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辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
　本試験，お疲れ様でした。
　合格ラインに届いている人は，合格発表まで「朗報を待つ」ことになると思いますが，合格ラインに届
かず，再度，来年に向けて学習を開始しなければならない人にとっては，「また，１年勉強か…」と，学習
をすぐに開始することができない人も多いのではないでしょうか。
　合格をつかむためには効率的な学習をする必要があります。そのためには，まず，この１年を振り返っ
てみて，自分の至らなかったところを「直視する」ことが大事です。ただがむしゃらに学習を開始した場合，
また同じ結果になってしまうことも当然考えられます。足りなかったことは何で，どう克服すればいいの
かを，本試験までの時間に余裕のあるこの時期に考えてみることは決して無駄なことにはなりません。

『佐藤塾』 右田 修三研究所『佐藤塾 右田

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためののの合格ナビ合格ナビ
第１回 直視する！

自分のスコアブックを作成する

　今年の本試験の結果（スコア）表を作成するこ
とで，2014年本試験を振り返ってみましょう。作
成のフォームは【表１】のとおりです。なお，各
科目の状況を的確につかむために，択一式は10科
目に分けています。

手順１「あなたの得点」を入力

　あなたの今年の本試験の得点状況を入力しま
しょう。とはいっても，正解がわからないと書け
ませんので，各受験予備校が出している解答速報
等で確認をしてみてください（【表１】参照）。

手順２「取るべき得点」を入力

　次に，今年の本試験で取っておくべき得点を入
力しましょう。各受験予備校が出している「合格
ラインの推定得点」と「解答速報の正答率」を利
用します。
　まず，択一式と選択式の総得点欄には，各受験
予備校が出す合格ラインをそのまま入力しましょ
う。予備校によって，合格ラインは違うと思いま
すが，ここはスコア表を作成するためのものです
から，どこかひとつの学校のものか，平均的な数
値で結構です。
　続いて，各科目の取るべき得点ですが，選択式
は各科目の基準点の３点がボーダーラインとされ

【表１】2014年本試験の結果（スコア）表
【択一式】 労基 安衛 労災 雇用 徴収 労一 社一 健保 厚年 国年 総得点
あなたの得点 /７点 /３点 /７点 /７点 /６点 /５点 /５点 /10点 /10点 /10点 /70点

取るべき得点 /７点 /３点 /７点 /７点 /６点 /５点 /５点 /10点 /10点 /10点 /70点

達成か否か

【選択式】 労基 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 総得点
あなたの得点 /５点 /５点 /５点 /５点 /５点 /５点 /５点 /５点 /40点

取るべき得点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 /40点

達成か否か
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ることが標準的（２点や１点はあくまで救済によ
るもの）なので，最初から３点を入れています。
択一式の場合には，合格ラインと予測される総得
点までの点数の数まで，70肢ごとに正答率の高い
ほうから順番に印をつけていきます。

　【表２】を例にして考えてみましょう。【表２】は，
2014年本試験向けに辰已法律事務所が実施した
ONEコイン模試での択一式の各科目の正答率を
表にまとめたものです。たとえば，労基法問１の
正答率は67％で，約３人に２人が正解できた問題
でした。この表を元に，正答率の高い問題に印（ ）
を付けていき，一番右の合計欄には科目ごとに印
を付けた数の合計を入れます。
　まず，試しに正答率50％以上の問題に印をつけ
てみましょう。この場合，印を付けた数は全部で
43個になります。この模試での択一式の合格ライ
ンとされた総得点は45点でしたので，印をつけた
43個のみを正解できても43点止まりになり，あと
２点不足で合格に達しません。そこで，１％下げ
てみて，49％の問題の個数を数えてみます。正答
率49％の問題は，安衛問９，労災（徴収）問９，
雇用問３，国年問９の４問ありますので，43＋４

＝47点になり，合格ラインに届き（を上回り）ます。
　次に，科目ごとに印をつけた数を数えてみます。
労基５個，安衛２個，労災６個，雇用３個，徴収
５個，労一（一般常識の問１～問５）２個，社一
（一般常識の問６～問10）４個，健保７個，厚年
５個，国年８個となりますので，45点を取るため
には，科目ごとにそれぞれ「労基・安衛７点，労
災（徴収）９点，雇用（徴収）５点，一般６点，
健保７点，厚年５点，国年８点」を取らなければ
ならなかったことがわかります。

手順３「達成か否か」を入力

　「あなたの得点」と「取るべき得点」を比較し
てみます（【表３】参照）。
・「あなたの得点」が「取るべき得点」より高け
れば「◎◎」
・「あなたの得点」が「取るべき得点」と同じで
あれば「〇〇」
・「あなたの得点」が「取るべき得点」より１点
低い場合「××」
・「あなたの得点」が「取るべき得点」より２点
以上低い場合「××××」

【表３】択一式の正答率のチェックの仕方の例
【択一式】 労基 安衛 労災 雇用 徴収 労一 社一 健保 厚年 国年 総得点
あなたの得点 ５/７点 １/３点 ５/７点 ５/７点 ５/６点 １/５点 ４/５点 ５/10点 ５/10点 ７/10点 43/70点
取るべき得点 ５/７点 ２/３点 ６/７点 ３/７点 ４/６点 ２/５点 ４/５点 ７/10点 ５/10点 ８/10点 45/70点
達成か否か ○ × × ◎ ◎ × ○ ×××× ○ × ××××

【選択式】 労基 労災 雇用 労一 社一 健保 厚年 国年 総得点
あなたの得点 ４/５点 ３/５点 ５/５点 ３/５点 ２/５点 １/５点 ５/５点 ４/５点 27/40点
取るべき得点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 ３/５点 27/40点
達成か否か ◎ ○ ◎ ○ × ×××× ◎ ◎ ○

【表２】択一式の正答率のチェックの仕方の例
問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７ 問８ 問９ 問10 合計

労基・安衛 67 32 70 76 65 46 61 51 49 42 ７点
労災（徴収） 70 79 64 64 85 55 44 81 49 53 ９点
雇用（徴収） 78 63 49 39 46 33 48 78 29 61 ５点
一般 9 47 38 51 57 50 55 60 69 40 ６点
健保 47 55 61 72 55 65 32 47 63 72 ７点
厚年 46 46 55 42 54 56 64 18 37 59 ５点
国年 74 48 70 64 76 66 74 55 49 46 ８点
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手順４  今年の本試験の得点の総括をする

　総得点の合格ラインに届かなかったとすれば，
どの科目が足りなかったのかを考えてみましょ
う。択一式で「××」「××××」となってしまった科
目を挙げてみましょう。

①  その科目の学習（時間・理解）は十分だったのか。
②  苦手（科目・箇所）を放置していなかったか。
③  学習も十分で，苦手でもなかった場合は，本試
験での時間配分を思い出してみる。

　ａ．本試験の際，見直しをしたか。
　ｂ． 本試験の際，他の科目に時間を取られて，そ

の科目に十分，時間を割けなかったというこ
とはないか。

　本誌をお読みいただいている方の中には，「こ
んなことをしなくたって，できなかった科目は自
分でわかるよ。」と思われるかもしれません。し
かし，社労士試験は，相対評価で合否が決まりま
す。合格できる約７％（2013年は5.4％でしたが…）
に食い込むためには，合格者が取れた問題を正解
できないと合格にはたどり着けません。
　この例でみると，あなたが仮に労災（徴収）で
９点という高い得点を取れていたとしても，合格
するためには９点は必要な得点であったことがわ
かります。逆に，雇用や厚年は，５点取れていれ
ば合格ラインに届く得点にいけるはずであって，
必ずしも悲観する得点ではないことがわかります。
　もし，正答率を考慮しないで出来不出来を考え
た場合，合格ライン45点に対して，１科目あたり
の取るべき得点は，45÷７≒6.5点となりますから，
「７点以上を取っていれば良く，６点以下ではダメ」
となります。仮に労災（徴収）のあなたの得点が
７点の場合，本来は９点を取らないといけない科
目であったのに，「できた」という判断をしてしまい，
雇用や厚年のあなたの得点が６点であった場合，
必ずしも悲観する得点ではないのに「ダメだった」
という判断になってしまいます。科目ごとにどう
であったのかをしっかり見据えて，2015年の本試
験には臨みたいものです。
　また，こうすることで，確実に正解すべき問題
とそうでなかった問題のすみわけができます。今
後，2014年本試験問題の復習をする際には，単に
問題を解くのではなく，どういうレベルの問題
だったのかを見極めながら解くことが可能にな
り，「この問題ができさえすれば合格できる」と
いう励みになります。

※ ご自分で今年の本試験の正答率を確認しながら表
を作成するのが面倒だと思う方は，辰已法律研究
所のホームページ（http://tatsumi.co.jp/）に入れ
込みのフォームを掲載しておきますので参考にし
てみてください（９月１日以降に掲載予定）。

手順５  学習の優先度を定める

　 択一式の総得点は高得点であったのに，選択式
の各科目の基準点でつまづいてしまった方
➡ 　こういう方は，この１年間の学習をかなり頑
張ってきて，結果も伴っているわけですので，
択一式に関する学習は，2014年と同じように
やっていけばよいということになります。学習
の重点を多少，選択式にシフトして学習をして
いきましょう。
　 　まず，条文の穴埋めに関しては，何より条文
を愚直なまでに読みこなすことが必要です。択
一式ができているので，その条文の意味は理解
できていますので，テキストに書かれている内
容を2014年向けの学習と同じように理解してい
くのではなく，条文をその都度，しっかり読み
込んでいきましょう。
　 　テキストは，条文が最初に掲載されていて，
その後に解説があることが多いので，今までは
解説部分で理解をしていたとしても，今後は確
実に条文に目を通していきたいものです。
　 　また，選択式は，条文からの出題だけではな
く，白書がらみの問題や計算問題も出題されま
すので，昨今の厚生労働行政に意識を向けてい
くことや，計算問題が出題される可能性のある
箇所では，注意深く学習することを心がけてく
ださい。
　 　ただし，選択式を意識するあまり，択一式は
大丈夫だと考えてしまって，問題演習をおろそ
かにしてしまうケースも見受けられます。ある
年の本試験の択一式は52点という高得点であっ
たのに，翌年の本試験で択一式対策が不十分な
ために42点まで下がってしまうなどということ
もよくあることです。あくまでも理解中心の択
一式に関する学習をしっかり行う中で，選択式
を意識するよう心掛けてください。

　 択一式の総得点が足りなかった方
➡ 　択一式の総得点が足りなかった方に関して
は，何が原因だったのかを考えてみましょう。
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原因の違いによる対処の仕方を簡単に記載して
おきます。

 全般的に学習量が不足していた  原因１

　対策１ 忙しい中でも時間を作る

　学習する時間を確実に確保しましょう。日頃，
仮に問題が１問でも解ける時があれば，その時間
も学習に組み込みましょう。通勤時間や昼休み，
仕事の合間の時間等，学習できる時間を増やすこ
とはできないかを考えてみてください。

　対策２  やる気が出るようにするためには…

　やる気になるために必要なことは何なのかを考
えてみてください。将来，自分が社労士で働く姿
を想像してみるとか，合格できなかった悔しさを
思い出すとか，人によって違うと思います。それ
から，やる気になれる「時間帯」がいつで，やる
気になれる「場所」がどこかを考えてみましょう。
自分のスタイルが朝型なのに，主に夜に勉強して
いた場合ははかどらないことも考えられます。喫
茶店では集中できるのに，自宅ではダメなケース
もあります。また，学習した時間の記録を付ける
ことで，張り合いがでてきます。

   ある一定の科目の得点状況が思わしくなく，
苦手科目が総得点にブレーキをかけてしまった 原因２

　対策１ 苦手科目に時間を多く振り分ける

　苦手科目がある場合，その科目を重点的に学習
していく必要があります。まずは費やす時間を多
く取ることで，ゆっくりでいいので確実に理解を
していってください。ただし，一から百まで全部，
理解しようと思うと次へ進めなくなってしまいま
す。他の科目よりは学習時間を多く確保するもの
の，ある程度の理解で次へ進んでいくという割り
切りも必要です。

　対策２ スケジュールを立てる

　通常，学習する順番が最後の方にくる一般常識

や厚生年金は，理解が手薄なまま，本試験に臨ん
でしまうことがあります。学習の当初に年間の学
習の大まかなスケジュールを作成してみてくださ
い。独学でスケジュールをどのように組んだらよ
いのかが分からない場合には，受験予備校等のカ
リキュラムを参考にして，同じように組んでみて
はいかがでしょうか。

 学習の仕方に問題がある  原因３

　対策１ 問題演習不足をなくす

　理解することを重視するあまり，テキストを読
みこなすことばかりに重点を置いてしまう方がい
ます。実際に問題に落とし込まれた際に正解でき
ないのは，問題を解く量が少なかったことが考え
られます。

　対策２  テキストで理解すると同時並行的に問題を解いていく
　テキストを読み込んで内容を理解していくイン
プット学習を全部終えてから問題を解いていませ
んか？　テキストをある程度読みこなしたらすぐ
に問題を解いてみると，その部分がどのように問
題に出題されるのかがわかり，理解が深まります。
この場合，５択の問題集より，条文順（テキストの
項目順）の問題集のほうが的確です。テキストの
各項目ごとにインプット学習で理解を深めた直後
に，その範囲の１問１答形式の問題を解くことで，
問題への対処能力が高まるとともに，その箇所で
の論点と出題されやすさが明確になるからです。

   当日の体調や環境が悪く，
力を十分に発揮できなかった 原因４

　対策 体調管理を万全に

　本試験は，毎年，８月という暑い過酷な時期に
行われますので，体調管理には十分留意する必要
があります。「風邪をひかない・けがをしない」
ように気を付けると同時に，本試験前の時期には，
仕事や私生活面でストレスをためないよう心がけ
ましょう。

　本試験直後からすぐに学習に取りかかることができないという方も多いと思います。まずは，2014年本試験の疲れを十
分取ってください。しばらくの間は休み，鋭気を養うことも大事です。９月の間は，社労士の学習時間の確保のために今ま
で我慢してきたことに時間を割いて，「よし！やるぞ。」という気になってから始めるくらいでちょうどよいかもしれません。
気持ちの切替えができたら，即，開始してください。ただし，10月になってもやる気になれない場合でも，来年の本試験
を受験すると決めている方は，最初は１日30分の学習時間でもよいので，10月にはスタートを切りましょう。



72
2014.11

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
　10月になりました。そろそろ学習をスタートさせる時期ですね。
　多くの受験生は，インプット学習（テキスト等で各科目の内容を理解すること）から入っていくと思
いますが，実はこのインプットこそが合否を左右する“学習の要”です。今回はインプットの重要性を
お伝えします。

『佐藤塾』 右田 修三研究所『佐藤塾 右田

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ
第２回 耕す！

１．“教材の選定”が合否を分ける！？

　受験を決意したあなたが一番にすべきことは，
どのテキストを使って学習していくのか，教材を
選定することです。テキストは，これから約１年
間，あなたの受験生活の大切なパートナーになる
わけですから，慎重に選びたいものです。
　毎年，多くの受験生から「どんな参考書を使っ
たら良いですか？」という質問を受けますが，私
はこう考えます。

① 初学者の方

　比較的読みやすい（それほど分厚くない）教材
から取り組むのがいいでしょう。初学者の場合，
最初の目標は“一通り全学習範囲に目を通すこと”
です。社労士試験の学習範囲は広いものの，各々
の法律には関連性があるため，まずはざっとテキ
ストを通読し，「労働基準法なら理解できそう！」
とか「年金の勉強は面白そうだ！」など，手ごた
えをつかむことが大切です。

②  受験経験者で，「選択式」で合格を逃してしまっ
た方

　近年の選択式は，細かい判例や通達，労働統計
や白書等からの出題が目立っていることを考える
と，できるだけ情報量の多い教材を探すことが大
切でしょう。選択式で悔しい思いをされた方は，
反対に言えば択一式の実力は十分あるわけですか
ら，他の受験生が択一式対策で頭を悩ませている
間に，じっくりとテキストを読み込み“知識量”
を増やすことで，大きくリードすることができます。

③  受験経験者で，「択一式」の得点が及ばなかっ
た方

　先月号の「合格ナビ」を使ってご自身の得点を
分析し，弱点分野を洗い出してください。その上
で，例えば「国民年金が難しかった」という方で
あれば，今年は年金法の図解が豊富な教材を選ぶ
と良いでしょう。
　「社会保険に比べて労働科目の得点が低かった」
という方ならば，労働分野の記載が充実している
参考書で学習を行うべきでしょう。学習経験者の
強みは，自分の“弱点”がわかっていることです。
時間は十分あります。苦手科目に早めに取り組む
ことで，有利なスタートダッシュを切ることがで
きるでしょう。

２．インプットは畑をクワで耕す作業と同じ

　インプットは，畑で野菜を作る際の「種を植え
る前の土を耕す作業」に似ています。大規模農家
ではなく，家庭菜園を想像してみてください。ク
ワで土を耕して，種をまき，水をやり，育ててい
きます。ここでは，冬場に種をまいて，夏に実が
なるナスを例にお話しします。ナスを作るには，
最初にクワで畑を深く掘り起こしておく必要があ
ります。ナスは根を地中深くまで伸ばす習性があ
りますが，固い土にあたってしまうと，それ以上，
根を伸ばすことができなくなり，水分や栄養素を
取りこむことができなくなってしまうからです。
たとえば，クワで土を深く掘り起こして種を植え
たケース（この場合をＡとする）と，10 ～ 20セ
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ンチ程度しか掘り起こさずに種を植えたケース
（この場合をＢとする）とを比べると，どちらも
芽が出て，当初は同じようにすくすくと成長しま
す。ところが，Ｂの場合は，根が地中に深く入り
込めず，成長期に水分や栄養素を十分に得られな
いため，途中から育ちが悪くなります。そうなっ
てから慌てて水や肥料をやっても，結局，実はな
るものの，栄養価の低い小ぶりなナスができるこ
とになってしまいます。
　一方，Ａの場合は，土の深い掘り起こしができ
ているため根を四方に伸ばすことができ，その結
果，養分を十分に吸収できます。その後，あまり
手間をかけなくても成長していきます。種を植え
た後は，水をやり，雑草を刈り，害虫駆除をし，
台風に備えることさえ怠らなければ，さほど労力
を費やさなくてもりっぱなナスが実を結ぶので
す。
　このように，インプットは，ナスの成長に欠か
せない「根を伸ばすことができるかどうか」とい
うことと同じ意味合いがあり，この根幹部分が
しっかりとできていなければ，直前期になって慌
てて学習時間を増やしたり，様々な対策を講じて
みても，軌道修正することが難しくなります。

３．インプットと同時並行的に過去問に目を通す

　インプットを行う際には，同時並行的に過去問
にも目を通していきましょう。たとえば，労働基
準法の総則を学習した直後に，総則の部分の過去
問をチェックします。
　ここで肝心なのは，解けるかどうかが問題では
ありません。過去問に目を通すことで，テキスト
に書いてあった内容が「どのように」「どれくらい」
問題として落とし込まれているのかをつかむこと
が大事です。仮に，５ページにわたってテキスト
に記載されている内容が，過去の本試験に全く出
題されていなかったとしたら，その５ページは後
回しにしてもいい箇所となります。ところが，わ
ずか１ページなのに過去に繰り返し出題されてい
る場合には，念入りに学習すべき部分といえるで

しょう。
　インプットの際には，テキストで理解した直後
に「過去問題集」に目を通すことを心がけてくだ
さい。そうすることで，テキストを，ただ漠然と
眺めていただけではわからなかった“条文の重要
度”や“出題の論点”が見えてきます。

４．インプットは「信号の強さ」に匹敵

　私事になりますが，先日，「速読」のセミナー
に参加してきました。その講演の中で，速読の効
果とは「限られた時間の中で記憶力を高めたい人
のためにある」もので，
Ｋ（記憶力）＝Ｉ（信号の強さ）×Ｒ（反復）

の公式が成り立つと話していました。もし，速読
ができるようになって，今まで10時間かかって読
みこなしてきた１冊の本を１時間で読めるように
なれば，10時間で10回繰り返し読むことができま
す。限られた時間の中で反復する時間を確保でき
ること，すなわちＲの数値を高めることができる
ことこそ，記憶力に結びつく要件というわけです。
　この理論からすると，社労士試験の学習におけ
るインプットはＩ（信号の強さ）を高めることの
ほうになります。最初のインプットで深く内容を
押さえることに成功すると，Ｉの数値が高くなり，
反復回数がさほど多くなくても記憶力が高まりま
す。よく，「過去問を10回繰り返してきたのですが，
得点が一向に伸びません。」「テキストを10回まわ
した（反復して読んだ）のですが，すぐ忘れてし
まうんです。」という方がいらっしゃいますが，
これは，当初のインプットがおざなりでＩの数値
が低いがために，反復する回数が多くても得点に
結びつかないものと思われます。

・インプットがうまくいった例：
　Ｉ（信号の強さ：10）×Ｒ（反復：５回）＝50
　→　その結果，択一式50点で合格
・インプットがうまくいかなかった例：
　Ｉ（信号の強さ：２）×Ｒ（反復：20回）＝40
　→　その結果，択一式40点で不合格
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　学習を開始するにあたって，いつ・何を・どのようにやるか，おおまかな計画を立てましょう。初
学者や独学の方向けに，基本的なスケジュールの組み方をお伝えします。

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三『佐藤塾』 右田 修三研究所『佐藤塾 右田

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ
第３回 組み立てる！

１．社労士の学習の時期の区切り

　社労士試験の学習期間は２つの時期に分けるこ
とができます。ゴールデンウィーク前までの「法
体系習得期間」（知識・情報を頭脳に入力する時期）
と，その後の「合格直結追い込み期間」（実践を
重視しラストスパートをかける時期）です。
　ゴールデンウィークは，マラソンでいう「折り
返し地点」のようなものです。
　マラソンの場合，前半の入りをどの程度にする
かはランナーによって違います。前半から飛ばし
てライバルに差を付ける作戦でいくか，前半は
ペースをつかむことだけを心掛け，後半にスパー
トするように組み立てるかは，人によって異なる
でしょう。いずれにせよ，まずは前半をどのよう
に走るかを考えると思います。
　同じように，社労士試験対策のスケジュールを
組む場合にも，現時点で，本試験当日までのすべ
ての期間について，細部まで計画を立てる必要は
ありません。後半の「合格直結追い込み期間」の
学習は，前半の「法体系習得期間」の学習の進捗
度合で変わってきますので，まずは「法体系習得
期間」の学習計画をおおまかに立て，いつ，どの
科目をどのように学習していくかを考えてみるこ
とです。

２．１科目を１週間のペースで理解

　社労士試験の受験科目は10科目ありますから，
１科目ずつ，週を単位に学習していきましょう。
基本的に１科目を１週間で終わらせます。仕事が
忙しかったり，体調不良で学習がはかどらなかっ
たりした場合は予備の週でカバーしましょう。ボ
リュームが多い科目や苦手意識のある科目の場合
は最初から２週間の計画を立てても構いません。
　仮に11月から学習を開始した場合，次ページの
図のように，11月２日からの週に労働基準法を仕
上げ，次の９日からの週に労働安全衛生法を終え
ます。年末年始は予備の週として割り振ると，一
通り全範囲が終わるのが，早くて１月いっぱいに
なります。一度に細部まで完璧に覚えようとする
と学習ペースが遅くなりますから，最初の一巡目
は，細部にこだわらず全体像をつかむことを心が
け，２回転目にはもう少し深い部分を掘り下げて
いくなど，「じっくり時間をかけて１回」こなす
より，「さっさと終わらせて２回」やることを意
識すると良いでしょう。
　受験予備校では，社労士のテキストは「通読」
「熟読」「精読」のステップで，最低でも３回は読
むことを指導しています。

３． イン・アウト連動型の学習を！

　次に，具体的な学習手順ですが，まずは，本誌
11月号を参考に「テキスト」と「（過去）問題集」
を用意してください。
　ここでは週休２日制の会社員（月～金曜日に仕
事があり，土日が休みである方）をベースにスケ
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ジュールを組み立てていきます。当然のことなが
ら，丸１日休める日（休日）と仕事のある日（平
日）では，１回の学習に費やせる時間の長さや学
習場所が違ってきますから，会社員の場合，平日
の学習時間をどれくらい確保することができるの
かがカギとなります。朝や夜，そして通勤時間や
仕事の合間の休憩時間など，細切れ時間を寄せ集
めて，少しでも多くの学習時間を確保できるよう
心掛けましょう。
　また，テキストを読み込んで内容を理解する“イ
ンプット学習”と，問題演習に取り組む“アウト
プット学習”は，連動して行うことが大切です。
労働基準法から一般常識まで，受験10科目のイン
プットをすべて終わらせた後で，ようやくアウト
プットに取りかかるというやり方は，正直なとこ
ろ，非効率です。労働基準法の総則を学習した直
後に，総則部分の演習問題をチェックするなど，
インプットとアウトプットは切り離さずに，常に
セットで取り組むことが理想です。

４．
 「演習問題に取り組むのは，テキストの
内容が理解できてから…」こう考える
あなたは，Ａタイプの学習法を！

　「問題集に取りかかる前に，しっかりとした知
識を身に付けたい」と考える“インプット主体派”
の方は，細切れ時間にインプットを行うよりも，
まとまった時間が確保できる休日をフルに活か
し，休日に，時間をかけて丁寧にテキストを読み
込んでいくと良いでしょう。自宅，図書館や自習

室，喫茶店など，自分が集中してインプット学習
に取り組める場所を探しておくことも大切です。
東京の場合ですと，千代田区や豊島区の図書館は
夜10時まで利用することができますし，最近では
アカデミーヒルズやスタディラウンジなどの有料
自習室も人気ですね。
　そして，平日の細切れ時間には演習問題を解く
ことによって，土日で習得した内容が身に付いて
いるかどうかを確認していきます。

５．

 「テキストをじっくり読むのは苦手…。
問題を解きながら各法律の論点を理解
したほうが，効率がいい！」と考える
あなたはＢタイプ！

　一方，長時間机に向かってテキストを熟読する
のは苦手…という“アウトプット中心派”の方は，
通勤電車や休憩時間などの細切れ時間をインプッ
ト学習に充てると良いでしょう。平日は，テキス
トをざっと通読し大まかな内容を押さえる程度に
留め，休日のまとまった時間にじっくりと問題に
取り組み，自分の理解や解釈が違っていたら，す
ぐにその場でテキストに立ち戻りチェックするや
り方です。
　試験に出題されそうな箇所だけ学習すればいい
と割り切っている方や，とりあえず問題を解くこ
とができるだけの知識を身に付ければ十分と考え
ている方は，この方法が適しているといえるで
しょう。

11月
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8 ←労基
9 10 11 12 13 14 15 ←安衛
16 17 18 19 20 21 22 ←労災
23 24 25 26 27 28 29 ←雇用
30

12月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 ←徴収

7 8 9 10 11 12 13 ←労一
14 15 16 17 18 19 20 ←健保
21 22 23 24 25 26 27 ←（予備週）
28 29 30 31 ←（予備週）

１月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 ←（予備週）
4 5 6 7 8 9 10 ←国年
11 12 13 14 15 16 17 ←厚年
18 19 20 21 22 23 24 ←社一
25 26 27 28 29 30 31 ←（予備週）

〈11月から学習を開始した場合の例〉
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　独りで学習を進めていると，「自分の勉強方法で大丈夫なのか？」「このやり方で間違っていないの
か？」と，不安になってしまうこともあるでしょう。そんなときは，“受験予備校”を利用するのも１
つの手です。今回は，独学の方へ向けた受験予備校の活用法をお伝えいたします。

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三『佐藤塾』 右田 修三研究所『佐藤塾 右田

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ
第４回 活用する！

１． かしこい予備校の活用法
～無料講座で情報Get ！～

　予備校を利用するといっても，その利用の仕方
はさまざまです。

Ⅰ）  全面的に予備校を利用する
　インプットおよびアウトプットを含んだパック
コースなどを利用する場合です。ただ，20万円位
のコースが多いため，躊躇してしまう方もいるで
しょう。

Ⅱ）  アウトプット講座のみ予備校を利用する
　インプットは独学で行い，答練や直前期の模擬
試験などのアウトプットだけを受講する場合で
す。Ⅰに比べると，かなり費用を抑えられること
がメリットといえるでしょう。

Ⅲ）  苦手科目のインプット講座のみ予備校を利用
する

　受験予備校は，雇用保険法だけとか，年金科目
だけなど，独学では理解しづらい科目のみ受講す
ることも可能です。あまり宣伝されていないため，
気づかない方も多いようですが，安価な費用でイ
ンプット講義を聞いてみたい方にとっては，便利
な制度かも知れません。

　また，予備校では，定期的に「無料講座」や「ガ
イダンス講義」などが行われていることも，独学
者にとっては朗報です。
　こういった無料講座等に出席するメリットとし
ては，①テーマに沿った情報収集ができる，②他
の受験生に刺激を受ける，などが挙げられます。
　①については，“知識を習得”できることや，“自

分に適した学習法”を聞くことができます。
　②に関しては，ざっと教室の中を見渡してみま
しょう。ご高齢なのに必死に取り組んでいる方や，
１番前の席に座って講義の一言一句を聴き漏らす
まいと頑張っている方など，真剣に取り組んでい
るライバルの姿が目に焼き付くことで，モチベー
ションアップにつながるはずです。

２． アウトプット講義を受講するメリットは？

　「高いお金を払って予備校の答練を受けるぐら
いなら，市販の問題集を購入して自分で勉強した
らいいのでは？」と，思われる方も多いでしょう。
しかし，市販の問題集を１人で解く場合と予備校
で答練を受講する場合では，以下の２点で大きく
異なります。

（１）  正答率が判るから，復習がはかどる！

　答練は“得点”よりも“自分の弱点”を知るツー
ルとして利用すべきものです。つまり，答練を通
じて，自分が理解できていない箇所・覚えていな
い箇所をつかむことが大切ですが，それだけなら，
市販の問題集でも用は足ります。
　実は演習問題の中には，必ず解答しなければな
らない問題と優先度の低い問題とがあり，その見
極めのためにあるのが“正答率”です。
　予備校の答練では，通常，正答率が示されます。
例えば，正答率80％以上の問題は，５人に４人以
上が正解している問題です。もしその問題をあな
たが間違えてしまったならば，多くの受験生が目
を通しているページを読み飛ばしてしまったか，
他の受験生が重要事項と認識している箇所を把握
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できていなかったなど，あなたのインプット学習
に‘抜け’があったことになります。
　一方，正答率30％以下の問題であれば，大多数
の人が間違う，いわゆる捨て問と考えられますか
ら，正解できなくても復習にさほど時間をかける
必要はありません。

（２）  平均点を知ることで，自分のポジションを
確認できる！

　予備校の答練では，平均点も出されますので，
現在，自分はクラスの中のどの位置にいるのかが
一目瞭然です。
　仮に，平均点に到達できていなかったとしても，
まだまだ時間的余裕はあるわけですから，正答率
50％以上の問題（２人に１人以上が正解できる問
題）に重点的に取り組むことにより，得点の上積
みをねらいましょう。

３． 苦手科目だけインプット講義を利用す
ることも可能！

　本試験直前期になると，多くの予備校で「年金
対策講座」や「一般常識攻略講座」など，いわゆ

る直前の総まとめ講座が開始されますが，冒頭に
書きましたように，通常のインプット講義につい
ても，科目ごとに販売（ばら売り）している予備
校は何社かあります。
　「労働基準法のテキストは読みこなせたけど，
雇用保険法はどうもイメージがつかめない」とか
「配点の大きい年金科目だけでも，じっくりと学
習に取り組みたい」などと感じたときは，その科
目のインプット講義だけを受講してみてはいかが
でしょうか。情報量の多い予備校の教材や講師の
的確な解説は，受験生の学習を強力にバックアッ
プしてくれるでしょう。
　また，講義受講後は復習が大切です。予備校で
は，仮に雇用保険法であれば，１コマ２時間半程
度の講義（平日に講義を受けるとすれば週２回で
２コマ，週末（土・日）に講義を受けるとすれば
週１回で２コマ）が４～６コマあると思われます
が，目安としては，講義時間の約２倍の時間はそ
の講義の復習にあててください。
　手順としては，『「講義受講」→「過去問を利用
し復習」→「テキストの読み込み」』のサイクルを，
下図の要領で，講義受講後１週間以内

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

にやってみ
てください。

〔平日に講義を受ける場合の例〕

月 火 水 木 金 土 日
講義受講 過去問を利用し復習 講義受講 過去問を利用し復習 テキスト読み ―

雇用①の
講義を受
講

雇用①の範
囲の過去問
を解く

雇用①の範囲
で，昨日，
をした過去問
を確認

雇用②の
講義を受
講

雇用②の範
囲の過去問
を解く

雇用②の範囲
で，昨日，
をした過去問
を確認

雇用① 雇用②
のテキストを
一読

予備日

・月曜日： 雇用保険法①の講義を，集中して聴いてください。
・火曜日： 雇用保険法①の講義範囲に対応する過去問を解いてみます。このときのポイントは，その範

囲内の過去問に目を通し終えることを目標とし，わからない問題や知識が曖昧な問題があっ
たとしても，その問題に「 」をつけ，解説を読み流す程度に留めることです。つまり，都
度テキストに立ち返るというやり方ではなく，テキストでの確認は，後回し（翌日）にして
ください。（後記※参照）

・水曜日： 昨日，目を通した過去問で「 」がついている箇所だけを拾い上げ，じっくりテキストと照
らし合わせたうえで，類題にも対応できるよう，ポイントを整理しておきましょう。

・木曜日： 雇用保険法②で月曜日と同じことを行います。
・金曜日： 雇用保険法②で火曜日と同じことを行います。
・土曜日： 雇用保険法②で水曜日と同じことを行います。
　　　　　 さらに，テキスト（雇用保険法①②）のすべての範囲（講義では触れられなかった箇所も含め）

に目を通し，過去問での出題確率が高い項目を中心に，再度テキストを熟読してください。
・日曜日： 予備日として，月～土曜日にできなかったところを補います。
※ 　解けない問題に当たったときは，すぐにテキストで確認をしたいところですが，１つひとつの問題
をテキストと照らし合わせていくとかなりの時間を要します。割り切って，問題だけを解き進めてい
きましょう。振り返らなければいけない問題には「 」をしておき，後でまとめて確認したほうが“ラ
クに”“早く”こなすことができます。
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～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ
第５回 習慣化する！

　平成26年11月７日，第46回社会保険労務士試験
の合格者が発表されました。
　このデータを目にすると，平成26年の本試験結
果を思い出し，胸が締め付けられる人もいるで
しょう。「択一式であと１点足りなかった」とい
う方もいれば，「合格率が高かったこの年こそ，
しっかり勉強して合格しておくべきだった」と悔
やむ方，「個数問題で慌ててしまって時間配分が
うまくいずに失敗した」という方など，様々だと
思います。
　学習時間があまりにも不足していた人は別とし
て，あと少しで合格ラインに届いたという人に
とっては，「学習をもう少しだけがんばってやっ
ていればよかった」という思いがどこかにあるは
ずです。「１月は試験までまだ時間があるからゆっ
くりしてしまった」「３月の年度末は仕事が忙し
くほとんど学習しなかった」などと，どこかで手
を抜いていしまったがために，学習の進捗が遅れ，
それが最後まで尾を引いてしまうことはよくある
ことだからです。
　つい先日，平成26年の合格者の方とお話をしま
したが，その際，合格できたのは，自分で決めた
時間に決めた場所でコンスタントに学習ができた
からだという話をしていました。

１． 今年こそ，学習を習慣化しよう！

　年間を通して，ムラなく学習できれば合格に近

づくと誰もが思うことでしょう。それには，毎日
の学習を“習慣”にすることです。
　ときにはやる気がでない日や，体調がすぐれな
い日があったり，また，他に興味や関心のある出
来事があり，学習を後回しにしたくなることもあ
るはずです。しかし習慣になってしまえば，やる
気がでなくても，多少の体調不良でも，とりあえ
ず机に向かうことができます。そして調子が悪く
ても，学習を続けていくうちに，少しずつエンジ
ンがかかってくるようになります。
　人は，朝起きて，顔を洗ったり，歯を磨いたり
することを日課として普通に行っています。会社
員は毎日の通勤を難なくこなしています。毎朝，
ジョギングをしている人は，朝早く起きることも，
走ることもさほど苦にならなくなります。このよ
うに，人は習慣の力を利用して，知らず知らずの
うちに毎日のやるべきことを楽に長続きさせるよ
うにしています。
　とすれば，学習も同じようにできないもので
しょうか。なかなかできない理由として，「やれ
るときにできるだけやればいい」と考え，やった
りやらなかったりといった“ムラ”があるからで
す。「昨日は５時間勉強したけど，今日はやる気
になれず手つかずで，次の日は１時間だけやった」
…このようなことでは，いつまでたっても習慣に
はなりません。
　では，勉強を習慣にするためには，どうすれば
よいのでしょうか。最初のうちは意識的に努力し

〈2014年社労士本試験合格ライン等のデータ〉
択一式問題形式

合格点 救済科目 組合せ問題 個数問題
択一式 45点 一般常識３点 H26 ９問 ４問（初）
選択式 26点 雇用保険２点，健康保険２点 前年 13問 出題実績なし

受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率 最年少・最高齢合格者
H26 57,199人 44,546人 77.9％ 　4,156人 9.3％ 20歳・79歳
前年比 －10.1％ －9.6％ ＋0.4％ ＋1,490人 ＋3.9％ ─
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なければなりません。ただ，その期間は，およそ
１カ月と言われています。逆に言うと，最初の１
カ月間は，どんなに辛くても，毎日続ける必要が
あるということになります。お酒やタバコをやめ
たいと思っている人にとっても，最初の１カ月間
を乗り切れればやめられる可能性が高くなるのと
同じ理屈です。
　そうであれば，最初の１カ月間だけ辛抱して，
学習を習慣にするよう頑張ってみてはいかがで
しょうか。辛いのは最初の１カ月間だけとわかっ
ていれば，多少，我慢して乗り越えることができ
るはずです。それには，最初の１カ月は，いつも
同じ時間帯に学習をすることがポイントです。は
じめは無理のない範囲で，学習時間帯を決めて実
行してみてください。「夜，10時にテキストを読む」
と決めたら，どんなに観たいテレビ番組があって
もテキストを読み，「帰りの通勤電車で問題を解
く」と決めたら，必ずそうするのです。
　これが習慣になれば，その時間帯になると，無
意識のうちに心身が勉強モードに入るようになる
ので，自然とペースに乗ることができ，脱落して
しまうリスクが減ります。

２． さらに学習する場所を組み込む！

　自分にとっての“学習に適した場所”を探しま
しょう。これは，個人個人によって違ってきます。
　静かなところでしか集中できない人は，自宅の
部屋や図書館，自習室，レンタルルーム，インター
ネットカフェなどが適しています。反対に雑然と
していたほうが集中できるという人は，自分の家
のリビングや居間，喫茶店，ファミレスなどのほ
うが合っているかもしれません。中には公園のベ
ンチのほうが集中できるという人もいます。
　喫茶店ひとつをとってみても，明るさ，騒々し
さ，寒暖，隣の人との距離，流れる音楽，椅子の
座り心地，テーブルの広さなどまちまちですから，
自分に合ったところを探し出すようにしましょう。

　最近では，コンビニにイートインコーナー（コ
ンビニ店内で食事等ができる場所）が増え，便利
になりました。私が思うに，宣伝のアナウンスが
流れることや椅子が固いことが難点ですが，100
円コーヒー１杯を注文すれば席を確保できますの
で，仮に数10分程度の空き時間でも，あまり出費
を心配せずに利用できます。コンセントの差込口
もあるところが多いので，パソコン・スマホなど
の通信機器を利用した勉強をする人にとっても利
用価値があります。
　自宅で学習する場合，各部屋の壁を最大限に利
用しましょう。たとえば，自分の部屋には「雇用
保険の失業等給付の体系図」を貼っておき，自然
と目に入るようにしておきます。トイレには，壁
に「安衛法の安全衛生管理体制」や「雇用保険の
所定給付日数」の表を貼っておきます。そうすれ
ばトイレに行くたびに，それを目にすることにな
るので，勉強しようという意識がなくても，自然
と記憶に留めていくことになります。
　また，場所によって勉強の仕方がおのずと変
わってきますので持ち物等の事前準備が重要で
す。
　たとえば，満員電車のつり革につかまって分厚
いテキストに目を通すのは困難です。移動の際に
は，教科書やノートを大々的に広げることはでき
ないので，必然的に集約したものに目を通したり
するなどの工夫が必要です。条文を音読して覚え
ていきたい場合は，周囲に誰かいる状態では，周
りの迷惑になるのでできません。
　新年を迎え，大多数の人が新たな気持ちでがん
ばっていこうと思っているでしょう。学習に弾み
を付けるためには，早い時期に学習を習慣化でき
るかどうかがポイントです。
　以下に，平日の時間と場所の習慣化のための表
を掲載しておきました。この表に当てはめて，日々
の学習の時間帯と場所を決め，この機に学習を習
慣化するよう試みてください。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
起床後
（家）

行きの
通勤 出社前 日中 昼休み 帰社後 帰りの

通勤
就寝前
（家）

時
間
帯

開始時刻 ： ： ： ： ： ： ： ：
終了時刻 ： ： ： ： ： ： ： ：
場所
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　「９月から少しずつ勉強してきたけれど，労働基準法しかできていない。どうしよう？？」という状況の方，い
らっしゃいませんか。今から学習に取り掛かって遅れた分を取り戻すには，どのような点に注意していけばよ
いのでしょうか。今回は，「今から勉強を始めて大丈夫かな？　間に合うかな？」…そんな疑問にお答えします。

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三『佐藤塾』 右田 修三研究所『佐藤塾 右田

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ
第６回 追いつく！

１． 学習期間と１日の学習時間の関係
　合格に必要な学習期間は，一般的に“700～ 1,000
時間程度”，つまり，約６カ月から１年の学習期間が
必要だと言われています。学習範囲が広い社労士試
験においては，早く準備を始めるに越したことはあ
りません。特に仕事と両立されている方の場合は，
なおさらです。したがって，９月に学習を開始した
方（学習期間１年）と２月から学習を開始される方（学
習期間６カ月強）では，基本的には前者の方が有利
になります。
　ですが，過去に私が接してきた合格者の中には，
あえて学習期間を短く設定し，短期間で集中して取
り組むことを選択した方も多くいらっしゃいます。そ
の方に言わせると，「自分は集中力がないほうなので，
１年間かけてだらだら学習するよりも，６カ月程度の
期間に絞り込んで勉強したほうがモチベーションが
下がらなくて良い」そうです。また「自分は記憶力
に自信がないので，９月に習得した知識を翌年８月
の本試験まで維持するのが難しいと思い，２月頃か
ら取り組んだ」という方もいます。
　学習開始時期が遅くなればなるほど，「時間が足
りない」「最後まで終わらない」というリスクを伴い
ますから，いわゆる“Plan（計画）-Do（実行）-See
（評価）”の中でも，特に「学習計画の策定」が重要
です。
　１日の学習時間は，どの位が目安なのかというと，

試験に合格するために“最低700時間は必要である”
と仮定した場合，学習開始時期に応じて次のように
なります。
　９月から学習を開始した場合には，「700時間÷12
カ月÷30日＝1.94時間≒約２時間」となりますが，２
月から開始するのであれば，「700時間÷7カ月÷30日
＝3.33時間≒約３時間20分」となり，開始時期が遅く
なるほど，１日当たりの学習時間が増えることは当
然です。
　また，学習期間の短い方の留意点は，インプット
学習（テキストを読み内容を理解する）中心の時期
（前半）と，アウトプット学習（問題演習などで知識
が身に付いているかを確認する）中心の時期（後半）
の割合が違ってきます。
　早くから学習に着手されている方であれば，十分
な時間がありますから，じっくりと時間をかけてイン
プットに取り組むことが可能です（本誌11月号参照）。
しかし，２月から開始（または本腰を入れて勉強）
する方の場合，インプットはなるべく迅速に済ませ，
アウトプットに要する時間を確保するよう努めるべ
きです。どんなに知識を増やしても，それを答案に
反映させる力（解答力）がなければ合格は不可能で
あることを忘れてはなりません。
　割合でいうと，図に示したとおり，９月開始の場
合は，インプット中心とアウトプット中心の期間の比
率は「２：１」，２月開始の場合は，「１：１」程度で
す。

＝

＝

１日約２時間
の学習時間が必要

１日約３時間
の学習時間が必要

インプット中心

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

インプット
中心

９月に
学習開始
の場合

２月に
学習開始
の場合

アウトプット
中心

アウトプット中心２：１

１：１
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　運動選手のトレーニングを例に考えてみましょう。
もし，今現在がオフシーズンで，本大会まで十分に
時間が取れる場合は，ウェイトトレーニングや走り
込みなどで，十分，基礎体力（足腰）を鍛えておく
べきです。しかし，シーズンに入ってからは，基礎
体力よりも実践力を強化するトレーニングが不可欠
です。

２．集中できる時間帯・場所はいつ・どこか？

　受験勉強も運動選手のトレーニングと同じと考え
ると，どんなトレーニングをいつ，どこで行うかを決
める必要があります。特に，“いつ” “どこで”行う
かは，短期間で効率的に学習を進めていくにあたっ
ては，とても大切な要素です。本誌２月号でも学習
する時間と場所について紹介しましたが，皆さんの
反響が大きかったため，もう１歩，踏み込んでいき
ます。

（１ ）あなたは「平日コツコツ派」？　それとも「休
日じっくり派」？

　平日と休日，どちらにトレーニングのウェイトを置
くかということを，まず考えましょう。１日３時間学
習しなければならないことを考えると，「平日だけ」
「休日だけ」ではこなしきれません。仕事がある平日
にどの位の学習時間を確保できるかを考えて，残り
の時間を休日に割り振ります。
平 日コツコツ派のＡ子「休みの日はゆっくりしたい
し，買物もしたいのよね。その代わり普段は一生
懸命勉強するわ。」
休 日じっくり派のＢ郎「平日は会社が忙しくて時間
があまり取れない。勉強は頭の冴えている休みの
日が中心だ！」
➡ どちらのタイプにしても，「平日だけ」「休日だけ」
の学習は危険！

（２ ）あなたは「朝型」？　それとも「夜型」？
　仕事がある平日については，朝の時間を活用する
か，夜の時間を利用するか，自分にとってはかどる
のはどちらなのかを考えてみましょう。
朝 型タイプのＣ夫「夜は仕事で疲れていて頭がどう
も働かない。よーし，毎晩なるべく早く寝て，朝
早く起きることにしよう。」

朝，自宅で学習してから出勤
通勤途上の喫茶店で学習してから出社

夜 型タイプのＤ美「朝は頭が回らなくてダメなのよ
ね。それに朝早く起きようとしても，起きられた
ためしがないし…」

夜，寝る時間を決めてそれまで勉強
先に軽く仮眠を取ってから夜遅くまで

（３ ）あなたは「自宅派」？　それとも「外派」？
　自宅はテキストや問題集を広げてじっくり取り組
めるなど，自分に適した学習空間を作ることができ
る反面，テレビやインターネットなどの自宅ならでは
の誘惑があります。外で学習する場合，周囲に気を
遣わなければならないことやテキストなどの持ち運
びに難点がありますが，うまく機能すれば学習時間
が広がります。
自 宅派のＥ介「自宅の机でしっかり集中して勉強す
るのが一番いい。大事な所は声を出して覚えたい
しね。それに自宅で大好きなモーツアルトを聴き
ながらだと，これがまたはかどるんだよなぁ。」
外 派のＦ恵「家じゃ，勉強できないわ。つい，テレ
ビをつけちゃうし，SNS見ちゃうし…」
喫茶店 図書館 自習室 時と場合によ

って組合せファミレス ファストフード店

（４ ）せっかくの通勤時間，活用しない手はない！
　電車通勤者の場合，朝と帰り（夜）では，混雑の
度合い等が違うため，状況に合わせて活用しましょ
う。車通勤の人は“耳”が空いています。音声で聞
く学習ができないかを考えてみてください。
朝 の通勤電車で学習するＧ江「朝はちょっと並べば
座れるから，問題集に取り組んでみようかしら…」
朝 の通勤電車で学習するＨ也「帰りは目が疲れて文
字を読むのが辛いから，その分，朝の電車でやら
ないと！」
帰 りの通勤電車で学習するＩ雄「帰りは時間をずら
せば，朝ほど混んでないから，テキストを開ける
ぞ！」
帰 りの通勤電車で学習するＪ江「電車の中で勉強し
ておけば，自宅に戻ったらすぐ寝られる…と思う
と頑張れるんだよね。」

〈チェックシート〉
１．学習がはかどる

曜日
２．学習がはかどる

時間
３．学習がはかどる

場所

平日

朝 昼 夜

自宅
外

自宅行きの
通勤電車

出社するまで 会社の
昼休み

帰宅するまで 帰りの
通勤電車場所 場所

計
時間／週 分 分 分 分 分 分 分

休日
土曜 日曜 祝日
午前 午前 午前

分 分 分
午後 午後 午後

分 分 分
計

分
計

分
計

分
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　今月号の科目別実力養成講座は「厚生年金保険法」でしたね。残る一般常識科目が終了すれば，すべての学習範囲
に一通り目を通したことになります。「あと，一息だ！」と気持ちを引き締めている方がいる反面，難解な年金科目の学習
に閉口されている方もいらっしゃるでしょう。今回は，学習に興味が持てなくなったときの打開策を考えていきましょう。

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
第７回 目を向ける！

１．社労士試験の学習は生活に役立つ知識がいっぱい！
　確かに，受験対策だけを意識して年金科目を学習すると，膨大な学習量にうんざりしてしまいがちです。
ですが，テレビ・新聞等のメディアを見ると，頻繁に年金関係の記事が取り上げられていることからもわ
かるように，年金問題は私たち国民にとって大変関心の高い話題です。
　ついこの間も，「老後資金は，○千万円必要！」とある雑誌の見出しを見かけたところですが，このよ
うな記事の執筆者は，それこそ社会保険労務士やＦＰ（ファイナンシャル･プランナー）であることが多
いようです。ただし，算出された金額については，「3,000万円で十分」という記事もあれば，「１億円は必要」
というものもあり様々です。ところで，これらの記事は，何を根拠にこの金額を挙げているのでしょうか。
また，記事によって金額にかなりの開きがありますが，なぜこれほど違ってくるのでしょうか。受験勉強
の合間に，ちょっと考えてみてください。

2．根拠とするデータの選定や計算の仕方によって違ってくる老後資金
　具体的に，いくつかの記事を例に話を進めていきます。

　別の切り口で見てみましょう。

Ｘ記事　 『老後資金１億円って，本当？』の算出根拠

生命保険文化センター「平成25年度 生活保障に関する調査」では，18歳から69歳までの現役・リタイア世代を
対象に，夫婦２人での「老後の最低日常生活費」「ゆとりある老後生活費」の金額について質問をした結果，以
下のとおりとなった。
・最低日常生活費　月平均22.0万円
・ゆとりある老後生活費　月平均35.4万円
したがって， 夫婦２人で老後を過ごす期間を25年（60歳から85歳まで）とすると，「35.4万円×12カ月×25年＝
１億620万円」となり，「約１億円」が，ゆとりのある老後を過ごすのに必要な資金ということになる。

Ａ太

「１億円って，意識調査の結果を基にして計算し
ているけど，実際にかかっている生活費を基にす
るほうがよいのでは？　それにしても，老後を過
ごす期間が25年って，アバウトすぎるよなぁ。」 Ｂ子

「小さな子供がいて夫婦で30万円で暮らして
いる30代の私からすると，高齢夫婦２人暮
らしで35.4万円の生活費って，贅沢な気もす
るけど…。」

Ｙ記事　 『お金で泣かない老後「夫婦で9,000万円」どう工面？』の算出根拠

総務省の家計調査（平成25年平均結果速報）によると，高齢夫婦の無職世帯（夫65歳以上，妻60歳以上）の生活
費は，月約27.2万円である。ある年齢の人が平均してその後何年生きるかを表す「平均余命」は，60歳時点では
男性23.14年，女性28.47年（平成25年簡易生命表）となっているが，60歳の夫と２つ年下の妻が平均余命とされ
る年齢まで生きると仮定して必要なお金を試算すると，「約9,000万円」となる。

＜計算根拠＞
①夫が83歳で亡くなるまでの23年間の夫婦２人の必要生活資金
　27.2万円×12カ月×23年＝約7,500万円
②妻が88歳で亡くなるまでの妻１人で過ごす７年間の必要生活資金
　27.2万円×0.7×12カ月×７年＝約1,600万円　※夫死亡後の妻１人分の生活費をそれまでの７割とする。
③　①，②の合計額は，約9,000万円となる。
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Ｃ男

「生活費27万円は，Ｘ記事とは違って，
総務省の家計調査によるものだから妥当
な金額に思えるな。それでも9,000万円
も必要かぁ。」

Ａ太

「大企業勤務の人は退職金も高額だから，老
後資金3,000万円もなんとかなりそうだけ
ど，今増えている非正規の人だと，受給でき
る年金額も少ないだろうし，大変だよなぁ。」 Ｂ子

「モデル世帯は妻が専業主婦のものが多いけ
ど，今は働く女性も増えているから，これから
はどうなるのかしら？　年金の支給開始年齢
も段階的に引き上げられるって勉強したし…。」

Ｃ男

「モデル世帯の受取額は，平成26年は22.7万
円とされているけど，前年が23.1万円だか
ら，この１年だけでもずいぶん減っているん
だな。マクロ経済スライドが発動されたらさ
らに下がるのかな…？」

Ｄ美

「老後資金として足りない額は，定年後も働
かなきゃってことね。だから，政府は『高年
齢者雇用安定法』の改正で，高齢者雇用に力
を入れているわけね。」

　Ｘ記事，Ｙ記事からわかるとおり，根拠とするデータの選定や計算の仕方によって，必要老後生活資金
として算出される金額は違ってきます。どのデータをどのように使用すべきかは，執筆者の考え方次第で
あり，腕の見せ所とも言えましょう。

3．実際に蓄えなければならない老後生活資金はいくらか
　ちなみに，Ｘ記事，Ｙ記事共に，必要とされる老後資金の中には公的年金が含まれています。つまり，
実際にリタイアするまでに蓄えておかなければならない老後生活資金とは，老後に必要な生活資金の総額
から，公的年金で受給する金額を差し引いた金額であると考えてよさそうです。

4．社労士絡みの記事・データを意識しながら学習を進める
　社労士試験の勉強は暗記事項が大変多く，ともすると単調な学習に陥りがちです。ですが，せっかく時
間を費やすのであれば，単なる条文のマル暗記ではなく，社労士関連の記事に目を通すときには，その内
容を正確につかんで，家族や友人に語ることができるようになりたいものです。
　将来，あなたが社労士の業務を行うにあたり，年金制度に関する執筆や講演の依頼が来るかもしれませ
ん。確かに，国民年金法や厚生年金保険法の知識があれば年金額を計算することはできますが，それだけ
では執筆・講演等の仕事をこなすことはできません。制度の理解を土台として，講演の趣旨やテーマに添っ
た形で内容を組み立て，根拠となる数値や統計を様々ある白書や統計資料の中からいかに的確に拾い上げ
ることができるかが勝負となります。
　また，社労士試験の学習の締めくくりは「白書対策」になりますが，少しずつ時事問題への関心を高め
ていけば，直前期にあわてることなく取り組むことができるでしょう。
　学習に煮詰まったときこそ，将来，社労士としてやりたいこと，やってみたいことを考えてみてください。
年金科目だけでなく，仮に，特定社会保険労務士として労働問題に力を注ぎたいと考えていらっしゃる方
であれば，より一層，労働基準法や労働関連法規の学習に興味がわいてくるのではないでしょうか。

Ｚ記事　 『老後資金は3,000万円必要』の算出根拠

公的年金の受取額は夫が会社員，妻が専業主婦という厚生労働省のモデル世帯でみれば，夫婦で現在月約22.7万
円（内訳：夫の厚生年金＝約9.8万円，夫・妻の基礎年金＝約6.4万円）になる（平成26年版厚生労働白書「資料編」）。
夫が65歳から年金をもらい始め，夫の死後（夫83歳死亡と仮定）は妻が遺族厚生年金（夫の老齢厚生年金の４分
の３）をもらうと，60歳の夫と２つ年下の妻の夫婦の受け取れる年金総額は，約6,000万円であり，Ｙ記事で算出
された9,000万円から差し引くと，老後資金として「約3,000万円」が必要となる。

＜計算根拠＞
①　夫婦２人で受け取る年金額：22.7万円×12カ月×18年＝約4,900万円
②　夫死亡後，妻が受け取る年金額：（6.4万円＋9.8万円×３/４）×12カ月×７年＝約1,150万円
③　生涯受け取る年金総額：①＋②≒6,000万円　※老齢基礎年金だけの人は当然これより少ない。
④　老後に必要な資金：9,000万円－6,000万円＝3,000万円

働きながら勉強する人のための合格ナビ

Ｄ美

「１億円とか9,000万円とか，本当にみん
なそんなに貯金できてるのかしら？　確
か，日本人の平均貯蓄額って，一千数
百万円くらいだって聞いたけど…。」
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「7.0％」「5.4％」「9.3％」…この数字に見覚えはありませんか？　──そうです。これは，直近３年間の社労士試験の合格
率です。「年度によって随分差が出るんだな」と思われる方や，「9.3％だった去年は受かりやすかったはずなのに，惜しいこ
とをしたな…」と感じる方もいらっしゃると思います。今号は，合格する“確率”をテーマに，話を進めていきたいと思います。

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
第８回 上げる！

１． ３つの要素
　本題に入る前に，多くの人に馴
染み深い「福引」を例に挙げてみ
ます。
　Ａ商店では，年末恒例の（右イ
ラストのような）福引で，『２個のうち１個（50％）
当たる抽選会』を実施しています。一方，近くにあ
るＢ商店のほうは，『４個のうち１個（25％）当たる
福引』を実施しています。皆さんが，どちらの商店
でも使用できる福引券を１枚だけ持っているとした
ら，どちらの店を選びますか。
　仮に，どちらも同じ景品であれば，当然，当たる
確率の高いＡ商店を選ぶことになるでしょう。
　ところが，Ａ商店の景品が「500円相当」の商品
であるのに対し，Ｂ商店は「5,000円相当」であった
としたら，話は変わってきますよね…。もちろん，
やはり確率重視でＡ商店を選ぶ人もいると思います
が，多くの方は，Ｂ商店のほうを選ぶのではないで
しょうか。
　では，今度は，Ａ商店の景品である「500円相当」
の商品は自分にとって必要なもの（たとえば，生活
必需品など）であり，Ｂ商店の「5,000円相当」は，
自分にとっては価値がない物（アルコールをまった
く飲まない人にとっての「お酒」など）であった場
合はどうでしょうか。
　──このケースであれば，Ｂ商店を選ぶ人はかな
り少なくなると思われます。たとえ市場では「5,000
円相当」の価値があったとしても，自分自身にとっ
て無価値（０円）なものを欲する人が多数いるとは
思えません。なお，当選した景品をオークションに
出品したり，誰かにプレゼントしたりすればよいと
考えるかもしれませんが，話の展開上，譲渡や転売
はできないものとします（社労士資格は，譲渡・転
売ができないため）。
　この福引の例からわかることは，どこで福引をす
るかを選択するに当たっては，「当たる確率」「市場
における価値」「自分にとっての価値」の３つの要
素が絡み合っているという点です。この３つを社労
士試験（資格・実務）に当てはめて考えていきましょ
う。

２． 社労士試験の「当たる確率」
　福引に当選する確率は，「運」という要素だけに
左右され，これは福引に参加するすべての人に共通
です。ところが，社労士試験に合格する確率は，す
べての受験生に共通とは言えません。個々の受験生
ごとに，習得した知識量や学習してきた時間に比例
して，合格する確率は高くなります。
　ただし，どんなにがんばって勉強したとしても『合
格する確率』が100％（必ず合格する）になること
はあり得ませんし，本試験に向けて勉強している以
上，０％（絶対合格できない）になることもありま
せん。そこには，少なからず運の要素も加わるから
です。
　つまり，『合格する確率』は，次の算式で考える
ことができると思われます。
・ 合格する確率＝「学習時間（①）」×「学習範囲（②）」
×「学習方法（③）」±「運（④）」
① 「学習時間」…通常，学習時間が長ければ長いほど，
習得する知識量は増えるため，勉強した時間に比例
して合格する確率は高まります。
② 「学習範囲」…どんなに学習時間を確保しても，学
習科目に偏りがあると苦手科目に足を引っ張られ，
また，出題確率の低い箇所に時間を割いても，得点
は伸びず，合格する確率は下がります。
③ 「学習方法」…時間を十分確保し，万遍なく学習し
たとしても，自分に適したやり方かどうか，効率性
の有無などによって，知識の定着に差が付きます。
④ 「運」…本試験当日の体調や思わぬアクシデントな
ど，①～③以外の要素が加わります。

　実際のところ，第45回（合格率5.4%）と第46回（合
格率9.3%）の本試験問題を比べてみると，択一式に
おいては難易度に大差はありません。つまり，過去
の本試験合格率や，皆さんが受験される今年の合
格率を意識することよりも，“皆さん自身の合格率”
を上げる努力をすることのほうが大切です。
　そして，“皆さん自身の合格率”を上げるためには，
上記算式の各項目に当てはめて，①今後，どの程度
の学習時間を確保すべきか，②苦手科目・分野をど
う克服していくのか，③インプットやアウトプットの
バランスは取れているか，選択式対策・択一式対策
の学習比率はどうか，など，今のうちに確認してお
きましょう。上手く機能していない面があるのであ
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働きながら勉強する人のための合格ナビ

れば早期に修正を施し，対策を講じる必要がありま
す。

３． 社労士実務の「市場における価値」
　仮に，試験に合格しても，社労士として活躍でき
る場がないのであれば，誰も資格取得を目指そうと
は思わないでしょう。
　しかし，非正規労働者の増加やブラック企業の問
題など「労働分野」がクローズアップされ，また，
消費増税を巡り「年金・医療・介護等の社会保障制
度」が活発に議論されているなど，かつてないほど，
労働および社会保険分野が注目されています。
　また，従来の独占業務だけでなく，「メンタルヘル
ス」や「ハラスメント」対策など，社会や企業が抱
える問題を考慮すると，社労士が活躍できる場は広
がりつつあります。

４． 社労士資格の「自分にとっての価値」
　冒頭の福引の例でも触れましたが，世間一般はど
うであれ，自分自身が価値を見出していなければそ
の景品を欲しいとは思わないでしょう。つまり，何
かに挑戦する場合，目標を達成することによって得
られるリターンが「自分にとって」大きいか否かが
焦点になります。
　数年前の受験生（当時50歳代）で「定年後を考
えると，予想よりも退職金や企業年金が少ないよう
なので，引退後も続けられる仕事がしたい」という
受験動機の方がいらっしゃいました。確かに，いわ
ゆる士業には「定年」はありません。働く意思さえ
あれば，そして受け入れてくれる市場があれば，い
つまででも働くことができます。
　この受験生は，現在は，ご自身が培ってきた社会
経験をもとに，開業社労士として，高齢者雇用問題
を中心にコンサルタント業務を行っていますが，こ
の方にとっての社労士資格は，自分の夢を実現する
ために不可欠な「非常に価値の高いもの」だったわ
けです。
　ちなみに，高齢者問題に関しては，公的年金を頼
りにする人が多いにもかかわらず，我が国の年金制
度は，諸外国と比べると未熟な面が多いようです。
　組織・人事分野専門のコンサルティング会社マー
サージャパンは，昨年「2014年度グローバル年金指
数ランキング」を発表しました。このランキングは
各国の年金制度を指数化して比較したもので，それ
によると日本は25カ国中23位と惨憺たるものでした
（右上の図表参照）。
　老後の生活設計を考えた場合，日本の公的年金制
度における給付水準は年々引き下げられており，公
的年金だけで生活していくことは難しい状況です。
　そうなると，本誌４月号でも触れましたように，
ゆとりある老後のためには，①若いうちから資産形
成に努めること（ストックの確保），②定年退職後も
仕事を続けることを前提とすること（フローの維持
および継続）が大切かと思われます。

５． 実力で引き上げる「合格率」！
　最後に，宝くじを例に考えていきましょう。
　年５回実施されるジャンボ宝くじの１等の当選確
率は1,000万分の１と言われています。これは，米俵
４俵分のお米の中に，１粒だけ赤い色で塗られた米
があった場合に，その４俵分のお米を全部ばらまき，
目をつむって１粒だけつまめるとしたときに赤い米
をつかむ確率と同じです（米俵１俵あたり，米約250
万粒であるため，４俵で約1,000万粒となる）。
　まるで気の遠くなるような数字です。自動車事故
で死亡する確率よりも断然低く，雷に撃たれる確率
と同じ程度（保険業界では，保険料を決める際の基
となる危険な目に遭う確率について，自動車事故で
死亡する確率を約１万分の１と，雷に撃たれる確率
を約1,000万分の１としています）と言われています。
　また，宝くじ公式サイトによると，配当率（当選
金として当選者に支払われる金額の割合）は約47％
ですから，他のギャンブルと比較しても，還元率が
非常に低く，個人的には，（現状の日本の宝くじのシ
ステムは）やや魅力が乏しいように思われます。も
ちろん，宝くじの収益金を活用して様々な社会事業
も行われていますから，宝くじに価値を感じるか否
かは人それぞれです。
　いずれにせよ，運だけに左右される「福引」や「宝
くじ」に比べ，社労士試験に合格する確率は，皆さ
んの努力次第で引き上げることが可能です。
　また，「福引」「宝くじ」は，当選品（景品や賞金等）
をもらってしまえばそれで終わりですが，社労士資
格は一生有効なものであり，実力次第で大きなリター
ンを生み出すことができるでしょう。
　社労士試験の受験生は年齢の高い方や女性も多
く，そういう意味では，年齢・性別を問わず，幅広
い層の方が「社労士資格の価値」を見出しているわ
けです。
　厳しい受験勉強で息切れしそうなときこそ，自分
にとっての資格の価値・資格の活かし方を，ぜひ考
えてみてください。

（図表）マーサー・メルボルン・グローバル年金指数（2014）
総合指数によるランキング 各項目の指数

ランキング 国名 総合指数 十分性 持続性 健全性
1 デンマーク 82.4 77.5 86.5 84.5
2 オーストラリア 79.9 81.2 73.0 87.8
3 オランダ 79.2 75.3 76.3 89.4

23 日本 44.4 48.0 28.5 60.9
※ 年金指数は「十分性」「持続性」「健全性」の3つのポイントで
算出される。「十分性」はもらえる年金額は十分かどうか、「持
続性」は人口推移や平均寿命のバランスとの関係で持続可能
なものか、「健全性」は年金制度をうまく運用するための見直
し機能や透明性が担保されているか、ということを意味する。
なお、「総合指数」は、「十分性」が40%、「持続性」が35%、「健
全性」が25%の割合で算出している。

（マーサージャパン（株）HPより抜粋・改編）
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　今号で社労士試験範囲の学習が一通り終了したわけですが，今後の対策は万全ですか？
　「若い頃は記憶力が良かったんだけど…」とか，「定時に会社をあがれる人はいいよな。」と，ついつい他人をうらや
んでしまいがちですが，あなたよりももっと過酷な状況を乗り越えて，合格している人がいるかもしれません。
　今回は，身体的なハンディがありながら，すばらしい成績を残した３人のスポーツ選手を取り上げます。ぜひ，
ハンディを感じさせない３名のアスリートのエピソードを，皆さんのモチベーションアップにつなげてください。

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
第９回 克服する！

１． 69連勝を成し遂げた「昭和の大横綱」〈双葉山（相撲）〉
　最初は相撲の双葉山です。ご存知の方も多いと思
いますが，双葉山は角界で未だに破られていない69
連勝という前人未到の大記録を成し遂げた「昭和の
大横綱」であり，まさに古今屈指の強豪力士です。
　双葉山は，ただ成果を残しただけではなく，相撲
の立ち合いにおいて１度も「待った（※１）」をしなかっ
たといわれています。相手が立てばいつでも立ち，
相手を受けて立つ姿勢は，一見，相手に遅れを取っ
ているように見えても，組んだときにはすでに先手
を取っており，「後の先（※２）」と呼ばれています。
　「力水（※３）を１度しかつけない」のも双葉山か
ら始まったといわれています。これは双葉山自身が
無駄な動作を嫌い，土俵上で短時間に集中力を高め
たためですが，こうした土俵態度も今日まで力士の
模範とされ，相撲に取り組む厳しい姿勢は今や伝説
となっています。
　このような大記録や伝説を残した双葉山ですが，
実は５歳の時，吹き矢が自身の右目に直撃し，その
時から右目はほとんど見えない状態でした。しかし，
双葉山は現役時代，そのことを誰にも悟られぬよう
にして土俵人生を全うしています。さらに，11歳の
頃には父親の家業（海運業）の手伝い（※４）をす

る際，右手小指の一部をウィンチに巻き込みつぶし
てしまうというアクシデントにも見舞われています。
　右目がほとんど見えないということは，遠近感が
ないことを意味します。また，取組みの際，見えな
い右側に回られると相手を視覚から見失いかねませ
ん。さらに，右手の小指がないということは，回し
に差し込む指が１本少ないことになりますから，こ
の点でも不利といえます。
　ところが，その２つのハンディにも関わらず，人
一倍稽古に励んで成し遂げたのが69連勝という大記
録でした。双葉山の強さは，技術や肉体だけではなく，
精神面から鍛え上げたものだったようです。とにか
く稽古熱心なことで有名でした。午前４時から稽古
を始めたため，「早すぎて眠れない」と親方から叱ら
れたほどでした。
　こうした双葉山の真面目で練習熱心なところが気
に入らなかったのか，部屋では連日兄弟子から“可
愛がり”を受けました。例えば石を盛ったバケツを
持っての200回の屈伸を終えた後，兄弟子たちのぶ
つかり稽古の格好の標的となるなど，可愛がられる
ほど稽古量が増えていきました。しかし，幼少時か
ら父親の仕事を手伝い，船上で重労働に耐えてきた
双葉山にとって，こうした稽古はきついものではなく，
むしろ兄弟子からのイジメに耐えることで，さらに
強くなっていったということです。

２． 次々と世界記録を樹立した「フジヤマのトビウオ」〈古橋廣之進（水泳）〉
　２人目は，第二次世界大戦終了後の水泳界で次々

と世界記録を打ち立てて「フジヤマのトビウオ」の
異名を取った古橋廣之進です。
　12歳で100m，200m自由形の学童日本新記録を打
ち立て，1947年には未公認ながら400m自由形で世

（※１）
待った（まった）とは，勝負事において，相手の行動に対して満足な状況でないことによりやり直しを要求する状
態である。相撲用語では，やむを得ない理由で勝負開始前，あるいは途中で止める際のかけ声であり，またその止
める行為そのものを意味する。（Wikipediaより）

（※２）
後の先（ごのせん）とは，双葉山が得意とした理想の立ち合い。相手より一瞬あとに立ちながら，あたり合ったあ
とには先をとっている相撲の立ち合い。出足が本物なら，一瞬先に立った相手に対して，遅れて立ったほうが低く
いい角度で入ることができる。（「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説」より）

（※３） 力水（ちからみず）とは，大相撲における儀式の１つで，力士が土俵に上がったときに他の力士から渡される清めの水で，神聖な土俵に上がる時に身を清めるために使われる。（Wikipediaより）

（※４）
父親が営む海運業が失敗して5,000円（現在の２億5000万円に相当する）の借金を負い，兄と妹と母親も早くに亡く
している事情から，次男坊でありながらも一家の家計を支えるべく父の手伝いをしながら育つ環境でもあり，父親
の船の仕事を手伝うことで強靱な足腰とバランス感覚を身につけ，それが横綱への土台となったといわれる。
（Wikipediaより筆者改編）
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働きながら勉強する人のための合格ナビ

界新記録を出します。第２次世界大戦後の日本は国
際水泳連盟への復帰が許されず，1948年のロンドン・
オリンピックに参加できませんでしたが，同時期に
開かれた日本選手権の1,500m自由形では18分37秒０
の世界新を樹立します。それに対しロンドン・オリ
ンピックのマクレーン（米国）の優勝タイムは19分
18秒５でしたから，その優勝記録をはるかにしのぐ
記録でした。
　翌49年，国際水泳連盟復帰が許された直後の８月
には，古橋はロサンゼルスの全米選手権に招待され，
400，800，1,500m自由形，800mリレーの４種目に世
界新で優勝し，米国の新聞に「フジヤマのトビウオ」
と謳われました。現役中に更新した世界記録は33回
に上り，戦後間もない日本に希望を与える国民的ヒー
ローでもありました。
　その古橋は， 学徒勤労動員（※５）により砲弾工場
で作業していた際に旋盤に左手の中指を挟まれ第一
関節から先を切断するという事故に遭っています。

　水泳は， 腕で水をかくことが最大の推進力になり
ますから， 腕が長かったり， 手の甲や指が長くて大き
いほうが有利になります。反対に言えば， 中指がな
いということは， 指と指の隙間からキャッチした水が
逃げてしまうため， これは大きなハンディといえます。
もし仮に，指と指の間にカエルのような膜（いわゆる
「水かき」）を人工的に作れたら， すぐにでも世界記録
を塗り替えることができるといわれていますから， 逆
に， 指が欠けているということ自体， いかに推進力に
とってマイナスかということになります。
　古橋は，事故に遭った頃は「もう泳げない」とか
なり落胆していたものの，そんなハンディをものとも
せず，それを乗り越える努力で世界記録をつかみま
した。同期の橋爪四郎（※６）というライバルの存
在も大きかったようです。古橋や橋爪の通っていた
日本大学のプールは，当時，24時間，誰かが泳いで
いたといわれるほど，切磋琢磨し練習に取り組んで
いたことが伺えます。

４． ハンディは「学習時間」「学習方法」「強い意志の力」で克服
　いかがでしたでしょうか。こういう話を聞くと，「自
分も頑張らないと！」と奮起しませんか。
　今回取り上げた３名に共通することは，人並み以
上の練習でハンディをカバーしていることです。ス
ポーツにおける「練習時間」は，社労士受験生にとっ
ては「学習時間」に当たり，「練習方法」は「学習

方法」に当たります。
　実は「私は××というハンディがあるから…」と
思っていること自体，すでに自分に負けてしまって
います。また，合格できなかったときの言い訳にす
ることにもなりかねません。
　たとえご自身の置かれた環境や身体・能力等にハ
ンディがあったとしても，学習時間や学習方法，そ
して強い意志の力でカバーできるよう，考えてみて
はいかがでしょうか。

３． 右手がないメジャーリーガー〈ジム・アボット（野球）〉
　ジム・アボットは「幼い頃から右手がない」とい
うハンディキャップを乗り越え，ピッチャーとしてメ
ジャーリーグで大活躍した名選手です。
　1967年，ミシガン州で産声を上げたアボットは，
右手の手首から先がないという障害を持って生まれ
ました。小さい頃から野球が好きだった彼でしたが，
野球をする際に問題となるのは，ボールを投げる左
手にグラブもはめないといけないという点です。
　そこで，父親とともに試行錯誤をした結果，手首
のない右手に右利き用のグラブを乗せて投球し，
ボールが来たらすかさず左手にグラブをはめて捕球
し，さらにグラブを外して送球するという技術を身
につけました。
　この動作を気が遠くなるほどの時間を掛けて練習
し，障害のない子供たちと遜色のないフィールディ
ングを身につけるまでに至ります。また，バッティン
グに関しても，右手を添えて打ち，少しもハンディ
を感じさせませんでした。

　高校時代に，対戦相手が「すべてピッチャー前の
バント攻撃」でアボットの弱点を突こうとしましたが，
これらのゴロをすべて処理してアウトにした逸話があ
るほどです。彼は他の投手の比較にならないほどの
フィールディングの技術を有していたことになります。
　メジャーリーグでは，当初，エンゼルスに在籍し，
１年目は12勝12敗，防御率3.92をマークし，1991年に
は18勝11敗，防御率2.89，翌92年には７勝15敗なが
ら防御率2.77という好成績を収めました。1993年に
は，交換トレードでニューヨーク・ヤンキースに移
籍します。この年の対インディアンズ戦では，ヤン
キースにとって10年ぶりのノーヒット・ノーラン（※
７）を達成しました。このノーヒット・ノーランはメ
ジャー史上，最も価値のあるノーヒット・ノーランと
いわれているようです。
　アボットは，1998年に引退するまでに87勝まで勝
ち星を延ばし，惜しまれながらメジャーリーグを去っ
ていきました。アボットが先発する試合には大勢の
障害を持った子供たちが観戦に訪れたそうです。障
害のない他の選手と少しも変わらない，実力で地位
を掴み取った誰もが認めるメジャーリーガーでした。

（※５） 学徒勤労動員とは，第二次世界大戦末期の1943年（昭和18年）以降に深刻な労働力不足を補うために，中等学校以上の生徒や学生が軍需産業や食料生産に動員されたことである。（Wikipediaより）

（※６） 橋爪は古橋と同じ日本大学卒であり，11回も世界記録を更新したが，すべて古橋に続く２位であり，古橋の陰に隠れる存在であった。（Wikipediaより）

（※７） ノーヒット・ノーランとは，野球で投手が１試合を通して相手チームを無安打・無得点に抑えること。（コトバンクより）
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　「慶長５年（1600年）９月15日，朝もやが晴れると美濃国関ヶ原に銃声が響きわたった。天下分け目の合戦の始ま
りである。（「大関ヶ原展」（※１）ホームページより）」─この戦を「天下分け目の関ヶ原」と言いますが，皆さんに
とっての「天下分け目」と言えば，８月23日（日）の社労士試験ではないでしょうか。
　皆さんもご存知の通り，関ヶ原の戦いと言えば，豊臣秀吉亡きあと，徳川家康率いる東軍と石田三成が指揮する
西軍が激突した戦いです。関ヶ原に集結した両軍の総勢は約17万人と言われる大合戦であったにもかかわらず，
たった１日で終えた（朝８時に決戦の火ぶたが切られ，午後４時には終結を迎えた）ことも，社労士本試験の時間帯
とちょうど重なっている気がしてなりません。今回は，関ヶ原の戦いになぞらえて，徳川家康から読み解く天下分
け目の社労士試験の対処法を考えていきます。
※１　徳川家康没後400年記念特別展として，江戸東京博物館を皮切りに，京都文化博物館，福岡市博物館で「大関ヶ原展」が開催されている。
関ヶ原で戦った武将のゆかりの品 （々家康や徳川四天王の具足や槍，三成の愛刀など）が展示されている。

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
第10回 制す！

１．関ヶ原の戦いとは
　関ヶ原の戦いとは，どのような戦いだったので
しょうか。
　豊臣秀吉亡きあと，諸将の思惑が入り乱れ，徳
川家康率いる東軍（主に戦場での戦いを得意とす
る武断（武功）派（軍事大名）が多く集結）と，
石田三成率いる西軍（文治（吏僚）派（豊臣政権
時に実務官僚として秀吉に仕えた大名）を中心に
結束）との一大決戦が関ヶ原の戦いですが，参戦
武将が多い分だけ，様々な人問模様が見られます。
　まず，勝敗を左右することになった小早川秀秋
の裏切りが真っ先に挙げられるでしょう。
　小早川秀秋は，西軍（三成軍）の一員として
１万5,000の大部隊で布陣していましたが，家康に
内応していたにもかかわらず，戦場にあっても腹を
決めかね，迷って動けぬままでいました。ところが，
東軍から鉄砲を打ちかけられるとその挑発に怖じ
気づき，ついに西軍を裏切って反旗を翻すことにな
ります。味方であるはずの大谷吉継（西軍）に軍
勢を向けると，大谷隊は孤軍奮闘したものの多勢
に無勢で玉砕します。陣形で圧倒的有利と思われ
た西軍（※２）でしたが，この裏切りで他の隊の裏
切りも呼び，これを境に大混乱に陥り敗退します。
これにより「戦国でもっとも長い一日」が終焉をむ
かえることになります。
※２　家康の別働隊として兵力３万8,000を分け与えられ，
中山道を進んだ秀忠（家康の嫡子）は信濃（上田城）
で真田昌幸の抵抗にあい，戦場に間に合わないという
大失態を演じ，　日頃，滅多に感情を表に出さない家康
が，珍しく怒りをあらわにしたことも有名なエピソード
である。これだけの兵が合戦に間に合わないということ
になれば，関ヶ原で高所（山の斜面）に陣取り，東軍
を囲い込むように布陣した西軍が陣形的に有利となり，
万一，小早川の裏切りがなければ東軍が敗北していた
かもしれないことを考え合わせると，家康の怒りの深さ
がうかがい知れる。

２．関ヶ原の戦いは心理戦
　このように小早川秀秋の裏切りが勝利の行方を
左右したわけですが，大関ヶ原展に足を運ぶと，
水面下でやりとりされた密書が展示されています。
有力武将たちがしたためた文書には，“信頼”“裏
切り”“凋落”などを読み取ることができ，当時の
スリリングな情報戦が浮かび上がってきます。
　西軍に属しているものの石田三成のことを良く
思っていなかった武将（※３）や，東軍に属してい
るものの戦況次第では寝返りをするのではないかと
考えられていた武将もいたようです。東軍が勝った
要因は，武将それぞれの思惑が入り乱れている状
態（心理戦）を家康が巧みに利用したことが挙げ
られます。
※３　豊臣政権の中で三成は，武将としての働き以上に
実務官僚として政務を執行する側面が強く，秀吉の知
恵袋的な存在でもあった。それが加藤清正や福島正則
らの武断（武功）派の諸将には鼻持ちならなかったよ
うである。小早川秀秋の裏切りに関しても，豊臣政権
時に「三成が秀吉に報告にしたことにより大幅な減封
を受けた」など，三成への私怨も１つの要因であったと
される。

３．関ヶ原の戦いから読み取れること
　関ヶ原の戦いでは，九州の島津義弘は西軍に属
していたものの不動の姿勢を貫き，西軍の敗北が
明らかになると，生き延びるためわずかな将兵で敵
中の真っ直中をひた走り，まっしぐらに南下して伊
勢路に入り，船で薩摩へ帰還したと伝えられてい
ます。
　このように関ヶ原に西軍として出向いたものの東
軍に内通していて動かない勢力（たとえば，吉川
広家）や，三成が西軍有利とみて「全軍総攻撃」
ののろしを上げるも吉川広家に行く手を阻まれ参
戦できなかった武将（たとえば，毛利秀元，長宗
我部盛親）がいることなど，事前の策により東軍に
有利に展開することができたことも勝敗を分けた要
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因でした。逆に，家康は関ヶ原の戦いの直前に黒
田長政や福島正則などの主要な武将との結束を固
め，士気を高めることに成功しています。固い絆で
結ばれた家康の直臣（徳川四天王（※４））も，家
康を支える力強い存在でした。
　社労士試験を迎えるにあたっても，味方との意
思疎通を図り，自分にとって影響力がある人を敵に
回さないように配慮することが肝心です。この場合
の味方とは，自分のことを“応援してくれる家族や
友人”（家康を例にすると，徳川四天王が家族であり，
黒田長政や福島正則らが友人となります）であり，
味方にはならずとも敵に回さないようにしなければ
ならない人とは，“仕事上の上司・同僚・部下やお
客様”（関ヶ原の戦いで言えば，戦場に出向いたも
のの動かなかった吉川広家，関ヶ原では戦わずに
退却せざるを得なかった毛利秀元，長宗我部盛親
などです）と考えることができると思います。
　皆さんは，勉強する環境や食事等に気を配って
くれる家族がいるおかげで，学習に集中して取り組
むことができます。安心して体調管理にも気を遣え
ます。試験直前の夏場は勉強漬けでやりたいこと
も我慢しなければならない辛い時期ではあります
が，同時にあなたを支えてくれている家族も相応の
我慢をしているはずです。本試験の前には，日頃
から支えてくれている人に，感謝の気持ちを伝えま
しょう。大関ヶ原展では，「関ヶ原合戦前に家康が
黒田長政の活躍を期待して贈った兜」が展示され
ていますが，そういう１つひとつの味方への気遣い
が東軍の武将の活躍につながり，天下分け目の戦
いに勝利できたともいえます。（※５）
　また，逆に，試験前に仕事上の悩みを抱えてし
まうと，集中して学習に取り組むことが困難になっ
てしまいます。たとえば，お客様とのトラブルが生
じてしまうと，通常業務に加えてクレーム処理のた
めに時間を費やさなければならなくなるため，その
分，勉強する時間が失われます。クレームの電話
やメールを受けるだけでも，精神的な負担をしょい
込むことになり，試験を受ける気力が失われてしま
うことも考えられ，試験結果に重大な影響を及ぼし
かねません。本試験が近づいてくると，試験のこと
ばかりが気になり，業務に身が入らなかったり，夏
バテ等により仕事で凡ミスをしてしまうことが考え
られますが，業務時間には業務だけに気持ちを集
中させて，試験勉強以外の要因で足を引っ張られ
ることがないよう気を付けるべきでしょう。
※４　徳川四天王とは，徳川家康の側近として功績を立
てた酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政の４人
の武将を顕彰した呼称。

※５　黒田長政は，西軍の主力石田三成隊を撃破するだ
けでなく，事前の調略により毛利軍の不戦や小早川秀
秋の寝返りをお膳立てし，東軍の勝利に多大な貢献を
した。

４．我慢を重ねた家康の生き様
　織田信長・豊臣秀吉・徳川家康という戦国の三
傑の中では，総じて家康の人気が低いようです。「織
田が掲き　羽柴（※６）がこねし天下餅　座りしま
まに　食うは徳川」とされ，天下統一の基礎は信

長が作り，それを継承した秀吉が体制を整え，家
康は成果の美味しいところを策略で労せず手に入
れたと理解されているからでしょう。
　ところが，家康の天下取りは，この歌のようにな
まやさしいものではありませんでした。弱小な一地
方豪族であった松平家の長男に生まれた竹千代（後
の家康）は，当時，織田家，今川家という強大な戦
国大名に挟まれ，３歳で母と生き別れ，６歳から織
田家，その後に今川家の人質となります。人質のま
ま14歳で元服し，松平元信（※７）となりますが，
合戦では常に危険な先鋒役を命じられます。1560年，
桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれると，
小国ながらも三河の戦国大名として自立します。
　その後，家康は織田信長と同盟を組み，着実に
足場を固めていきますが，正室（築山殿）の裏切
りによって長男・信康に切腹を命じざるを得なく
なってしまうことや，本能寺の変とその後の伊賀越
え（※８），豊臣秀吉の台頭など，苦難に次々と見
舞われます。それを乗り越え，関ヶ原の戦いに勝
利したのち，260年存続した江戸幕府を開くに至っ
ています。
※６　秀吉は初めは木下を名字としていたが，その後，羽
柴に改め，最終的には豊臣と名乗った。

※７　今川義元の一字を賜り，元信（後に元康）と名乗る。
義元から将来を期待されていたことは，義元の姪（築
山殿）をめとったことでもわかる。もし，桶狭間の戦い
がなかったならば，家康は今川家の有能な家臣として
終わっていたかもしれない。

※８　本能寺の変の直後，大阪に滞在していた徳川家康
が明智光秀の軍や混乱に乗じた落ち武者狩りなどとの
遭遇を回避するために，伊賀の険しい山道を経て岡崎
城へ帰還したこと。当時，家康に随行していた者は，
僅か34名であり，徳川四天王をはじめとする徳川家の
重鎮が揃っており，光秀の配下や一揆等に襲われてい
たら徳川家への大打撃は必至であった。家康は本能寺
の変の報に接した際，取り乱し，一度は「自刃する」
ことを決意したが，本多忠勝を始めとする部下達に説
得され，自国の三河へ戻ることとした。

５．家康と重ね合わせると
　家康は，信長ほど天才的な発想もなく，秀吉ほ
ど天性の人間的魅力のない，平凡な資質であった
と言われています。その家康が，律儀さと家臣団と
の強い絆の上に，我慢を重ねてついに太平の世を
開いた姿は，胸を打たれるものがあります。
　本誌を購読されている皆さんの多くは，自分のこ
とを天才的な発想もなく，天性の人間的魅力もない，
平凡な資質の人間だと思っているのではないでしょ
うか。そんな資質の家康が長期政権となる徳川幕
府を作っています。我慢を重ね，あきらめずに道を
進むことで，家康のように天下分け目の戦い（＝社
労士試験）に勝てる（＝合格する）ことができるの
ではないでしょうか。もちろん，天下分け目の戦い
の日（＝８月23日）までに兵力を整える（＝学習に
励む）ことが絶対条件ではありますが…。
　「日本の運命を変えた１日」と言われた関ヶ原の
戦いですが，皆さんにとっては，社労士本試験が
実施される８月23日を「私の運命を変えた１日」だっ
たと後に言えるようがんばってください。
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　“ビリギャル”をご存知ですか？　学年でビリだったギャルが１人の塾講師と出会い，１年強で偏差値を40上げて，
慶應義塾大学に合格した奇跡のサクセスストーリーで，塾講師の著者が書いた『学年ビリのギャルが１年で偏差値を
40上げて慶應大学に現役合格した話』（坪田信貴著，KADOKAWA，2013.12）は，文庫特別版と合わせて100万部
を超える大ベストセラー（※１）になっています。５月には有村架純主演の映画『ビリギャル』が公開され，注目度が
さらに高まっているようです。
　そうはいっても何かと批判も多い（※２）“ビリギャル”ですが，そこから得られる情報や考え方には，社労士本試
験の直前の追い込みの学習に役立つこともありそうです。今回は，主人公である“ビリギャル”（こと，さやかちゃ
ん）の単行本に書かれている文面をピックアップし，社労士試験の直前対策に結び付けていきたいと思います。
※１　2013年12月の発売以来，本書と文庫特別版（単行本に比べストーリーだけを拾っている特別版）の累計発行部数が100万部を突破した。

また，ビリギャルと母親が執筆した『ダメ親と呼ばれても学年ビリの３人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話』（ああちゃん，さやか
著，KADOKAWA，2015.2）も今年の２月に出版された。

※２　“ビリギャル”の通っていた高校は，実は名門私立で中高一貫校のお嬢様で，あくまでも“進学校でビリ”なだけなのではないかということ
や，そもそも中学受験をしている以上，入塾前は小学４年レベルの学力であったと書かれていたこと自体，あり得ないのではないかなどの
疑問が出されている。また，元々，塾費用などの高額のお金を用意できるお金持ちの家系ではないかとの指摘もあり，現在の日本の教育格
差の話だとする見解もあるようだ。

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
第11回 臨む！

１．模試で合格の可能性は「Ｅランク（＝絶望的）」

　この１年で，誰よりも勉強している自信があったの
に。睡眠時間も限界まで削り，メンタルも限界に近か
ったのに。なのに，結果は「Ｅ＝絶望的」。
　「難しすぎでしょ，慶應。無理じゃん，こんだけやっ
てんのに。もうこれ以上は，無理だし」「私，そもそも
なんで慶應に行きたいんだろ？　明治とかでも十分な
んじゃ…」
　そしてついに彼女は，僕に，死んだような目を向け，
ボソっと言いました。「やっぱり私，慶應は無理だと思
う」（本書P.195より）

　本試験前の６月・７月には，受験団体が実施す
る模試を受ける受験生も多いと思います。そんな時，
かなりがんばっているのに結果が思わしくない（全
く歯が立たずランクは最低のＥ判定）こともあるか
もしれません。
　理由はいろいろあることと思いますが，大きく次
の４つに集約されると思われます。
① 実力はあるが，「多量速答・長時間」という択一
式試験の特徴に慣れていない
② 実力があるのに体調が悪かったり緊張したりし
て，試験会場の雰囲気に慣れずにミスを連発
③ 自分でも頑張っているが周りも伸びているため
に，相対的にＥランクになってしまった
④ 本当の実力不足，学習量（学習時間）不足
　①は，実力はあるにもかかわらず，本試験の択
一式70問という問題量に飲まれてしまって，精神的・
体力的に持たなかったケースです。今までは，科
目ごとに時間を区切って学習することができました
が，本試験は３時間半ですべての科目に目を通し

ていかなければなりません。したがって，本試験前
にはその状況を体感し，慣れておく必要があります。
　また，本試験は，問題処理能力の高い人（＝解
答スピードが速い人）が有利になります。時間をか
けて熟考するタイプの人は問題量に圧倒されて，
力を発揮できない傾向があります。
　②は，前日に残業があって疲れていたり，いつも
と学習環境が違ったりして，集中力が途切れてしま
い，ミスを連発…その結果，実力を発揮できなかっ
たというケースです。
　例えば，会場に試験開始時刻ぎりぎりに着いて，
落ち着く間もなく試験開始になってしまって，最後
までしっかりと解くことができなかったことや，エ
アコンの風が直接当たってしまって，気が付いたら
寒くて見直しどころではなかったことなど，よくあ
ることです。それこそ，本試験に向けてどういうこ
とが起こり得るのかを知る貴重なチャンスととらえ
て，その対策を施せばよいでしょう。
　③は，自分も頑張っているにもかかわらず，周囲
がそれ以上伸びたため相対的に順位が下がってし
まったケースです。人によって，学習が開花する時
期はまちまちです。８月に入って急にブレークする
人もいますから，諦めてはいけません。

２．有効だったストレス解消法

　この時期のさやかちゃんに，僕はムチを入れながら
も，もうひとつのストレス解消法を教えました。それは，
「日記を書くこと」です。
　今のままだと，さやかちゃんはストレスに押しつぶ
されてしまう。しかし，あまりに愚痴を言うと，周囲
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の人との関係が悪くなってしまう。そこで僕が提案し
たのが「日記を書くこと」でした。
　また，どうしても周囲の人とぎくしゃくするような
ら，その人の良いところを10個書くように，とアドバ
イスしたのもこの頃のことです。（本書P.210より）

　私自身は日記を付ける習慣がないので，それが
ストレス解消になるかどうかはよくわかりません。
ただ，文章にすることによって気持ちが和らぐこと
もあるようです。
　ただし，ここには「周囲の人とぎくしゃくするよ
うなら，その人の良いところを10個書く」とあるよ
うに，単に愚痴を書きなぐることではなさそうです。
　成績がなかなか伸びない焦りや不安でストレス
に押しつぶされそうになることは，多かれ少なかれ
誰でもあることです。受験生から聞く限り，精神面
から体調を崩してしまう人も例年，多く見受けられ
ます。
　自分にとってのストレス解消法を見つけておくこ
とも，本試験を乗り切るために必要なことかもしれ
ません。あなたのストレス解消法は何ですか？

３．ビリギャルのマークシート対策

　そこで，僕は，その試験の２週間前から，「マーク式
模試の解き方」のレクチャーをしました。具体的には，
① 時間制限があるから，得点が高い大問から処理をし
ていくこと
② ケアレスミスを防ぐために消去法で選択肢を消して
いくこと
③ 設問の根拠には線を引いて，そこは精読をすること
④ ３分考えてわからなければ，その問題は飛ばすこと
（本書P.190 ～ 191より）

　解答の際に，問題を解いてマークシートに記入
するまでの過程は人により様々です。ただ，自分な
りの手順を事前に決めておくことは重要です。どの
科目から解き，マークシートはどのタイミングで記
入するのか（１問ごとか，科目ごとか，全部まとめ
て一気に記入するのかなど），難問に当たった際の
対処をどうするか（完全な解答を導き出すよう頑張
るのか，仮決めして次へ進むのか，完全に飛ばす
のかなど），見直しの時間をどの程度取れるように
するのか（見直しをする時間が少なくなってでも１
科目１科目じっくり時間をかけて解いていくのか，
見直しをする時間を確保するために，最初に問題
に目を通す時間はあえて短くするのかなど），など
と対処の仕方を事前に考えておくべきことがたくさ
んあります。
　これらのことは，いきなり本試験で実施するので
はなく，模試で試しておくことをお薦めします。

４．試験勉強は山登りと同じ

　（お母さんとさやかちゃんの会話）

　「さやちゃん。山登りって，どうやって登るか，わか
る？」「山のてっぺんを見て歩く」
　「さやちゃん，それじゃすぐガケから落ちて，死んじ
ゃうよ……あのね，山登りでは，ずうっと足元を見て
歩かなきやいけないんだよね。たまに，頂上を見て，
あそこまでたどり着いたら，どんな風景が見えるだろ
うなって思いながら，また目を足元に戻して，また一歩，
また一歩って歩んで行くんだよね。足元しか見えない
と，つらくて，悲しくって，つらくて，つらくて，し
ょうがないんだけど，そうして登っていくと，いつの
間にか，思いがけず高いところまで登っていて，すご
い風景が見えたりするんだよね。今は頂上ははるか先
で，あんなとこ，行けないよ！　って思うけど，でも
山登りって，一歩一歩しか進めないんだよね。」（本書
P.206より）

　どんな試験（勉強）も，一歩一歩，登っていくし
かありません。楽な方法や近道はどうやらなさそう
です。
　ただ，登っていくうちに，目にする風景が次第に
変わってきます。毎日の学習は，それを励みに，ま
た登るという繰り返しかもしれません。

５．受験前は楽しそうな時期がちょうどくる

　ちょうどその頃，つまり秋口というのは，周りは文
化祭で楽しそうな時期なのです。受験生には時間が惜
しい時期ですが，学校は文化祭の季節となっています。
（本書P.197より）

　社労士試験も全く同じだと思います。本試験１
週間前はお盆の時期で，通常，企業はお盆休みに
入ります。試験がなければ家族旅行に行くことが
できるなど，本来，楽しみを満喫できる時期です。
しかし，試験前でそれどころではありません。
　「こんな夏は今年を最後にしたい。来年の夏は，
思いっきり羽を伸ばすぞ！」…そういう気持ちで最
終追い込みをしていきましょう。

６．「あと１カ月あれば，準備万端だったのに」と思うと負け

　やっていることは間違っていません。あとは，時間
との勝負です。正直，すべての教科が「あとちょっと」
という感じ。もう「一流」なんだけれど，「超一流」に
はなりきれていない状態でした。（本書P.224より）

　社労士本試験の場合も，「あと１カ月あれば，準
備万端だったのに」と思う人が多いように思います。
言い換えれば，そのラインまで来ている人は大勢い
るということになります。択一式でいえば，合格ラ
インにわずか１点届かなかった人は，辰已法律研
究所『佐藤塾』の集計では，例年，全体の約５％
に達しており，ボリュームゾーンになっています。
ここまでの水準に達しているのですから，頭一つ抜
け出せば合格です。
　本試験当日は万全の態勢で臨んでください。
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　いよいよ本試験まで１カ月を切りました。
　「模試を受けたけど，受けっぱなしで復習が追い付いていない。」「苦手な〇〇保険の底上げは必須。」「選択式対策を
全くやっていないけれどいいのかな？」「過去問はもう一度，目を通しておきたいし…」「白書は全く自信がない。」な
どと，まだまだやらないといけない（やりたい）ことがたくさんある割には残された時間が少ないので，この時期に
なると，「何から手を付けたらよいのか，わからない。」という人がたくさんいます。こういう場合，場当たり的に学
習をしてもうまくいきません。
　直前期は焦りのあまりプレッシャーにつぶされそうになることもあるかと思いますが，そんな時こそ前向きな気
持ちが大切です。「あと１カ月しかない！ どうしよう…」と考えると不安がより大きくなってしまいます。むしろ，「私
にはまだ１カ月の時間がある。」と考えて，「残されたこの１カ月は，悔いを残さないようやれるだけのことをしよ
う。」と思ってください。考え方次第でこれからの動きが全然違ってきます。そして，直前１カ月の学習次第で合格
を勝ち取ることは十分可能です。
　本試験直前の１カ月は，ほぼ合格できるであろう実力の持ち主（たとえば，模試でトップレベルの得点であった
人）でも油断すれば不合格になる可能性がある一方，今のところ合格にほど遠い力量しか持ち合わせていない人（た
とえば，模試で合格圏外の判定を受けた人）でも必死になって合格できるだけの実力に仕上げてきますから，どんな
人にとっても直前期の学習は重要な意味合いを持ちます。
　最終回の今回は，本試験に向けて，気に留めておいたほうがよいと思われる点を紹介していきます。

～短時間で効率のよい学習の進め方＆スケジュールの立て方～

働きながら
　　　勉強する人のための
働きながら
　　　勉強する人のためのののの合格ナビ合格ナビ

辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三辰已法律研究所『佐藤塾』　右田 修三
最終回 仕上げる！

１．本試験直前の学習
（1）毎日，数科目に目を通す
　基本的に，毎日数科目を学習するように心がけて
ください。たとえば，会社員の方で仕事がある日に
は，会社に着く前の朝の時間帯（行きの通勤時間
帯等）で「労働基準法」，昼休みに「健康保険法」，
仕事後の自宅に戻るまでの時間帯（帰りの通勤時
間帯等）に「労働保険徴収法」，帰宅後に「国民年
金法」などという予定を組めば，１日で４科目の学
習ができます。仮に，１日１科目しか学習をしない
ことになると，１科目あたり10日に１回しか目を通
すことができなくなります。それではせっかく勉強
したことでも，忘れてしまう可能性が高くなってし
まいます。最終段階では，じっくり１つひとつの科
目の学習を手掛けるよりも，時間を区切って，なる
だけ多くの科目，より多くの範囲に目を通すように
心がけてください。

（2）新しいことには手を出さない
　やらないとならないことがたくさんある割には，
この時期に新たに予想問題等に手を出してしまう
人がいます。受験生だった頃の私もどちらかという
とその口でした。
　私の場合は，８月になって，自宅でできる模試が
５回分手に入ったので，それに飛びつき，最後の
追い込みをかけようと思いました。

　ところが，この模試が難問ぞろいだったのです。
択一式のすべての科目で２～３点しか取れず，大
きなショックを受けました。どんな問題だったかと
いうと，たとえば，国民年金法では，条文に『年金
給付（付加年金を除く。）』という表記がされている
場合，問題文ではこのカッコ書きが意図的に削除さ
れていて，『「カッコ書きが無い」ので誤り』という
ものでした（ちなみに，こういう問題は本試験では
出題されません。）。
　このように，本試験が迫った直前期に，新しいテ
キストや問題集等に手を出すと，新たな不安を生み
出すきっかけになってしまうことも考えられます。
最終局面のこの時期は，今ある手持ちの教材の中
で，何を取り上げて学習していくのかを考えてみて
ください。

（3）解けなかった難問ばかりに時間を割かない
　今までに解けなかった問題の復習は大切です。
ただし，その１問を理解するのに時間をかけすぎる
のは得策ではありません。
　なぜかというと，「解けなかった問題＝難問」と
いう可能性があるからです。社労士試験で大切な
ことは，基本問題を取りこぼさず確実に正解できる
かどうかです。この時期，どうしても「より多くの
知識を得たい」と考え，解けなかった問題を完璧
に理解しておきたいと思いがちですが，基本問題
も難問も同じ１点に変わりありません。
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　難しい問題は，理解するのに時間を要します。ま
た，その問題が本試験に出題される確率も低く，そ
ればかりに時間を費やすことは，出題されない箇所
に時間を割いていることに他ならず，試験対策とし
ては非効率になってしまいます。あえて見逃すこと
も場合によっては必要です。

（4）横断学習で択一式の得点アップをねらう
　複数科目にまたがる共通事項を整理しておきま
しょう。たとえば，「被保険者」「適用除外」「給付
制限」「費用負担」「不服申立て」「時効」「届出」
などです。このような横断学習をしておくと，択一
式の点数が飛躍的に伸びることがあります。どうし
て得点が伸びるかというと，これらの問題が出たと
きに，迷わず正誤がわかるからです。要するに「気
づき」が早くなって，１点を確保できるとともに，
１問がいとも簡単に解答できると，リズムに乗って
次の問題に取り掛かることができ，自分のペースで
落ち着いて解答していくことができるようになりま
す。
　択一式の問題を解く時間の節約にもなることか
ら，見直しの時間を確保することができ，得点アッ
プのきっかけになります。

（5）白書・統計数値対策は
　例年，択一式の労働一般常識では，労働経済白
書等の労働経済（統計数値）の問題が出題されて
います。労働経済は，全く見当がつかないような問
題が出されることもありますが，対策をある程度施
していれば，５択から２択へと絞り込めたりして，
意外と正解にたどりつくことがあります。
　様々な数値や数字の増減が頻繁に出てきますが，
それら全部を丸暗記する必要はありません。おお
まかな傾向をつかんでおけば，正誤の判断が付く
ようになりますから，次のような点をポイントに，
白書・統計数値等のテキストで確認しておきましょ
う。

①増加しているのか，減少しているのか？
　特に，傾向や流れが変わった時は要注意。
②大台の数字に乗ったところは狙われやすい。
　 たとえば，平成26年の有効求人倍率は「1.09」
である。前年（平成25年）は１倍未満であり，
今回は１倍を超え，大台に乗っている。
③順番を押さえておく。
　 「〇〇が最も多く，次いで□□，△△の順になっ
ている。」のような文章の場合，順番を入れ変え
てくるケースが多い。
④企業規模や職業による違いはみられるかどうか？
　 たとえば，賃金形態（定額制）は，「月給」「時
間給」「日給」「年俸制」の順で，「年俸制」を採

　 用する企業が最も少ない。しかし，企業規模が
大きい1,000人以上規模企業，300 ～ 999人規模
企業では，「月給」の次に「年俸制」が多い。

　ただし，万全を期したいと考えて，労働経済に
ばかりに時間をかけて取り組むことはお薦めできま
せん。範囲が広すぎるため，どれほど学習しても
万全とは言いきれないからです。労働経済は，深
入りしすぎず，確認する程度にとどめましょう。こ
れらの数値は，早い時期に学習しても忘れてしまう
ことが多いため，直前期に時間を区切って確認し
ておくことが肝心です。

（6）選択式対策
　選択式の出題は，主として条文が挙げられます
が，白書や計算問題なども考えられます。条文に
ついては，択一式対策の学習をしていく中で，選
択式対策の７～８割はカバーできていると思われま
す。ただし，条文独特の表現がありますので，万
全を施すのであれば，テキストで条文の読み込み
をしておく必要があります。
　その際，１つひとつの条文を片っ端から読み込ん
でも，条文の読み込みは，単調で飽きがくる学習の
やり方とも言えますから，途中で断念してしまうこ
とも考えられます。したがって，優先順位の高いも
のから目を通していきたいものです。
　もし，優先順位がよくわからない場合には，次の
３つの箇所を優先して読み込んでおくことをお薦め
します。
① 一般常識の各法令の第１条～第３条（目的条文
や理念）
② 健保・国年・厚年の費用負担を中心に給付より
後半部分（出題頻度が比較的高い割には手薄に
なりがちなため。）
③ 安衛法は全部（抜かれた用語は世間一般の常識
で考えても正解を導き出せないことが多いこと
や，安衛法は，同じ条文で２箇所抜かれること
が考えられるため，目を通しておかないと２問と
も失点してしまう可能性があるため。）

（7）改正箇所を再確認
　改正箇所は，出題頻度が高く，ねらわれやすい
です。通常，他の受験生も対策を施しているために，
ここでの失点は命取りになりかねません。
　今年の改正事項を中心に，確認を怠らずに臨み
ましょう。

（8）数値のチェックを忘れずに
　基本事項の中でも得点につながりやすいものは
各科目の数字です。たとえば，雇用保険法の所定
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給付日数，健康保険法の高額療賽費算定基準額な
どの数字は正確に覚えていますか。最後にもう１度，
これらの数字を確認しておくことで，貴重な１点を
確保することができる場合があります。本試験数
日前には，忘れずチェックをするようにしてくださ
い。

（9）１週間前に学習したことは覚えている
　１週間前に学習したことは，結構，覚えているも
のです。だとすれば，本試験前の１週間で，全科
目に一通り目を通しておけば本試験では正解に比
較的，容易にたどりつくことができることになりま
す。
　もし，会社を休めるのであれば，本試験前は休
みを取って万全を期してください。それが叶わな
かった場合でも，この最後の１週間で一通り目を通
しておけば正解できると考えて，取り組んでみてく
ださい。
　たとえば，問題集の問題部分に答を書きこんで
しまって，手早く確認をしていくのも１つの手です。
その際には，「なぜ，そうなるのか？」などという
理屈を考えたりせずに，納得しなくてもよいので，
「そういうもんだ。」と思って，「力づく」で押さえ
ていきましょう。最後の１週間で目を通すことがで
きたか，できなかったかが，勝負の分かれ目だと思っ
てやってみてください。もちろん，問題集ではなく
て，お手持ちのテキストの太字部分やマーカーを
塗ってある箇所の拾い読みでも構いません。

２．本試験直前の準備
（1）朝型にする
　択一式の試験開始は９時30分です。この時間に
脳が完全に目覚めているように，生活リズムを朝型
に変えていきましょう。今まで夜遅くまで学習をす
ることが多かった人は，夜中の学習時間を減らして，
朝早く起きる習慣をつけておきましょう。

（2）体調を整える
　本試験の直前期に過度な追い込み学習は厳禁で
す。社労士試験は８月下旬の残暑が厳しい時期に
１日がかりで行われるため，試験の出来・不出来は
体調（体力）で左右されてしまいます。本試験前
１週間は，たとえ学習量を減らしてでも，体調を整
えることを優先すべきです。

（3 ）択一式を解く科目の順番とおおまかなタイム
テーブルを事前に決めておく

　どの科目から解いていくかを考えておきましょ
う。択一式の問題の並びの順番通りに解いていく

人も多いと思いますが，たとえば，年金が苦手な人
の場合，苦手な年金科目を頭が冴えている早目の
時間帯に解いてしまうことも１つの手でしょうし，
逆に，最初は得意な科目から入り，調子を上げて
から他の科目を解くやり方もあります。
　択一式は，時間との勝負です。最初に導き出し
た答が勘違いということも当然，あります。したがっ
て，いかに見直しで正解を拾っていくかがポイント
になります。見直しをするための必要な時間を確保
するために，各科目の時間配分を割り出しておいて
ください。

（4 ）択一式で，難問に当たった場合や１肢読んだ
ら答がわかった場合の対処を事前に考えておく

　全く歯が立たない難問が出題された場合にどう
対処するのかを考えておきましょう。その１問は飛
ばすのか，仮決めして次へ進むのか，難問であっ
ても後回しにせず，しっかり答を出すのか，明確に
しておくことです。
　また，最初のＡ肢を読んだだけで，答えがＡ肢
だとわかった場合には，Ｂ肢以降を飛ばすのか，そ
れでも全部の肢に目を通すのかなども，自分なりの
ルールを事前に決めておくべきです。

（5 ）択一式で，マークシートに記入するのはいつ
かを事前に決めておく

　「マークシートにいつ記入するか」を決めておく
ことも必要です。
①１問解くごとに記入
②１科目ごとにまとめて記入
③全70問を一通り終えてから一気に記入
　私自身は③の方法を取りましたが，皆さんに適し
たやり方があるはずです。

（6 ）受験会場の下見と当日の行き方のシミュレー
ションをしておく

　試験会場は，大学のキャンパスが多いと思いま
す。大学によっては，校舎が複数あって試験会場
の場所がわかりづらいケースがあります。また，最
寄駅から正門までや，正門から校舎までの距離が
離れているところもあります。そのため，時間があ
れば一度下見をしておくと安心です。
　それから，当日の会場までの交通手段の発着時
刻等を事前に調べておきましょう。朝，何時に起き
て，何時に家を出て，何時の電車に乗って，何時
に着くのかを，シミュレーションをしておくことで
す。また，当日，電車の遅延や運転見合わせ等が
ある場合も想定して，代替の交通機関も事前に確
認しておくとよいでしょう。
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（7）本試験当日に試験会場に何を持っていくか
　本試験当日の持参物リストを作っておくと，当日
の朝に必要な物を探して慌てたり，あるいは大事な
ものを持っていくのを忘れたりといったトラブルを
防ぐことができます。
　受験票は必須ですのでそれ以外では，最低限，
鉛筆（数本），消しゴム（２個以上），財布，時計，
昼食等は必要だと思われますが，試験会場で最終
チェックするもの（テキスト等）も，何を持参する
かを考えておきましょう。
　また，たとえば，皆さんの身の回りにある心が落
ち着くもの（いわば，お守りのようなもの）があれば，
持っていくのもよいでしょう。

３．本試験での対応
（1）個数問題への対応
　ここ数年，個数問題が出題されるようになりまし
た。個数問題を得意とする人はまずいません。個
数問題が出題された場合，誰もが苦手とする問題
ですから，「よし！ここを取れれば合格に近づく！」
と思って乗りきってください。
　ただ，どうしても個数問題で調子が狂ってしまう
のであれば，個数問題を解くのを後回しにするのも
手かもしれません。

（2）組合せ問題への対応
　組合せ問題が出題されたら，チャンスと思いま
しょう。というのも，たとえば，誤っているものの
組合せ問題の場合，ア～オのいずれか１つの誤り
の肢がわかれば，おそらく２択に絞り込めるからで
す。
　ただし，最初に解答した肢が勘違いの場合もあ
りますから，それが正解だと信じ切って他の肢を読
まずに判断すると，全く違う答を導き出すことに
なってしまいます。見直しは必須です。

（3）選択式での計算問題への対応
　計算問題が出題されると，頭が真っ白になって，
他の選択式の解答にも影響してしまう受験生が見
受けられます。計算問題は，おそらく他の受験生も
苦戦しますし，仮にＡ～Ｅのすべての肢で数字を
抜かれていたとしても，単に数字を暗記さえしてい
れば正解することができる箇所も１～２箇所はある
はずですから，落ち着いて解答してください。
　２点救済される可能性も十分ありますので，仮に
３つ拾えなくても諦めないで，２点だけは死守する

姿勢で臨んでください。
　今年は，健康保険法の高額療養費が改正されて
いますから，出題されても解答できるよう，計算問
題への対策を施しておくことをお薦めします。

４．本試験当日の心構え・対策
（1）暑さ・寒さ対策
　８月下旬は残暑の厳しい時期ですから，暑さ対
策は万全かと思いますが，意外と忘れがちなのが，
寒さ対策です。座席の位置によってはクーラーが
効きすぎて，身体が冷え切ってしまうこともありま
すので，羽織るものを用意しておきましょう。
　また，どうしてもクーラーの風が直接当たる席に
なってしまった場合，席を変えてもらうよう申し出
ましょう。

（2 ）昼休みは友達としゃべらない，答え合わせは
しない

　昼休みに受験仲間で集まって，午前の択一式試
験の答え合わせをする人がいますが，これはあまり
お薦めできません。休憩時間は，他の人の声に煩
わされることなく，独りでリラックスして頭を休め
たり，選択式試験に向けた準備をしたいものです。
　実は私が受験した時も，偶然，私のひとつ後ろ
の席が親しい受験仲間の席だったのですが，昼休
みは一言二言言葉を交わしただけで別々に過ごし
ました。それが正解だったと思います。

５．最後に
　受験会場は独特な雰囲気がありますから，つい
呑まれてしまって，上がってしまうことも考えられ
ます。周りの人が自分よりもはるかに頭が良さそう
で，ビビッてしまうこともあるかもしれませんが，
一通りの学習を積んできたあなたも周りの人から見
ると，同じように映っている一人のはずです。
　本試験は，皆さんが今までがんばってきたこと
の総決算です。自分がやってきたことを信じて，自
分がやってきたことのすべてを出し切ることだけを
考えましょう。諦めずに食らいついていけば，結果
は後から付いてきます。
　最後になりますが，本試験までの残された日数，
体調管理に十分留意され，万全の状態で本試験当
日を迎えてください。皆さんが本試験で持てる力の
すべてを出し切り，見事，合格することを心よりお
祈りいたしております。
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