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1.受験アドバイス 

冬らしくなりましたね。昨日は忘年会でした。今から 17年前の合格者が幹事で、会を継続

していただいています。全員合格者の方で、それぞれが、社労士資格を生かしています。

懐かしい話から今の労務管理の問題点など、多くの話題でもちきりでした。長く講師を継

続すると、こんなに楽しい時間が持てます。ありがとう。受験生の皆さんも年末年始はゆ

っくりしましょう。 

 

■初学者 

昨日は雇用保険法が終わりましたが、いかがでしたか？いやな科目ですよね。この科目は

非常に細かいということが特色です。専門用語や数字が多く、全体の法律体系が掴みにく

い。 

まずは、法律条文と、失業等給付の構図を学んでください。施行規則、令は後回しです。

まずは基本的な流れを押さえましょう。目次や図表を活用しましょう。 

次回は確認テストと徴収法ですね。徴収法は点数が取りやすい科目です。私も大好きな科

目です。 

年内で労働関係の主要な科目は終わります。富士山でいうと、4合目に達しています。 

昨日初参加の方がお見えになりました。まずは講座に慣れてください。相変わらずダジャ

レばかり言っている講師ですが、暫くすれば慣れますよ。栃木の彼は慣れました。 

 

■中上級クラス 

土曜日は3コマで大変だったでしょう。私もなんとか踏ん張って講義しています。私がもし

労働者であれば、業務上災害になるかも？ 

労災は労働基準法の災害補償から出発しています。最近は労災事故の判断を問われる内容が

出題されていますが、考え方の大元は労働基準法の使用者責任です。ここを押さえてしまえ

ば全体が一気に理解できます。過去問を横に置いてテキストを見ましょう。お持ちであれば、

前回の１２３もしっかり読み込んでください。 

択一式で前回45点以上の方は早めに選択式対策に入ってください。まずは法律条文の数字で

す。記述式対策の方法で、テキスト等に数字を書いて覚えましょう。 

 

■通信生 

通信講座の方、破天荒な私のしゃべりも慣れましたか？孤独な戦いでしょうが、皆さんも山

下クラスの一員です。皆さんを意識しながら講義をしています。 
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通信の方は、講義を視る曜日を決める等、勉強スタイルを早めに作ってください。講義の科

目の進度にしたがってリズムを作ってください。本日月曜日は雇用保険法の講義です。 

 

■過去問の解き方講座 

一部の受講生からは、過去問ですか？古い問題でしょう・・・何回もやったから飽きてい

ます・・・とのお言葉をいただいています。そうですね。ただ問題を解くだけならばそう

なります。 

ですが山下は過去問にこだわる講師です。１に過去問、２に過去問です。過去問を通じて、

国が皆さんに何を勉強していただきたいのかを考えることができます。 

明日は「解き方講座」の労災の 2 回目です。だんだん過去問の勉強の仕方が理解できてき

たと思います。 

 

 

★今年の合格者の方から、過去問解き方講座のお話し（過去問クラブは昨年までの名称） 

自分では一生懸命努力しているはずなのに、成果が出ない（合格できない・本試験の点数

が伸びない）ことに一番苦労しました。何がいけないのだろうか。どうしてだろうかと思

ううちに、自分に自信が持てなくなり、最後はどれだけ努力しても、私は一生合格できな

いのではないかとさえ思いました。 

悶々としていたときに、山下先生の「過去問クラブ」を受けてみることにしました。そこ

で、今まで自分がやっていた勉強は闇雲に手を出していただけだったということに気がつ

きました。山下先生は何度も、「満点や良い点を取ることが目的ではない。合格することが

目的。その合格は、択一で 45点とればいい。択一は、難問が 15問、普通が 20点、簡単な

問題が 35点、だから難問は捨てていい。」と仰いました。それから、「勉強の方法を変える

（合格するための勉強をする）こと。」とも。 

山下先生は、過去問題を長きにわたり分析して、統計をとっています。その統計を科目ご

とに過去問に記入し、頻繁に出題されている部分を重点的に勉強することにしました。 

最初から最後までとにかく何度もやるというそれまでの勉強方法から、全く違う方法へ変

えました。そして、間違えたら解説を読んでどこを間違えたのかを確認する。答えはあっ

ていても論点が間違っているということもありましたので、この作業は非常に大事だった

と思っています。特に基本的事項を重視して徹底的に繰り返しました。過去問題の回数と

しては、通してやったのは、5 回くらいでした。今までは 10 回を目標にただただやる、と

いうことが目的だったと思います。 
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■合格体験記について 

多くの合格者からの合格体験記を頂いています。 

勉強の仕方にこれだ！はありません。自分で作り上げるものです。 

択一が 50 点の方と 40 点の方では、やるべき内容は異なります。また、合格者の体験

を見たくないという方も、体験記は読んでください。参考になる一言があります。 

 

合格体験記① 

 氏名：Ｓ.Ｋ.  合格年：2007年（第 39回試験）女性 

 受験回数：2回（1年目：基礎総合 Aコース 2年目：山下式合格攻略講座 いずれも通

学）  

こんにちは。山下塾 1期生のＳ.Ｋ.と申します。 皆様が来年受験するにあたり、私の経験

が少しでもご参考になれば幸いです。  

   

 ①辛かったこと 

 不合格通知を手にしたときが艱難辛苦の始まりでした。なかなかモチベーションが上がら

ず、前年よりやる気が出ないのです。ゴールデンウィークを過ぎても火が点かず、情けな

い気持ちでした。 ただし、試験の後に「振り返り」をして、大雑把ですが年間計画を立て

ておりました。モチベーションが上がらなくても、焦ったり諦めたりせずに１年間乗り切

れたのは、その「振り返り」のお陰だと考えています。 

「振り返り」の内容（だいたい、こんなことを反省していました） 

 ・なぜ落ちたのか・・・運が悪かったのではなく、原因は自分にある。 

 ・本気の集中力は何日継続するのか・・・直前期の全力疾走の日数にする。 

 ・効果のあった勉強方法、効果のなかった勉強方法は何か。 

 ・試験直前に切り捨てた（理解できなかった）箇所はどこか。そこは Aランクではなかっ

たか。 

また、前年と比べられないくらい辛かったのが直前期でした。 

 ・日々悪化する体調 

 ・日々大きくなる不安 

 ・前年を越えなくてはならないプレッシャー 

 ・向き合わざるを得ない、弱い自分  など 

１年目の直前期は、辛さのあまり精神的に逃げてしまいました。ですから、2年目は落ちた

ときに理由にしてしまいそうなことを出来る限り排除しました。8月になると、腰が痛くて

座れなくなったり、目が痛くて字が読めなくなったり、ひどい有様でした。「試験の翌日に

私は死ぬのか」というくらい、ぼろぼろでした。 
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 ②私の勉強法 

≪最初に≫ 

具体的な勉強法ではありませんが、私はまず「自分は要領が悪いし凡人なのだから、時間

をかけないと合格できない」と割り切りました。そのお陰で自分のペースを保てたような

気がします。 

具体的には、 

 ・学校で配られる教材すら終えられない → 他の教材に興味わかず 

 ・裏技とか器用なことは無理 → 愚直に勉強 

 ・「暗記は 8月から」という周りの声 → 無理なので 7月から  など 

私には時間が必要だったので、勉強以外にかける時間で減らせると思ったものは極力減ら

しました。化粧や髪型、服装に至るまで、出来るだけ時間をかけないように・・・（笑）で

も「塵も積もれば」ですよね。 

私は寝不足の翌日は全く頭が働かないため、勉強がどんなに捗っても 1時には寝るように

していました。また、1時になる前でも眠気に耐えられないときは、こんな状態で勉強して

もどうせ頭に入らないと諦めて寝る。 

今年の本試験までに運動不足になったり体調が悪くなったりした人は、春のお彼岸くらい

までに、運動をして体力を戻すことも大切だと思います。体調を戻しておかないと、次に

迎える直前期が大変です。 

 ≪5月まで≫ 

 受験勉強のターゲットは本試験問題です。本試験問題の多くは条文から出題されますから、

受験勉強の中心は、条文と過去問だと思います。そこで、5月までは基本テキストを精読し

ました（選択式マスターを繰り返し解いて、条文が頭に入ったから１年で合格できた、と

いう知人もいました）。 

≪6月以降≫ 

【通勤時】電車の中（片道 20分）で「1.2.3」を読む。歩くときも脇に抱え、信号待ちの時

も読む。歩いているときは、講義の録音を聞いたり、暗記もの（高額療養費の表とか）を

思い出したりしていました。 

 【昼休み】週末に受けた直前講座や模試の復習をする（20分×週 5日）。 

 【帰宅後】5年分の過去問を、週 1以上のペースで回す。 

 【入浴中】のぼせる直前まで「1.2.3」を読む。 

≪過去問の解き方≫ 

 過去問は 1問１答形式で解きます。選択肢だけ読んで、その肢が○なのか×なのか。×な

らどこをどう直せば○になるかを答えます。 

  例えば、「B 健康保険の資格喪失日は、退職日の翌日である。○」と、正しい肢なら「ま

る」まで心の中で言う。これが大切で、本番に効いてきます。 

また、問題を解くときは、即答するようにしていました。肢を読んで「うーん、これは・・・」
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と考えたり思い出すのに時間をかけるということは、しっかり頭に入っていないのです。

時間を無駄にしないためにも、即答できない問題はすぐにページをめくって解説を読むよ

うにしていました。過去問を繰り返し解くと「覚えてしまう」と心配する人がいますが、

むしろ私は、この解き方でどんどん覚えていったほうが良いと考えています。 

過去問を破り捨てる時期に「このページは多分完璧。だけど破り捨てるのが怖い」という

ものがあったら、例えば１ヶ月とか少し間をおいて解いてみます。１ヶ月後に解いても完

璧だった場合、その時点で試験まで１ヶ月以内であれば、試験当日も多分完璧に出来ます。

自信を持って破り捨てましょう。 

最後の 10日くらいになると、解けないページばかり繰り返し解く状態になっているはずで

すので、一度残ったページの重要度を確認します。ここまできたら、Cランクの問題には、

もう手をつけなくて良いのかなと思います。    

≪答練や模試の解き方≫ 

 過去問と同じで、やはり 1問 1答形式で解き、正しい肢なら「○」、間違った肢なら「×」

とどこが違うのかを記します。分からなければ「△」とか「？」とか。途中で変えた場合

は「△→○」のように経緯も残しましょう。また、常に時間を意識し、1問あたり 2.5分で

解くペースを作りましょう。かといって 1問解くごとに時間を計っていたら大変なので、

10問解くごとに時刻をメモするようにしていました。 

実際、模試の復習はほどほどにしか出来ませんでした。第 2回の模試は、○の肢しか振り

返っていなかったと思います。×の肢の復習も、例えば「月前」を「月」に引っ掛けるよ

うな問題なら見直す価値がありますが、その肢がもし「この世に存在しない条文」だった

ら見なくても良いのではないでしょうか。 

 

③振り返って 

あの怒涛の日々から 2年が過ぎましたが、辛かった半面、充実していて幸せだったとも感

じております。もしかすると、社労士の資格よりも直前期を通じて得たものの方が人生で

は多いかもしれないと感じるほどです。受験のときの仲間は、今でも良い相談相手です。

長丁場で道を見失いそうなときもあると思います。そういうときは原点に立ち返り、「社労

士になる理由」を思い出すと良いのではないでしょうか。  

また、お勧めして良いのか分かりませんが、私は「不合格通知」を常に（試験当日も）持

ち歩いていました。見ると悔しさが蘇って、士気があがりますよ。 

最後になりますが、皆様のご検討を心よりお祈りしております。 
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合格体験記② 

合格年：2018年(第 50回試験） 男性 

受験回数：４回（３回目まで独学、４回目：年金キーパー上級コース） 

 

受験３回目の年に、苦手科目だった徴収法対策で山下先生の徴収法講座を受講し、続けて

前日講座の「前日最後の最後で３点アップ」を受講。結果は不合格でしたが、講座から多

数の的中問題が本試験で出たことに驚き、４回目の受験は山下先生の生クラスの受講を決

めました。 

【試験成績】 

1回目：選択 20点 択一 35点 

2回目：選択 23点 択一 34点 

3回目：選択 33点 択一 45点（選択の労一が 2点） 

4回目：選択 33点 択一 53点 

【合格年成績明細】  

・選択 

労基 4点  労災 4点  雇用 5点  労一 3点  社一 4点 

健保 5点  厚年 4点  国年 4点 

・択一 

労基 7点  労災 8点  雇用 6点  労一/社一 6点 

健保 9点  厚年 9点  国年 8点 

 

【受験の動機】 

 総務関係（人事、総務、経理など管理業務全般）の仕事をしており、専門性を高めるた

め受験することにしました。 

 

【勉強時間と工夫(4回目の受験勉強をメインに書きます）】 

小さい子供を育てながらの勉強だったため、勉強時間の確保には苦労しました。子供を寝

かしつけて、自分も一緒に朝まで熟睡といったことは日常茶飯事。勉強ができたときには

「できなかった分、集中力が増して何倍も頭に入るはず」とプラス思考で勉強していまし

た。そう思って勉強していると意外と記憶に残るものです。4回目の受験の年は第３子の出

産がありましたが、妻が里帰り出産をしたため直前期は勉強時間を増やすことができまし

た。 

勉強時間は、直前期（5月頃）までは授業以外で平均して 1時間程度でした。直前期は授業

以外で平均して 3時間程度。勉強時間が限られていたので、過去問をメイン教材にして学

習し、テキストはわからない点があったときにさらっと見る程度でした。過去問も満遍な
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く学習するのではなく、出題と点数の箇所が多い論点を重点的に学習しました。先生が授

業中に切るといった論点はばっさり切り、マーキング等の「作業」を必要最小限にし、回

転数を増やしました。 

直前期は出題傾向の把握や点数問題のレベルに慣れるための教材として「100の法則」を 5

回ほど回し、「試験に出る 1・2・3」をメイン教材にして 5回ほど、そのうち【重要】論点

は 8回ほど回しました。 

選択式対策は模試や答練で間違えた問題や「1・2・3」の中で出たら解けないと思う部分と

太字の気になる部分とをマーキングしておき、細切れ時間に確認していました。試験直前 1

週間前は「1.2.3」の中で記憶が曖昧な論点をマーキング（選択式対策の用語以外は鉛筆で

線を引く程度でマーカーはほぼ使っていませんでした）。試験前日にはマーキングした論点

をＡ4用紙 1枚程度でまとめ、試験当日用のチェックリストを作成。 自分の不安論点をコ

ンパクトにまとめたおかげで、当日に「あれもこれも確認しなといけない」と不安になら

ずよかったです。最後の最後まで「1.2.3」です。 

 

【試験本番の解法】 

① 共通・・・試験開始後、深呼吸し全体を見渡す。 

② 選択式 

 ・記述式で解く 

 ・記述式で解けない問題は語群の整理 

 ・前後の文章からしっくりくるものを選択 

 ・科目ごとに解き終えたら問題を一読する 

  これで今年の「Ｄ：1000分の 7」と「Ｅ：取得した～ときは、60）」を逆に解答してい

ることに気が付いた 

 ・最後にマークチェック 3回、チェックが終了したら問題用紙に「チェック済」と書く 

③ 択一式 

  ・問題用紙の白紙部分に解法の方針を書く 

   1.〇、×、組合、個数問題をチェック 

   2.×、組合から解く 

   3.7行以上の肢はとりあえず消し込む 

   4.個数、事例は後回し 

   5.末尾から文頭へ、5Ｗ1Ｈ 

   6.数字チェック 

   7.「ことはない」、「限り」、「であっても」、「すべて」、「のみ」は要注意 

この方針で進めて、すべての問題を１６時前には解き終わった。 

  ・知らない問題は答えにしない。それが答えだったら諦める覚悟をしていた 
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 ・答えがわかったら他の肢は解かない。全く見ていない肢が何問もあります。 

  ・試験中にトイレに行く。労基から一般常識まで解き終わった辺りで頭がぼ～として

きたので、トイレで顔を思いっきり洗った。切り替え効果抜群。 

  ・最後にマークチェック 4回。チェックが終了したら問題用紙に「チェック済」と書

く。これでマークミスを発見し 2点確保した。 

 

 「知らない見たことがない問題は答えにしない、知っている問題で勝負する」 

 本番は、これを貫き通しました。 

 

 上記の解法はどこかで見たり聞いたりしたことばかりではないでしょうか。多少のアレ

ンジはあるかもしれませんが、山下先生が講義で伝えてくれたことをそのまま実行しただ

けです。  

 

【直前のおすすめ道場】 

 ・試験に出る 1.2.3 

 ・12年目の点数問題 100の法則 

 ・最終仕上げ解きまくり厳選過去問 

 ・一日で仕上げる数字のまとめ 

 ・不安の徴収法１日で仕上げる 

 ・前日ヤマカケ講座「最後の最後で 3点アップ」 

正直なところ山下先生の道場は全ておすすめです。全部受けてほしい。その中でも「1.2.3」、

「100の法則」は必修、「最後の最後で 3点アップ」は試験の前日の生講義で受けてほしい

です。3点以上アップしますよ。 

 

【最後に】 

我が家は夫婦共働きで、両親親族は遠方のため子育て中に何かあっても頼りにくい環境で、

自分の勉強に宛てられる時間は限られていました（直前期は頼れる限り頼りました）。その

ため学習範囲は広げず、過去問中心の学習と最強のテキスト「1.2.3」を繰り返したのが結

果的によかったのだと思います。しかも、山下先生が膨大な量のデータに基づいて重要論

点を教えてくれるため、信頼性と精度は抜群です。少ない勉強時間で点数に結びつきます。

子育てをしながら学習されている皆さんは、睡眠不足、勉強不足、時間の不足と苦労なさ

っている毎日だと思います。それでも一年間は短いようで長いです。上手に息抜きして試

験勉強を乗り切ってください。そして、合格後はたっぷりご家族の皆さんと楽しい時間を

過ごしてください。 

2019年の試験に皆さんが合格されることを心よりお祈り申し上げます。                                        

以上  


