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さあ山下クラスが開講します。すべては来 8月末の試験合格のためのクラスです。 

8 月の本試験から早いもので 1 月は経過しました。ドキドキで発表待ちの方、選択の 1 点

で？？の方、択一が伸びなかった方。さまざまな思いで今回山下クラスに参加されている

と思います。 

はて？山下とは誰？まずは、自己紹介。男性です。生まれは九州。年齢は加齢の真最中。

家族からはリストラの一歩手前。合格は平成 5年。古い！！！ 

平成 6年からこちらで講師を担当して 25年。信じられません。まだ気持ちは 30代（笑い）。 

経験だけは売るほどあります。質問、疑問は数えきれないくらい受けてきました。 

数多くの合格者を出してきた実績があります。 

今回も開講するにあたり、受験生に信頼される講義を行います。 

毎年、これでよいのかと自分の講義を振り返り考えるプレッシャーが好きです。 

 

★私の役目は皆さんを合格させることです。 

ただし、1年間という長い付き合いでは相性もあります。私の個人的な人生観もお話しする

でしょう。知識だけを求めてくる方には期待を裏切る可能性もある講師です。この山下の

厳つい顔と太い声には慣れが必要です。 

 

★受験は戦ですから少し厳しい口調になることもあります。 

最初によく考えて山下クラスに入ってください。また、最初に承知していただきたいのは、

この試験は簡単に合格できません。 

ある程度の時間の確保と合理的な勉強方法が必要です。時には鬼コ－チになります。場合

によっては高圧的な監督になります。高校野球の勝ち抜き戦と同じです。すべての講義で、

皆さんを合格させることしか考えません。 

本日の皆さんはヤルゾ！！という気持ちのはずです。それを忘れないで下さい。皆さんと

私は本日から一緒に 1年間受験戦争に臨みます。 

 

■山下クラスとは・・・現在初級と上級を担当しています。 

このクラスはもともとの出発が山下塾です。昔は担任制でした。皆さんは山下塾第 14期生

の受講生です。過去のクラスにも昔の塾特有の雰囲気があります。それは、仲間意識です。

互いに受験生として同じ目標に向かい、努力し、刺激し合い、互いの学力向上を目指すク

ラスです。もちろん、目標は合格だけです。友人作りではありません。しかし、長丁場の

期間 1人で勉強を続けるのも精神的負担が大きいです。クラスの雰囲気はとてもいいです。 
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①全員の目標は共通である 

②互いを刺激することで向上できる 

③受験指導の山下は皆さんのコ－チである。 

過去９年間の担任制での経験を生かし、みんなで共に試験に挑戦します。試験情報等の学習

アドバイスは4年ぶりに復活します。気軽に読んでください。皆さんの受験勉強の参考にな

る話や、私の人生観やつぶやきコメントも記載します。回数は不定期です（たまにはサボリ

ます）。なるべく山下流の内容・文章にしていきます。 

 

★通信制の方 

通信生の方にも映像を通じて語りかけます。画面の前で頷いてください。水道橋夜のクラ

スで収録しています。私の前には多くの受講生がいます。青森の方、富山の方、山形、静

岡の方等、全国の受講生を意識した学習アドバイスを行います。 

 

1.受験アドバイス 

第 50回試験が 8月末に行われました。このレジュメ作成中も問題を検証しています。 

今年の問題を分析すると「古い過去問題の焼き直し」が 70％です。毎年一般受講生も参加

するオリジナル直前講座である、「1.2.3」「100の法則」という道場を開講していますが、 

1.2.3からは 74％以上が出題されています。やはり、試験相手は過去問です。 

過去問が重要なことは受講生の皆さんは当然ご存知だと思います。しかし、変化を加えら

れると、理解ができているようで迷いが出たり、勘違いで失点したりするのも受験生です。 

 

今回の山下クラスの目標は「テキストの読み込み」です。 

①Ａランク 10回、Ｂランク 5回の読み込みです。とにかく、ひたすら基本に戻りテキスト

を読み込みます。図表等も覚えてもらいます。 

②Ｃランクや参考はとりあえず、飛ばしてください。 

③最初の作業は「精読」です。ゆっくりと言葉の変化に気をつけて読みます。 

いままで見えてこなかった内容が、ある日、見えてます。これを 4 月まで継続します。こ

れで基礎固めが完成です。そして、仕上げの講座に進みます。 

今回は授業内容も工夫します。授業ではメリハリをつけ、過去問を重点的に、メインテキ

ストで解説します。切る箇所は大胆に切ります。 

 

■言葉の試験 

まずは楽しく学びましょう。勉強は喜びです。知識を学び方法を知つことで、人生は大き

く変わります。山下は冗談、雑談を沢山喋ります。興味を持って勉強すれば自然と知識も

頭に定着します。 
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勉強を進めていって最初に当たる壁は「用語」です。社労士試験は日本語の言葉の試験で

す。推定、みなし、認可、許可等。初学者はここで「？」です。私達が日常的に使ってい

る日本語ですが、法律の世界では独特な意味になるものがあります。また、専門用語が各

科目で洪水のごとく噴出してきます。どんどん出てきます。傷病手当（雇用保険）傷病手

当金（健保）算定基礎期間（雇用保険）算定基礎届（健保）・・もういや！助けて！（助け

られません。） 

 

■勉強の進め方 

保険科目には共通の学習方法があります。国民年金を学習するとその後の厚生年金、健康

保険、労災保険で似たような内容が出てきます。 

保険科目は民間の保険と考え方は同じです。一般的な生命保険でも、誰がいくら保険料を

払い、万一の事故の場合いくら給付金が出るかが保険ですね。基本的には公保険も同じで

すが、強制保険という点が民間と大きく異なります。 

 

1.保険科目であれば誰（政府等の保険者）が行い、 

2.何処（適用事業所）が届出を出すのか。 

3.どんなとき（保険事故）に、 

4.いくら位（給付内容）支給されるのか。 

5.どんな場合は出さないのか（支給停止）。 

6.保険料はいくらか（保険料）。 

7.公費は入っているのか（国庫負担）。 

8.いつ出してくれるのか（通則）。 

9.いつまでに出してくれるのか（時効） 

10文句があれば（不服申立）どうするのか。 

保険科目には 1～10の大きな流れがあります。 

おおまかに流れと用語を掴めば全体が理解できます。暗記はその後から行います。 

 

★初級クラスの方へ 

・試験科目の配点を確認しましたか？年金科目の配点は？ 

・１年で合格するという意気込みがありますか？ 

・長期のスケジュ－ルが組み立てられますか？ 

・仕事と勉強の両立は可能ですか？ 

・家族等の理解がありますか？ 

 

①心構え・・・受験生になりきること。試験に出る個所を勉強する 

試験科目全体の法律の量は膨大です。本気にならないと合格できません。社会保険労務士試
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験で問われる内容は実に細かい。しかし、学者になってはダメ。難解な個所は無視します。

過去問の繰り返しが本試験です。合格できるだけの知識を確実に身に付けましょう。これが

短期合格の方法です。試験で問われているポイントに絞って勉強しましょう。 

 

②相手を知る・・過去問を徹底して解く     

今年の本試験も分析すると過去問からたくさん出ています。山下クラスでは徹底して過去

問を掲載します。 

 

③合格への条件・・・自己管理力 

一番大事なのは「自己管理力」です。今年絶対合格するという気持ちで学習しましょう。 

最初から全てを理解し、記憶する必要はありません。まずは、法律用語等に慣れることで

す。最初は繰り返しテキストを読むことから始めましょう。多少の疑問点があっても先に

進むことです。受験勉強をする途中で受験生は立派に成長していきます。 

 

④山下式に賭ける・・・弱気は禁止。絶対合格の４文字だけに！ 

時間が無い・業務が忙しい・年だから暗記が苦手・勉強の場所が無い・今年は練習・知識

を学べれば十分・私には無理、等は禁句です。マイナスの発想はマイナスです。限られた

時間を有効に活用して、短期合格を果たしているサラリ－マン受験生は沢山います。 

受験は一種の戦いです。作戦をしっかり組立ててスケジュールを組み、毎日１時間でも継

続して学習を行うことが大切です。 

 

⑤言葉の洪水 

先述した通り、社労士試験は言葉と仕組みの試験です。推定、みなし、認可、許可等。初

学者はここで「？」です。私達が日常的に使っている日本語ですが、法律の世界では独特

な意味があります。また、専門用語が各科目で洪水のごとく噴出してきます。どんどん出

てきます。 

 

【山下のつぶやき・・受講生と受験生との違い】 

受講生・・・勉強してみるか。あるいは資格取れたらいいな。願望はあるが本気がまだ出

ていない。講義中も受身の形。講義料分指導してね。わかるように教えてね。 

受験生・・・なにがなんでも合格するという姿勢。わからなければ自分で調べたり、仲間

に聞く。山下についていく。自分の時間を勉強に多く割く。 

 

★再受講生へ 

試験の結果待ちの受講生、11 月の結果が気になりますね。合格点に届いている可能性のあ

る方は 11月までの課題を持ちましょう。再受講生は、点数が伸びなかった原因を分析しま
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しょう。どの科目が弱いのか。なにが理解できていないのか。しっかりと検証してくださ

い。そして自分の課題を出してください。例えば、問題演習の時間が足りない。あるいは

特定の科目が苦手等。 

 

★自己分析をしっかりと行い、時間をかけて確実に合格するための学習予定を早期に立ち

上げましょう。 

①今年の試験を検証したか 

②次回の試験の対策は 

③得意な科目と苦手な科目 

お疲れ様でした。先月行われた本試験の結果が思わしくない方は、早速今年の試験結果を

分析してください。メインテキストのどこから出題されたのか、直前講座山下道場の 1.2.3

を受講された方は必ずチェックしてください。分析ポイントは点数の問題です。 

くやしくて、くやしくてたまらないと思います。特に合格まで数点といった結果であれば

気持ちが重たくなります。ですが、なにが自分に足りなかったのか考えましょう。この反

省が来年の合格を呼び込みます。例えば、合格点が 46 とします。自分が 44 点の場合、あ

と 2点はどこが問題なのか、冷静に分析してください。例えば、文章の読み間違えが多い、

基本事項が記憶されていない、問題演習の量が少ない、時間配分を間違えている・・等で

す。 

今年の試験で言えば徴収法は 6 点中何点でしたか？最後に書き換えた結果は？等々・・で

す。 

 

★今回受験した問題を点検しましたか？前回の自分の答案内容を細かく分析してみました

か？ 

1. 基本書（あるいは1.2.3）のどこから出題されたのか 

2. 答案練習の類似問題 

3 取れる問題で失点した箇所 

★あなたの弱点科目は・・経験者の強みを出していますか？ 

4. 基準点の科目 

5. 受験前からの苦手科目・不安科目 

6. 過去の模擬試験での点数と今回の本試験点数 

★受験直前でやり残していたことを思い出して整理してください。不安ばかり頭に浮かんで

いませんか？  

7. 頭の中を７月の直前期に戻し、やり残していた作業を書き出す 

8. 数字・用語・横断整理等をチェックする 

9. よく間違える問題 

★各科目の理解していない箇所を書き出してみましょう。 
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例  労働基準法・・通達の読み込み 

10. 労働安全衛生法・・健康診断の理解不足 

11. 労災保険法・・障害補償年金の理解不足 

12 労働一般常識・・労働経済・・等々 

 

★試験は運もある 

試験は運もありますが、運は自分で作る。今までの勉強のなかでなにが足らなかったのか、

しっかりとした検証が必要です。この試験は努力すれば合格できます。その努力の中身がポ

イントです。過去問の基本事項がいかに鍵を握るのか、だんだんと見えてきます。講義中に

私はあえて「ここは捨てろ」と言います。ですが、本当に捨てていいのかな？と感じる受講

生もいます。ここで割り切ることが４５点突破のポイントでしょう。「あやふやな100の知

識より、完全な50の知識で合格」と叫ぶのは、試験傾向がそうなっているからです。選択式

は別の試験だと思ってください。日本語の試験です。今回の受験では昔の記述式対策を復活

させます。ノ－ト３冊以上に書いて書いて、記述式で覚えましょう。 

 

① 再受講生は毎日毎日問題を 4問解く。今日からです。受験は始まっています。いきなり

問題に入りましょう。とにかく約 1 年かけて問題を解きまくります。過去問、前年の答案

練習などやることはいっぱいです。 

1 日×4 問×30日⇒120問×8 月（来年 5 月まで）⇒960⇒約 1000（これで絶対に択一は合

格します！！！） 

 

②特に点数がとれなかった科目は塾とは別メニ－ュで対策を打ちましょう。その他苦手な

箇所は早々に潰す。各科目の計算問題や高額療養費、傷病手当金、離婚分割・・やること

はたくさんあります。 

 

③山下クラスのカリキュラムを基本にスケジュ－ルを組み立てる 

基本的事項の再確認。法改正。体系、論理的理解をしっかりと、地に足をつけた早期学習

が次回の成功を修めるカギとなります。 

 

④受験を決めた以上最初の目的を見失わないこと。 

再受講生の方はモチベーションの管理が大事です。再受講生のなかには複数回目の受講生

の方もいるでしょう。決してあと数点だから直前に追い込めば何とかなるという考えでは

ダメです。今年の勉強量の１.5 倍は必要です。前回勉強した知識や経験を無駄にしてはな

りません。前回の受験をしっかりと検証し、反省の上にやるべきことをしっかりと決めま

しょう。 
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★また富士山登山が始まります。 

前回の本試験ではある程度点数が取れた、まあ直前期になってから頑張ればなんとかなる

だろう・・では、再びその時期に時間が足らなくなる可能性があります。直前期に入ると

心理的な焦りや不安が出てきます。早いうちから年間カリキュラムを作成し、勉強の方針

を立てて学習を進めて下さい。再受講生は落ち込む時間はありません。1.2点で不合格だっ

た人はたくさんいます。そういう試験です。また登山が始まります。今度はヒマラヤです。

私と一緒に登りましょう。 

 

■初学者・再受講生 

受講生へのお願い 

①問題ノ－トを用意する 

②記述対策ノ－トを用意する（試験まで3冊以上）ノ－ト3冊（最低）書いて書いて法律用語

は書きまくる。昔の記述対策形式で手に言葉を覚えさせる。指針・基準も押さえる。 

数字は絶対。開講日から受験は始まる。本試験での勝負は選択式！！！ 

③自己管理手帳を作成する（毎日の勉強時間記載） 

④4月までに本テキスト最低10回の精読 

⑤テキストに無意味に色は付けない。過去問で間違えた箇所のみ色をつける。（今回一部講

義では私が色付けを指摘します） 

⑥毎回必ず予習をしてくること。 

⑦国語辞書を各自携帯すること 

⑧多少の疑問点があっても先に進むこと。 

⑨生講義へ参加の方はなるべく勉強仲間を作ること 

⑩講義10分前には着席のこと（まるで義務教育ですね） 

私の講師歴（平成6年から今年で19年目に入りました。・・・あの頃は若かった？？）の体

験で、この方法は素晴らしいと感心した受験勉強を皆さんにお話します。 

 

■通信の受講生 

ライブで収録した講義がそのまま自宅に届くと思います。通信生の勉強は自己管理が絶対

です。画面の奥から山下が指導します。生の受講生と一体となって勉強しましょう。 

 

2.年間スケジュールの大枠 

本試験までの年間スケジュールの大枠を決めましょう。受験勉強開始後の忘年会、新年会、

年度末の予定もスケジュール作りに折込済みにします。長丁場の戦いです。スケジュール

作りは、山下式の合格カリキュラムで進めましょう。 



 8 

①年内までのカリキュラムが第 1弾です。 

②年明けから第 2弾のカリキュラムに入ります。 

③第 3弾は 5月の山下道場です。科目全体の総復習です。 

オプションとなる山下道場「直前総まとめ 1.2.3」「100 の法則」等を利用して暗記に入り

ます。 

④第 4弾は答練です。労働経済数値も確定していますのでこの時期が一番大事です。 

⑤第 5弾は 7月 8月の仕上げです。 

合格にはコッがあるようです。100人の合格者がいれば100通りの方法があります。山下塾や

私が担当した一般クラスからの合格者に山下がお願いして、勉強のノウハウなどをいただき

ました。ありがたい。持つべきものは人間味のある生徒さんです。私は幸せ者です。頂いた

原稿の一部を、本人からの承諾を得て掲載します。10年ほど前の記述がありますが勉強方法

は同じです。 
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3.合格者コメント 

山下クラスのみなさんへ【（２期生） 受験回数２回 H２０合格】 

■はじめに 

こんにちは。いきなりですが「社労士試験に合格する」と決めてください。 

合格したいな～ではなく、合格できればいいな～でもありません。「合格する」と決めてくださ

い。わたし自身、思えば、受験初年度は「受かりたいな～」と取り組んで不合格。２年目は「か

ならず合格する！」と毎日唱えておりました。そういう気持ちを持ち続けるのもなかなか大変な

んですが、山下塾には山下先生とみなさん一人一人熱き塾生が、その気持ちをグッと引き上げて

くれます。あとは合格するだけです。こころより応援申し上げます。 

 

■苦労したこと 

ほかでもありません。学習時間の確保です。ふつうのサラリーマンですから、平日の日中は当然

仕事です。付き合いも、接待も、宿泊研修や予定していない残業も、普通にありました。 

自宅に帰れば 3 人のこどもの父となります。まだ幼く、共に過ごす時間がどうしても必要でし

た。受験時代は、最後の最後まで、学習時間の確保には悩まされ続けました。 

 

■それで、どうしたか 

①真剣に家族（妻）と話し合いました。次の本試験の日までわがままを許してほしいと。 

妻からは、絶対に本試験日までだと念を押されましたが、土日などを学習に充てる件については

理解をしてもらえました。長丁場ですし、家族の理解があるかどうかで全然違うと思います。 

余談ですが、夜遅く帰宅すると、家族は寝ていましたが、そんなとき食器洗いを買って出ました。 

妻への罪滅ぼしのつもりですが、講義録音を倍速にしてヘッドホンで聴きながら皿洗いをするの

です。意外と集中でき、おススメですよ。 

 

②コーヒー店やファミレスで 1～2 時間を勉強に充てました。1 科目 30 分を集中して、一問一

答形式なら 50問、五肢択一形式なら 10問を 30分で解く練習です。2時間なら 4科目分できま

す。コーヒー店やファミレスは決して静寂ではありませんが、こういう場所で集中できれば、本

試験当日、何があっても気にならずに集中して試験に臨めます。 

 

③年明けからでしたが、なんとか、朝方に切り替えていきました。早朝の 30分の勉強は、記憶

や考え方の定着においては、夜の 1 時間に匹敵するそうです。会社に 1 時間早く入り、会議室

など使って勉強しました。1時間しかないので、大変貴重でしたし、集中することもできました。 

また、通勤電車の乗車時間は 30 分ほどありましたが、朝早く出る効果で、空いておりますし、

１問１答や配られたレジュメを読み込んだりと、30分でも充実した時間でした。 
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■【山下クラスを 3倍活用する方法】 

① 素直なココロで受講する。（とっても大事） 

学習をしていくと、それなりに知識の蓄積も増え、勉強も面白くなり、興味が深くなってくると

きがあります。学習を継続するために、とても大事なことですが、ついつい枝葉末節なことまで

知りたくなったり、事例を追って行きたくなったりすることがあります。 

また、逆に、予備知識がある場合、「今、教わっていることは、とっくに知っているよ。」と、や

る気が減退する時があるかもしれません。いずれの場合も、【試験に出題されるかどうか】とい

う見方をしてください。先生が強調なさっているときは「きっと出題されるだろうし、合格する

人はきちんとおさえてくるところなんだな」と考え、出そうもないところは「合格してから好き

なだけ勉強すればいい」と考えればよいのです。 

山下先生は、講義中に、ご自身の受験時代のこと、学習の取り組み方、実務上の経験談など、い

ろんなお話をして下さいます。テキストにはどんどんメモを書き残していいと思います。わたし

のテキストにも「水道屋」とか「薬屋のはなし」とか「徴収法は神様」とか…（いずれおわかり

になると思います。笑）メモ書きがたくさん残っています。こうしておくと、後で読み直すとき

に周辺知識がいっぺんに定着できたりするのでおススメです。本試験当日も神が！下りてきます。

ほかにも、先生が「ココっ！おさえます！」と強調されたところなどは、素直におさえきること

をおススメします。つまり、その部分は、理屈より先に“丸飲み”しちゃうということです。理

屈の理解はかならず後から付いてくるので安心して丸飲みして良いと思いますよ。 

 

② レジュメにある過去問は、次週の講義までかならずやりきる！ 

たとえば「これらの過去問を参考にして、来週までにあなたも２問ぐらい問題を作ってきてくだ

さい。」と言われたらどうします？そういうつもりで取り組んでみてください。 

解いてみると、用語が？だったり、そもそも何を問うてきているのかが？？なんて感じですよね。 

そこで、先生の解説を読み、半分ぐらいわかってからもう一度やってみる。そして、（すぐにじ

ゃないけど）そのうち、「論点」（正誤を判断する考え方の基準やキーワード）が浮上してくるよ

うになります。つらいのはとっかかりだけ。２回目以降はかかる時間も随分と短くなっているは

ずです。 

 

③ 励みになる学友を作ろう！ 

講義に３回ぐらい通うと、ご自身や周り受講生の座席が定着してきます。そうしたら簡単です。 

「ここに書いてあることって、こういうことでいいのでしょうか？」 

「この問題、どうしてもわかんなかったんだけど、どうでした？」 

思い切って他の塾生に訊いちゃいましょう。訊かれた塾生は良い機会ですから答えてみましょう。 

そして、軽くワイガヤしたら、いっしょに先生に訊きに行ってみましょう。 

相手にことばで伝える作業は、学習したことの整理に繋がり、知識や考え方の再定着に大きく寄

与します。これはほんとうにおススメです。独学の 10倍の効果があると思います。 
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■さいごに 

2年前（H19）の 9月、わたしは、自己採点の結果に打ちのめされていました。 

結果は健保択一 3 点により、基準を満たせず不合格。わたしにとって、健康保険は、得意科目

でした。模試でも 7点、8点は取れていました。ほかの弱点を底上げしないと、と考え、直前期

は全然やらなかったのです。その結果、手痛いしっぺ返しを受けました。 

つまり、「全然やらない」のがいけなかったのです。充てる学習量を減らすにしても、「全然やら

ない」はダメってことですね。そこで、いまから、みなさんは、皿回しの達人になるんだと思っ

てください。最初は、“労基法”というお皿を回していきます。大事なお皿です。しっかり回し

てください。続いて“安衛法”を回します。そして、“労災法”、“雇用法”…と回すお皿が増え

ていきます。お皿は、ときどき勢いをつけてあげないと、回りが悪くなって、落ちてしまいます。 

5月末の模試の手前では全部のお皿がぐるぐるぐるぐるーと回っているようにしたいものです。 

 各科目、最終講義はまとめがあると思います。そこで、テキストの目次をあらためて読んでみ

て、目次表題から「あんなことだったな」「あんなキーワードがあったな」と再定着してみてく

ださい。それから、くどくなりますが、「合格する」と決めてくださいね。決めた以上は毎日学

習を続けてください。体調不良でも 30 分、いや 10 分でいいのです。そのうち、続けられる自

分を信頼できるようになります。そして、その姿を認め合える他の塾生と自然にめぐり合えます。

戦友です。わたしは、それを体験しました。それは今も続いているプライスレスな宝物です。 

どうか山下塾でご自身を最後まで信じて駆け抜けてください。 

合格を勝ち取られるよう、こころより祈念申し上げます。 

以上 

 

 

 

 

 

 


