東京プロゼミ2013 受講後アンケート
職業

年代

性別

プロゼミに入った動機
社会保険労務士試験に合格できたら入
ろうと決めていた。実務経験がないの
女性 で、今後の活動に何かプラスになるもの
を得られるのではないかと思い受講を
決意した。
平成7年に合格し、使っていない資格で
あったが、すばらしい社労士の先生に
男性
出会い改めてこの社労士の仕事をして
みたいと思い入りました。
社労士の資格を中心にいかにビジネス
男性 モデルを作るかということを考えるにあ
たって参考とするため。

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

毎回さまざまな気づきや発見が得られ、とて
人の役に立つ社会保険労務士を目指
こうぎないようはむずかしそうだが、とても興 も充実した内容だった。受講生の方々は志
して、常にアンテナを張り知識の仕入れ
味深い。
の高い方が多く、良い刺激を受けることがで
を怠らず頑張りたい。
きた。

1

パート

３０代

2

自由業（経営コンサ
ルタント）

５０代

3

会社経営者

３０代

4

求職活動中

３０代

5

―

３０代

6

勤務社労士

３０代

7

会社経営者

４０代

8

会社員（営業）

３０代

9

求人広告の営業

３０代

10

―

４０代

11

―

―

12

社会保険労務士

６０代

社労士受験勉強をクレアールの北村先
社労士営業のやり方が様々な方法あり、自 知人等の先をまわり、紹介による営業か
色々の先生が講師となるけれど抽象的なレ
男性 生のDVD通信を受講していたため自然
分に合った方法を見つけたいと思いました。 らまず開始したいと思います。もう少し
クチャーかと思っていました。
にという感じで入りました。
社労士のフィールドの広さを痛感しました。 得意分野を絞り込みたい。

13

会社員

４０代

女性 実務力を上げようと思ったため。

14

会社員

３０代

15

開業準備中

３０代

16

社労士

４０代

17

会社員

３０代

18

専業主婦

３０代

事務講習の終わる7月、そして8月には
プロゼミなので社労士の仕事や事務を学ぶ 志を同じくする良き仲間とめぐりあえ、良き社
開業ということになりますので、ここで得
ものと思いましたが、間が空いていたことも 労士の先生方と巡り合うことができ、とても良
た知識と初心を忘れることなく頑張りた
あり再度勉強するつもりで申込みました。
い講座でした。
いと思います。
沖縄で開業し、全国・世界で有名なビ
社労士の資格をもとにいかに稼ぐかというこ
開始前のイメージとほぼ同じ。
ジネスパーソンになる。5年以内に年収
とを教える会。
3000万！
開業そのものを目的にはしない。「勤務
1月までの勤務先での人事総務と営業
だとやれない仕事を、開業してやりた
他の受講生と客観的に自分を比較して、現
の経験が、どの程度開業後に活かせ、 他の受講生とのネットワーク作り。実務の初
い」と思った時に開業するというのが自
男性
在の自分の強み・弱みや、適正・動機づけ
逆に今の自分に足りないものを明確に 歩が判る。
然な流れだと考えています。「プロゼミ」
が、以前よりも明確になった。
したかった。
で30分程度でもいいので、講師をやり
たい。
男性 資格を死格にしない為
ガツガツ前進していく
超ガツガツ前進していくこと
自分のペースで、将来を考える。
社労士としての今後の活動の方向性を
１つでも教わったことを実践して、方向
男性 考える良いキッカケにもなると思った
開業セミナー
実践できる開業セミナー
性を見つけて頑張りたい。
為。
色々な社労士の方とお会いでき、今後のつ 実務経験を積み、プロとしての意識を
― インターネットにより、興味を持った。
どんなことやるのか。
ながりを期待しています。
持って行きたい。
これから一緒に頑張っていける仲間が
せっかく取得した社労士資格なので、
とにかく満足感、充実感があります。社労士
３号業務に力を入れているとはいえ、社労
たくさんできました。また、受講前より
その仕事の中身が知りたかった。他の
の可能性を十分に教えてもらえました。（３号
男性
士の実務（１、２号業務）の説明が中心かと
はっきりした将来のビジョンができたの
開業セミナーに比べ、３号業務にも力を
業務への展開等）特にロールプレイングは良
思っていた。
で、実現の為に努力していこうと強く
入れているカリキュラムに感じたから。
かったです。
思っています。
HPを見て、開業成功させるためのきっ
非常に有意義であった。実際開業されてい
かけ・コツが、つかめればと思い、また ずっと講義とかで大変なのか、予習とかしな
社労士開業して一生の仕事として頑
男性
る先生の話が聞けたこと、横のつながりが築
横のつながり人間関係が築ければと思 ければならないか。
張っていきたい。
けたのが良かったと思う。
い入りました。
ブレインのビジネスに利用されていいのだろ 内容が良く、割安な感じがする。これからの 教えて頂いた知恵を更に知恵を絞っ
― 開業するうえで、情報を取りたかった。 うかと思っていた。だまされている？と思っ 仲間、お世話になった先生とも知り合えたこ て、開業社労士として、頑張っていきた
たこともあった。
とは財産である。
いと思います。
１つ１つの講義の内容が濃く充実していた。
開業に向けての大変さを痛感したの
開業を検討するにあたっての情報収
いろいろな抗議が用意されていて、ライン 出席できなかった回はDVDのフォローがある
―
で、しばらく勤務しながら開業を検討し
集。
ナップが充実している。
ので非常に助かった。人事・総務の業務が
ていきたい。
未経験だと内容が難しい講義もあった。

社内でのステータスを高くできる目途が
給与・年調・手続関連もしっかり学べてよかっ 立ってきたのでしばらくは社内で頑張り
た。
ます。当社が日本から撤退した際は独
立します。
ガイダンスを聴き、内容が充実していた 単なる座学のみのセミナーでありきたりのも
開業をし、プロゼミで学んだことを生か
男性
充実感があり、また今後の目標もできた。
ため。
の。
していきたい。
なんとなく自分のやりたい道がみえた気がし できるだけ短い期間で軌道にのせた
男性 藤咲徳郎先生に紹介されて。
本当に開業できるのかな。
ました。
い。
社労士試験に合格する前から、合格し
北村先生の雰囲気から、かたくるしいイメー イメージ通りでした。たくさんの方々と出会う 社労士として自分のたてたビジョンを達
たらプロゼミに入ろうと決めてました。社
男性
ジは全くなく、活発な雰囲気の中で講義が ことができ、大変有意義な時間を過ごすこと 成すべく、日々頑張っていきたいと思い
労士の業務内容の幅を広げるヒントが
進んでいくんだろう、と思ってました。
ができました。
ます。
欲しかった。
独立するにあたって、どの様に準備す
平成２５年８月に社労士事務所を開業しま
もしかしたら、あまり役に立たないんじゃない
男性 るのかが分からなかったので、そのやり
す。開業後の営業方法を多く教えていただ ３年で１０００万プレーヤーになります。
かと思っていました。
方を学びたかった。
きましたので、実践していきたいと思います。

女性

19

会計事務所職員

４０代

女性

20

会社員

５０代

男性

21

会社員

30代

男性

22 会社員

３０代

23 会社員

５０代

営業の話ばかりかと思っていた。

昨年の合格発表日を忘れていて、合格
を知ったのが発表日の１週間後でした。
「出遅れた～！！」と思い、社労士関連
のサイトを色々見ていたら、たまたま見
た「さくらとひまわり」さんのブログにプロ
ゼミのことが載っていて、すぐにガイダン
スに申し込みました。ガイダンスに来た
ら、自然と「申込まないと損する」という
気になっていました。
合格した年はフレアールで勉強してい
たので、「合格したらプロゼミに行く」と
決めていました。北村先生のもとで社労
士実務のノウハウを学びたいと思ってい
ました。
社労士プロに教えにくる業界・業務内
容について、いろいろな分野で活躍し
ている先生の生の話が聞きたかった
為。
社労士に関する業務経験が無かったた
め、何をしたらいいか迷っていた時に、
クレアールに通っていた知人からすす
められました。

事務指定講習が終わって、ゆっくり開業準備
を始めて2、3年後に開業しようと思っていた
毎回、得意分野の違う先生から、「へえー」
のですが、登録可能になったらすぐに開業し
な話をいっぱい聞ける。でも８回もあるから、
てやっていきたい。やらなくてはいけな
全部通うのは難しいかなと思ってました。
い！！という感じで、急かされているような気
分です。

地方開業になりますが、最先端の東京
で人脈ができたのが大きかったです。
すぐにでもバリバリ仕事したいという気
持ちになっていますが、そこはもう少し
現実を見て、まずは子育てメインで空き
時間で自分のできる仕事をしたいで
す。学生向け講座、セミナー（働くという
ことは？という内容）をどんどんやってい
きたいです。

何をやったら良いのか全くわからない状態か
ら、やりたいこと、やらなければいけないこと
が具体的に想い描けるようになりました。尊
敬する先生方と志を同じくした仲間と出会え
た事に感謝しています。

やり方次第で社労士の仕事には、とて
も可能性があると知りました。信頼され、
頼りにされる社労士になりたいと思いま
す。

HPや著書では、はかり知れない活躍をして
いる先生の姿と直に接することができたこと
が、大変勉強になった。

今回の勉強を仕入に変えられるよう、一
日も早く独立したい。

堅苦しい講義ばかりで、ついていけるかが
心配だった。

講義の資料も多く、業務の知識がない私に
資格をどのように活用するかを具体的
有名な先生が講義をするので、私には内容
はとても助かりました。また多くの仲間と出会 な行動にして自分自身を成長させたい
が難しいか不安でした。
え受講して良かったです。
と思います。

一日も早く、世間の中小企業の役に立
セミナー講師養成講座というイメージがあり 色々な先生方の様々な視点からの話が聞け
てるように勉強していきたいと思いま
ました。
てとても参考になりました。
す。
現在、会社員ですが、定年まで数年と
クレアールさんでお世話になっておりま
もう少し低いレベルのものかと思っていまし 基本的なものから高いレベルのものまであ なりましたので、そろそろ開業登録をし
男性 したので、合格したらプロゼミを受講し
た。（ごめんなさい。）
り、かなり勉強になりました。
て少しずつ始めていきたいと思っており
たいと思っておりました。
ます。
女性 社労士として活躍したいと思ったので。

