
職業 年代 性別 プロゼミに入った動機 開始前に持っていたイメージ プロゼミを受け終わったあとの印象 今後の抱負

1 会社員 50代 男 開業準備のため 特になし。
受講してよかったと思います。
開業の不安が少し解消しました。

検討中。
（会社を退職してから、ゆっくり考えま
す。）

2 保険代理店勤務 50代 男
平成16年試験合格、時間が経ってし
まったため、開業を思い切るためのきっ
かけ作り。

知識とか他のゼミ生についていけるかどうか
不安だった。

受講できて大いにプラスになった。他のメン
バー、講師の先生方から刺激を受けることが
できた。

これから1年後を独立開業のタイムリミッ
トと考えて、様々な仕込み、準備をして
いきたい。

3 会社員 50 女
開業予定ですが何をしたらいいのかわ
からなかったため、何かヒントを得れる
のではないかと思い参加しました。

指定講習よりも、もうちょっと実務にそった形
の手続きが中心の講義かと思っていまし
た。

実践的な知識が得られたこと、そしてなりより
人脈作りができたことが参加して良かったと
思っています。

プロゼミで得た知識とネットワークを生
かして、開業に漕ぎ着けたいです。

4 システムエンジニア 30代 男

・（開業か勤務かは別として）今後社会
保険労務士を職業として生きていくかを
決めたかったから
・試験合格から１年が経過して、行き
詰っていた自分を変えたかったから
・北村先生が企画されていたから
・事務局の方の勧めがあったから
・特別セミナーでの桑原先生の話がとて
もよかったから

・毎週懇親会がある
・社会保険労務士として仕事していく人のた
めの合格後のステップ
・参加者は開業済または開業準備中の方が
多い
・社会保険労務士業務に関連した実務経験
がないため講義についていけるか不安

・本当に毎週懇親会があって楽しかった
　後半の懇親会は人数が若干減少気味？
だったのが残念だった
・講師の方の講義が素晴らしいのはもちろん
だが人間的に優しい方ばかりでよかった
・課題が多くなく仕事に影響がなくてよかっ
た
・世代・経歴など様々な人との繋がりを持て
てよかった
・試験用の知識と実務用の知識が違うという
ことがよくわかり、自分の今後の課題がよく見
えた
・開業（志望）の方ばかりではなく、自分と同
じように今後について悩みながら参加されて
いる方もいてよかった

他の参加者の方に比べると動機の面で
大きな遅れがあるなと感じましたが、そ
れでも自分なりの動機を持って参加し
たことがまずはよかったです。改めて社
会保険労務士に強い魅力を感じ、職業
としてやっていこうと決めました。
プロゼミは講師・受講生ともに自分より
年代が上の方がほとんどでしたが、圧
倒されるくらいエネルギーがあり、笑顔
が素敵な方が多かったのが印象的でし
た。今後、自分も他の方から魅力的だと
見られるような人間に成長するためにも
色々なことに積極的に取り組んでいこう
と感じています。そして、もちろん自分
の魅力の一つに「社会保険労務士」を
加えていきたいと思います。

5 会社員 53歳 男
最短最強で前から知ってはいたが、試
験に合格しても実際は無知だからここ
で自分に合う職業か試したかった。

皆さんそれなりのキャリアをお持ちの方ばか
りの集合だと思っていました。内容もタイトル
からすると心配してました。

先生方の講義内容も明確で全部とは言えま
せんがかなり理解が深まったと思います。こ
れを受講しなかったら今頃は

今週に入り待っていましたリストラが発
表されたのでこれを機会に五月をめど
に準備を始めようと思っています。

6 団体職員 35 男
開業に向けて1歩踏み出したかったの
で参加しました。

片道4時間の道のりだったので、最後までや
り遂げられるか不安でした。

多くのことを学べたことはもちろん、多くの仲
間に出会えたことにより、一生の財産を得る
ことが出来ました。

プロゼミで学んだ事を活かし、仲間達と
ともに切磋琢磨しながら成長していきた
いです。

7 アルバイト 30 男子 開業を目指して勉強したかったので 難しそうなイメージでした
成功をしている先生方のいろんな貴重な話
が聞けて有意義な体験でした

今年の秋開業に向けて得意分野を確
立していきます

8 地方公務員 30代 男

・友人の社労士に誘われて。
・社会保険労務士として独立・開業する
とはどういうことなのか、本当のところを
知りたかったから。

・特に先入観は持たずに参加しました。

・本当に、「あっ」という間の全８回でした。
・社労士は結局のところ、資格の一つに過ぎ
ません。社労士である”自分”という商品をお
客様に購入していただくためにどうするか、
の創意工夫がなければ何も生まれないことを
学びました。大変だとは思いますが、自分の
人生を賭けてみたい、そんな職業だと思える
ようになりました。

・２００９年は自分の力を蓄える年と位置
づけ、２０１０年の巣立ちに向け準備し
ていきたいと思います。

9 社会保険労務士 50代 男 開業に必要なノウハウの習得 開業に必要なノウハウの習得 大体予想通りの内容だった。 今回の学習内容を生かして頑張りたい

10 保険代理店経営 40代 男
ガイダンスに出席した際に北村先生の
考え方に感動したため。

参加者はかなり個性の濃い人たちが集まり
そう

その通りだった。でも１番個性の強い人は北
村先生だった。凄い！凄すぎる！

やはりこの世界も個性をいかに出してい
くかが重要と思った。自分の得意分野
を決め、
まずは３年思いっきり突っ走ってみる。

11 無職 ６０代 女
縦のつながりと横のつながりがあると聞
いたから

楽しそうだと思った。 やっぱり楽しかった。やる気が出てきた。 みなさんに負けないように頑張ります。

12 会社員 ３０代 女
社労士の資格を活かした仕事をしたい
と思ったから。

開業志向の方が集まる会

開業、勤務に関わらず社労士として、それぞ
れの目標を持ったたくさんの仲間と出会えて
有意義な時間を過ごすことができた。参加し
て本当によかった。

自分なりにプロゼミで学んだことを活か
せるように一歩づつ社労士に向けて進
んでいきたい。

13 会社員 30代 女性
将来の開業の可能性に備えて
ネットワーク作り

色々な分野で実際に活躍されている先生
方の講義が聞けるのはとてもいい機会。実
務、営業の仕方、見積もりの作り方、等々役
立ちそうなことが満載。

同期のﾈｯﾄﾜｰｸ、講師の先生方がいつでも
助けてくれるのかな？と思うと、開業できるか
な？という漠然とした安心感が出来ました。
講義してくださった社労士の先生方は皆さ
ん、パワフルで、その方達の中で自分は社
労士という資格をどのように生かしていける
のか、を考えさせられました。逆に社労士とし
ての仕事の仕方は、自分なりのやり方で如
何様にもできるのかな、とも思いました。

開業することになったら、プロゼミで習っ
たこととネットワークをフルに活かしたい
と思います。

14
悪徳貸金業・サギ

師・ペテン師
40 男

業務未経験なので、具体的な仕事の進
め方を学びたい

怪しい団体（セミナー勧誘の時期や内容な
ど商売上手。おまけに相対的に費用が高
い。講義内容が実務型というよりイケイケ独
立開業型）

やっぱり怪しい団体（よかった点は、毎回講
師が変わり、さまざまなタイプの仕事の進め
方を知れたこと。新進気鋭・イケイケの先生
の話しを一気に聞けたこと。逆に、講師が毎
回変わることにより開業体験の話しの比率が
高く、実務講義が手薄になることも。）

ボチボチ無理せず頑張ります

15
主婦・税理士事務所

勤務
２８歳 女

とにかくこれからどうすればいいのかわ
からないことだらけだったから。プロゼミ
を選んだのはクレアールで授業を受け
ていた北村先生のゼミということももちろ
んですが、開業するか悩んでいたの
で、開業一本に絞っていないところが魅
力的でした。

実務に関するあれこれを一通り知れればい
いな、ぐらい…。

講義に関しては、ここまで教えてくれるん
だ！！とびっくりしました。講義のメインの内
容よりも、心構えや気持ちのあり方などが本
当に勉強になりました。たくさんの先生達のリ
アルな声を、ライブで聞けたのはプライスレス
です。

『必要なのは勇気と仕入れ』『理念がな
い社労士はどこかでだめになる』という
北村先生の名言を常に忘れずに、精進
します！！

16 会社員 50歳代 男

（１）もともとサラリーマンやめるつもりで
社労士受験
（２）クレアールでの授業で北村先生か
らプロゼミの話しあり。合格したら行こう
と決める。
（３）合格
（４）説明会に参加
（５）当然の申し込み

何を教えてくれるのかな～？

・社労士業界ニ何のとっかかりもない私に
とって、開業時の苦労話、実際の話し等いろ
いろ教えて戴いて非常に感謝しております。
・また、素晴らしい講師陣、ブレイン社の社員
の方々、『花の１１期生』と知り合えたことは一
生の財産となりそうです。

いよいよ来月（４月）開業。
やるぞ～！！

17
セミナー業
コーチ業
保険業

40 男
①スムーズな起業へのノウハウ吸収
のため
②人脈というご縁をいただくため

おカタイ、イメージ
合宿免許みたい
（短期間で自動車免許を取るような、、、）　ノ
ウハウよりも仲間創り

やはり、みなの意識で継続してゆく
ことが重要と感じています。
社労士は、仕入れが命ですから。

東京プロゼミ2009 受講後アンケート
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18 社会保険労務士 50 女
以前から知っており一度は参加した
かったことと、知人からの誘いがあった
ので

・全体に高度で難しいイメージ、しかし、直ぐ
に実務で使えそうな事を教えてくれそうなセ
ミナー

・やはり、実務で応用できる内容が多かっ
た。
・先生と身近な距離で話す事が出来るのが
良かった
・成功までは皆さん苦労されている事がよく
わかった
・一分間スピーチやロールプレイングなど、
講師からの一方通行だけではなく自分達も
何かを遣る・・・というセミナーが良かった。
・ロールプレイングで、今まで自分では気が
つかなかったことを指摘した貰ったのがとて
も良かったと思う。思ってもいないところに落
とし穴があると気がついた。
・朝のミニ勉強会も、ああいった機会があるこ
とがとても良いと思う。

・現在自宅で開業をしたが、顧問先は
無いし売上はゼロに近い状態。
今回のセミナーで学習した色々な戦略
を自分なりに消化して売上アップにつな
げたい。

19  自営業 ４０代 男性 実務ノウハウを身に着けたかったｊ 予備校の講義のような硬いイメージがあった

ざっくばらんな仲間と知り合いになれて楽し
かったし、やはり毎回の飲み会で久しぶりに
本音の語らいができてよかった。また著名な
先生方に直接いろいろな質問ができて大変
勉強になりました。

プロゼミの講師ができるようがんばりた
い

20
特定社会保険労務

士
40代 男

９月に開催されたガイダンスでの、北村
先生の「ウチ以外の開業セミナーは役
に立たない」の一言

排他的なイメージを持っていた社労士の世
界で、成功するためのノウハウを如何に吸
収するか、それだけ考えていました。

毎回の先生の講義や考え方を聞いているう
ちに、それまでの自分の考え方の狭さに気
づきました。徐々に受講生仲間ともうち解け
てきて、毎週土曜日が楽しみになってきまし
た。それにつれ、仕事が自然に増えてきたの
が不思議です。

スタッフのいる事務所にすること！

21 会社員 41歳 男 ＩＤＥ塾の紹介 社労士の仕事内容が漠然としていた 成功者の話を、集中的に聴けてよかった セミナーの積極参加、多読に努めたい

22 行政書士 20 男 北村・桑原先生のガイダンス
実務的・実践的でパワフルなイメージ。
飲み会を含め、ついて行けるかという不安。

開業後における不安が解消した。
あっというまの２ヶ月でした。

まずは、事務指定講習を終わらせるこ
と。
今秋の開業を目指します。

23 主婦 30 女 合格後何をして良いかわからなかった 私が参加してついていけるか不安だった こんな私でも得るものは大きかった 開業したいです。

24 ～2009年４月 法律事務所経理担当 2009年5月～  社労士開業準備40 女
今の自分を変えたい、社労士の資格を
活かしたい

プロゼミを受講すれば、すぐに社労士として
仕事ができる

自分のいかに不勉強なのか認識させられ
た。受講後にもっとたくさん勉強しなければ
ならないと思った。

開業に向けての仕入れ、勉強、環境づ
くり

25 会社員 38 女
クレアール合格祝賀会でたまたま隣に
いた人に勧められた

難しそう 達成感と充実感 ”プロ”になる

26 会社員 44歳 男
開業するのかしないのか。実際に成功
している先生に話を聞いて情報を得た
かった。

単純に講義だけのゼミ。

実際に開業されている社労士の先生による
ロールプレイングの授業があり、そこで自分
が開業したときに突き当たる問題点が浮き彫
りになった。本では絶対得られない体験が
あった。

安易な開業は命取り。今後もじっくり社
労士資格の生かし方を考えていきた
い。

27 主婦 40 女 社労士の仕事を具体的に知りたかった 真面目そう（少し暗い感じ） 参加者も講師も前向きで積極的
学んだことを生かすこと。真面目にこつ
こつ


