東京プロゼミ2010 受講後アンケート
職業

年代

1

会社員

40代

2

会社員

30代

性別

プロゼミに入った動機

3

会社員

60代

4

社労士

30代

男性

5

社労士事務所
従業員

40代

女性 独立開業をめざしているため。

6

会社員

40代

7

会社員

40代

8

非常勤
公務員職員

50代

9

アルバイト

50代

男性

60代

男性 開業準備の為。

10

開始前に持っていたイメージ

社労士試験に合格して４年が経過し、
そろそろ何か行動始めないといけない
と思い、ホームページで探していたら
男性
楽しいゼミ、あまり宿題がない。
「プロゼミ」を見つけました。セミナーに
も参加しましたが、アットホームな感じが
よかったので、参加を決めました。
男性 11の方のすすめ
固い感じ。
クレアールのパンフレットで知る。社労
士の世界に飛び込む前に現
男性
実務的ノウハウを伝授してくれる場。
状を知っておく必要があると思ったた
め。
実務をはじめてから開業関連の講座に
前向きな人が集まっている感じ。
出たかったので。

毎日、ビシビシとｽパルタ的な講義があると
思っていた。

30代

女性

活躍されている先生方が講師をされて
営業手法を中心に教えてくれる所。
いたから。

12

会社員

30代

男性

社労士資格を生かすヒントを求めてプロ 講義が非常に難しくて、ついていけないの
ゼミに参加しました。
ではないかと思っていました。

13

30代

女性

将来の独立にあたり、専門分野を作りた
どのような先生がいらっしゃるのでしょう？
かったため。

14

30代

女性 今までと違った人生にしたかったから。 イメージがわきにくかった。

30代

女性

30代

試験勉強をしている頃から、合格したら
自分がどんな社労士になれるのか、開
業するのか、ほとんど決めていませんで
女性
した。合格してから考えよう、プロゼミな
らたくさんの社労士の先生の活躍を知
ることができる、と思い参加しました。

40代

女性

16

17

会社員

18

60代

19

30代

20

開業社労士

40代

21

会社員
（電機メーカー
現営業職）

40代

22

50代

23 二葉マーク社労士

30代

24 アルバイト

50代

周囲に社労士もおらず、又、開業時の
全くついていけなかったらどうしよう…約16
ノウハウ等を教えてくれるような人が全く
万円近くのお金をムダにしてしまったらどう
いなかった為、わらをもつかむ気持ちで
しよう…。
入りました。
開業を考えている方や、既に開業している
方の集まる所というイメージだったので、自
分のように、何も決めていない者が参加して
もいいのかな…と思っていました。

仕事との両立が最近難しくなってきた
が、社労士という選択技を残りの人生の
どこかで決断していきたいと考えます。
その時期が必ず来ることを信じて今後も
仕入れは続けて行きたいです。
出来る範囲でかんばって参ります。

ここで学んだことを多くのお客様に
フィードバックできるよう行動し、継続し
ていきます。
ここで知りあえた仲間を大切に、開業に
向けてがんばりたい！
まだ修業中ですが、社労士の資格は何
らかの形で役立てたいと思います。
絶対あきらめず、へこたれず頑張り続け
ます。みんなに負けないように！

最終的には自分のやりたいことをやるし
かない。絶対に成功してやる。
自分のスタイルを決めて失敗や相手を
講義自体は和やかだったが、それぞれの先
恐れずに、時には同期の方や先生の力
輩方の失敗ややり方等が聞けて自分のこれ
を借りて一生懸命やって行こうと思いま
からやるべき事が分かりました。
す。

費用対効果に疑問を持っていた。（寒い時
期、バンコックへ遊びに行った方が良いかと 講師によりだいぶ差があるが略満足。
も考えていた。）

保険代理店

派遣社員

予想通り＋それ以上。

体験談が多かった気がします（それはそれで
ためになりましたが）。ロープレ等は、2回位
あってもいいかな…と。同じ志をもつ仲間が
できたのが一番の財産です。
社労士の資格を取ったものの、これから ロールプレイングというか、こちらが何かを その道で成功する人はやはり何か専門を
女性 先どうしてよいかわからず、そのヒントを するということがもっと多いかと思っていまし 持ってい
得る為。
た。
る人だな、と思いました。
非常に濃い内容だったと思います。講義、先
クレアールで勉強していたので「合格し 何もわからなかったので、「何をやるのだ
女性
生方のお話、懇親会、そして仲間、すべてが
たらプロゼミ」と決めていました。
ろう？」って感じでした。
私の宝物になりました。
自分の道が少しでも方向性が決まれば良い
男性 インターネットからおもしろそうだった。
仲間を得れたとは大きなことであった。
なぁと思っていた。
開業する上で必要なものが得られると
思ったから。

今後の抱負

非常に各先生の経験談が有意義であり今後 この３ヵ月間のゼミを踏まえ、今後の進
の参考
む
になった。
べき道を考えたいと思います。

実践的なプログラム（すぐに役立つ）かと
思っていた。

11

15

プロゼミを受け終わったあとの印象
受講してよかったと思います。先生方も受講
生の皆さんも前向きでかなり刺激になりまし
た。飲み会も毎回参加し、異文化交流ができ
ました。また、宿題やロールプレイングなどに
より、自分の強み･弱みを認識できる良い機
会でした。
とても楽しく勉強できました。

自分の夢を実現する。

開業後のやり方も（営業も選ぶ分野も）人そ
保険も社労士業も、もっともっと勉強し
れぞれ、いろいろあるのでしょうが、最後はど
て一人前を目指します。
こまで本気でやるかかなぁと感じています。
社労士資格を生かす道がとても広く、自分だ まずは、現在受講中の事務指定講座を
けの道を見つけることが重要だという印象を 終わらせ、その後に改めてパソコンの操
持ちました。
作を学びたいと思っています。
就業規則、人事制度を中心にもっと「仕
どの先生も非常にすばらしかったです。特
入れ」をしていきたいです。近い将来、
に、蓮室先生、桑原先生の講義は是非、
独立開業できたら、いいなと思っていま
又、うけてみたいです。
す。
まず、行動に起こすことが大切だと思った。

私自身、働くことを楽しみたい。そして、
必要とされる社労士になりたいです。

３号業務、セミナー講師として身を立て
少なくとも8W前より”社労士”としての理想像
たいと
のようなものが明確になりました。
(ムリかな）…。
10年後には、自分なりの「成功」を手に
いろいろな方と出会え、自分の方向性も少し
入れていたいと思います。そのために
ながら見えてきました。同期の方たちとは、
プロゼミで習ったこと、仕入れたことを繰
今後、切磋琢磨しながらお互い成長していき
り返しおさらいして、自分のモノにしてい
たいと思います。
きたいです。

社労士の資格の活かし方や、現役の先
生からの実務についてのお話をお聞き やる気を持った方々の集まりで、尚かつアッ
イメージの通りでした。
したいと思った事と、人脈を広げたいと トホーム。
思った事です。

現時点では、まだ方向性を決めかねて
いますが、常にアンテナを張り、いざと
いう時に活かせるようにしたいと思いま
す。
自分自身が商品であるという意識を強く
自分の知識レベルを上げる必要を非常に感
PSP等他の開業講座よりバックアップが 皆さんが16万円近い費用を出して学びに来
持った。向上心を持って自分を高めた
男性
じている皆さんが、自分を高めたという気持
良いと思うので。
るとは思っていなかった。
い、又、得意分野をより強くしたいと
ちが強いと感じた。
思っている。
資格を持っていたものの開業していな
講師の先生との距離があるかも（講義が
それぞれの分野で成功されている先生方の 講義を通して開業を決心できました。開
男性 かったので、全8回で自分の方向性を
終ったらすぐ解散のような）。
体験談なので、大変参考になりました。
業したからには成功したいと思います。
見極めるべく参加しました。
自分一人では、お話を聞くことが出来ないよ
成功されている先生方の話の中にある
うな、短期間で成功されている先生の話を多
開業にあたり、具体的にどのように活動
成功のヒントを、自分の心にいつまでも
アットホームな雰囲気と北村先生の個性的 く聞くことができ、有意義だったし、成功され
女性 していけばよいかのヒントを得たかっ
とどめておき、今後、自分のやりたい社
なセミナー。
ている方の話のように同じようにまねしても
た。
労士としての仕事を考えながら、絶え間
（まねできなですが）、自分が成功するとは限
なく努力していきたいです。
らないということがわかりました。
２年前に資格合格。営業職ですので事
いろいろな意味でよかったと思います。条件 私自身としては、やりたいこと、やりたく
実際の実務の内容と、開業されている方の
男性 務手続き等、実務経験はありませんが
を整えてやりはじめた方、すぐ始めた方な
ないことなど段々はっきりとしてきまし
話を聞きたかった。
興味大。
ど、さまざまなパターンがあると理解できた。 た。早いうちに決断したいと思います。
即開業のゼミ仲間の活動、実行力の強さに
も感心させられた。
知識も経験もなく、開業は大変だと思ってい
資格取得したものの、このままではもっ 「開業は大変だし、とんでもない」と思ってい
女性
たが、意外に何とかなるかな？と思い、プロ
たいないと思いなんとなく。
た。
ゼミ期間中に開業してしまった。
社労士事務所へ応募したが年齢的に
断られ、開業の道しかないのかと思い、 もっともっと難しいことをやるのかと思ってい ゆっくりではあるが、開業しながら勉強して行
女性
今の自分の知識だけでは不安だったの た。
けばいいんだなと感じた。
で…。
男性 開業についてのノウハウを得たかった。

各講師による体験談を含めたアドバイスが
受けられる。

さらに、セミナー等で売れる商品として
の仕入活動を続けたいと思います。
「ありがとう」と感謝される社労士になりた
いです。
開業し、自分の収入のみで遊んで歩き
たい。（飲みに行ったり、旅行したり、お
金使うぞ！）贅沢もするゾ！

