理です。昨年の反省を踏まえて立ててください。 

 

■勉強時間 

学習環境 → 自宅 → 喫茶店 → １番はどこでもやる 

① 自宅学習      テレビは最大の敵です。最小限に。 

② 図書館等公共機関   勉強場所 

③ 喫茶店       朝の学習にはぴったり 

④ 自習室       皆が勉強のため、やる気倍増 

 

合格者が 100 人いれば 100 通りの合格方法があります。勉強時間も様々です。ある人は 1

日 2 時間集中と決め、直前期でも 1 日 3 時間で合格した方もいます。ただ、一般的な合格

体験記を見ると、合格者の多くは 1年で 1000時間は勉強していたようです。当然 500時間

の合格者も居ますが、目安は 1000時間にして下さい。ですが、時間数で合格するわけでは

ありません。机に向かい勉強するのが勉強時間ではありません。電車の中や公園、歩きな

がらでも勉強できます。 

短時間(5～10 分)の細切れでも構いません。とにかく毎日必ず勉強する。「勉強する習慣を

身に付ける」。これが受験生です。毎日勉強する事がそんなに苦にならなくなってきますし、

逆に勉強しないと気持悪いと感じたら体のリズムが出来上がります。勉強慣れしてくると、

2時間程度の勉強は、そんなに苦にはなりません。 
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★仕事と勉強の両立 

勤務者は会社で仕事をしなければなりません。残業や送別会等、お付き合いもあります。

勤務者が確保できる勉強時間は「24 時間－（労働時間＋付き合い＋生活に必要な時間（睡

眠、食事、洗濯、犬の散歩等）」です（この計算は人それぞれの抱える事情でかなり違って

きます）。 

例えば労働時間が残業を入れて 10時間、睡眠 7時間、食事等 2時間であれば、一日に 5時

間勉強できることになります。 

勉強時間確保のポイントは、自分が 1 日または１週間で、どれくらい勉強時間が取れるか

をしっかり把握することです。そこから逆算して、週、月、年間の勉強時間確保のスケジ

ュ－ルを立ててください。空き時間を上手く利用するのも効果的です。音声を 15分聞くだ

けでも結構です。トイレや駅の待ち時間にはテキストを読んで暗記ものをやり、会社帰り

に飲食店でまとめる等、工夫が必要です。家族との時間、友人に勉強していることを公言

しましょう。周りの人が応援してくれると励みになります。  

 

①帰り道・・・頭の中を整理しながら歩く 

講義終了後や通勤帰りの道で知識の定着を図るべく、頭の中を整理しながら歩きましょう。

今日学習した内容を頭に思い浮かべて歩くことでも勉強時間になり得ます。こういう毎日

の何気ない時間を有効活用することはとても重要です。 

ただし、くれぐれも自動車等には気をつけましょう（笑）。 

②友人家族に公言・・・受験を意識したら行動パタ－ンをかえろ 

受験を決意したら、会社の同僚や上司に話しますか？社会人受験生の大半がＮＯと答えま

す。理由は、「合格できなかったら恥ずかしい」とか、「個人的な事など」です。 

会社に伝えなくてもいいですが、家族友人には公言することをお勧めします。公言するこ

とで、「絶対受からなければならない」という状況に追い込む事ができます。昔、会社員の

Ｂ子さんは、試験勉強のため仕事仲間とのアフタ－5をある日突然絶ちました。すると同僚

や上司が「何かあったんですか」と心配して来たそうです。事情を説明すると、周りの人

が応援団に変わったそうです。「能ある鷹は・・」で後でみんなを驚かせるのも良いですが、

事前に公言することで自分の受験決意や意識を高め、友人とのお付き合いをコントロ－ル

するというのも手です。 

 

3.日本語は難しい 

■選択式・択一の文章の読み方 

「選択式の力をつけるためにはどうすればいいのですか」という質問をよく受けます。答えるの

に考え込んでしまいます。択一式の問題であれ、選択式の問題であれ、全ては文章の読み方から

始まるわけです。正確に文章を読まないと、解ける問題も解けない。通常の法令用語や数字であ
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れば、暗記さえできていれば解けます。しかし、選択式で問われる内容には国語の力が要求され

ます。国語力ですか？私たちは日本人ですから小学校に入る前から日本語を使っています。山下

は今までに、日本語お上手ですねと 2 回言われたことがあります。皆さんは大人になるまで数

多くの本を読んで、自然に読解力を養っています。ですが、中学・高校の国語の試験で毎回 100

点満点の成績を取った方は少ないと思います。 

私なんかは 100点という記憶がありません。まったく。 

 

■日本語と法律用語は異なる 

「超～」「まじ」等の言葉が一時流行しました。私は使用したことはありません。一部の人が使

う日本語ですが、国語とは違うものでしょう。国語と日本語が同じであれば、日本語を使い続け

た 100歳の方は国語の試験は 100点のはずです。ところが現実はそうではない。「だれでもでき

る日本語」ならば、わざわざ本試験では出題しない。試験で問われる内容は法律用語です。繰り

返します。法律用語です。 

本試験は、受験生がどのくらい論理的に筋道立てた思考ができるかを見ています。特に選択式は

その力が要求されます。 

そこで、勉強を進める上で「国語」と日常の「日本語」は似て非なるもの、法律用語と日本語も

異なるものと考えてください。条文を読むときには日本語の延長として捉えず、一から条文を組

み立てて学び直そうという姿勢で学習を進めてください。 

 

■読解力 

大人の日本人の皆さんに向けた、国語専門の学習塾はありません。そこで多くの受験生が悩みま

す。山下は国語の教師ではありませんが、一緒に考えましょう。 

まずは文章を繰り返し読むことです。国語の力は 1 週間や 2 週間で成果はでません。難しい文

章は横に置いて、最初のうちは簡単な選択式や読みやすい文章から入り、読む力を鍛えます。そ

して、法律的な思考回路を作ります。模試や本試験の問題は、受験生の実力を見るために、時間

をかけて作成されています。そのため、理詰めで考えて合格点を確保します。過去問は受験勉強

を始めたときから、勉強の中心の教材として使いましょう。私は過去問を大事にします。 

注意 

問題という形式を見ると、すぐに解こうとする人がいます。ですが、解く前に 3 回読んでくだ

さい。試験は簡単に解ける内容を加工されて難問にしてあります。 

 

■読み飛ばしや勘違いでの失点 

問題文を読むスピードは早いが、重要な箇所を飛ばしてしまっているため点数が伸びない。 

時間をかけて考えればできるのに、試験ではできない。 

さまざまな受験生から質問を受けています。本試験では解答する時間に制限があります。自宅や

教室で解ける問題も、本試験では解けない。 
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なにが原因なのでしょうか？練習不足です。読むための基礎的読解力が不足しています。読解力

は読書量に比例します。読む勉強をするときの最も手っ取り早い教材は過去問題集です。とにか

く数をこなして読み込む練習が必要です。 

問題を解くときに文章をしっかり読んでいますか？すぐに解答を求めていませんか？答えはど

こだ？なにが間違えている？練習問題を解くときには鉛筆で一字一字押さえながら読むくらい

やってください。 

 

■自己流の解釈 

自分なりに判断し、自己流の解釈をする。実は本試験ではありえない問題に納得するものなんで

す。世間一般の感覚や常識が知識の邪魔をします。これはまさに作門者の思う壺に入っています。

条文は国会で定めた国民共通のル－ルです。そのため、全てのことが記載されていません。また、

私達が勉強している科目は特別法です。そして、条文に記載されていないことは関係ない事項で

す。 

自己流の方は問題文の前後の文章から答えを探すのではなく、自分の体験から類推して答えてし

まうのです。選択式の難問も、答えは設問で指示されている部分の前後 5 行ぐらいの中にある

ことがほとんどです。易しい問題では前の 5 行の中に、やや難しい問題では後の 5 行の中に答

えが隠されています。もしそれ以外のところに答えが隠されているようならば、それは悪問です。

できなくても仕方がないと考えておくとよいでしょう。48 点あれば択一は合格です。選択式は

「答えは文中にある」。それだけで解答力は大きく伸びます。自分の知らない難しい言葉がある

と、それを正解に選んでしまうというケースもあります。 

 

■過去問解き方講座 

過去問解き方講座では問題は解きません。条文の番号を意識して過去問を単元ごとにまとめます。

試験では末尾の「できる」のか、「できない」のかで点数になりますが、日本語文の構成では「主

語」と「述語」がポイントです。挿入句は（ ）で括って後回しです。最初は文末を読み、次に

文頭から丁寧に最後まで読みます。等々、まさに問題の解き方をお話しします。 
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4.合格体験記 

2007（平成 19）年合格（受験回数：2回） Ｎ.Ｔ. 

 

1．苦労した体験 

1年目は、各科目のつながりや法律の体系などあまり理解しないまま全部覚えるという意気

込みで、やみくもに暗記の勢いだけに頼って受験していたような気がします。しかし、2年

目には頭の中で、各法律の成り立ちや全体のストーリー（特に年金など）の整理ができた

ことによって、重点的に覚えるべきところと、Cランクのように後回しにする若しくは “捨

ててもよい”ところとのメリハリをつけて勉強することができました。 

例えば、文章が短い問題から始める、確実な答えが分かったらそれ以降の選択肢は読まな

くてもよい、見たことない肢は答えじゃない・・・など、山下先生の教えて下さる解き方

は、正直言うと最初は信じてよいのか不安で疑心暗鬼だったのですが（先生、スミマセン）、

問題を解いて正解を導くことが目的であり試験合格が最終目標である、ということを考え

ると、そういう正に受験のための対策が、一番効率的な近道であることに遅まきながら 2

年目に入ってやっと気づきました。 

 

2.勉強の仕方 

仕事と睡眠時間以外は勉強時間に充てられるというありがたい環境ではありましたが、ま

とまった時間は休日以外にはなかなかとれず、通勤時間や昼休みなどの細切れの時間を使

って 1 問でも多く問題を解くことを心がけました。講義中心の前半と直前期とでは内容も

変わりますが、基本的な勉強方法は次の通りです。 

【講義の復習】講義中は、先生の雑談も色々テキストに書き込みました。雑談や冗談が幸

いして解答につながったこともあります。録音した講義は繰り返し聴きました。同じ話を

何度も聴いているのに、ある時目の前がパッと開けたように、あ、そういうことか！とい

う瞬間が訪れることがありました。それまでは耳を通過しているだけで理解していなかっ

たのだと思います。 

【平日の勉強時間】 

・朝（30分～1時間）：通勤途中のスタバで、過去問、答練、模試の問題。30分で 10問を

目標に。 

・昼休み（20～30分）：朝解いた問題を答え合わせ。時間があれば、過去問、答練の問題な

ど。 

・夜（2時間）：図書館や自習室で、昼休みの続き。 

一問一答は、週替わりで常に 3 科目ぐらいをバックに入れ、手に触ったものから始め、間

違えた問題には折り目をつけながら各科目を繰り返しました。過去問題集は切り離して、

年度ごとで科目ごとに分けて一問一答と同じようにまとめて持ち歩いていました。過去問
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にしても、答練の問題にしても、とにかく各科目を回しながら繰り返して、覚えたことが

沈澱しないように脳みそをかき回し続けることが大切です。同じ問題で分かっているはず

なのにちょっと時間をおくと間違えることもありますし、情けないことに間違える問題は

同じところで何度でもつまずきました。 

 

3．受験アドバイス 

自分に合う勉強方法は十人十色で、最初は皆さん手探りだと思います。アドバイスという

よりは、自分が体験したことや感じたことをお伝えすることで、そこからほんの少しでも、

これから合格を目指す皆さんの心に引っかかるようなヒントになればと思います。 

先生を始め、色々な方のお知恵を拝借して、自分のやり方で自信をもって突き進んでくだ

さい。私にとっては、山下塾のクラスメート（ライバルではなく、一緒に戦う同志）と、

それを導いて下さる山下先生に支えていただいたことが精神的な強みでした。特に、直前

期になると地道な自分との戦いになり、不安定な気持ちになったり、もう無理だ！と落ち

込んだり・・・。そんな時、「諦めたら終わり」という先生の言葉が頭の中を駆け巡り、ま

た、自習室で頑張っている仲間の姿を見ると、私も頑張らなきゃと勇気づけられるし、「お

はよう！」と笑顔で言葉を交わすだけで、お互いに励まし合う気持ちが通じる気がしまし

た。 

家族や友達、職場の仲間を味方につければ、きっと自分の応援団になってくれます。勉強

に集中するには周りの人たちの協力も不可欠なので、きちんと宣言しておけばお互いに気

持ち良く過ごせますし、言った以上は自分の決意表明にもなります。細かい話ですが、職

場の歓送迎会や忘年会・新年会など出席せざるを得ないような場合は、途中で一問一答を

手の中に忍ばせてトイレに行き、何問か解いてから戻るというようなこともしていました。

単なる気休めかもしれませんが、これは職場で合格された方の体験談を聞いて実践したこ

とです。試験は攻略できない相手ではないと思います。決して楽な道のりではありません

が、最後まで諦めず、周りに振り回されず、自分で納得のいくまで挑戦してください。 
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★今年の合格者から私に合格体験記が届いています。 

『合格体験記』 

2018年 11月 22日（木） 

女性 

山下先生、山下クラスの皆さん、そして新宿組の皆さんこんにちは。ｙ.w.です。皆さんと

一緒に勉強できたおかげで、平成最後の第 50 回試験で合格を勝ち取ることができました。

皆さんへの感謝の気持ちを込めて体験記を書かせていただきます。 

 

【私のこと】 

現在、建設会社の法務担当として、得意先与信管理や契約書作成、取引にかかる懸念事項

の相談、対応を行っています。社外では、難病 ALS患者の介護、後見人としての対応、異

業種交流会の参加や趣味の活動があります。LECには 10年間通いました。その間山下先生

の公私に渡る叱咤激励が力となったことは言うまでもありません。 

 

【合格を意識した瞬間】 

「合格できるかも」と意識した瞬間があります。それは第 49 回試験の択一式試験中です。

この内容は山下先生の授業を受けていればわかるレベルじゃないか。先生の話を聞いてい

れば受かる！…と。そんな気付きがあったので、合否発表前から次年度の勉強を始める、

と決めていました。それも「水道橋本校」で。水道橋本校の特に自習室は、他の予備校に

も自慢できるくらい配慮が満載です。室温設定から、電卓配慮、部屋の大きさなど。他校

では無いサービスのようです。恵まれている環境だから「あとは合格するだけ」ですよね。 

 

【ピンチは 3回】 

今年の本試験まで実はピンチが 3回ありました。 

（その 1）ALS患者の入所施設強制退去の対応 

（その 2）熱中症にかかってしまった 

（その 3）模擬試験の不振 

特に（その 3）模擬試験の不振は、再受講生が陥りやすい罠ですよね。山下先生の「模試に

振り回されるな」の言葉もあり、直前期は「1・2・3」「100 の法則」を中心に勉強しまし

たが、第 3 回目択一の伸び悩みにガッカリ。更に得意科目の労働基準法が基準点割れ。気

持ちが収まりません。即、山下先生のところへ「先生、第 3 回目なのに労基が…」と相談

に行くと先生は「過去問を見てみよう」と模擬試験の出題歴と突合して見せてくれました。

「どれだけ出ているの？」「模擬試験にこだわる必要ある？」「じゃあ、今やるべきことは？」。

相談して平常心に戻りました。模擬試験とはホドホドにお付き合いするのが良さそうです。 
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【私のモチベーション】 

私のモチベーションは「昨年の合格者座談会」を聞いた時の悔しさと、いつも勉強ばかり

している K さんへの羨む気持ちです。座談会というひな壇に合格者が並んで微笑んでいる

というショットは今でもはっきり覚えています。何を言っていたのかは思い出せませんが、

悔しさを振り払うように必死にメモを取った結果、出てきたワードは「1・2・3」「100 の

法則」。じゃあ合格者が言う通りやってみようじゃないか！と方針が決まりました。やる気

が起きない時は、あの「ひな壇」を思い出して「次はわたしよ！」と強く意識しました。 

また、K さんはいつも成績上位者。勉強量が半端ない。羨ましい。一番合格に近い…。と

嫉妬に近い思いになっていました。でも嫉妬するということは「それがほしい」ことの裏

返し。あえて隣の席に座ったのも、自分を鼓舞させるためでした。介護で疲れちゃった、

仕事が遅くまで続いた、なかなか勉強時間が取れない…なんて不合格の言い訳でしかあり

ません。言い訳を言えない環境を作るのに、K さんの「全部（授業を）受ける」も参考に

しました。ですから山下先生の授業は全て受けて、自分の不安は払拭できたと思って本試

験に臨みました。 

【教材活用法】 

山下クラスは通常テキストの他、直前授業（道場）を受講すると配布される「1・2・3」「100

の法則」など、段々テキストで溢れかえってきます。もらっただけでやった気になる…（苦

笑）その視点をちょっと変えるだけで、通常授業も直前期も同じパワーで勉強できます。「直

前期だから 12時間勉強しなきゃ！」では、逆に脳に疲れが溜まって、本試験の集中力に影

響が出ます。そこで私はこの方法で教材を活用しました。 

 

『用意するもの』 

・付箋（5センチ×5センチのメモができる目立つカラーのもの） 

 

『やり方』 

①山下先生の授業に出る（Web受講でも OK） 

②先生の発言の中の「今やるべきこと」が出てきたら、付箋にメモする（箇条書きで簡潔

に。目安は 3つ） 

③その授業のテキストの表紙にその書いた付箋を貼る 

④書き出した付箋の項目を課題として、次の授業までにやる 

⑤やったらそのタスクを消していく 

 

山下先生はテキスト内容の単なる説明というより「今やるべきこと」をいつもお話されて

います。授業を聞いてメモするだけですが、そのメモをテキストの表紙に貼り付けること

で、意識がそこに集中します。また「その付箋に書いてあることをこなす」習慣がつけば、

通常授業でも直前期でも気持ちが波立つことなく勉強が進められます。授業が「1・2・3」
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であっても「100 の法則」でも同じです。「山下先生は合格者を多く出しているから、言っ

たとおり素直にやってみよう」で私も合格出来ました。 


