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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 8/15 事例講義

(事例共通)
★事例処理独特の能力が要求される。
①要求把握能力
②現状把握能力
③因果関係把握力 →因果でつなぐ力 それで(→)、なぜ(←)の両方。
④知識の体系化力

難し
さ

☆

2 8/15 事例講義
(事例共通)

★要求把握能力①→複数解釈がありうる
※詳しくは事例Ⅰトラップ11参照
・複数解釈の手順
①可能性を考える
②評価する・選ぶ
③選びきれなければ両天秤で解答編集。

難し
さ

3 8/15 事例講義
(事例共通)

★要求把握能力② →問題文に制約条件がある。
→解答要求｢強みと形成要因｣に対し｢強み｣のみ並べるのは制約条件
違反。構成フレーム→根拠拾いの手順で、このミスを防ぐ
・採点者から見れば、要求に答えていないor制約条件違反は落とす格
好の口実。また少ない根拠を冗長にだらだら書いても点こない。
・つまり作るべき答案は、
①解答要求のフレームを押さえ、               (要求解釈)
②与件の根拠を大量・簡潔に盛り込みつつ、 (現状把握)
③かつ暗示の因果や推定にも言及した答案。(因果関係把握)
つまり｢私はわかってますから、お願いどうぞ点ください｣が合格答案。

難し
さ

4 8/15 事例講義
(事例共通)

・制約条件違反はサヨナラ。経営戦略論、経営理念(社長の思い)は最大
の制約条件であり、解答への1つの方向性。特定業種の知識がなまじあ
ると思い込みでこの制約を外すリスク。与件にない類推キケン。
・類推で作った｢この解答ダメですか？｣は無意味。間違っていないが、
題意に沿わない。

難し
さ

演習②#3、さっそく役に立つ。

5 8/15 事例講義
(事例共通)

★知識の体系化力～最低限の体系的な知識が要求される
・(1次は選択だが)2次は解答フレームを(知識を動員して)自分で作る難
しさ。ワンランク上で悩む。
・戦略・助言アドバイスタイプは、自分でいくつか選択肢作ってベストプラ
ンを選択。選択肢作れる知識量ストックで勝負。
→つまり求められる知識を体系的に整理する力

難し
さ

6 8/19 事例講義
(事例共通)

・出題の意図は事例Ⅰだけ熱意あり、Ⅱ～Ⅳはおざなり。事例Ⅰの
フォークボールは熱意の表れ。出題意図は｢どうだすごいだろ｣｢解けるも
のなら解いてみろ｣。何がきてもあわてず、空想に走らず落ち着いて根拠
を拾って因果でつなぐ。最近は1次試験でもこの傾向？

難し
さ

7 8/19 事例講義
(事例共通)

・2次4事例の合計得点は恐ろしいほどのボーダーライン団子レース。ご
くわずかな点数で合否差がつく。
・2次不合格者のうち翌年度受験可能者は翌年再挑戦。よって2次受験
生4,000人は以下の構成
①2次再挑戦組      1,500人
②1次試験突破組   2,500人
・1次突破組の内訳は不明だが、思いっきり決め付けてみると、
②a2次経験3年生     300人
②b1次複数年突破   700人
②c1次一発合格    1,500人
・つまりストレートで2次に臨むのは37.5%。結構不利だが、それでも合格
する奴は合格する。

難し
さ

8

9 8/12 事例講義
(事例共通)

・事例の基本出題パターンをまずイメージ
①与件(1-3ページ)
②設問(大問1～5)
→設定がすなわち企業診断の処理手順。これを身につけさせることが
出題意図。｢事例企業につき1,000字で自由に述べよ｣はありえない。
・4つの事例ごとに、処理方針・着眼点を意識的に変える。

学習
法

10 8/12 事例講義
(事例共通)

・事例処理テクでまずマスターするもの ～設問分析メソッド
①複数解釈 (意図的に△を狙うテク)
  期待効果→ 探す対象が異なる・増える→根拠拾いのヒット率向上。
②設問→与件根拠予想 ＞ 与件根拠→設問の往復テク。
  期待効果→ 根拠ヒット率向上、重要根拠の使いまわし部分点。
③知識を事例に適応
  期待効果→ 解答フレーム用意、与件根拠予想サポート

学習
法

GAP

11 8/13 事例講義
(事例共通)

★設問分析メソッド★
①複数解釈→与件根拠拾いの可能性拡大
②事例企業の状況想定
③知識の事例適応→根拠予想補助効果。稀にそのまま知識問題。
・①は低リスク対応の基本となるが、もしかしたらピタリシンクロを拾える
可能性だってあり。

学習
法★
今日
イチ

★
重要

<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。

<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。

<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。

<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。

②事例別サブノート.xls 事例共通 (2) 1/6 8/8/2010 8:27 PM



12 8/13 事例講義
(事例共通)

マスター❶【複数解釈】
・複数解釈は最重点スキル。複数解釈しようがない設問もあるが、必ず
複数解釈しようとすることで、万一のモレを無くせる。
･満点狙い答案はシンクロさえすればずばり高得点だが高リスク。複数
解釈して根拠を広く集めて初めて、低リスクの△狙い答案が作成可能。
・トレーニング方法<複数解釈虎の穴>。
①既存パターンそのままで問題要求されることはまずありえないので、
事例復習後に15分使って複数解釈トレを繰り返す。
②複数解釈は人それぞれ可能。絶対解・決まりきったパターンはないこ
とに注意。

学習
法

★
重要

13 8/13 事例講義
(事例共通)

マスター❷【状況想定＋与件根拠予想】
・問題文読めば、与件文読む前に事例企業の概要が把握可能。
・問題文読んだ時点で、(テク❸知識とあわせ)解答構成フレーム(弁当
箱)を用意して、与件文の根拠を予想。いざ根拠探しスタート。
・トレーニング方法
①事例演習でPDCA

学習
法

★
重要

14 8/13 事例講義
(事例共通)

マスター❸【知識を事例に適応】
・2次は1次の知識を書く場ではなく、1次の知識を当てはめてなにか書い
てくる場(ex.商品別事業部制)。
・問われるのは知識の有無でなく、知識を事例本文に適応する能力。
従って知識そのまま書いても点こない。
・トレーニング方法<××先生チャートイメージ>
①1次の知識を過去問・演習(具体例)を通じてかみくだく。
②抽象化・一般化して本試験に使えるネタ帳にストック。

学習
法

★
重要

15 8/16 事例講義
(事例共通)

・事例の成果は取り組み方で決まる。意識で差が出る。
・事例は取り組み方の試験。学習量と成果は比例しない。
・合格するレベルに達することができる。要求解釈したり、制約条件通り
に解答すること。
・しかし合格するレベルと合格は違う。この答えをあと10週間で探す旅。

学習
法

16 8/15 事例講義
(事例共通)

2次学習法
①すること
A：TACの講義・事例演習
B：過去問5年分20事例×80分
C：過去問分析
D：知識の体系化
②やり方
・学習時間は人それぞれ。目安としては1次学習と同じベース20h/週。
・過去問5年分は自力で解く。事例1234ヨコ串1セット×5年
・1度解いた事例は、次回以降解きなおしでなく、過去問分析に使う
・過去問分析→出題意図・事例企業・設問設定・難しさ・根拠の配置など
→××先生資料参照。
・演習～過去問分析を通じ、体系化した知識をBU。
・事例Ⅳ経営分析・個別問題は別対応。
③達成イメージ
・事例80分の自分なりの処理手順が確立されている
・事例演習を通じ、手順ミス発見→修正の繰り返しにより精度向上。
・解答要求・与件・根拠に忠実な｢全て△狙い答案｣で安定処理、上位
20%。
・高得点でなく、取らせてもらえるところを落とさない対応。
・事例Ⅰ～Ⅲを確実に人並み＋α。事例Ⅳはボーナス得点。

学習
法
★
今日
イチ

17 8/15 事例講義
(事例共通)

することA：TACの事例演習
・事例演習の受け方
①2つくらい習得目標を挙げる
②振り返りを行う
・テキストの処理手順や知識を活用。過去問・答練を解いたらテキストに
戻ってポイントを確認。

学習
法

18 8/12 事例講義
(事例共通)

することB：事例過去問演習
・事例過去問は、年ごとのⅠ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳのヨコ串で解く。
①4事例全体の特徴を捉えてから、個々の事例を詰める方が良い。
②事例ごとにタテ串で解いてしまうと、事例の特徴が比較しづらい
［過去問・演習の活用/復習法］ ～80分間の時間制約を意識～
①解説読む
②振り返り1：自分の解答がなぜ点数にならないか→書き出す
③振り返り2：80分間での現実的な対応策を考える→書き出す

学習
法

19 8/12 事例講義
(事例共通)

することC：過去問分析
［過去問分析］
・事例ごとにコピーし持ち歩く。
→与件のつくり・解答要求・根拠の埋め方etc.
・数を繰り返し、自分なりに一般化する

学習
法
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20 8/15 事例講義
(事例共通)

することD：知識の体系化、BU
・2次は高得点取る人を合格させる試験でなく、低得点者を順にふるい落
とす試験。作問者が｢当ててね｣と思ってる箇所を読み取り、確実にいた
だく(←この得点の積み上げ作戦が○)
・2次は知識試験ではないが、決してそうではない面もある。体系化した
知識を上手に使って、解答方針の選択肢を自分でいくつか作る。そこか
ら選ぶことでシンクロ率の向上が期待できる。
・過去問分析過去問分析過去問分析過去問分析を通じ、どの程度の知識が求められるか、自分なりに体系
化しておく。
・2次対策は短期型記憶より長期型記憶重視。例えば事例企業のイメー
ジを自分なりに膨らませ、ネタ帳にストックする(診断スキルの蓄積)
・2次事例ワード集を作る。
・1次知識の80%は2次でイラナイ。20%をどう使うか。

学習
法

☆

21 8/17 事例講義
(事例共通)

・事例Ⅰ～Ⅳの学習時間は均等配分し、過去問分析を通じ出題意図(→
求められる能力)を掴んで必要な順に底上げする形(GAPを把握して解
決)が望ましい。
・事例Ⅳはむしろ時間配分少な目にする位の気持ちで。周囲ができるレ
ベルを確実に得点することが最優先。難しすぎる問題はみんなできず、
ボーダーラインのどんぐり競争には無関係。

学習
法

22 8/19 事例講義
(事例共通)

・2次の合格は結局どんぐり競争。合格レベルの実力＝合格とはならな
い(ので落ち込まない)。結局みな同じような点数になるので、①ミスをし
ない ②あともう一声の詰め込み・配慮（お団子一個）、が合否の分け
目。
・TACの模範解答は講師数人・数日がかりの解釈。80分で個人でできる
わけない。よって処理スキルを駆使して｢おさえるべき所で全問△とって
50%キープ｣が正しい姿。
・合格答案にこれといった特徴なし。あえて言えば｢因果でつながった読
みやすい答案｣。主語示すなどの配慮で心証UP(お、あってるっぽい)。
・配点箇所はTAC信じる。※配点箇所公開の情報処理技術者試験は、
確かに根拠などの加点基準。

テク

23 8/15 事例講義①
(事例共通)

・①与件 ⇔ ②問題要求 では②が重要。しかし事例に慣れてくるほどの
細かい点にひっかかって②の要求を外すリスクがあり、スラッシュナミセ
ンで常に明確に意識すること。

テク

24 8/15 事例講義
(事例共通)

②現状把握能力
・与件で必ずマークする根拠
・経営課題
・外部環境変化(OT)

テク

25 8/15 事例講義
(事例共通)

②現状把握能力対策
・現状⇔課題のGAPは何度も繰り返してトレ。
マネージャー層の不足 ←これは問題点
マネージャー層の採用・育成 ←これが課題
・ここを意識できないと、伝わる答案の仲間入りができない。2次の解答
は採点者の気持ちにも配慮して作る。解答要求に正しく答えていないと｢
こいつわかってねえな｣となるので点下がる。汚すぎる・読めない字もヤ
バイ。

テク

26 8/15 事例講義
(事例共通)

・事例の基本パターン＝環境変化に対し経営戦略(※事業戦略ではな
い)レベルで組織・マーケ・生産の仕組みを変えて生き残りを図ること。
・その意味で外部環境OTを分析するSWOT分析の出番。ただしSWOT手
法自体は問われなくなってきている。
・社長からの依頼だから、事業戦略・ビジネスモデルよりも経営戦略が
求められていることをまず重視。

テク

27 8/15 事例講義
(事例共通)

・PDS(マネジメント)を聞かれたらP(計画)とS(統制)を重視して解答作り。 テク

28 8/19 事例講義
(事例共通)

・事例処理の基本スタンス。与件に素直に。｢ひっかけ｣とか余計なコト考
えない。

テク

8/28 事例勉強会① ・与件のマーク手順変更。
①経営課題 ②社長の思い ③相談内容、の3点は赤マークして必ず使う
・赤マークしにいく意識で、見つからなければ何かで考える。
・経営課題の提示は以下のいずれか
①与件文の中で明示
②設問の解答として誘導(暗示)

テク
☆今
日イ
チ

8/29 過去問分析 ・入力した問題文に対し、テキスト＋過去問解説を使って分類・点数を入
力。出題意図のしっぽを掴んだ感。
①出題パターン化  →字数・配点・出題順に、作問者の意図がありそう。
②要求能力再確認 →まだ分析途中。明日回し。
③可能得点⇔GAP発見 →解説に目標得点あり。これを使ってパターン
化

→ネタを作りためて、8/31××先生に
質問。

8/31 個別相談 ①過去問分析の進め方
→問題文と与件をパイプでつなぐ。
A：問題文を見て与件根拠を予想(←複数解釈ハイライト)
B：与件の根拠を見てどの設問に使うか考える。
・これを繰り返すと、与件における根拠の埋め込み方のパターンが見え
てくる。さらに必要な知識と組み合わせ、一般化・抽象化してネタパター
ンにする。
<期待効果>
・根拠拾いモレ防止
・根拠探しスピードUP  ←かなり手ごたえ
・怪しい根拠は必ず使う。   つまり大事故を防げる

学習
法
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8/31 個別相談 ②要求タイプ別メソッド
1)留意点タイプは2通りの処理
パタA：根拠レスで単に知識を書かせる
パタB：根拠付きの場合の留意とは、＋方向のアドバイス｢～すべき｣。
※まだあまり出会ってないので注意して解いてみる。単に｢～に留意す
る｣やマイナス方向アドバイスにしないこと。
2)類推タイプ
→明らかに80分では出せない解答もいる。黙って一度思考プロセスをト
レースして気づきを得る。

学習
法

8/31 個別相談 ③直前演習の復習～参考答案を有効活用
・80分間の現実的なベスト対応として、見比べて気づきを得る。
・処理手順のGAP把握、次回改善
・表現、言い回しによる加点度合(同じこと言ってるのに点が高い理由)
                      これは重要。根拠の拾い方使い方。特に事例Ⅱ↑

学習
法

8/31 個別相談 ④2次模試の活用方法
・本番のつもりで、処理プロセス準備・ツールの事前確認をする。
・現時点で母集団のレベルはバラつき。上位100位で合格率50～60%で
あり、点数・順位はあまり意味をもたない。それだけこの先・本番当日で
の対応が重要な試験。
・9月合格サポート定期便で振り返り方法紹介予定。

学習
法

8/31 個別相談 ⑤9～10月学習方法
・新しい事例を解くより、既存の事例を分析し、知識の一般化・体系化を
意識する。講師に近づくレベルまで、他人に的確に説明できる状態が目

学習
法

9/8 2次模試Web解説 ・××先生流事例Ⅰ～Ⅳの解説のポイントは、
Ⅰ問題要求の解釈
Ⅱ要求と根拠の対応づけ
Ⅲ解答の編集
Ⅳ80分のマネジメント
これを順にやっていくと、一通りの処理プロセスが固まる。う、美しすぎ
る。

学習
法

37 9/8 2次模試Web解説 ・合格する力はみんな持っている。合格に必要なのは得点に結びつける処理
スキル。｢この試験に固有な要求・特徴を理解して、それに適応・対応できて
ますか？｣ということが出題意図。
・この要求に対して使える知識は、いつでも使えるように整理して引き出しに
入れておく。

学習
法

38 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・2次直前1ヶ月では、Ⅰ事例を1日でまとめて解くのが有効。2回目解き
直しは原則不要。←良かった・・。
・解答要求と与件文はしっかり分析。コピーして出先などで常に眺める。
・与件の読み方が早くなる。例)根拠埋め込み度は後半の方が高い。前
半はある程度ざっくり読み飛ばせる。
・ストレート生は、必ず今年で決める！意気込みで2次本試験に臨む。

学習
法

39 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・ストレート生の演習は低空飛行が普通。①ギリギリで合格に滑り込む
②それをいかに当日に間に合わせるか、の切り口から残り30日の学習
計画を作る。
・想定試合をする。事例Ⅰ～Ⅳそれぞれに対し楽天野村監督風にセル
フ模擬演習。解く時間なければ解答飛ばして手順シミュレーションのみで
OK
・演習で得た知識を脳内で一般化・体系化するために、客観視や他人に
話すことが有効。

学習
法

40 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・事例全体に自分でテーマをつくり、一貫性のある解答を(しろという学校
もあるが)することは不要(※根拠⇔設問の対応づけは必要)。作問者か
らすると、設問5つ作る為にはそんなことやってるヒマはない(SWOT・戦
略評価/提示・組織)。個々の設問要求の意図を理解し、与件根拠を使っ
てその意図に従って差し出すのがお作法。

構成

41 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・解答構成編集に進む前に、ドミノ倒し・0点答案のリスク回避ステップ(根
拠⇔設問対応づけ)を入れる。
・設問1～5を順に記述すると、次の設問で使うべき根拠を使用済みで使
い漏らすことが一因。→根拠の選択は全問0ベースから行う。

構成
☆今
日イ
チ

42 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・事例処理時の時間不足は③本文読み取り ⑥記述、のいずれかでのタ
イムロスが原因。1回目読み取りの時間短縮を図る。
×大枠→じっくり読んでマーク→対応づけ
○大枠→段落ベースで対応づけ→設問ごとの読み取り繰り返し
・勉強と同じで長時間1回より短時間複数回の方が効率高い。

テク

43 9/26 2次総まとめ
(××先生)

【今日の予実】
①とにかく書く。××先生の注目点とは？
→作問者目線で考えると納得いく点多数。特に事例Ⅰの複数解釈重
要。単一解釈だと色眼鏡＆慣性の法則で配点根拠の使いモレ。
②処理スキルの視点
→与件1回目読み取りの手順変更。
③事例別切り口
→事例別処理スキル一覧表参照
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44 9/26 2次総まとめ
(××先生)

【質問タイム】
Q：事例Ⅰのトリッキーな出題にはどう対応するのが良いか？
A：あえて変えてきているという前提で臨む。まず事例企業のパターンで
ある程度解答要求の方向性が想定できる。
・創業期のベンチャー企業なら、何か足りないものを作る。
・古い企業なら、変化に対応できなくなっているので、何かを変える。
それと採点者から見たアドバイスをふたつ。
①解答要求に応え、制約条件を守ること。
②組織・人事・経営管理の方向で解答編集。

45 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・残り30日の勉強方法：事例8回の冴えない状態を踏まえ、合格に必要
な力をどうつけるかを説明する講義。
・点を取るには｢根拠を入れる｣。そのために｢どのような処理をしたか｣を
常に意識する。
・点を取る答案と、当たらない箇所に力を使っている答案の違いを意識。
・ストレート生の多くは｢やるべきことが具体化されていない｣。8本の演習
を振り返り、事例に共通した処理、異なる処理をリストアップする。
・今日の講義内容をベースに自分の具体的な学習計画を作る。やれば
出来るイメージを当日までに作る。新しいことより、これまでやってきたこ
との振り返り優先。

学習
法

46 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・過去問と事例演習の使い方の違い。
①過去問：傾向の把握・分析  ※自分で解いても検証しづらい
②事例演習：自分の処理プロセスの検証 →要求タイプ別のベスト処理
と自分の処理結果のGAPを掴み、修正。

学習
法

47 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・正しいことを書いても点が来ない。｢間違ってなくて、作問者意図通りの
もの｣に点がくる。その際、幅広い採点・甘い採点は期待薄なので、根拠
を忠実に使ってチープな答案を作る。
・採点が甘くならないのは、解釈広げることの採点プレや、点差がつかな
いことを防ぐため。

構成

48 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・記述構成は、
①現状 ②変化 ③今後  が基本だが、
③今後 ①現状 ②変化  の結論先出しもアリ。設問要求により柔軟に変
えて対応することと、マス目不足による記述不足減点リスクも回避可能。
※頭の中で構成出来上がっていれば、①→②→③の因→果で記述する
方が当然○。

構成

49 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・記述分析には、要求タイプごとの事例タテ解きが有効。
①自分の解答とベター解答を比較し、GAPを掴む。
②要求タイプごとの記述テンプレを作る。

構成 ※××メソッドリンク

50 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・作問者が｢重要｣といったらそれは重要。マス目記述に必ず使う。

51 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・根拠(列挙or因果)が使える問題は根拠pushで処理
事例Ⅰ：組織・経営戦略
事例Ⅱ：新規事業
事例Ⅲ：問題点＋因果
→つまりⅠ～Ⅲ全てで使う。

52 9/26 2次総まとめ
(××先生)

・｢8割組｣の秘密。｢問題に謙虚に接する｣とは？2次は模範解答ないか
ら正解に向けた対策ができない。1年やったからどうなるものでもない。｢
作問者の考えていることはわかならい｣前提で合格答案を作る。
①変化の内容 150～180点配点←得点期待値低い。マス目削る
②現状の根拠  ？？？点 ←列挙で点来る。マス目多めに。

53 9/26 2次総まとめ
(××先生)

【今日の予実】
①エグチメソッドのポイント
→とにかく徹底的に短期合格させる作戦。上級生講義との違いをチェッ
ク
②事例別処理スキル
→共通部分と個別部分の使い分け。過去の演習に戻ってGAP確認と処
理修正、処理スキルアップ。54 9/27 2次総まとめ

(××先生)
・残り4週間、本番までに何をするか。
・模試の平均点は40点未満→160点未満。最高は238点。200点以上な
ら上位1割。
→無理に高い点を取りに行く必要は本・当・に・ない。60点も不要で50点
狙い。冴えない無難な答案が合格者答案。

55 9/27 2次総まとめ
(××先生)

【今日の予実】
①とにかく書いて何か気づく。
→網羅性高いレジュメGET。書き込んで後で整理。
②事例別処理スキル
→知っていること、何となくやっていることを体系的に位置づけながら整
理。復習効果と自力で表にまとめなおし、一般化ツールにする。

なんか合格しそうな気が・・。これが罠
なのでしっかり自分自身の力にする。

56 9/28 2次総まとめ
(××先生)

・10/25を過ぎたら急にヒマになる。読みたい本を一杯揃えておくこと。
・10/25を過ぎた後、｢ああしておけば良かった｣と後悔することを絶対避
けるべく、残り4Wで全力を尽くす。ただし2次本試験にはがむしゃらでな
く、冷静に知識を動員して立ち向かう。

57 9/28 2次総まとめ
(××先生)

・2次試験の本質とは、読んで→考えて→書くこと。これを4回キレイに繰
り返せた人が合格。
・2次終わって受かったと思う受験生は落ちる。気持ち良いドライバー
ショットは行ズレドミノ倒しと裏腹。1年目は間違えたことすらわからない
ので注意。演習ではドライバー握ったホールでもアイアンを持ってフェア
ウェー中央に落とす。上級生・合格者は手ごたえ半々、合否半々の状態
で仕上げる。
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58 9/28 2次総まとめ
(××先生)

①読んで  ・・あまり差がつかない。ストレート生はここに力使いすぎ。
②考えて  ・・構成をつくる。ちょっと差がつく。
③書く      ・・言いたいことを表現。ここで差がつく。
・ストレート生はどうしても①に力入れがち。②・③へのバランスが取れる
と点が伸びる。
×サイアクの事態：読み取りで時間ロスし、考えながら何か書いてマス
目埋める。あぁこうなったらダメ。

59 9/28 2次総まとめ
(××先生)

・作問者からすると、自分の意図していない正しい答えには点やりたくな
い。だから制約条件を置く。

60 9/28 2次総まとめ
(××先生)

・上級生の一番怖いミスは、わかっているのに当日できない、を起こすこ
と。他に難しいことが一杯あるのに、ものすごい簡単なことに気づかず終
わる状態。10:00～17:00の間をノーミス・安全運転で乗り切ることを考え
る。
・緊張は敵。2次合格はただのスタート台。事例Ⅰもたかが1/4。緊張は
しない。でも後悔もしない。61 9/28 2次総まとめ

(××先生)
・解釈しようと思わない限り誤解は生じる。17:00まで常に解釈するぞス
イッチを入れ続ける。

テク
☆今
日イ
チ

62 9/28 2次総まとめ
(××先生)

・演習はミスの修正、過去問は傾向分析に使う。丁度今頃本試験問題
が出来上がったころ。残り4Wで過去問を徹底的に使いクセを体で覚え

63 9/29 2次総まとめ
(××先生)

・自分の欠点を一通りカバーしたら、次は成功体験と成功理由を体系化
する。ついでにもっと点を取る方法まで貪欲にカバー！
・ここで一句。
｢事例Ⅰ もっとがっつり 根拠でGET｣

学習
法

☆上級者越えメッセージ

10/3 2次オプション①② 事例解答編集指針
①アイデア解答NG。編集要求×根拠から
②短字数はまず｢など作戦+GW｣。最後の要求解釈のフィルタリングにて
忠実度・転記精度UP。
③長字数1論点typeは、問題点フォーカス＋根拠拾い＋因→果でつなぐ
④2解答要求は、複数切り口候補×根拠内容から構成要素を選択
⑤得点期待値で柔軟に解答順決定

10/5 得点UPレジュメ ①難易度イメージ
→CF計算書・オプション取引・線形計画法→○合格ライン
   FS空欄推定→現金で調整
   取替投資→売却損益の期末発生1年割引。細かい条件でひっかかる
②所要時間測定
→各15分程度で処理OK。問題なし。

10/10 2次オプション③④
(××先生)

・残り2Wで、悔いの残らない学習をする (←メンタルケアモード)
・この2ヶ月で全員ベースの力はついた。勝負の分け目は、緊張する前
提でいかにいつも通りの処理ができるか。

ラストメッセージ！

10/11 セルフ模試
08最終集中①～④

【今日の予実】～とにかく成果大。吸収・学ぶ所大。
①処理スキルの過不足リストアップ(FP反映)
 △設問ナンバーメソッド。精度高いが、小問間の行ズレ回避に課題。
 ×事例Ⅰ解釈スキップ、逆リスク発覚。根拠レス2段ロケットに変更
②上級タイムマネ・所要時間計測、手順固め
→計測OK。疲労時に手順抜ける傾向あり、チェックリスト化で対応
③｢考える｣の極小化。作問者が要求した場所以外は考えない。
→考える場所は｢考｣マーク
→効果実感。疲労なく点拾える。ただし考えるべき場所をスキップしたの
は反省。

必要なことはつかんだ。
今年一発で必ず決めに行く。
でも焦らず慌てずリラックス♪

10/14 勉強会⑥ ・根拠抜き・変化少なめ・文末1行余裕にて、解答要求対応のお団子1個で
得点UP期待。
・事例Ⅰは、構造→行動→人的資源管理の優先度。与件のボリュームから
も判断可能。
・事例Ⅱは時制・制約条件注意。時間意識による読み飛ばし注意。図にし
てみる。
・言い過ぎない、抽象度上げると安全。ポイントは｢伝わるかどうか｣
・Ⅰの抽象的な解答要求は、予想→具体的根拠HIT率↑、の手順。
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