
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 ― 女性
プロマインドを学びあらゆる可能性を探
ろうと思ったため。

思っていたより中身の濃い内容だった。
実践的な知識を得られました。また諸先生方
や同期の仲間など人脈も広がりました。

プロの社労士として短い間ではありまし
たが成長感を得られたと思います。ここ
で得た知識・経験・人脈が大きな財産
になるよう今後も日々精進していくつも
りです。

2 社労士 ４０代 男性 営業ノウハウをしっかり学びたかった。
仕事に劇的に生かせる話を聞けるものと期
待していた。

役に立ったことは確かにあった。 しっかり営業に生かしていきたい。

3 会社員 ３０代 男性
社労士試験に合格したが、どのように資
格を生かしたらよいかヒントを得たかっ
たからです。

堅苦しく、淡々と進んでいくイメージがありま
した。

先生方の実体験に基づく話、ロールプレイン
グがあり毎回楽しめました。またかけがえの
ない仲間と知り合うことができ、感謝しており
ます。

開業・勤務の立ち位置はまだ決めてい
ませんが、必ず社労士として活躍してい
きます!!

4 ― ４０代 男性
社労士を開業するにあたっての手掛か
りを得るため。

実例等、即活用できる情報が得られそう。同
志と出会えそう。

たくさんのヒントがあった。今後も交流できそ
う。

今後も定期的にセミナー等に参加した
い。

5 会社員 ５０代 女性
社労士の仕事にはどんなものがあるの
か、全体像を知りたかったので。

予備校などのセミナーとは違って、プロゼミ
の卒業生など実際にお仕事をされている方
の話が聞けそうで、より実践的なものだろう、
というイメージ。

社労士としての仕事の幅や奥深さを非常に
感じられました。意識の高い方たちとの交流
も、大変刺激になりました。

今、自分が置かれている立場で、プロ
ゼミで学んだことを実践して、まずは会
社に色々な提案をしていきます。ありが
とうございました。

6 会社役員 ５０代 男性
開業に向けて何をすればうまくスタート
できるか知りたかったから。

学校の授業のようなイメージ
時代に合った内容をわかり易く、また楽しく
勉強できました。ありがとうございます。

早く準備を整えて開業に向かいます。

7 開業準備中 ４０代 男性 開業するため。 高額なセミナー 安価なセミナー
定期的な情報発信と交流を通じて、自
分自身が成功すること。

8 会社員 ５０代 女性 社労士の資格合格 － － －
9 金融 ５０代 男性 開業 受講者の声を聞いていた。 思っていたとおり。 開業で成果を上げること。

10 会社員 ４０代 男性
年内の開業を予定しているので、準備
のため。

過去の受講生の話を聞いていたので、実践
的で内容の濃いセミナーというイメージを
持っていました。

セミナー内容も期待以上でしたが、１４期生
の仲間もとても刺激を受けました。

やはり年内開業の実現です。

11 ― ― 女性
開業セミナー系のものに一度参加して
みたかったので。

開業に関することを教えてくれるところ。 色々考える良い機会になったと思います。
プロゼミで学んだことを活かせる道を探
していきたいと思います。

12 会社員 ４０代 女性 刺激が欲しかった。仲間が欲しかった。 開業に向けてイケイケの人がいっぱい。

毎週受講はすごく楽しくて、待ち遠しかった
が、消化しきれていない感がある。隔週とは
言いませんが、何回か週抜けがあっても良
かったかもしれません。人はみなさんすごく
良い人たちで幸せでした。

今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
す。

13 パート ５０代 女性
社労士ってどんな仕事をするのか、よく
知りたかった。

難しいのかな、ついていけるのかな、とすご
く不安でした。

思い切って来た甲斐がありました。ここで学
んだことをこれから必ず生かしたいと強く思
いました。

頑張って社労士業に近づけるようにし
たいです。

14 会社員 ５０代 男性 クレアール受講からの流れ 実務中心

同レベルの仲間ができたこと。障害年金のイ
メージが変わった（以前は悪徳業者と思って
いた）。諸先生の開業時の体験談が参考に
なった。

月に本年開業予定。とりあえずは食える
ようになること。行政書士（建設業許可）
と２本立てでがむしゃらに。

15 会社員 ４０代 男性
受験１年目がクレアールで、北村先生
を知ったから。

成功者に触れる絶好の機会
生かす気があるか、行動力が成否を分ける、
コンテンツを十分に与えていただいた。

絶対に成功します。

16 会社員 ４０代 女性 自分の方向性を探るため 独立に必要な知識が得られるのかな？と。
来て良かったと「心から」思っています。特
に、同じ不安を持つ仲間ができて心強く感じ
ています。

H24.3.3今日の気持ちを忘れないで、
自分の可能性を信じて頑張ります。

17 無職 ６０代 男性
社労士試験会場で渡されたチラシを見
て決めた。

講座形式でレクチャーを受けるというイメー
ジ

各分野のプロ中のプロの先生から、開業実
績に基づいた成功ノウハウを教えていただ
いた。

プロゼミで配布された資料を見直し、開
業後の活動に生かしていきたい。

18 ― ― 女性 開業したいと思ったので。
あまり想像できなかったのですが、行くこと
にしました。

一回の内容がとても濃くて充実。 ―

19
サービスコンサルタ

ント業
６０代 女性

素晴らしい情報を提供して下さいます
ので、期待がいっぱいです。

不安な気持ちを、一歩踏み出す力に変えて
下さる気がしました。

一人じゃない。仲間がいる、仲間と一緒なら
何か楽しいことができそうな気がします。

価値ある働き方、第一弾として「楽しく
働く提案(時間を選べる、日数を選べる
働き方)」、ライフを生き生き生き抜け！

20 会計事務所勤務 ４０代 女性
仲間づくり、起業するのに何をすればよ
いのかわからないことだらけであったた
め。

堅い講義のようなイメージ。
不安なのは誰も同じで、勉強とマーケティン
グ、知恵をつけること、色々な面で頑張って
いく気持ちができました。

５年後、１０年後の目標を考えて、毎日
生きていけるようにしたいです。

21 勤務社労士 ４０代 女性
多くの優秀な先生方の話を伺えるチャ
ンスだし、先生方だけでなく、仲間にも
刺激を受けられるだろうと思いました。

いざとなると迷いました。ただ後悔したくな
い一心で申し込みました。

やはり通って良かったです。ものすごい刺激
を受けました。自分の今後、強みを考え始め
るきっかけとなりました。楽しかった!!

―

22 ― ６０代 男性
同期の人とネットワークを作る。ブレイン
の商品に興味があった。

知識中心の研修
毎回懇親会があり、参加者全員のお名前を
覚えることができた。講師の方が素晴らしく、
仕事の考え方等が十分理解できた。

まず、外に事務所を借りること（現在自
宅を事務所にしている）。

23 ― ５０代 男性
開業に向けての準備について勉強した
かった。

― ― ―

24 人事労務コンサルタント５０代 男性
開業準備の一つとして実務知識を補充
したかった。

受講者は開業予定者が大半かと思ってい
た（が、勤務社労士OR合格者が実際過半
数）。

開業社労士の営業イメージが明確になっ
た。実務上のノウハウについて、講師の方々
が惜しみなくアウトプットされる姿勢がありが
たかった。コストパーフォーマンスが高い（元
が取れる）講座。

あとは走りながら経験値を上げ、狙自能
力高めだ。

25 会社員（建築業） ４０代 男性 知人の紹介 開業に直結する実践的セミナー
開業に直結する実践的セミナー＋実務も
しっかり教えてくれるセミナー

もうちょっと企業で労務を勉強、その後
は…。

26 公務 ５０代 男性
開業に当たり、実務経験もなく、試験合
格からも時間が経過していたため。

どちらかといえば事務手続きを中心にした、
地味なイメージを持っていました。

現役の社労士の先生方より、実践的な内容
の営業に関する話が非常に参考となった。

まずは、自分を磨くためにプロゼミで学
んだことをしっかり復習し、開業に向け
て準備します。

27 会社員 ５０代 男性
「ホンネの座談会」に参加し、ざっくばら
んでまさにホンネの話が聞けそうな、
アットホームは雰囲気に魅せられて。

社労士業界の実務の最前線の話、講師の
先生の開業苦労話なども聞きたいし、きっと
聞けるだろうと思っていました。

期待通り、ホンネの話・最前線の話を聞くこと
ができたと思います。それ以上に、「期待以
上」に素晴らしい講師・事務局の方々との出
会い、素晴らしい同期３４名との出会いがあ
り、とても充実した楽しい２か月でした。「人」
が好きな人にはお勧めです。

たくさんの実務ノウハウ、ツール、士業
の考え方、さらに言えばゼミを通して新
たな友・師と貴重な財産を得ることが来
ました。この財産を大事にし、一つ一つ
今後につなげていきたいと思います。

28 会社員 ５０代 男性

やっと合格した喜びの余韻と合格して
目標を達成してしまったような脱力感の
克服、合格はしたものの、はて何をやっ
たらいいのだろうか、という気の迷いか
らの解決策として。受けないと後悔する
んじゃないかと思わせてしまう、ガイダン
スでの北村先生のお話。

もっと堅苦しい講義かと思っていました。

受験生時代(３年間)は独学だったので、とに
かく孤独との戦いでした。こんなに多くのしか
も高い志を持った仲間と出会えたのが収穫
でした。社労士の活躍できるフィールドの可
能性の広さを熱い先生たちに語っていただ
き、本当にありがとうございました。

現状（サラリーマン）への未練と自分へ
の挑戦(開業)との狭間で、気持ちが定
まっていません。ただし、ギアチェンジ
のタイミングだけは見逃さないつもりで
す。

29 会社員 ５０代 男性 社労士とは何か、を知りたかった。 講義のみかと思っていました。 飲み会が多く、１４期生と知り合えた。

１４期生の皆さんと知り合え、ブレインお
よび１４期生をバックボーンとして、キャ
リアを積んでいきたい。開業を目指しま
す（兼業？）。
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