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 先日、縁あって東京で「絶対できる！短期資格取得」というテーマで講演をしてきました。 

子育て期に独学で AFP、CFP、消費生活アドバイザー、社労士資格に挑戦したときの体験を 

お話したのですが、非常に反響がありましたので、内容の一部をご紹介したいと思います。 

独学・短期合格を目指したワケ 

●独学しか道がない 

学生時代を振り返ると、テストの点数 UPに最も 

効果的だったのは、図書館や自宅での自学でした。 

そもそも幼児期の子どもが居ては、受験校に通う時

間もお金もなかったのが正直なところです。 

●短期なら協力が得やすい 

 長期間コツコツ勉強するのは苦手。その代わり、 

一夜漬けは得意。子どもが寝てからの夜にファミレ

スなどで勉強しました。何より、短期間なら家族も

協力してくれました。 

●早く独立開業したかった 

 育児のために退職したが働きたかった。とは言え、両立に悩む勤め人にはもう戻りたくない・・・。

さらに、育児と家事だけの生活が性分に合わず、早く開業したかったのです。 

独学・短期合格のコツ① 

●合格することだけを狙う たいていの資格試験は 7割ほど正解すれば合格です。だから、高得

点を取る気負いは必要ナシ！そのためレアな過去問は捨てます。 

●過去問題集至上主義 

過去問題集が売られている以上、大きく外れた試験問題は出ません。つまり、過去問題集が出

来れば必ず合格水準。テキストを最初から読んでいるヒマなどなし。問題を解くための参考程度。 

●質問できないことはメリットと心得る 

 独学は質問に答えてくれる先生がいません。しかし、人に聞いてすぐに答えを得たら、覚える

ことなどできません。自分で調べるしかない環境は受験にプラスなのです。 

●勉強仲間がいないこともメリットと心得る 

 試験会場で、仲間同士「自分がいかに勉強できる状況でなかったか」を説明しあうという情け

ない光景を目にします。励まし合っても揃って不合格では無意味。傷を舐めあう仲間は不要です。 

●お金がないことさえメリットと心得る 

 短期合格実現への最大の必然性。受験料も交通費も時間もムダにしないという姿勢は、勉強意

欲の原動力となり、強力なパワーを生みます。 
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子育てしながらの勉強時間

ＦＰ１ヶ月、消費生活アド１ヶ月

社会保険労務士４ヶ月で取得！

絶対できる！！
独学・短期資格取得

せきねＦＰ社会保険労務士事務所

関根芳美
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独学・短期合格のコツ② 

●勉強が出来る環境に感謝する 学生時代ならともかく、やるべきことが沢山ある大人になって

から資格取得の勉強をするのは贅沢なこと。 

自分の向学心に酔うことなく、周囲に感謝！ 

●あきらめない  

 資格試験受験の一番の罠は「次回頑張る」  

最後まであきらめず取り組めば、直前には驚異

の吸収力を発揮。本当の自分を知るチャンス。 

●得るためには差し出す  

 何も失わずに新たに得ようなんて虫が良すぎ。

「○○がやめられず勉強できない」なんて言い

訳です。付き合いや趣味・嗜好品など、その時

だけは自粛する決意を！ 

●受験勉強を楽しむ  

 過去問題集を何度も繰り返すのは単調でツラ

い作業。しかし、自分が同じクイズ番組に何回

も出演していると考えてみたら？何回も間違う

自分に苦笑です。また、どうしても覚えられな

いときは丸飲みに→楽しい気分になる替え歌や

語呂合わせ、イラストで覚えてしまいます。 

独学・短期合格の手順 

①その資格に挑戦する価値があるか考える  

②合格する時期を決める（試験日を調べて申し込む）  

③過去問題集を購入（必要ならテキストも購入）  

④過去問を何回繰り返すか決める  

⑤過去問１回目 ワケがわからないまま解く  

⑥過去問２回目 じっくり調べながら解く  

⑦過去問３回目 何度も間違う自分に苦笑 

 過去問を繰り返し正解率上げる（レア問題は捨てる）  

 覚えられないときは丸飲み（替え歌、語呂合わせ等）  

⑧あきらめない  

⑨受験地までの経路を確認  

⑩受験⇒合格  

資格に合格した後は・・・ 

●取ってみただけの「死格」にしない。 

資格は活かすことが本来の目的。実務経験を 

得るためにすぐに行動します。 

●資格を取っただけでは稼げない  

稼ぐために本当に重要なのはノウハウ、経験、人脈など。これらは机上で得ることができない。 

そのための時間とお金は惜しまないこと。              参考になれば幸いです！ 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（徴収法）

第１条（趣旨）←つまらなくて覚えられないので替え歌に
この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の
保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組
合等に関し必要な事項を定めるものとする。

＜アンパンマンのマーチ＞

何のために生まれて 何をして生きるのか

答えられないなんて そんなのはイヤだ！

＜徴収法のマーチ＞

何のための徴収法 保険の成立・消滅と

納付の手続と 労働保険事務組合！
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社会保険労務士
独学・短期合格の軌跡

①社会保険労務士を取って独立開業すると決意
②８月受験を決める
③３月、次男の出産祝いで過去問題集とテキストを購入
④過去問題集を１０回繰り返すと決める
⑤４月、過去問１回目ワケがわからないまま解く
５月、勉強出来ずに過ごす
６月、本格始動 禁酒を決意する

⑥過去問２回目 じっくり調べながら解く
⑦過去問３回目 何度も間違う自分に苦笑しつつ解く
過去問を繰り返し正解率上げる（レア問題は捨てる）

覚えられないときは丸飲み（替え歌、語呂合わせ等）

⑧７月、結局５回しか過去問が出来ないがあきらめない
⑨８月初旬、在宅模擬試験で撃沈するがあきらめない
⑩８月２０日受験 １０月中越大震災 １１月合格20

ファイナンシャル・プランナー（CFP）
独学・短期合格の軌跡

①ＡＦＰの上級資格ＣＦＰを知り、受験を決意

②全６課目のうち２課目受験申し込み（東京までの交通費に悩む）

③過去問題集（過去３回分）を購入 ３回繰り返すと決める

④１課目の過去問題集を１ヵ月で３回繰り返し受験⇒合格

⑤もう１課目の過去問題集を１週間で３回繰り返し受験⇒合格

⑥半年ごとに２課目受験申し込み

⑦１課目の問題集を１週間で３回繰り返して受験⇒３課目合格

⑧不動産運用設計だけ不合格、丸飲み（語呂合わせ、イラスト）

⑨不動産運用設計の問題集を再度１週間で３回繰り返す

⑩受験⇒合格（全６課目合格まで約２年、賞味勉強時間１ヵ月＋６週間）
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失業等給付は失業手当が約 6 割、次いで育児休
業給付金、高年齢雇用継続給付金でした。 
雇用保険二事業は主に助成金や就職訓練等に

充てられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
労災給付等は遺族補償の割合が多く、次いで負

傷・疾病による療養の給付、障害補償年金。 
社会復帰促進事業では、補装具の購入修理費用

の支給や被災者支援、倒産した企業の従業員への
未払い賃金の立替なども行っています。 

 

 

平成２６年３月１日から平成２８年３月３１日までの間、キャリアアップ助成金の一部コースに

ついて、助成額などが拡充されました。拡充された部分（赤字箇所）についてのみご案内します。 

以下はすべて中小企業の場合 

コース名 助成内容 助成額 

正規雇用等 

転換コース 

正規雇用への転換、または直接

雇用した場合 

①有期→正規 ４０万円/１人→５０万円/１人  

②有期→無期 ２０万円/１人→２０万円/１人  

③無期→正規 ２０万円/１人→３０万円/１人  

１年度１事業所あたり１０人まで→１５人まで 

（ただし②は１０人まで） 

処遇改善 

コース 

すべての有期契約労働者等の基

本給の賃金テーブルを３%以上

増額させ、実施した場合 

※３％以上→２％以上に緩和。 

１人当たり１万円 

※１年度１事業所当たり 100人まで 

「職務評価」の手法を活用した場合、 

１事業所当たり10万円上乗せ→20万円上乗せ 

短時間正社員 

コース 

短時間正社員制度を規定し、従

業員を短時間正社員へ転換する

か、または新規で短時間正社員

を雇入れた場合 

１人当たり 20万円 

有期契約労働者等を正社員に転換した場合は 

３０万円 

※助成金を申請する場合には、 

事前に、『計画書の作成・届出』、『キャリアアップ管理者の配置』が必要です。 
 

 

 

 

年度更新の時期が近づきました。徴収された保険料がどのように使われたか、平成２４年度実績

が厚生労働省から発表されました。 

労災保険料 

保険料他収入   約 1兆 1,166億円 

（支出）労災給付等    8,616億円 

社会復帰促進事業  621億円 

その他       966億円 

繰り越し     1,978億円 

（うち 1,015億円は積立金から充当） 

雇用保険料 

保険料収入     約 2兆 1,030億円 

（支出）失業等給付   1兆 5,771億円 

雇用保険二事業    5,030億円 

就職支援法事業     502億円 

その他        1,136億円 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度労働保険料の年度更新手続きは6月1日～7月10日です。 

キャリアアップ助成金 助成額など拡充 最新情報 

トピックス◆ 平成 24 年度 労働保険料実績 



 

 

 

  

ハローワーク（公共職業安定所）で公開している求人票の記載内容が、実際の労働条件とかけ

離れているという苦情が多いようです。 

いわゆる「ブラック企業」が社会問題となっている昨今、求人票との食い違いがブラック企業

への入り口になっているとの指摘を受け、厚生労働省が平成 24 年度に全国のハローワークに寄

せられた申出について調査したところ、求人票の記載内容と実際の労働条件が異なるといった申

出が 7,783件に上ったそうです。 

 

 

【申出・苦情等の具体的な内訳】 

賃金に関すること …………………………… 2,031 件 

就業時間に関すること ……………………… 1,405 件 

選考方法・応募書類に関すること ………… 1,030 件 が上位を占めました。 

その他にも、「雇用形態」「休日」「社会保険・労働保険」に関することなどについての苦情も 

多かったようです。 

 

 

厚生労働省では、ハローワークで公開している求人票の記載内容が 

実際の労働条件と大きく違っていた場合には、「ハローワーク求人ホット

ライン」で相談を受け、事実確認のうえ、会社に対し是正指導を行って

いくとのことです。 

具体的に同省が相談を呼びかけている事例としては、 

「面接に行ったら求人票より低い賃金を提示された」 

「採用の直前に求人票にはなかった勤務地を提示された」 

「『あり』となっていた雇用保険、社会保険に加入していない」 
などが挙げられています。 

 

これらの状況を踏まえ、今後は以下の対策を行い、求人票の記載内容の正確な把握に努め、求

職者の期待と信頼に応えられる職業紹介・就職支援を行っていくそうです。 

（１）ハローワーク求人ホットライン（求職者・就業者専用）の開設 

（２）ホットラインへの申出について事実確認と必要な指導などを徹底 

（３）申出の集計・分析を行い、未然防止策の検討・実施に活用 

 

     御社の求人票は大丈夫ですか？！ 

 

トピックス◆ ハローワークの求人票に苦情多数！ 

◆7,000件以上の苦情 

◆どんな苦情が多かったか？ 

◆厚労省が相談を呼びかけている事例 

◆記載内容をめぐる具体的な対策 



 

 

 

 

 

聖徳太子を「せいとくたこ」と読み、東西南北もわからなかったギャルの 

「さやかちゃん」が奇跡を起こす実話。 

著者は「さやかちゃん」が高 2から通った塾の坪田先生。心理学を駆使し

た学習指導法で、生徒の偏差値を短期間で急激に上げることで定評あり。 

本文中の「さやかちゃん」と坪田先生のやりとり（ボケとツッコミ）は 

かなり笑えます。成績も態度も悪く学校の先生から呆れられていた「さやか 

ちゃん」にとって、自分と真剣に向き合ってくれる坪田先生の存在は「親以

外で今までに出会ったことのない大人」だったに違いありません。精神的な

支えと合格最短距離への科学的根拠を手にした「さやかちゃん」はメキメキ

と実力をつけていきます。 

 奇跡の実話として面白い本ですが、実際の受験勉強に有効な書籍や具体的な暗記法なども紹介

しているので、受験生や資格に挑戦している人にはかなり参考になるでしょう。 

受験を控える中 3の長男に読むように薦めましたが、「めんどくせ～」と言われ撃沈･･･。 

 

 

「半沢直樹」の 2 匹目のどじょう狙いか？…池井戸潤原作のドラマがやた

らと目に付く今日このごろですね。こちらは TVドラマ「花咲舞が黙ってない」

の原作本。 

流行りに乗ってつい買ってしまいましたが、やはり池井戸さんの本にハズレ

はありませんでした。お得意の銀行を舞台にした勧善懲悪・痛快エンターテイ

メントです。ドラマは見ていませんが、主演の杏さんのキリッとした眼差しを

思い浮かべながら読みました。なにしろ、主人公の花咲舞が銀行の闇をバッサ

バッサと斬る様は、たまらなく心地いい！ 

ただ、短編集なのでノリは軽め。長編池井戸作品を好む方には、ちょっと物

足りないかも？ 

 

 

 自称スパイディファンの私は前売り券をゲットして、小 5の 

次男と 3D鑑賞しました。 

 リメイク後２作目ともなると、アンドリュー・ガーフィールド

扮するピーター・パーカーもしっくりきてます。 何より、これ

までにないテンポの良さと 3D のリアルさ！冒頭から、気持ちは

スパイダーマンとともに NYの街の風を切っていました。 

特に、電気を自在に操る悪役「エレクトロ」との格闘シーンは

圧巻！人命救助シーンも大迫力。さらに、ストーリー的にはやりきれないほど切ない…。 歴代

スパイダーマン映画の中でもかなりの評価を得るのではないでしょうか？「アナと雪の女王」に

押され、シアター数も上映回数も少なめでしたが、マーベルもディズニーに負けていません！ 

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー 

書籍  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 

書籍  不祥事    池井戸 潤 

井戸 潤 

映画  アメイジング・スパイダーマン２    4/25～公開 

井戸 潤 


