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テーマ 論点 今日の気づき カテ 重要度 備考・間違いノート
1 8/12 事例講義①

(事例Ⅰ)
・事例ⅠBパターンは、売上そこそこ・低利益率の例。この企業を｢人事・
組織｣の切り口で改善する。
・チャンドラーの命題｢組織は戦略に従う｣。そのため事例Ⅰでは企業戦
略・事業戦略も出題できる。
・そこでH20事例は設問1マーケ・設問2運営で、設問3の｢組織｣を見誤ら
せるトラップ。人事・組織、人事・組織・・と常に唱えて解決。

難し
さ★
今日
イチ

2 8/12 事例講義①
(事例Ⅰ)

・戦略代替案、SWOTの4つのMTXセルのうち、強みS×機会Oが最優
先。強みはかならずある(ないと改善できない)ので、｢強みを活かし機会
をつかむ｣のがセオリー。
・市場のO⇔TはなるべくOに解釈するほうが得点チャンス増！

テク

3 8/12 事例講義①
(事例Ⅰ)

・｢経営管理体制の構築｣は事例Ⅰ～Ⅲを通じて使える便利ワード。
なければ→作る
悪ければ→直す
・特に事例ⅠBパターン企業｢売上そこそこ、低利益率→改善｣パターン
で不可欠。

テク

4 8/12 事例講義①
(事例Ⅰ)

・根拠→設問の紐つけは断定困難。事例Ⅰでは○を取りにいかず、全て
の問で△を取るアプローチがGood。わざと△を狙う。

テク

5 8/12 事例講義①
(事例Ⅰ)

・解答記述に格調の高さは不要。カタカナ用語は好まれないし、そもそも
マス目がもったいない。

テク

6 8/15 事例講義①
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰは何がでるか予想できず、出たところ勝負の面は否めないが、
体系的な知識ストックの効果は必ずある。

持ち
ネタ

7 8/12 事例講義①
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰ組織→①組織構造論はすぐ思い浮かぶ。②組織構造論は抜け
やすい。意識して挙げる。

持ち
ネタ

8 8/12 事例講義①
(事例Ⅰ)

・経営課題は明示・暗示いずれの場合でも確実に捉える・使う。
GAP＝課題。改善すべき点、戦略の対象。
明示→そのままいただき
暗示→外部環境変化の裏返し（～の克服）

持ち
ネタ

9 8/12 事例講義①
(事例Ⅰ)

・(組織図)事例Ⅰは組織の事例なのでA社の従業員数はやや多め。
→やりたいこと(あるべき)⇔現状組織に何かGAP
→解答方向性｢商品別事業部制の強化｣

持ち
ネタ

10 8/15 事例講義①
(事例Ⅰ)

・組織構造頻出論点
①機能別
②事業部制
③顧客別
・総合問題～複数編成基準～組織図読み取りコンボ
・組織はつまり分権化⇔集権化のいったりきたり。

持ち
ネタ

11 8/15 事例講義①
(事例Ⅰ)

・組織行動頻出論点  ～やや意識モレて苦手になりがち
①モチベーション
②組織文化
・何かの原因で従業員のモチベーションが下がっている。キーワード｢硬
直｣｢保守的｣が出てきたら組織文化(変革)で答える。

持ち
ネタ

12 8/15 事例講義①
(事例Ⅰ)

・人的資源管理～たまに出てくる穴論点
1つのシステム→4つのサブシステム(採用・評価・報酬・能力開発)。評価
と能力開発が狙い目。

持ち
ネタ

13 8/15 事例講義①
(事例Ⅰ)

・経営管理制度導入時の留意点(アドバイス)は、マネジメント層の教育・
育成。留意点とは単なる注意点と異なり、作問者が不可欠と思っている

持ち
ネタ

14

15 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・１月ぶりの答練だが、もったいないので処理を軽く流してしまわないこと
・事例Ⅰの難しさを改めて意識する →実際は簡単な問題。おい！
・処理手順をチェック、カンを早く戻す。

難し
さ

難しいフェイク、簡単な問題。

16 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・採点結果○×は重要でない。自分のしようとした手順の○×を評価し、次
回にフィードバックすることがスキルアップにつながる。

学習
法

17 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・知識をつい使いたくなるのは非常にキケン。知識は根拠予想までで使い、解
答記述は与件根拠重視に切り替え。周囲が取れる所での失点痛すぎ

今日
イチ

18 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・いつも慌てず現状・変化・今後の3つの弁当箱。アドバイス問題でも。90%の
問題はこのフレームで処理OK。
・正しく手順通りに処理して50点。30点台なら何か根拠書き忘れ。20点台な
ら手順NG。
・メソッドに従い根拠を拾い、どこかに使えば、無意識にそこそこ点がクル。(事
例Ⅱっぽいが根拠プッシュ)

テク

19 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・問5知識要求問題。→いくつかカスればOK。とれない組仲間入りで安心感
・いつものフレーム弁当箱で処理できない残り10%。

テク

20 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・根拠重視のありがたみ。
ストーリーシンクロ＋根拠○なら正解◎
ストーリーシンクロのみなら△＋
根拠のみでも△
→当たる確率の低いシンクロ狙いより根拠使い重視の方が得点期待値が高
いのは明らか。

テク

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。
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21 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・復習の気づき。
①構成要素はXX先生でも模範解答とはちょっとずれる。どこを確実にとり、ど
こが推定なのかの見極めレベルを上げる。
②XXメソッドは常にワンパターンだが、シンプルに間違えず△答案が作れる。
使わない手はない。

テク

22 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・開発権限が役員に一任→怪しい根拠だが、深い因果を求めておらず、単に
書くだけで部分点。おい・・！

とん
ち

23 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・便利ワード｢事態｣→ヨクナイ方向にスイッチ。
・収益確保→①売上拡大 ②費用削減

持ち
ネタ

24 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

・プルシステムのありがたみ。まず結論、ついで現状を書き込めば、変化はサン
ドイッチで読み取りOK。←確かにスゴイ、便利。

持ち
ネタ

25 8/14 事例演習①
(事例Ⅰ)

【今日の予実】
・全ての問で△取りに行く  →問3思いっきり×。でも残りはそこそこOK。
・設問分析メソッドデビュー →組み合わせで手順精度UP期待できそう
・黄色マーカーデビュー  →かなり見やすい。デメリットないか引き続き。
・パタA⇔Bの意識           →できてるようなできてないような。

自信満々で臨むが、思いっきり手順ミス
る。どんどんレベルUP感手応えあるのはい
いが、これがあと20回続くとどんな状態にな
るのだろう・・？

26 8/18 H19事例Ⅰ ・これは難しい。根拠まったく見当たらない。知識の要求？何を求めているか
の確認から出直し。知ってるから書けるだけ。
→後日補強。この問題は誰にとっても難しい。難しい、要求わからない、ことを
前提に根拠を拾って因果でそれらしくまとめるで、ちょっと点差がついて合格答
案仲間入り。

27 8/21 H18事例Ⅰ ・知ってるから書けるが、根拠が少なく方向性誤ればほとんど点がこない恐ろし
い問題。かつその方向性は2重・3重の仕掛けがあるので初見では恐らくほとん
どあたらない。ではどうすれば・・？
・問題文が長い場合、①複数解釈がないか ②問題文中に根拠がないか、
の2点に留意。
・問題文表現｢～考えられるか｣は、類推も求めている。
・根拠レス問題→いろいろ盛り込んで、文末を要求に合うようにそれらしくまと
める。28 8/24 H17事例Ⅰ ・トラップ11処理確認
→解釈難・根拠なしの二重苦三十苦問題。とにかく入れ込んで39点確保
・組織・人事フレーム的中度
→演習で一度やった感あるので的中度そこそこ。でも39点か。
・根拠使い効果検証
→類推はほぼ全×。根拠しか点取れない？
<まとめ>
朝からもの凄く気持ち悪い問題。このぬるっと感を今週また味わう？

29 8/25 過去問分析
(問題文入力)

・問題文長いのは事例Ⅰだけ。何か意図があるはず。これからパターン属性つ
けて分析に進む。
・意外とバリエーションがあるような、ないような・・。不透明感。

30 8/27 H16事例Ⅰ ・組織・人事切り口
→労務費の削減。リストラ的？古い年度の論調はちょっと違和感。
・難易度変化パターン確認
→最近の問題よりも確かに｢人事｣。業界知識は求められていないので注意
・マス目構成
→考えず素早く埋まるが、前振り部分は配点ないこと多いのでちょっと縮める
・根拠push
→組織・人事論点の根拠→解答編集のつなぎが難しい。意識してトレ。

31 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰっぽさの特徴。問題文も与件も思わせぶりでわかりにくい。着眼点を
探すトレーニングで対応。
①絵に描いたバスは左右どちらに進むか。
②3匹のカエルのうち、大人のカエルはどれか。
→知っていれば｢な～んだ｣というのが着眼点。
・着眼点を探すコツは、長い与件文の中にいる｢無くても通じるのに、そこにい
る表現に気づく｣こと。事例Ⅰで常に意識。

難し
さ
・とん
ち

32 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・演習⑤は与件に基づく類推コンテストのシミュレーション。あえて抜き出しでな
く論理的な類推に配点しており、根拠抜いても点くれない。
・事例Ⅰには｢ありえない、もう嫌になる｣ような出題があり得る。その時は捨て
鉢にならずコツコツ部分点拾いに行く。倍率ドンで大差がつく可能性あり。

難し
さ

33 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・初見でこの演習⑤は当たらない。点数気にしない。以下の手順で復習。
①解答解説を使い、｢なぜそうなるか、妥当であるか｣のロジックをたどる。
②作問者の意図を知る→ネタ帳。
③事例Ⅰ過去問分析で着眼点パターン整理。作り方を把握
期待効果：本試験での対応力UP。どの根拠からどう類推して解答編集する
か

学習
法

34 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰ｢組織・人事｣出題対策。経営・マーケ・生産論点と組織人事論点
が入れ替わり立ち代り出題されるのでややこしい。過去問分析時、特に｢組
織・人事｣の論理構成と根拠埋め込みパターンに留意し、持ちネタ化する。

学習
法

35 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰは総じて点数低い。上位20%との差別化を意識し、最後の10～20
文字を｢お団子1個｣用のスペースとし、因果や解答要求対応アピールなど、お
まけボーナス点を狙う。
・いつもの通常処理でなく、試験場の女神による｢ハッとした閃き｣も構成要素
に加える。段々神がかってきた。

構成

36 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・解答要求が｢要因｣→因果でまとめる
・       〃     ｢アドバイス｣→列挙する。

構成

37 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・PB作ると小売の商品開発力が向上
・ビジネス上のリスクヘッジ、ポートフォリオ。ワイン⇔焼酎、夏場⇔冬場。
・ブームに乗らない堅実経営は、ブーム後も安定経営。新潟地酒ブームのそ

持ち
ネタ
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38 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰを作問者の視点で考えてみる。
第1問 ヘンな問題
第2問 経営戦略案
第3問 本命人事論点。さぁ来い！
第4問 もう一丁！
第5問 更に良くするには？新規事業。
→外れた。でも予想による予実差の収穫大。
・事例Ⅰの要求能力
①要求解釈 俺の話聞いてる？  ←しっかり
②現状把握 俺の根拠わかる？  ←しっかり
③戦略構築 どうだ、すごいだろ！ ←無理。拍手送る。ネタ。気にしない。

今日
イチ

39 8/27 演習⑤
(事例Ⅰ)

【今日の予実】 ・・それにしてもやられた。本番どうなんだろ。
①XXメソッドvs事例Ⅰ
→徹底的な根拠外し＆類推要求で19点。添削答案でしがみ付き度チェッ
ク。周囲との差を確認。
②知識で予想し、与件で採否判断(複数解釈1.5)
→予想して根拠もいるが点こない。わざとやってるな。一旦点数は気にしない
③組織構造・行動<人事？>
→人事でいえば正社員⇔パート社員。組織でいえば組織学習、改善。
事例Ⅰなので、解答構成要素・与件根拠の作りを意識してネタに加える。

40 8/28 事例勉強会① ・複数解釈の拡げ方。ふぞろいをここで使う。
・事例Ⅰ第4～5問の解答方向は、経営課題×コンサル要求から導くとカスる
以上の得点期待可能。
・組織人事問題は予めの意識と持ちネタ帳重要との認識で一致。次回ネタ
作り。

41 8/29 過去問分析 ・事例Ⅰはとにかく事故を避ける、つまり全問△で5割の点を作りにいく。
戦略：根拠重視・安全運転。
期待効果：総じて低得点なので、事故を起こさないものが勝ち。倍率ドン？

42 8/31 08TAC模試事例Ⅰ ・修正手順確認(赤マーク(思い・経営課題・相談内容))
→制約、編集方向性確認に○。
・修正手順確認(点数見込み)
・問題タイプグループ化
・類推要求～作り方、対応チェック
○1→得点見込み評価に有効。点を作りに行く意識ここで点取って、ここは根
拠で部分点。意識して処理することはとても良い。
○2→問題タイプ⇔必要知識テンプレにより、類推・知識要求への対応度
UP。ただ今ひとつヒット率低いので、解説見てGAPを確認。
×1→根拠行ズレ発生！処理手順を再確認、修正。

43 9/8 模試Web解説
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰは最初の問題だから緊張するし、よくわからない解答要求や根拠レ
スのケースが多い。
・解答方向性が与件でなく問題文の中にあることがある。与件見に行っても
見つからないのは当然。
・｢一般公開→人集め｣はかなりの突き抜け解答。その心は作問者が｢人集め
→一般公開｣で発想したから。なるほど納得、つまり無理に当てにいくだけム
ダ。

難し
さ

9/8 模試Web解説
(事例Ⅰ)

・この難しさに立ち向かうには、自分の処理プロセスを固め、安定的に点を取
れる状態にするのがベスト。その処理プロセスはTACの講義で伝えている。
･例えば問題要求解釈は、予めイメージを描くことで与件根拠拾いのヒット率
を高める作戦。さらに他の設問から得た方向性(例：経営合理化)を加えて
バッチリ。
・結論。事例Ⅰは与件文を読みに行く前の作業で、勝負の大勢がついてい
る。怖っ！

難し
さ

45 9/8 模試Web解説
(事例Ⅰ)

・事例Ⅰの150字長マス目は因果の説明・構成要素を問われている。箇条
書き複数列挙は得点下がる。理由でも期待効果でも複数あげて因果で丁
寧につなぐのがお作法。
・解答要求｢期待効果｣｢新規事業｣については｢経営課題｣が絡めてある確
率が高い。

構成

46 9/8 模試Web解説
(事例Ⅰ)

・第5問は恐らく最後に解く問題だし、解答要求もはっきりしないことが多い。
初回読み込み前の根拠イメージ予想からは一旦外してOK。5つの予想をする
より4つの予想をする方が期待値高い。
・解答要求｢理由や根拠を明らか｣なら、理由・根拠の抜きで点がくることをイ
メージ。

テク

47 9/12 与件文分析
(09模試事例Ⅰ)

・模試の与件文根拠⇔解答の対応付け
→根拠⇔解答要求の対応づけというよりも、解答要求→与件文での根拠の
置き方に関連性がありそう。事例Ⅰ～Ⅲで根拠の置き方が明らかに異なる。
根拠類型パターン作って分析に進む。
・与件文写経～何に気づくか
→解答要求を元に与件文が作られ、根拠が埋められている。
→事例Ⅰは課題あって根拠少。事例Ⅱは課題少で根拠だらけ、など。特色
ありそう。パターン化して演習で試す。残り時間少ない。

48 9/17 養成演習①リトライ
事例Ⅰ

①(解釈固定して)パイプつなぎ・与件根拠埋め込みトレース
→問題が簡単？根拠⇔設問のつなぎはかなり明確。もう少しトライアル継続
②上位20％が書きそうな解答構成要素・マス目配分。
→構成要素・マス目配分ともまず満足の出来。でも解答編集方向性
★根拠を使って点はある程度取れる。そこからどう落とさないか、どう積上げる
かが合否の分かれ目になるんだろうなぁ・・。→タイプ別に対策ストックするか。

②事例別サブノート.xls 事例Ⅰ 3/8 8/8/2010 8:03 PM



49 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・最終集中①は、直前①⑤を上回る難しさ。いつもの要求の難解さに加え、
根拠と設問の対応をわざと複雑に入り組ませて作ってある。
・本試験事例Ⅰで尚人が作るのは類推させる解答。ただしその類推を当てに
行くのが得策でないのは繰り返し説明済み。
・事例Ⅰと1次企業経営理論は同じアプローチ(だから三枝元！)。作問者と
同じ絵がイメージできればシンクロ。イメージ外すと間違い一直線リスクがある
が、イメージ描かないと処理にならないのも事実。
・お約束繰り返しで、点がくるのは｢間違いではなく、作問者が意図した解答｣
避けたいのは｢正しいが、作問者が意図していない解答｣

難し
さ

9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・事例Ⅰ解答要求の複数解釈トレ｢中堅化学メーカーの子会社の強み｣とは
①中堅会社の子会社
②化学会社の子会社
③メーカーの子会社    ・・うぅ恐ろしい。

難し
さ

51 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・80分間で必ず解き終える。ヤメの合図とともに鉛筆を置く。
・明治はいい会場なのでたぶん何もトラブル起きないが、何が起きても慌てて
はいけないのが国家試験。たとえ解答用紙の配布が遅れても、延長救済は
ない。電卓は2つ持っていく。
・残り30日を切ったら本番モードに切り替え。2次は解くのではなく作業をしてく
る場。事例4つも解くと疲労がたまり、作業が嫌になったり効率が落ちる。体調
管理は万全にし、万全な準備と執着力で最後の1点までしがみつく。まずは
良く眠れるように。アルコールの力を借りた眠りは浅くなるので、アルコールは控
えめに！

学習
法

52 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・根拠マーク→設問ナンバー→マス目書き込みは面白いように｢部分点が｣取
れる。このテクは残り5週間あれば身につくので、それでみんな土俵に上がる・ヨ
コ一線。
・類推の解釈ヒット率や得点にこだわることは無意味。｢自分の試合ができた
か｣を最重視して振り返る。
・模範解答を読んだら、作問者の与件文への根拠の埋め方をトレース。過去
問分析でクセを読み取って、処理と得点を安定化。

学習
法

53 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・｢販売管理｣｢販売形態｣とは？を深く検討したか。販売管理＝｢成約ベース
の業績評価｣。ストーリーつながってなくてもこの根拠USEで6点！
・尚人のイメージとシンクロがベストだが、この効果を期待して無理してでもその
努力を。

学習
法

54 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・尚人のマス目は100字が基本。120字なら何か意図がある。→120字15点
ならコンテンツは最低3つ。できれば4つ、5つ。明示根拠が2つしか見つからなく
ても、3つめ・４つめの要素を書き込むのがしがみつき。
・字数制限と解答構成要素リンク。100字なら期待効果入れて、プチ差別化
・留意点タイプ→自由度が高い、構成要素をいっぱい作って複数列挙カキ
コ。

構成

55 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・設問要求は与件文の5倍慎重に読み取る。尚人の設問文は3行余計に書
いてあるのが当たり前。慎重に処理して、要求解釈カン違い大事故を防止。
・漢字2文字制約条件への感度を上げる。｢近年｣であれば｢従来｣のものは
外せというブロック根拠。根拠探しのスピードUPツール。  ←対応OK！
・与件文、時制表現の重点チェック。

テク

56 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・最重要根拠｢魅力ある物件・・・が重要｣。これをどう使うかは上位20％なら
外さない。
①マーカーつける
②右横空白に設問ナンバー書き込む
・②の設問ナンバー書き込みが重要。ここが空白なら｢最高でも0点｣、何か書
いてあれば｢最低でも0点｣。使い先の設問ハコがHITすれば部分点GET。
・ちなみに最重要根拠なら、遠慮なく二度漬け、三度漬け。

テク

57 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・ビジネスモデルの根幹、は事例に共通して外せない最重要根拠。
・情報技術の進展がビジネスモデルを変化させている。→不動産物件のデー
タベース化。
・ネットワーク化は、物理的・論理的の2パターンで使える。論理的→データ
ベース。物理的→全国店舗網、FCシステム。これはなかなか・・。

持ち
ネタ

58 9/17 最終集中①
事例Ⅰ

・管理者の計画的な養成
・外部への安易な業務委託はトラブルの元？

持ち
ネタ

KW

9/17 最終集中①
事例Ⅰ

【今日の予実】
事例Ⅰも3本目か・・。激ムズなんだこれ？突き抜け解答を予想。
→確かに突き抜け。事前予想で根拠で確実に点取る作戦○
おまけに類推指摘も結構HIT。この答案の点数の出方が楽しみ！
①守りの姿勢・・上位20％がする処理、使う根拠、取る点数をイメージ
→根拠＋問題ナンバーマークで合格圏リーチ。
   入念な解釈でシンクロ、最低でも行ズレを避けて必要点数クリア。
②提示タイプ、複Ⅱと与件トリガー意識
→初めてまともに出来た。視点別評価×の指摘はOK。プロセス評価○まで
はさすがに読み取れず。
③みん2次
→人事・組織方向にスイッチ入れる効果あり。人事・組織、人事・組織・・。

9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・事例Ⅰの事故をなくす、が最初のテーマ。事故とは解釈ミスor根拠の行ズレ
＝0点。最終①は40点ならAランク、35点ならA'ランク。それを下回ったときの
自分の事故の起こし方を反省ネタとしてストック。

学習
法
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9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・マス目全てを必ず埋めるよりも、必要な根拠を正しくマス目に入れる方が点
になる。残りの事例演習の中で注意する。言い換えれば、編集に気を使う時
間があれば、根拠の抜き・割付に気を使えということ。
・提示タイプで頭を使う時間は、確実に点を取れる｢根拠の抜き｣作業時間の
余裕をなくす機会費用。とまで言い切っちゃう。
・2次の模範解答は発表されない。従って類推・変化のHITを期待するのでな
く、確実に点の取れる根拠・期待効果で点を作りに行く。
・この処理方針は、予めそう狙いに行くことで最も効果を発揮。バントするなら
初めから構えておくほうが安定したバントになる。

学習
法

お、いいこと言ってる。

9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・2次の解答編集・得点づくりを3段階ピラミッド。
①要求⇔根拠の対応
②解答構成要素
③根拠盛り込み。
まず①の親亀が出来ないと②・③の子亀がコケる。まず①の処理を固め②・
③に進む。
・①要求⇔根拠対応スキルのポイントは、｢根拠をなぜその問に使ったのか｣を
他人に説明できる状態になること。
・XX先生合格解答の作り方を真似してみる。
・この解き方は｢わかる｣のは誰でも可能だが、本試験で使えるようになるのは
ある程度訓練をつんだ受験生だけに許される特典。まだこの技を使うのは絶
対的小数なので、あと5年以内は安心して使い倒す。

学習
法

ここで固めて、周囲に差をつける→上位
20％入り。

63 9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・事例Ⅰは根拠ぶっこ抜きだけでは点こない。しかし根拠を使わない解答もな
い。最悪な状態をイメージ。
→自分で解釈し、捻り出した記述でマス目が全て埋まっている。0点・・。
・解釈をするかしないか、の判断材料。
→解釈して成功する人は少ないが目立つ。解釈して失敗した人は多いが
黙ってるので目立たない。
・要求→与件根拠予想→見つかる(設問ナンバー)→使う、の手順で固める。
たまたまヒットの高得点には要注意。

学習
法

9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・事例の処理プロセスは、気の利かない・チープな・頭を使わない作業ベースで
OK。それで点がくる。
・事例Ⅰの変化は当てにいかない。なぜならどうせ当たらないから(Ⅱ・Ⅲは10
点は当たる)。｢変化のための現状｣｢変化による今後｣の配点を取りに行く。
・最も現実的な合格点とは、根拠を使い、さらに忠実に使うこと。忠実に使っ
た上で｢根拠＋α｣の形に整えて差し出す。なぜなら作問者はその形で解答
を作って待っているから。
・現状＋変化＋今後の3段重が基本。今後を頭だしする倒置はあり得るが、
まぜこぜMIXは読みにくくてしょうがないので、大幅減点。
・事例Ⅰの中にも1問はサービス問題がいる。

構成

65 9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・設問の枕言葉は、作問者が問題を作った後に｢あれ、これじゃ方向ぶれる
な｣と思った時に設置される。ありがた迷惑な場合もあるが、方向性検討・制
約材料としてありがたく拝読。

構成

66 9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・好ましくない状態、といわれたら文末テンプレを3通り用意する。
①問題が改善できない
②課題が達成できない
③強みが損なわれる、維持できない
→予想～そのまま文末テンプレ使用により、編集思案の時間を省略。
・つまり解答要求読んだ瞬間に、文末テンプレ作る。違ってたら直せば良いだ
け。

構成

67 9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・留意タイプの要求は変化であり、複数列挙が基本。ただし得点計算上は
ベース得点となる｢変化の根拠｣にマス目を多く割り当てる方がベター。
・本試験で頭が冴え渡り神が降りるのを願うより、機械的・安定的な頭を使わ
ない解答スキルのマスターが上策。

構成 苦手な｢留意点タイプ｣への対応。

68 9/18 最終集中①
事例Ⅰ

・解答要求→解答構成要素のパターンはそう多くないので、ネタ帳にストックし
て使い倒す。
・事例Ⅰ組織における｢販売力｣とは？ここで組織→販売力につながる因果
の候補をネタ帳からサッと差し出す。
・｢事業を軌道に乗せる｣ときたら、｢親会社から何か経営資源を獲得｣まで事
前に知識で予想し、それから与件の根拠探しに出発。
・ネタ帳は飛びぬけて優れたものである必要はなく、ありきたりのものを一揃い。

持ち
ネタ

69 9/18 最終集中①
事例Ⅰ

<今日のまとめ>
・根拠を使ってチープな答案を作れ。それで60分トーク。
・根拠を使うまではみんなOK。それを丁寧に使う ＞ 解釈して使う、で点差を
つけるのが第2段階。丁寧に使うにはマス目必要なので、その分は変化を減ら
す。70 9/18 最終集中①

事例Ⅰ
【今日の予実】
①XXX流・事例Ⅰとは？
→根拠を使う。さらに得点可能性を考慮してチープに忠実に使う。
②新宿XX先生講義との違い
→根拠を抜いたレジュメで説明 ⇒根拠使用で点を固めるイメージ強調
③得点安定化とちょっと差別化
→｢聞いて知ってる｣と｢試してモノにしている｣の違い。失点リスクを確実に減ら
す

←今日求めていたのはコレ。

71 9/19 勉強会④
事例Ⅰベストアン
サー

・事例Ⅰ第3～4問組織問題点指摘・戦略提示は根拠から2捻り・3捻りした
思いもかけない、突き抜けた組織設計・評価制度であったりする。
↑6人で考え、誰も出なかった。
・｢どうせ誰もあたらない｣ので、突き抜け部分に割く構想時間・マス目は最小
限にし、解答要求・制約に従った構成要素作り・根拠列挙に注力する。

難し
さ
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72 9/19 勉強会④
事例Ⅰベストアン
サー

・事例Ⅰ難問でも、使用根拠特定まではみんな変わらない。そこから0点と5
～10点まで何かの理由で差がつく。
0点：一生懸命解釈して、自分の知識を引っ張り出してマス目をフルに埋め
5～10点：解釈せずとも、正しい制約・構成要素で与件根拠の部分点。
↑努力と点数が相関しない・・。

難し
さ

73 9/19 勉強会④
事例Ⅰベストアン
サー

・1設問内小問2つの場合は、弁当箱下書きフレーム・解答構成要素の作り
方に注意。→設問1で問題点指摘、設問2で変化＋期待効果期待の場合
は、作る弁当箱は1つとし、そこから2つの設問に要素を抜き出す。

構成 ×弁当箱2つ作ると、解答構成要素外し
てマス目無駄づかい。

74 9/19 勉強会④
事例Ⅰベストアン
サー

・捻った解答要求・得点可能性低いと判断した問題は、解釈・記述に時間を
かけず、根拠push＋忠実な抜きの部分点狙いに方針切り替え。
※取れない所での時間ロスを防ぎ、取れる配点に時間割り当てる狙い。

テク

75 9/22 渋谷勉強会
H18事例ⅠBA

・難解な事例Ⅰは、解くこと自体より解答要求構成・根拠埋め・記述のポイン
トを押さえる。一見不可能な解答でも導く手順をトレースすれば次回使える。
・過去問巻末の｢出題の趣旨｣を解答要求構成の理解に役立てる。
・無理と初めからあきらめず、ストレッチした高いレベルも意識。それで最終的
にXXメソッド安全運転。

☆出題の趣旨→過去問問題文分析に
追加

76 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・事例Ⅰは組織・人事・経営管理の事例。SWSが出ても、解答要求は
×生産管理論点
○評価・育成・組織体制   ←こちらに注目

難し
さ

77 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・過去問や演習の問題要求・与件文を使い、頭の中の1次知識とつなげて
色々と連想ゲームをしてみる。
・アドバイスタイプ：｢今後の事業を拡大するにあたっての留意点｣→9個浮かべ
る
①担当者育成
②マネージャーの計画的な採用・育成(急成長企業なら中途採用)
③組織体制、部門化、役割分担の明確化
④権限委譲    ←ここまでそこそこシンクロ当たってる。いいぞー。
⑤業績評価制度
⑥経営資源配分
⑦コア強化
⑧組織学習・全社最適化・シナジー
⑨リスクの分散
・確かにこれがパッと全て浮かべば方向ピタリ解答になるよな。1次経営理論の
チャート思い起こせばなんとかなるか。

学習
法

78 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・｢自分で選択肢を作る｣ことの効果とは、
①解答要求の複数解釈
②解答方向性の複数候補、の2つ。
・事前の想定により、与件の読み方が変わってしまうことを実体験。色眼鏡・
慣性の法則。
・09模試事例Ⅰ酒造業の設備更新に対する受験生の解答は①やめる 8割
②やめない 2割。出題意図は一般論(や事例Ⅳ)ならやめた方が良いことを、
与件の根拠から判断して実行＋留意点アドバイスをすること。①に決め付け
てから与件を読みにいくとその根拠を見落とす。
<手順修正>
×答えを予想して与件を見に行く
  問題要求→方向性→根拠→編集
○答えを複数予想して   〃
  問題要求→複数予想→根拠HIT↑→根拠から方向性

テク
☆今
日イ
チ

ツボを突いた質問。XX先生大喜び。

79 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・課題抽出は現状⇔あるべき姿のGAPから導出。あるべき姿は与件にいる｢
経営課題｣。
①明示 ②社長の意思・ビジョン ③外部環境の変化

テク

80 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・組織図問題の基本パタ＝｢販売機能(の編成基準が)外部環境変化に対
応していない｣。
・編成基準：①商品別事業部制 ②顧客別 △③地域別。グローバルマトリク
スは無関係。地域別は現状当り前で詰まらないので出さない。

持ち
ネタ

81 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・事例Ⅰの第1問はヘボ・ヘナチョコ問題。あまり時間掛けすぎずに処理する。
・根拠での得点可能性は、配点・字数から判断可。10点配点なら突き抜け
要素に点が行くので期待薄。20点配点なら根拠に配点あり。
・H19問1 不透明性と複雑性の根拠はいない。根拠ないぞスイッチで焦らず
処理し、気にかかってバランス崩すと、第2問・第3問も調子狂ってⅠでサヨナ
ラ。

テク

82 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・組織・人事の問題は、根拠レスで急に(組織・人事・経営管理系の)｢理由｣
｢手段｣を聞いてくる。これは組織の根拠を示すと問題が簡単になりすぎるの
で、あえて根拠レスにしている。お決まりパタなので一度ニヤリと笑って、組織・
人事の知識ネタをマス目に書き込む。

テク

83 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・複数事業に発展すると、｢経営資源の制約｣が生じ、｢経営資源の配分｣の
出番になる。

持ち
ネタ

84 9/28 集中特訓⑤
事例Ⅰ

①手順変更(対応づけ→予想→マーク)
→まだ新手順に不慣れでたどたどしい。今週中に仕上げる。
②意識的な△狙い答案
→意識的以前に全く根拠レスの激ムズ問題。根拠ないぞスイッチ→根拠
pushにすばやく切り替えるのが上位20%の処理。ううむ難しい。
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9/29 MMC3①
事例Ⅰ

①解釈を考える
  複数方向性を持って読みにいく
  根拠なければ解釈スキップして根拠pushに切り替え
→根拠多数問題。解釈しようとしすぎてTime Over。事例Ⅱ風。
②ブロック対応新手順
→おおまかには対応OK。タイムマネジメント意識して時間短縮図る。
☆作りが違う問題使って、解釈幅のストレッチ効果
☆このあたりから与件文処理スピードUPの手ごたえ感。有利！

86 9/29 2次総まとめ・個別相
談

・事例Ⅰは根拠ぶっこ抜きに配点。しかしまず問題要求への対応チェックして
から採点に入るので、文末お作法で｢変化｣の部分を短めマス目に入れて対
応度アピール。
・平均的な受験生は｢変化｣を当てに行くが、変化はあたらず、根拠の抜きが
おろそかになり解釈を入れて失点。｢盛り込む｣のではなく、根拠を怪しい順に
並べてマス目に入るだけ書き連ねるのがXX流高得点メソッド。

構成 ☆事例Ⅰ高得点メソッド極意☆
これをやるには、怪しい根拠の嗅ぎ分け能
力不可欠。

9/30 勉強会⑤
事例Ⅰ要求解釈

・現時点処理スキルの強み・弱み分析
   強み                               ⇔平均的スキル
○要求解釈で悩まない               ×考え込んじゃう
○センテンスにアンテナ(想定)         ×見逃し(制約違反、タイムロス)
   制約条件、得点期待値
○解答構成要素をすぐイメージ      ×イメージないので悩みがち
○与件の根拠予想                    ×人それぞれ

   弱み
△思い込みリスク                      あまりないけど見過ごし危険
△解釈不足                           軽く考えがち。やり様によってはもう一皮

88 10/3 2次オプション①
事例Ⅰ

・本試験を想定し、設問の制約をわざと緩く設定した事例。与件の組織・人
事関係の根拠もあいまいで何でも書けるため、根拠行ズレによる怪我人を誘
発。
・①問題要求の制約甘い ②与件根拠が±どちらにも解釈可能。この2つが
重なると｢根拠タスキ掛け攻撃｣になる。具体的には、重要根拠をA)現状の
問題 B)改善策、のどちらかだけに使わせて、外して全滅0点。
・事例Ⅰはトラップだらけ。イメージしやすい業種ほど方向違いに突っ走りやす
いので、まさに細心の注意が必要。
→事例Ⅰはカチッと当てにいってはいけない。引き分けに持ち込み、Ⅱに進

難し
さ

△根拠タスキ掛け攻撃。解釈入れないの
でひっかからずに済んだが、恐ろしい技だ。

89 10/3 2次オプション①
事例Ⅰ

・事例Ⅰ第1問は解答要求を理解してはいけない。｢わけわからなくて当然｣と
思って根拠使ってマス目を埋めにいくこと。解釈して何か勝手に書くと、貴重な
マス目浪費・得点チャンスロス。
・強み&形成要因タイプに注意。設問の制約の甘さと問題難易度は比例。
与件→効果の一連の因果がつながっても、どこが｢強み｣でどこが｢形成要因｣
かの特定は実質不可能。

難し
さ

・始めから 当たると思うな 事例Ⅰ。

90 10/3 2次オプション①
事例Ⅰ

・事例Ⅰの時系列は4～5段階が普通。最後の第5問は今後の話になるの
で、時系列の違う過去の根拠を混ぜないこと。

構成

91 10/3 2次オプション①
事例Ⅰ

・事例Ⅰ30～40高配点問題の処理
①配点デカイことをチェック
②設問(1)⇔(2)の相関有無を確認。連動したら難、非連動なら比較的易。
・一段落は原則1テーマで構成される。段落最後の文章が一番大事。
・怪しい根拠(買切制)は何度も使う。

テク

92 10/3 2次オプション①
事例Ⅰ

・集権⇔分散。本部機能⇔店舗機能(どこまで本部がするべきか)
・診断士のABC分析は店舗レベル・カテレベルまで、品名レベルに深入り禁物
・部下に任せない社長には、失敗を恐れず思い切った権限委譲を進言。
・5 force modelはトリガーワードがなくても汎用的に使える便利ツール

持ち
ネタ

93 10/3 2次オプション①
事例Ⅰ

【今日の予実】ハーフ模試Ⅰ
①根拠フォーカス度UPで根拠つなぎを丁寧に。
→重要根拠は言い換えず、原文尊重で抜いて使う。確かに点になる。
②わけわからなければローリスク編集(思い込み・決め付け厳禁)
→わけわからないことが当然。もしわけわかったときこそ危ないので、やはり思い
込み・決め付け厳禁。決め付けた瞬間に得点可能性消滅。ハイ消えた～！
③組織・人事・経営管理からアラカルト選択
→従業員の意識改革。全くノーケア。ネタ帳追加

10/17 セルフ模試Ⅱ
08TAC2次option①

①解答要求に応え、期待効果文末から発想。
→文末お団子1個に直接点はこなかったが、問題着眼が他人とずれない効
果がありそう。採用。
②根拠レス2段ロケット
→根拠あったので、発進不要。来週の本番まで取っておく。
③根拠はチープに忠実に
→情報把握＝抜き、と分析の要求の違いを意識。抜きの要求に対し、一言
多く付け加える傾向あり。余計な一言不要で忠実に抜く。
それ以外では、まだちょっと言い換え傾向あるがかなり安定。他人の答案読ん
だ効果あり。

その他、各種スキルのHIT感あり。事例Ⅰ
はこの状態で本試験に臨む。

95 10/19 H18事例Ⅰ 直前1W過去問解答トレース。
解答要求(経営課題)と根拠が直接対応づけしづらい難問。
①要求(経営課題)に応じた根拠割付(無理にでも考える)
②怪しい根拠の複数使い
③組織・人事お約束ワードテンプレ使用
でストーリー当たらなくても根拠部分点で0点回避、△答案が作成可能！と
気づく。合格ラインを守り抜く対応。
×オリジナル解答に突き進んだ時点でサヨナラ。

ちょっと緊張感緩むが、気づき効果ナイ
ス！本番で難問に出会ってもこの処理
で。
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