
 1 

 

 

 

1.受験アドバイス 

★55歳の会 
土曜日は講義の後 55歳以上の会と称して受講生相互の親睦会を行いました。少々飲み過ぎの方

もいましたが、参加者も１１名と大いに盛り上がりました。私も楽しかったです。 

参加者の平均年齢は 60歳くらいでしょうか。皆さん世代が近いため共通の話題で盛り上がりま

した。これはとても大事なことです。参加者の方の今までの社会経験が新たな能力として必要

な時代です。これからは培ってきた知識や技能を「士業」として、社会に奉仕する立場になり

ます。 

2月も終わりに近くなりました。合格という目標に向かい、新しい自分の未来を作りましょう。

皆さんだったら必ずできます。 

私も、人生長くやっていると、ところどころで節目を感じます。学校の入学式や卒業式も節目

です。次に入社式、結婚式等と人生の変化が始まります。あっという間に 55 歳です。そして

60 歳です。まだ多くの企業が 60 歳で一旦定年を迎え、その後継続雇用に移ります。そして再

び第二の定年を迎えることになります。本当に人生の転機は何度も受けます。これらが実は「経

験」です。 

私自身は 60 歳になったとき、60 歳という実感がありませんでしたが、65歳のときに大きな節

目を迎えました。大学時代の友人等の再雇用が終わったことです。私自身は 55歳も 60歳も 65

歳も「社労士業」です。自分の体が元気であれば、楽しく皆さんのお役に立てる仕事を継続し

ていくつもりです。 

日曜日は合格クラスの皆さんと 3コマの長い時間共に国民年金を勉強しました。 

 

■合格クラス 

昨日の講義は国民年金 4回目、5回目、6回目と怒涛の 3回講義でした。若い方の中にも睡魔と

戦い、一時的に中には失神している方もいました。私ももう少しで「倒れる？？」ところです。 

国民年金の学習ポイントは、障害基礎年金と独自給付です。ある程度絞って復習してください。 

過去問を横に置いてテキストを見てください。めんどうな科目のように思えますが、実は得点

となる個所はある程度絞れます。仕組みの世界が年金です。何の話をしているのか、「内容」を

理解して過去問を解きましょう。これで出題の傾向を体験できます。あとはひたすら過去問に

合わせてテキストを読み込み、問題を解く。これが受験です。 

 

■再受講生 

私の授業に完全に慣れたと思います。「冗談」「前置」が大好きな講師です。 

24年前初めて講師を依頼されたとき、経験のない私は戸惑いました。先輩の先生に相談し、指

導を受けました。「難しいことを難しく講義するのはダメです」「難しいことを簡単にわかり易

く講義するのがプロです。」私はその指導に従い講義を続けています。法律は複雑な用語のオン

パレ－ドです。難解であることは間違いない。それを寸劇や冗談で皆さんの頭に残す講義をし

ています。 

もうすぐ 3 月です。参加されている皆さんは、今年の試験で決める方です。本気で挑んでいる

戦士です。そのパワーを共有しましょう。 

土曜クラスはいよいよ社会保険に入ります。 
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■通信 

皆さんに向かって講義をしている姿は伝わっていますね。一人で勉強しているのではありませ

ん。収録教室には、会社帰りの多くの受講生が居ます。本日は国民年金 2 回目を全国の方に力

一杯講義します。 
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2.合格体験記 
山下塾 7期生へ 

みなさんこんにちは。つい先日まで教室の１番前の左側に座っていたＫ．Ｄ．です。 

自分は２年目（1年目新宿本論・２年目山下塾）に選択３３点・択一４９点で合格しました。 

 

≪主に使用した物≫ 

本論テキスト、1･2･3 のテキスト、LEC（選択式、過去問集）、10 年分条文順過去問集、復習テ

スト、１００の法則、模試等 

 

合格した 2年目の話をさせて頂きます。 

1年目の受験終了後にすぐに不合格だとわかり、前年の学習方法の見直しから始めたところ、 

・問題量が少ない 

・問題を漠然と解いているため、論点がわかっていない 

・間違った問題の復習が疎かである 

・自分の間違えのパターンがわかっていない 

・テキストの主語、述語をきっちり押さえていない 

などが挙げられました。（あまりに多いので省略します）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

そこで決意や対策を机の前のコルクボードに貼り付け毎日確認しました。 

・選択 32点（全て 4点以上） 択一 60点（各 8、9点以上） 

・問題量を塾で 1番こなす 

・論点をまとめる（引っかけ方を覚える） 

・自分の間違えのパターンを分析する 

などです。（こちらもあまりに多いので省略します） 

最終的には目標点数や間違えパターンを１枚の紙にまとめ、模試や試験直前に確認しました。 

 

≪学習方法≫ 

・１年目に１５回程度教科書を読んでいたため、教科書のどこに何が書いてあるかを覚えてい

ました。そこで 2 年目は予習で１回、授業が始まるまでにもう１回、授業終了後に１回読みま

した。また、間違えた場合は教科書に戻り確認をし、論点の箇所にチェックマークをしました。 

・10月～12月は復習テストをメインで問題を解き、2週で全科目回すように心掛けました。月・

火は塾の復習をメインに行うため若干ズレますが、週内で必ず終わらせました。 

１週目（月：労基 火：労災 水：雇用 木：徴収） 

2週目（月：健保 火：国年 水：厚年） 

（安衛、一般常識は 2回に 1回行う） 

また、条文順を 1日 50枝以上、5択式（山下先生のレジュメ）を行いました。 

（1 月～条文順を、4 月～5 択になれるため、LEC の過去問集を年度ごとに分けたものをメイン

に変更） 

・正答率表を作成し、前回より下がった場合は丁寧に教科書を読み、24時間以内に間違った問

題をやり直しました。 

・わからないことがある場合は、山下先生の本論の授業前に質問に行きました。（ほぼ毎週伺っ

たため、質問君 2号とあだ名がつきました） 

・最終的に難問、正答率の高い問題は切り、残った問題を重点的に攻めました。 

 

≪ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ≫ 
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山下塾では順位が発表される為、必ず TOPを取るように心掛けました。 

トップをとることで自信とモチベーションのＵＰにつながり、かつ、勉強方法の確認にもつな

がりました。また、トップをとれなかった科目はトップの人にどういう勉強したのかを聞き、

見習わなければならない部分はすぐに学習に取り入れました。 

 

≪模試≫ 

50点以上を取ると決めました。（1回目 49点、2回目 53点、3回目 55点） 

本試験を意識し、問題に線を積極的に引きました。また、何に線を引くべきなのかを考え引き

ました。（主語、述語、行政官庁名、日付、義務かどうか等） 

 

≪直前講座≫ 

すべて山下先生のものを取りました。（選択対策は塾であるため、取りませんでした） 

１・２・３は有名なので書きませんが、自分のおススメは 100 の法則です。先生も授業中お話

しになられますが、相手の投げてくる球の集まりです。そのため、自分は試験までに 10回程度

回しました。 

 

≪苦労した体験≫ 

社労士受験をするまで勉強をしたことがなかったため、勉強方法がわかりませんでした。山下

先生や合格者のアドバイスを元に自分なりの学習スタイル築き上げましたが、なかなか学習ス

タイルに自信が持てませんでした。ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟや模試での点数を取ることで、自信を持ってこの

やり方で本試験を受ける覚悟を決めました。 

 

≪受験アドバイス≫ 

・山下先生を信じる。そして、迷ったらすぐに先生に相談に行きアドバイスを受ける。自分は

よく質問に伺いました。山下先生は質問の回答だけでなく、実務の話や今後の社労士の展望な

ど色々な話をしてくださいます。苦しいときにこの話を思い出し、自分が社労士として活躍す

ることを想像することでストレスから逃れること出来ました。 

・何が何でも決めたものを決めた日までに行う。 

・妥協をせず、前日よりも１問でも多く問題を解く。そして、繰り返し行う。 

・ＰＤＣＡサイクルを常に回し、学習方法や効率を進歩させていく。 

 

人それぞれ学習方法は違うと思います。初学には初学なりの戦い方、再受講生には再受講生な

りの戦い方があると思います。自分なりの学習方法をいち早く確立し、合格を勝ち取ってくだ

さい。 

みなさんの合格を心よりお祈りしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年１１月３０日 
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合格体験記「水道橋で合格しました」 

 

ビーッ、ビーッ…、その日はメールの着信音で始まった。メールを開くと「おめでとう」の

文字。私は自分の合格を友人からのメールで知った。 

今年の試験問題は、過去２年間に比べて合格基準点はかなり高くなりそうと受験生仲間と話

していたので、合格は厳しいかなと考えていた。 

オフィシャルサイトを開き、「第４９回社会保険労務士試験についての情報」から「合格基準

及び正答について」を開く。合格基準点は私の予想より数点低く自己採点（選択３３点、択一

４６点）どおりなら合格であることを確認、とはいえ、マークミスもあるしなあと「合格者受

験番号」を開く、番号を順番に見てゆく…。あった。ホッとした。うん、よかった…努力は裏

切らない…というのがその時の心境。 

 

５９歳で会社を早期退職、会社員時代の知識、経験をベースに労働保険・社会保険のコンサ

ルタントを目指したのが２０１４年。必要と思われる資格の勉強を始め、２０１５年にはＦＰ

２級、宅建士、社労士のトリプル資格を取るべく挑戦をし、ＦＰ２級、宅建士は合格、社労士

は不合格。このときは他の予備校の社労士講座の短期コースを受講しました。講師の先生の話

は流暢、講義のみで理解できた気になりましたが、答練・模試などでは全く点が伸びません。

こんな時、同じ講座に通学していた受験生仲間の一人がＬＥＣの水道橋にはこんなテキストを

作成する先生がいる、ということで出会ったのが、山下先生の「１－２－３」のテキストです。

「これをやれば受かるらしいよ」見れば、通常のテキスト２教科分の厚さしかないのです。へ

えーと思いながら目を通しましたが、「これでほんとに大丈夫なの？」と、そのときはそこでお

しまい。そのまま、本試験当日を迎え、惨敗。んーっ難しいというのが感想でした。（２０１５

年は合格率２.６％） 

仲の良い受験生仲間が、何人かＬＥＣ水道橋に移っていきましたが、宅建士の試験の直後で

もあり、どうするか決めかねていました。明けて２０１６年、受験生仲間の一人から「短期コ

ースもある。体験受講してみないか？」との誘いで初めて水道橋を訪れました。 

事務の皆さんは、○○さんこんにちはと紹介してくれた仲間の名前を呼び、とてもフレンド

リー。前の予備校とは違うなあと思いながら、体験受講をしてみて驚愕。全然違う。山下先生

の「予備校は合格するための学校なのだから、試験に出る箇所を特に重点的にやります。」この

一言で今年はいけると確信。１月から短期コースに通学を始めました。通学を始めるといろい

ろなことに気付きます。他の先生の講義との相互乗入れＯＫ、ＷＥＢでの講義も複数の先生の

講義が受けられます。「ぼちぼち過去問」なる一問一答がＷＥＢでできる等々。電子機器の取扱

いに不慣れな私にも嫌な顔一つせず手取り足取り教えてもらって必要なアプリのダウンロード

もできました。 

事務所の皆さんの親身になった対応と山下先生の講義、一気にモチベーションがアップしま

した。さあ、４か月のブランクを取り戻すと頑張りましたが、惜敗。（２０１６年は合格率４.

４％） 

捲土重来、２０１６年９月から年金キーパーをはじめとする講座を受講開始し、１年、水道

橋に通い山下先生の講義と事務所の皆さんの温かい対応に支えられ、２０１７年の合格にたど

り着くことができました。 受験期間を通じて苦労したのは、「モチベーションの維持」と「忘

却力」との戦いです。周りの友人たちの、いい年をしてそんなに頑張らなくても良いんじゃな

い？生活困らないだろ、とのささやきには、山下先生の講義の合間の「資格をとれば人生が変

わる」との講話を思い出し、一方で、年齢とともにくる記憶力を上回る忘却力には、忘れる前
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に復習することで記憶の定着を図ると同時に「カード」を作成して、作成する過程で覚える、

作った後に読み返して思い出すというように、工夫しました。（カードは昔から使っていた『Ｂ

６カード』を使用。） 

受験科目の得手・不得手はできるだけ作らないように心掛けましたが、どうしても、得点で

きない科目が出てきます。２０１７年は労災がそうでした。今年の傾向にマッチせず、本試験

直前まで苦労し、何回もテキストを読み返し、一問一答を繰り返し、模擬試験の問題を解きな

おしました。私は、得意な科目は黙っていても伸びる、不得意な問題は黙っていたらどんどん

落ちると思っていますので、不得意な科目に時間をかけました。 

得意？好きな科目は健保・年金系。理論があり、適度に計算もあるので面白いと思いました。

また、自身が年金を受け取る立場でもあるので、一層の興味が湧いた科目でした。 

勉強時間は講義のある日、水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除いて自宅で３～６時間。午前

９時～１２時、午後９時～１２時をあてました。しかし、夜はさまざまな会合などが入り、思

ったようなスケジュールではなかなか進みませんでした。 

１日の中では、午前中はテキスト、問題解答、カード作りなど論理的思考を要する勉強にあ

て、夜の９時過ぎからは暗記にあてました。（人間の脳は午後９時を過ぎると暗記脳になるとの

説あり。） 

家族との関係では、家族の理解、協力を得ることが必要で、そのためには、合格後の人生を

家族でいっしょに思い描くことが有効だと思います。また、家族との時間は積極的に取りまし

ょう。私は水曜日、土曜日、日曜日、祝日は家族と外食をしたり、家の仕事等々に時間を使い

ました。 

受験生の皆さんへのアドバイスはいくつかありますが、いくつか述べてみたいと思います。 

 

１．とにかく健康管理 

８月の中旬から集中力がなくなり、大量の汗をかいたり、夜、寝付けなくなったりしたので、

暑さ、緊張感かと思って、集中力のつくといわれたドリンクを飲んだりして本試験に臨みまし

たが、結局、集中力を欠いたままの受験となってしましました。９月になって、「頻脈性不整脈」

であったことが判明、１０月には心臓の手術を受けることとなってしまいました。「頻脈性不整

脈」とは心臓の鼓動が、１００を超えるような状態で、私の場合は１５０に至っていました。

スポーツをしていたので、苦しさなどは感じなかったのですが、予兆もなく突然の発症で、危

険な状態だったとのこと。何が起きるかわかりません。身体に変調を感じた時は、速やかに医

者の診断を仰いで、治療にあって万全な体調を維持することが必要だと声を大にして言いたい

ことです。 

 

２．受験は逆算方式で 

私は３か月ごとに区切って勉強の計画を立てました。８月は、最終的なまとめ、およびチェ

ック。５月～７月はアウトプット中心に点数の伸びない科目を重点的に勉強しました。５月の

前半の連休で「１－２－３」の道場があるので、これを出発点に模擬試験や実践答練を利用し

てチェックしました。考え方はいろいろあると思いますが、私は外部の模擬試験も利用して、

理解度や試験の時間配分のチェックをしました。２月～４月はちょうど社会保険の３科目の講

義の時期なので、これに集中しながら、労働保険系のポイントを復習しました。１０月～１月

は労働保険に集中、一問一答を利用して、理解を深めました。 

ただし、余り綿密な計画を立てると達成できないときの巻き戻しが大変なので、７割くらい

の量的目標が良いと思います。 

３．教材について 
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（１）原則 

これは一も二も無く、ＬＥＣの教材から離れないこと、増やさないことです。逆に一つにま

とめることをお勧めします。お勧めは「１－２－３」あるいは「出る順」のテキストにまとめ

ることが良いと思います。「１－２－３」は山下先生の講師生活３０年の集大成というべきもの

で出題傾向に特化して作られたもの、「出る順」はもう少し一般的な内容が入ったものですが、

自分に合ったものを一つ決めて、そこに集中するとよいと思います。私は、「出る順」に模試で

間違った部分などをラインマークしたり、書き込んだりしたうえで、「１－２－３」でその部分

の理解を深めてゆきました。 

（２）一問一答 

択一試験の基本です。これは何回も繰り返すことをお勧めします。時間がない方は、１回目

は奇数問題だけ、２回目は偶数問題だけ解いて、３回目は間違った問題を解くというような方

法も良いと思います。 

過去問は、全く同じ問題が出ることはほとんどありませんが、○問を×問にして聞いてきた

り、聞き方を変えてきたりします。そのようなときに、問題を理解しておくことにより回答時

間が短くなるので、全体の試験時間を有効に使えるというメリットもあります。 

（３）選択対策 

「楽スルーノート」「でる順選択問題」などの問題を、選択肢の中から選ぶのではなく、「自

分の言葉」で回答することが有効でした。「以下」「未満」とか「被保険者」「国民」など覚えて

いるようで覚えていない言葉などが減ります。 

また、社一、労一は時事問題的な出題があるので、私は新聞を読むようにしました。最近は

新聞を読まない方が増えているようですが、新聞はいろいろなヒントを与えてくれます。 

（４）模試など 

模試（含外部模試）や実戦答練、確認テストパックなどは積極的に活用することをお勧めし

ます。解っていることと回答できることは必ずしも一致しません。模擬試験などでアウトプッ

トすることでインプットとのキャッチボールができます。それにより理解、記憶を深めること

ができました。 

（５）その他 

講師の先生に「こういうことをやったら良いよ」と言われることがあれば、それをそのとお

りされることを勧めます。講師の先生は私たち受験生より何倍も試験に向き合ってこられたプ

ロ中のプロ、その先生が勧めることは間違いないのです。 

私も山下先生の言われた「各科目の条文ごとのキーワード抽出」「×問の分析」などを実行し

ましたが、「目からうろこ」のようなことがたくさんありました。 

また、同じ教室の受験生仲間とは積極的に連携を取ると良いと思います。講義に出席できな

かった時の情報提供、悩んだ時の相談、気分転換など皆で共有することで励まされることが多

いと思います。私も水道橋の受験生の皆さんと連携することで大いに励まされたものでした。 

 

４．試験当日 

「気を許すな、諦めるな」ではないかと思います。自分が解きやすいと思う問題は、他の受

験生も解きやすいと思うし、難しいと思う問題は他の受験生も難しいと思うのではないでしょ

うか？まず、解きやすいからと安心したり、難しいからと悲観したりすることでは、試験その

ものに負けてしまいます。また、解きやすい問題の場合は合格基準点が高くなり、難しい問題

の場合は低くなる訳ですが、解きやすい問題で気を許して１点を失うことや難しい問題で諦め

て１点を取り損なうことのないよう、どんな時でも、ぶれずに全精力を傾注してしっかり１点

を取ってゆくことが必要だと思います。 
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５．目標点 

 目標点は高めの設定が良いと思います。高めの目標にしておけば、万一、取りこぼしがあっ

ても一定の点数は確保できます。私はそのおかげで、当日は解らなかった体調不良の中でも一

定の点数が確保できました。 

 

最後になりますが、「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉があり

ます。私も３回目の受験で合格した訳ですが、不合格であった２回はそれなりの理由がありま

した。今回はその理由をカバーすることによって、本人は気づいていない体調不良があったに

も拘わらず合格することができました。 

そのベースには、自らも受験生である内海さんをはじめとする水道橋の事務の皆さんの各種

フォロー、そして山下先生の厳しくも的を射たアドバイスがあったことは申すまでもないこと

です。 

２０１８年目標の受験生の皆さんには、ぜひ水道橋のＬＥＣの皆さんと一体感をもって勉強さ

れ、圧倒的な点数で合格されることを祈念します。  

 


