
 

 

 

 

12 月 27 日。東京は晴れですが木枯らしが吹いて、少し寒い。水道橋周辺も年末の雰囲気が

感じられます。山下の部屋も 50 回目に入りました。今年は、途中いろいろありましたが、

継続しています。昨日は合格クラスの徴収法の確認テスト。 

本日は中上級クラスの講義です。 

来年に入ると山下クラスは本試験にむけて本格的な段階（社会保険関連）に入ります。社

会保険科目は健保、国年、厚年の 3 科目で 30 点です。社会保険が得意科目になると合格が

近くなります。そろそろ、選択式の準備も考えましょう。ノート 3 冊を選択式対策として

書いて覚える古典的な受験勉強の方法を始めます。 

■合格講座・再受験生 

直前講座で行った、シミュレーション過去問講座の評判が高く、うれしく思いました。こ

の講座は 3 年分の過去問を 3 時間で解き、実践力をつけることが目的です。 

「3 時間で 1 年分 70 問を一気に解くと」これはお勧めです。これを皆さんにご自身でやり

ましょう。10 年分の過去問（ABCDE）の本試験問題を購入して、10 年分の過去問をまず

はバラバラにします。次に出題の年ごとに整理します。最後は 70問を年ごとにまとめます。

これで 10 年分の本試験の復元問題集ができました。これを 3 月頃から繰り返し 3 時間で 1

年分の問題を解き続けます。これは非常に高い効果を生みます。8 月までに最低 5 回は繰り

返してください。 

■合格者の紹介 

水道橋中上級クラスの男性の方です。元気のある方です。今回の合格で更にパワーアップ

して実務の世界でも活躍される方です。合格まではいろいろ悩み、遠い道のりと感じた方

です。本当に合格されてよかった。 

■合格体験記  

① 受験回数：５回 

② 択一式 

  労基 ７、労災 ７、雇用 ７、労一・社一 ５ 

  健保 ６、厚年 ６、国年 ５ 

③ 選択式 

  労基 ５、労災 ５、雇用 ５、労一 ３ 社一 ３ 

  健保 ５、厚年 ５、国年 ５  

************************************************************** 

  みなさんこんにちは。 令和元年の第 51回合格者です。５回目での合格でした。

４回目、選択で落ちました。相談会で先生にしっかりとお話をして頂き、これまでの
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自分の勉強方法にブレがあった、芯が無かったことに気付かせて頂きました。 その

ため、「今年こそは、先生の言われたことを素直に実践する！！」と、強く誓ったの

でした。 

★ 実践した先生の言われたこと 

① 「上ポン・下ポン」！！ 

② ３冊以上ノートに書く！ 

③ 問題はまず文末を見ることの癖付け！ 

④ １・２・３は１０回！ 

⑤ １００の法則１０回！ 

⑥ 間違えた内容を簡潔に、小さいノートに書き留め続ける！ 

⑦ 息抜き（先生の勧める本を読んじゃう！） 

 ★プラスアルファとして、楽しみながらの勉強を続けた方法を紹介します。 

① 広告内の数字を見たら、連想ゲーム！ 

② 筆を持って、新聞内の適当な単語に丸をして、関連して思い出した数字・用語を、 

 大きく伸びやかに書く。（新聞なので、簡単に捨てれば良いし、気楽なアウトプッ

トの練習にもなりますし、 ストレス解消でスッキリします！） 

 ★その他、ぜひ勧めたいことは、次のようなことです。 

① 曼荼羅数字横断法。 

② 過去問１回転＝０．７点の意識について 

③ スケジュール帳の活用 

④ 『現物』の本試験とお友達になること 

⑤ 悔しい気持ちを「強く」持つこと（試験作成者に対して）。 

⑥ 楽な座り方・身体のケア。 

⑦ 春のお散歩（試験会場候補巡礼） 

⑧ テキストのコーティング 

 項目別に、掘り下げて記します。 

◆ 「上ポン・下ポン」について 

「上ポン・下ポン・リ－サルウエポン！」と唱えて意識に刷り込みながら、先生に教

わった上ポン・下ポンをし続けました。出来そうで、多くの方ができていないことで

した。僕は、その１週間は、それを言ってから眠る、と言うことを続けました。正に、

リ－サルウエポンと言うのに相応しく、選択式ための確認の最終的効果が約束された

ものでした！  

◆ １・２・３は１０回！ 

合格体験記では、みなさん「１００、１・２・３」のことを書かれていますので、そ

の内容の素晴らしさについては、私が改めて言うまでもないことです。ですので、そ

の活用方法について、紹介させていただきます。新年度の１・２・３は、非常に残念



なことに、ＧＷまで、手に入れることができません。ですが、新しい１・２・３と言

え、四半世紀以上の中積み上げられてきた前年の１・２・３がベースです！！ 

ですので、不合格が確定した、試験当日（！）から、ＧＷまでの半年間、試験日まで

に慣れ親しんだ１・２・３とのデートを毎日続けました。 

良く合格者なの方から、１０回読んだ！！とあり、私もそうでした。ですが、それだ

けでは、努力家が自分のことしていることを努力だと気付かないように、それだけで

すと、説明不足だと思います。 

あの分厚い全く新しい１・２・３を、ＧＷからの残り３か月弱で、１・２・３の情報

がリセットされた状態で、１０回も読める訳ではないのです。 

そのＧＷまでの間に、前年度の１・２・３を、すでに１０回消化しておくことで、１・

２・３がだいたいどういう順番で、どんなことが記載されているかが、ほぼ頭に入っ

た状態となります。そうすることで、残りの僅かな忙しい期間で、新年度の１・２・

３を、１０回転させることができたのです。そして、それこそが、「前年の点数に上

乗せする」、と言うことを実践することになるものだと、最終年にやっと気付くこと

ができました。みなさんには、少しでも早く気付いてもらえるきっかけになれればと

思います。  

◆ ３冊以上ノートに書くこと＝選択式の最強の訓練 

最後の年、先生に言われたように「書く」と言うことを実践したことで、選択式の確

実性・安心感を持つことができました。書き続けていますと、前年度、自分が選択式

で基準点が取れない結果は「必然であった。当たり前であった」、と気付くことがで

きました。そこで、どのように取り組んだか、紹介させて頂きます。 

まず、１回目は、先生に言われたように、項目見て、数字だけを書いていきます。 

ただし、「●●は４」と口で、ブツブツ唱えながら、「４」と書きます。 

そして、ここで重要なのは、「『何を』見ながら書くか？」と言うことです。もちろ

ん、「１・２・３」です！ 

「１・２・３」こそ、短時間で、横断の項目・数字を拾っていくことができます。 

では、「どの教科から進めていくか？」です。ここで、決して不用意に、表紙をめく

ってすぐの労基法から書き出してはいきませんでした。そうしますと、本番の試験で

労基法から解き始めると言う、悪い習慣を付けてしまうことにつながるからです。 

もちろん、ちゃんとした目的意識を持って労基法から始めるならば、それを否定する

ものではありません。このノ－トの記述練習の時から、目的意識を持って行うことを、

強く意識しました。まず、自分の苦手な科目を挙げます。 

苦手な科目は、択一の過去問だと、問題はおろか、テキスト、解説を見るのさえ嫌に

なるところですが、数字を拾っていくぐらいならば、苦手科目といえども抵抗感は少

ないところです。そうして、苦手意識を減らしていくように心がけました。 

当然、最初は、「①労一」・「②社一」です。 



次に、選択式で数字の多い、「③雇用」。共通数字を確認していける、「④国年・⑤

厚年」。それから、全体にボリュームがあるけれど、厚年をやった後でつながる「⑥

健保」。 

それから、全教科の基本の「⑦労基」。そして、最後に、数字が得点であるのが少な

い「⑧安衛」・「⑨労災」。としました。これを、２回転行いました。 

３回目以降は、趣向を変えまして、「ん～、何か全体通して、３の数字が多かった気

がする。だから、今回は３を拾っていこう」と、『３』だけを通しでやりました。 

その後は、「なんか、２１ってレアな数字だったと思う。ちょっと拾ってみるか。 

でも２１だけだと少な過ぎるから、５０、６０も一緒に見てみるか」 とやっていき

ました。こうすることで、飽きることなく、１・２・３の１０回転をしていくことが

できました。そうしているうちに、だんだん用語とか、条文の流れとかが自然と目に

映るようになっていき、１冊のノートを終えることができました。 

そのタイミングでちょうど、先生から次のステップで、行政機関等のピックアップと

なりました。どの科目順にやるかは、数字の時と同じですが、行政機関が多く出て混

乱する、社一の御三家（国保・高医・介護）、健保厚年・国年を特に多く繰り返しま

した。また、１回転するごとの合間には、最終的なネックとなる、各法の１条文のキ

ーワード・文末の記述をやりました。大きな勉強・訓練の流れの中に、苦手なものを

組み入れておき、ちょっとずつでも手を付けてくことだけが、８月の焦り・不安を和

らげてくれる、唯一の方法でした。そして、その次には、各科目のテキストのＡＡラ

ンク、選択式が出題された箇所を読みながら、 

「2019年８月 25 日に、選択式の問題用紙をめくった時、もしこれが出題されていたら 

どんな気持ちになるだろう？」と強くイメージしました。 

「今試験開始 11 時だ。こんな簡単な問題なのに、答えが出てこない…」 

「以下だったか未満だったか・・・。このレベルだと足切り救済はしてもらえない…」

と、冷や汗・脂汗を書いて青ざめていることをイメージした上で、上ポン・下ポン、

末尾の内容をノートに書いていきました。 

こうして、毎日、本番の緊張感を持って、勉強を続けることができました。  

◆ 曼荼羅数字横断記憶法 

授業中先生は、数字にまつわることを、科目横断して書き出してみることを言われま

す。その時には、まず３×３のマスを書きます。その中央に、数字を書きます。その

周りのマスに、科目別に、書いていきます。ただ縦に思い出した順に、項目を書いて

いくよりも、科目別のマスに、記載しておけば、整理して横断学習できますし、一目

で、どの科目を覚えていなかったか、気付くことができます。 

９マス、１６マス、・・・と正方形のマスに区切られたノートは、『曼荼羅ノート』

と言うビジネスツールノートとして使われています。これは、それを手軽に取り入れ



た記憶法です。また、中央のマスを、被保険者、保険料、適用事業、罰則等に変える

ことで、効果的な横断学習を行うことができます。  

◆ 過去問１回転＝０．７点の意識 

各科目の過去問何回やれば良いか分からない、と言う方がいると思います。 

合格者の方の多くが、「１０回しました！」、と言われています。 

７科目で４５～４９点で合格ラインですので、「１回転やれば、０．７点なんだ」と

言う意識でやりました。つまり、１回転するごとに、ただ「１回転した」。「３回転

した」と思うのではなく、「よし、２点(2.1点)ゲット！」「４点(4.2 点)ゲット！！」

と思うようにしました。逆に、この科目あと１点上乗せしたいな、と思ったら、「よ

し、あと２回（1.4点）やれば良いんだ」とモチベーションが高まります。 

そう考えることで、過去問をただ「回数をこなす」と言う意識から、「『点』を取る

ためにやっているのだ」と言う意識に変わり、先生の言われる「『得点』を取るため

の、点数問題！」と言うことがより深層意識に根付かせることができました。  

◆ 「先取りオリジナル白書対策講座」・・（山下コメント 2020年は休みます。） 

  世間がまだエンジンがかかり切る前の正月明け初めての日曜日、に開催されたこ

とは、とてもありがたかったです。しかし、同時に、世間の雰囲気に対して、非常に

悔しい気持ちにもなりました。その思いが強くありましたので、そのテキストを、外

出のお供にし続け、繰り返し見返してきました。「他の人よりも先んじているんだ。

有利なのを生かそう！」と。そのため、これまでよりも、直前期白書に対するマイナ

スイメージを減らすことができました。  

◆ 悔しい気持ちを持つこと（試験作成者に対して） 

８月までの長丁場、「なりたい」と言う気持ちだけでは、日常の忙しさなどで、ペー

スが著しく停滞する時が来たりします。先生が、ある一流選手のインタビューを紹介

してくださいました。「どうしてそんなに成績を残し続けられるのですか？」と言う

問いに対して、「悔しい気持ちを持ち続けているからです」と答えられたそうです。 

昔の合格者の方で、「旦那さんの言葉に反発したから」と言う方もご紹介され、ペー

スの停滞時期にあっても、気持ちを盛り上げるエネルギーとすることができます。 

実際に、僕もそうでしたので、ご紹介します。 

過去問を『見る／眺める（解く）』際には、次のような気持ちでした。 

「保存期間●年、○か×か？」などのレベル１・２のような問題を見たら、 

「『こんなことも分からないの？また１年頑張ってね～～』と思いながら、出題して

いるんだろうな。」とか、長文や難しい問題を見ると、「『時間を浪費させる問題を

作っただけなのに、思ったとおりハマってくれてありがとう♪』と笑いをこらえてい

るんだ！」 などと思いながらいました。 



そのような気持ちがエネルギーとなり、波の上下はありましたものの、８月の本番ま

で、モチベーションの盛り上げを継続していくことができました。そして、うれしい

ことに、そのように過去問と向き合っていきますと、だんだんと敵（出題者）の 

気持ちも分かるように感じられ、山下先生が言われる、「どの問題に労力を注いでい

くべきか」、のメリハリが付いていくようになりました。ただし、試験では、その気

持ちで突撃しないでください（笑）。先生が言われますように、試験の時には、まず、

問題を開く前に、「今年もお世話になります。よろしくお願いします。」と言う、 

穏やかな気持ちで受験することがとても良いことでした。  

◆ 『現物』の本試験（紙の）の活用 

8 月の試験は、そのフォント・フォントサイズが、テキスト・過去問集とは違います。 

試験場で、「いつもと違う…」と、試験が模試とか別物に見えてしまうのは、「フォ

ント」、「フォントサイズ」、「１行の文字数」、「行間の広さ」の違いが大きな要

因でもありました。各予備校の過去問集は、ページの節約のために、圧縮して書かれ

ていますので、同じ問題でも全く印象が違うものです。 

良く、過去問集を見て、「どうしてこんな問題が、試験で解けなかったのだろう？」

と思うことがありますが、そのような要因のマジックの幻覚によるところがあります。 

しかも、繰り返し過去問をしてきた人程、潜在意識的に陥ってしまうのは、とても皮

肉なことです。他の人に聞いてみますと、そこに気付かないで、無意識に動揺に繋が

っていたとのことでしたので、そのことに早い段階で気付き、『現物』の本試験問題

を見慣れておくことは、他の多くの人に対して大きなアドバンテージだと思います。 

また、その他に、予備校の模試と『現物』とでは、紙質にも大きな違いがあります。 

ページをめくる指の間隔。めくるペースのずれ。些細なことだと思われるかもしれま

せんが、試験中は、とてもデリケートな精神状態になっていますので、実は大きく影

響するものです。何かの拍子に、そんな些細なことでも気になることがあります。 

そして、一旦気になると、気になることが繰り返され集中力が断続的になったりしま

す。そのため、見慣れるだけでなく、『触れ慣れておく』、と言うことも、有意義な

ことであります。そこで、私は、お正月から週１回は、過去の「本物の問題用紙」を

実際に１ページから最後のページまで、実際にめくって、眺めるようにしました。 

それで、そのような本番での「些細な憂い」をゼロにしていくことができました。 

試験は、総合力です。そのような「些細な憂い」でさえも、無くせるものは無くして

おく、と言うことが、試験を落ち着いて迎える秘訣です。 

そして、眺めていますと、「ああ、自分はこうやって『試験の時に』 問題を読んで、

印を付けたんだな」と振り返ることができます。「この問題はちゃんと後ろから読め

てる。語尾・行政・数字に 印を付けられている。」と気づく一方で、 



「ここを間違えているのは、焦って数字に印を付けていないからだ」と気付くように

もなりました。そうして、残りの半年間、どんな状態でも、先生の言われた 過去問

の読み方・印のつけ方ができるようにと意識付けすることにもつながりました。  

◆ 春のお散歩について 

  春に、息抜きのお散歩をおすすめします。（花粉症の方ごめんなさい！） 

 そのお散歩の場所ですが、何箇所かの受験の候補地です☆ 

 受験票は、８月ギリギリになります。届くまでは、忙しい中、受験勉強しながら、 

  本当にちゃんと届くか、不安にもなります。そして、届く時まで、受験会場は 

 不明です。受験票が届いた時に、自分が申し込んだところと違うところとされる場

合がありますが、もうその時は、下見に落ち着いていけるような時期ではありません。 

  また、受験票が届く７月 24 日～８月 9日は東京オリンピックで、思ったように、

自由に下見に動けない可能性があります。ですので、気持ちにまだ余裕のある時期に、

お散歩がてら、会場候補に下見に行っておくのが良いことだと思います。それに会場

は、大学が多いですが、大学のキャンパスには、ちょうど桜が多く植えてありますの

で、お花見散歩になって、良い気分転換にもなると思います。  

◆ テキストのコーティング 

  100均の幅広のセロハンテープで、コーティングしておくこと大変良いです。 

 少なくとも１・２・３と１００をしておくと、どれだけ鞄に入れて出し入れしても、

どれだけ見返しても、変に折れることも破れることを心配することなく、安心して使

い倒せます！ちなみに僕は、先生の白書、数字のまとめ、１０年分の過去問、 

 選択式マスター等良く持ち歩くものには、全てしていました。 

 

 

 


