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1.受験アドバイス 

■初学者 

さて、ボチボチ年金からはじめますよ。勉強するからには楽しく学びましょう。冗談、雑

談さらに試験のポイントが入ります。興味を持って勉強すれば自然と知識も頭に定着しま

す。まずは年金です。カリキュラムに従ってください。法律は難しい。そうですね。何が

難しいのか？？言葉です。独特な用語や言い回しです。特定、特別、特例・・・。まずこ

の言葉に慣れましょう。 

 

★年金法は複雑？ 

年金法の理解は歴史です。この歴史を理解することは、年金法を得意にする方法です。こ

こは雑談講師の山下に任せなさい。歴史がわかると流れも理解できます。 

①年金の全体の構図を理解する。 

学習を進める最中は多少疑問があってもそこで立ち止まらず、とにかく先に進み、趣旨

を読み取ることがポイントです。 

②各保険給付の要点を整理する。 

③用語に慣れる。 

第 1 号被保険者等の用語に慣れましょう。 

④基礎の完成 

まずは国民年金を理解してから厚生年金へ移りましょう。 

⑤目次を利用して流れを掴む。 

授業が始まる前の予習は必ずやってください。意味不明でも問題ありません。タイトル

だけでも見てください。 

⑥早速過去問に当たる（当たって砕けましょう。心配しないでぶつかりましょう） 

過去問ではどのような形式で出るのかの確認が大事です。 

⑦復習はしっかりと。 

テキスト等を利用して条文の流れを掴み、仕組みを理解しましょう。 

 

■再受講生 

講義を受ける姿勢・・・今一度初学者になる。 

⇒やるしかない。今までの知識がもったいない。 

①年金を得意科目に変える 

過去問の重要性はいやと言うくらいお解りだとおもいます。講義前に問題を解きましょ
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う。皆さんはすでに知識があります。それを利用しましょう。過去問であやふやな箇所

をテキストに記載します。特に点になる肢に注意すること。引っ掛けパタ－ンを整理し

てテキストに記載しましょう。 

②基礎の重要箇所の再確認 

初心に戻り条文を読む⇒法律構図をレジュメで確認・・・え、また１条から読むの？そ

うです。読み込むのです。初心を忘れないようにするところから始めましょう。それも

丁寧に。いいですか丁寧に。総則は全体の法律の基礎です。総則だけでも 5 回は読んで

ください。 

③弱点箇所を明らかにして学習効果を出す。 

合算対象期間・繰下げ・障害等弱点を箇条書きにする。 

④8月の直前レベルに頭を戻す。 

弱点はここで潰す気持ちで学習を進めましょう。 

 

2.テキストの活用 

★テキストの使用方法（初学者・再受講生） 

① テキストは合格の柱    テキストはぼろぼろにする 

② オリジナルテキストを作る すべてはテキストに記載する  

③ 工夫は必要        何が重要なのか記号等を入れる 

④ サブノ-トは不要      知識の分散はやめる 

⑤ 記述式対策ノ－ト     試験当日まで３冊書いて、書いて覚える 

受験の生命線はテキストです。このテキストの知識が完成して 5 月の総まとめ講座である

道場 1.2.3へ進みます。 

ぼろぼろになるまでＡランクを中心にテキストを読みこみます。何回でも、とにかく読む

ことです。テキストは 100回・・おっと間違え１0回は読む。 

 

◎最初に自分で勝手に色をつけない 

テキストにむやみにマーカーでラインを引かない。勉強を始めたばかりの頃は、すべてが重

要に思え、ついついたくさんのラインをテキストに引いてしまいます。 

出題可能性の低い箇所にも線を引くと、直前期にどこが重要なのかわからなくなり大混乱を

生みます。結果として合格から離れた学習をしていることになりかねません。 

テキストは出る箇所のみに色を塗るのが鉄則です。色は信号と同じです。Ａ（過去問題の点

数）は赤、Ｂ（過去問題のダミー）は黄、Ｃ（模試・実戦答練）は青です。実際にやってみ

て下さい。ただし、各条文には選択対策として指示した箇所にマーカーを入れてください。 

注意：ネットの活用はほどほどに。「調整保険料」という用語をパソコンで検索すると約5,

230,000件出てきました。 
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使えるもの・・東京労働局・日本年金機構のホ－ムペ－ジがわかりやすくお勧めです。た

だし、あくまでも受験の参考ですからほどほどに時間をかけてください。 

 

3.本日の講義は公的年金です。 

社労士試験での年金の配点は 20点。非常に大きな存在です。ところが年金はわかりにくい。

本当に、本当に嫌いな方が多い。制度が入り乱れ、経過措置と称する法附則（お化け）が

沢山でてきます。ややっこしいから仕事がある（名言でしょう）。年金は試験合格にとって

あなたの恋人・友達と思って、少しは好きになってください。 

年金には公的年金（強制）と私的年金（民間の保険）があります。年金の主な目的は老後

の生活保障ですが、公的年金には、障害、遺族等の生活サポ－トの部分もあります。 

日本の公的年金は賦課方式（世代間扶養）の考え方です。これに対して、積立方式とは、

自分が年金として支払った保険料分を積み立てて、支払った本人が受け取るという方式で

す。賦課方式とは、年金制度の拠出方法で、『相互扶助精神』のもと、親の世代の年金を子

の世代の保険料で賄っています。つまり、現役世代から保険料を徴収して、高齢者に年金

を支払うという仕組みです。大きな視点で年金全体を確認しましょう。 

 

■国民年金 

（国民年金制度の目的）第１条 

国民年金制度は、日本国憲法第 25 条第 2 項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡に

よって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全

な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 

【解説】何気ない条文に見えますが、憲法 25 条 2 項がきらりと光ります 。 

 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上

及び増進に努めなければならない。 

 

1 項で労働関係、2 項で社会保険と、この 25 条を勉強することが私たちの勉強の出発点な

んです。 

講義では解説しますが、健保と厚生年金は歴史的に相互の関係があります。また国民年金

は厚生年金と兄弟の関係でしょう。確定拠出や確定給付は従妹の関係かな。 

 

■厚生年金 

（この法律の目的）第１条 

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族
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の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入

員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（管掌）第２条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 

厚生年金保険は、一定の事業所（適用事業所）に使用される労働者を被保険者とし、被保

険者の老齢、障害および死亡について保険給付を行い、被用者やその遺族の生活の安定と

福祉の向上に寄与することを目的とする社会保険制度です。保険料の半額は法定福利で事

業所が負担します。 

厚生年金保険と同じ目的でつくられた制度には、これまでは公務員などを対象とする各種

共済組合、船員を対象とする船員保険がありましたが、昭和 61年 4月からは船員保険の職

務外年金部門は厚生年金保険に統合されました。また、平成 9 年 4 月からは、旧公共企業

体の三共済組合（日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合）

の長期給付事業も、厚生年金保険に統合され、されに平成 14年 4月からは、旧農林漁業団

体職員共済組合も、厚生年金保険に統合されました。 

その後の法改正はなんだか理解できないほど、改正が続いています。 

 

■国民年金基金 

国民年金基金とは、自営業者等の国民年金第１号被保険者の方が任意に加入できる、公的

な老齢基礎年金の上乗せ部分の制度です。（国民年金基金制度は平成３年４月に創設） 

これにより、自営業者などの方々の公的な年金は「二階建て」になりました。最近では吸

収合併等の大きな改正がありました。 

 

■厚生年金基金 

基金では、本来国が支給する老齢厚生年金の一部を代行し（＝代行制度）、企業・業界独自

の年金給付を設計することによって、加入員に対して高齢期の所得を保障する役割を果た

しています。最近では法改正で新たな基金が認可されなくなりました。時代の変化です。 

 

■確定給付年金 

過去に厚生年金基金の解散等が問題となりました。そこで、企業年金の受給権保護等を図

る制度として、平成１４年 4月に「確定給付企業年金制度」が創設されました。 

確定給付企業年金制度は、受給権保護が最大の目的です。確定給付型企業年金は、給付額

が決定している３形態の企業年金です。確定拠出年金とは異なり、拠出した掛金の累計額

とその運用収益で、あらかじめ年金額が決定されています。  

 

■確定拠出年金 

平成 13 年 10 月に制度が導入された。確定拠出年金には自営業者等が加入できる「個人型
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年金」(掛金は個人が拠出)と、企業が導入し、従業員を加入させる｢企業型年金｣(掛金は企

業が拠出)の２タイプがあります。 

 

 

4.年金の歴史を学ぶことは近道である 

昭和16  労働者年金保険法の制定（昭和17年施行）⇒昭和19年厚生年金保険法 

昭和 19  厚生年金保険法へと名称を改め、被保険者の範囲を一般職員、女子にも 

拡充 

昭和29  厚生年金保険法改正（定額・報酬比例）年金の体系を全面的に改革する改 

正。男子の支給開始年齢を55歳から60歳に引き上げる。女子は55歳のまま 

据置き。「定額部分＋報酬比例部分」に改正。 

昭和34  国民年金法制定（昭和36年拠出制）⇒国民皆年金・国民皆保険 

国民年金の発足(福祉年金 34.11、拠出年金 36.4)、通算年金制度の創設。 

昭和36年 国民皆年金（拠出型国民年金の実施）被扶養配偶者は任意加入。保険料は 

定額で、無業者など保険料の負担が困難な人⇒免除制度を設けた。 

昭和48  物価スライド 

昭和60  基礎年金制度（昭和61年施行）船員⇒厚生年金に統合。年金制度大改正。 

昭和61年施行。基礎年金導入、２階建て年金制度、婦人の年金権確立（第 

３号被保険者制度発足） 。厚生年金制度改正 女子についても支給開始年 

齢を引上げ（昭和62年度から12年間かけて55歳から60歳へ）。 

平成元  財政再計算（完全自動物価スライド、20歳以上の学生強制（平3年施行）） 

平成６   財政再計算（60歳台前半の年金見直し（⇒平成13年施行）・脱退一時金） 

     老齢厚生年金の支給開始年齢の65歳への段階的引き上げ。①男子：平成13 

年度から平成25年度にかけて②女子：平成18年度から平成30年度にかけて 

（5年遅れ）。在職老齢年金制度の改善（賃金の増加に応じて賃金と年金額 

の合計が増加する仕組への変更）。雇用保険法の支給調整等（60歳台前半 

の老齢厚生年金の見直し）「高年齢雇用継続給付制度」創設。雇用保険の 

基本手当等との併給調整。 

平成９   基礎年金番号、ＪＲ・ＪＴ・ＮＴＴ厚生年金へ統合 

平成11  国民年金の学生の納付特例、厚生年金の育児休業期間中の保険料免除（平 

成12年施行） 

平成12  ドイツとの年金通算協定の発効 

     特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳 

へ引き上げ。老齢厚生年金の給付乗率5％引き下げ。男子：平成25年度か 

ら平成37年度にかけて：女子：平成30年度から平成42年度にかけて（女子 
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は5年遅れ） 

平成13  厚生年金の定額部分が段階的廃止を始める｡ 

日英社会保障協定の発効、確定拠出年金法（平成13年10月施行） 

平成14  厚生年金年齢70歳、60歳台後半の在職老齢年金、農林漁業団体が厚生年金 

へ統合、確定給付企業年金法（平成14年４月施行）平成12年改正。国民年 

金の半額免除制度・厚生年金の強制適用が70歳まで引き上げ（平成12年 

改正で65～69歳の在職者に対する在職老齢年金制度の創設）。 

平成15  厚生年金保険法改正総報酬制の導入（平成12年改正） 

平成16  基礎年金の国庫負担割合の段階的引き上げ開始と厚生年金の保険料水準 

固定方式18.30％になるまで毎年0.354％引き上げ 

物価スライド⇒マクロ経済スライド 

平成17  健康保険法・厚生年金保険法改正⇒育児休業期間中の保険料免除基準の拡 

充（1歳未満⇒3歳未満）、国民年金法改正⇒30歳未満の保険料納付猶予制 

度の導入、定額部分の上限の改定（480月） 

     第３号被保険者届出⇒特例的に届出を認める 

      若年者保険料納付猶予制度の導入（30歳未満について本人・配偶者の前 

年所得で保険料納付猶予を判定） 

      国民年金保険料毎年 280円引き上げ、平成 29年度以降は 16,900円（平成 

16年度価格） 

      65歳以上 70歳未満の任意加入（昭和 40年４月１日以前生まで） 

      60歳代前半の在職（一律２割支給停止の廃止） 

      特別障害給付金制度⇒無年金⇒給付金（１級 50,000円 ２級 40,000円） 

 平成 18  障害基礎年金と老齢厚生年金等との併給 

      国民年金保険料の多段階免除制度 

平成 19  65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度 

     70歳以上被用者の老齢厚生年金の給付調整 

      離婚時の申し出による年金支給停止 

      受給権者の申し出による年金支給停止 

平成 20  離婚時の第３号被保険者期間に係る厚生年金の分割制度 

     年金個人情報の定期的な通知 

 

その後も改正が続いています。あーしんどかった。歴史が好きな人も近年の改正には「ま

いった！」でしょう。でも、概略が理解できると年金は「パズル」です。年金の種類は

いろいろあります。試験で問われるのは主に国年、厚生年金です。 

あとは一般常識からの出題が考えられます。 
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以上大まかに年金という制度を見てきました。沢山ありますね。中心は国民年金と厚生年

金です。それに上乗せする形で様々な制度が展開します。その多くは一般常識で学習しま

す。初学者は来年の２月以降に学ぶ内容です。それまでは、しっかり基礎編のテキストで

概略くらいは掴んでおくと年金の勉強が進めやすくなると思います。 
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3. 合格者コメント 私はこうして合格できた！ 

山下塾２期生 Ｔ．Ｋ． 

受験回数 ２回 

合格年  平成２０年 

受講講座 １年目 基礎総合Ａコース  ２年目 山下式合格講座（山下塾） 

獲得点数推移 

１年目 選択  ３３点   択一  ４４点 

２年目 選択  ２７点   択一  ５１点 

 

○勉強の仕方 

１）授業の活用方法 

イ 一言一句を聞き洩らさないこと 

テキストに載っていない大事なことをたくさん話してくれています。それをメモで

きるかできないかで帰宅後や後日の復習時の理解度が大きく変わるはずです。 

また、雑談話は休憩時間ではありません。覚えて欲しいことを印象付けるために実

際の話を織り交ぜて話してくださっています。気を抜いて聞いていると大事な部分

が抜けてしまいますよ。万一、聞き洩らしてしまった場合はウェブフォローでしっ

かり確認してください。 

ロ 仲間を作ること 

もちろんおしゃべりするための仲間ではないですよ(笑)。自分の勉強方法は正しい

と思っていても、１年という長い道のりの中で自分でも気がつかない間に道から外

れてしまうことが多々あります。実は結構一人よがりの勉強をしていたりするもの

なのです。そうならないためにも、仲間と情報交換して常に王道を歩んでください。

数字の語呂合わせ作りがうまい人、過去問情報に詳しい再受講生、実務を経験して

いる人等いろいろいるはずです。 

 

２）授業以外（直前期以外、直前期のことはまた別の機会に） 

勉強できる時間が無いのはみんな同じです。とにかく隙間の時間を積み重ねてください。電

車待ち、駅までの自転車、お風呂、トイレ・・・・・１分あれば余裕で２問はできますよ。 

私の時間の使い方 

イ 駅までの徒歩（約１０分）を利用 

前の晩に近所のコンビニでテキストのまとめの表等の覚えたいところを１ページだ
．

け
．
コピーしておきます。それを歩きながら覚えました。毎日やると結構な量を暗記

できました。 

ロ 通勤、電車待ち、隙間時間 
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ＬＥＣの１問１答を使っていました。ただ市販分だけでは全然足りないので、テキ

ストに書いたメモや答案練習、テキストのポイント、パワーアップの部分を文房具

屋で買った単語帳に書いたり貼ったりして問題を増やしていました。各法律それぞ

れ市販の倍くらいの厚さになりました。また手のひらサイズなので通勤ラッシュの

電車の中でも勉強できました。平日の夜に家で単語帳を作り通勤時に覚える、この

繰り返しをしていました。 

ハ お風呂、トイレ 

選択対策に各法律の１～５条と先生が危ないと言った条文を１ページコピーしてク

リアファイルに入れてお風呂に持ち込んでいました。１日で１～２個の条文ですが、

毎日やると結構な量になりますよ。また、家族の了承をもらってトイレの壁に暗記

したいもののコピーを貼って覚えました。 

ニ 休みの日 

図書館等で自習をしていました。内容は主に単語帳と過去問練習です。ひたすら問

題をやり、試験時間を体に覚えこませていました。苦手科目の復習も休みの日にし

ました。家でテキストとウェブフォロー（再生速度を１．５倍速にして時間を短縮）

を見て学習、図書館で問題を解いて理解度を確認していました。 

ホ 毎晩寝る前に （これは是非やって欲しいです！！！） 

その日の勉強時間をエクセルに記録してください。月毎の合計、総勉強時間が集計

されるようにしておくと一番よいでしょう。これはちゃんと勉強時間を確保できて

いるかの反省材料にもなるのはもちろんですが、一番の効果は直前期や試験の前日

です。今まで自分はこれだけの勉強時間を使ったのだから大丈夫！と自信と安心を

持って会場に向かうことができます。本当にお勧めです。 

 

 

○受験アドバイス 

１）マニアックな方向には進まない！ 

試験に合格すればいいのであって法律の専門家になるわけではありません。目的を間違

えないで。 

２）先生を信じる 

せっかく予備校に入ったのだから、騙されたと思って先生を全面的に信じてみましょう。

言われたことを全てクリアーしていけば８割～９割くらいの確率で合格できると思い

ます。後の１割はマニアックな選択問題やマークミスといった運に左右されるところで

す。それでもかなりの合格確率だと思いませんか？ 
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○余談 

私は選択問題で基準点未満で、救済処置如何によって合否が決まる状態でした。 

まさに合否は神のみぞ知る状態で２ヶ月半くらいを過ごしました。この時期がとても精神

的に辛かったです。そんな時、街を歩いていると一人の外国人に声を掛けられました。 

「私はお財布を落としてしまいました。私の住んでいる千葉に帰るためにはどうしても電

車代として３０００円必要なんです。後で必ず返しますので貸してくれませんか？不法入

国なので交番にも行けません、助けてください」明らかに怪しいと（見た目もいかにもと

いう感じでした）感じましたが、「少しでも良い事をしておけば神様が合格させてくれるか

も」とまさに藁にもすがる思いで（不純な動機ですが）その外国人に３０００円を渡し、「あ

げますよ、返さなくていいです。困った時はお互い様です」と言いその場を立ち去りまし

た。 

後に私の元に合格通知が届きました・・・・・ 

私は合格を３０００円で買った男です（笑） 


