東京プロゼミ2014 受講後アンケート
職業

年代

性別

1

団体職員

50代

女性 プロゼミ卒業生の推薦

有名な講師陣と懇親会でモチベーション
アップ

2

会社員

40代

男性 自分が開業できるか見極めるため

高度で専門的な講義

3

会社員

40代

女性

4

会社員

40代

男性 受験予備校での案内を聞いて。

5

会社員

40代

女性

6

50代

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
左記にプラスして、受講者のミニゼミと夕方
のミニゼミで、より濃い内容となっていまし
た。

今後の抱負
長い間同じ仕事をサラリーマンとして
やってきましたので、２年（３年）後に自
営をめざしていきます。
プロゼミ生とともに継続してスキルアップ
充実した８回の講義、開業して頑張ろうという をしていきます。自分のブランディング
心構えができました。
を確立させて、開業社労士として成功し
ます。

勤務社労士として働くか、開業するか、 成功している先生方の講義を受講できる開 想像以上に色々なノウハウを教えて頂けて、
開業目指してがんばりたいと思います。
今後の自分の方向性を見極めるため。 業ゼミ
受講して良かったと思いました。

受講していたクレアール通信講座より案
内を頂いていたので。
社労士開業準備に必要な情報を入手
男性
したかった。
資格予備校に通っていたので、その時
女性 の講師がプロゼミの卒業生で参加をす
すめられた為。

開業した時の実務を教えてくれるものだと
思っていました。

開業時のヒントをたくさんいただき、とても充
実した時間でした。

まずは聞いてみよう…という思いだけでし
た。

開業する人は絶対に受講すべきだと思いま
す。

もう少し抽象的な内容だと思っていた。

社労士の仕事内容がリアルになった。

プロゼミで学んだことを活かして、これか
らの社労士としての活動をしていきたい
と思います。
ＰＳＲを自分のデータベースとして活用
していきたい。

社労士というと、書類作成業務のイメージが
多くの活躍されている先生方の視点・考え方
強く、それ以外で活躍されている先生方が
などを知ることができました。
多くいることを知らなかった。

7

会社員

40代

8

会社員

40代

業界最大手であり、終了後のサポート 終了後には、開業してやっていけるネタが
男性 体制もしっかりしているイメージだったた いくつも身についているようなイメージでし
め、受講を決めました。
た。

30代

新情報や未知の内容があまりに多く、途中で
平成25年に社労士試験に合格し、開業
「場違いな所」に来てしまったと、自分には無 事務指定講習が終わったら、開業でき
を考えていました。他の開業塾のガイダ
理だと思いましたが、何度も参加していくうち るように準備を進めたいと思います。プ
ンスに参加しましたが、物足りず、プロ 実践的な情報が得られると思いました。何と
男性
に頭の中が整理されていき、是非開業し、学 ロゼミは意識の高い方が集い、大変刺
ゼミのＤＶＤを取り寄せました。成功者 かついていきたいと思いました。
んだことを実践してみたいと思いました。ミニ 激になりました。本当に参加して良かっ
の実績が素晴らしく、また情報が多く、
ゼミや幹事も貴重な経験でした。最前線の方 たと思います。
是非勉強してみたいと思いました。
のノウハウは、本当に宝物だと思います。

9

講義の内容もタメになったのですが、色々な
人と知り合え、話が聞けた点、懇親会での講
師の先生方の生のお話が伺えた点が、最大
のメリットです。

10

会社員兼 開業社
労士

30代

毎回この業界で知られた先生方と出会い、
「普通に講義があって、毎回飲み会がある」 お話しすることが出来たのは、貴重な経験で
実務経験が無いところから開業して、基
だけのイメージしか持っていませんでした。 した。社労士としてこの先どのように進んでい
男性 礎的な知識を学ぶために参加しようとし
社労士としての基本的な知識が学べればよ くかについて、様々な業務の可能性を知るこ
ました。
いと思っていました。
とが出来ました。開業済みなので、実務上の
ことを質問できたのは、助かりました。

11

自営業

30代

女性

12

30代

社労士として可能性を広げたかったか ガイダンスに参加しなかったが、北村先生
ら。
のプロゼミということで、期待感があった。
社労士として働くことが決まり、北村先
生の「知識とノウハウは短時間でお金で
女性
色々な先生と出会えることのワクワク感
買う」というキャッチフレーズにひかれま
した。

13

行政書士

40代

男性 クレアールで学習していた時に知って。 濃い内容、人脈作り

14

会社員

30代

男性 開業検討のため。

15

独立行政法人職員

16

30代

40代

17

ＦＰ事務所

50代

18

会社員

30代

19

30代

男性 仲間を作るため

今回の参加によって、社労士としての
礎を少し築くことができたと思っていま
す。会社側、従業員側と分けて考え
ず、特に若い世代が働きやすい環境作
りをしていくために、これから社労士とし
て頑張っていきたいと思います。
独立に向けて頑張りたいです！

社労士の仕事の広さを知りました。本当にす
いろんな社長と出会い、経験を積むこ
ごい先生ばかり、プロゼミすごい！！料金以
と。
上のものを頂きました。
同左

開業後、自分が何を武器としてやっていけ
ばいいか、明確になった。
各分野で活躍されている講師陣の、それぞ
れの得意分野を生かした濃密な講義を受講
社労士資格をもっている人たちとの人
これといった先入観を持たずに、第一回講 させて頂きました。社労士として活躍できる
男性 脈構築、情報交換、第一線で活躍する
義に臨みました。
多くの分野のお話に新鮮さを覚えるととも
先生方の生の声に接する等。
に、自らの新たな可能性を見出せた気がしま
す。
開始前に持っていたイメージとは全く違いま
合格後、時間が経っていたので、知識
15万円のお金を無駄にしたらどうしよう。通り した。素晴らしい先生方と仲間に囲まれて、
男性 の再確認。同じ志を持ったメンバーとの
一遍等な知識を仕入れる、という程度。
大変有意義な時間を過ごすことが出来まし
人脈づくり。
た。
想像以上の情報収集とネットワーク形成がで
男性 開業に必要な情報収集
開業に向けてのプロ集団
きた。
トップクラスの開業塾だと感じていたた
素晴らしい先生方とつながりがもてて、ヒント
講義も高度かつ、専門的な内容が多そう
男性 め。ガイダンスに参加して、入ることを決
もたくさんいただけたこと。良い仲間に出会
で、ついていけるか心配でした。
めました。
えたことに感謝です。

プロゼミで講義に呼んでいただけるよう
に頑張っていきたい。
短期間で高収入を得ることのできる社
労士になります！！
社労士資格を活かした仕事を始める暁
には、プロゼミで培った人的ネットワーク
を最大限利用し、労働者が働きやすい
職場環境や、魅力ある会社づくりのお
手伝いができれば、嬉しく思います。
本日の気持ちを忘れずに、ネットワーク
を使って、継続的に活動を続けていき
たいです。一年後を目標に開業できれ
ばと考えています。
あとは前に進むだけ。
やるしかない！

とにかく社労士として頑張りたいと思い
ました。
プロゼミの講師のほとんどの先生方が
話していたように、単に手続き業務をす
営業方法、実務のノウハウを教えてもらえる 社労士としての果てしない可能性を発見でき
るだけでは終わらない社労士になりた
イメージ。
ました。
いと思います。2か月間ありがとうござい
ました。
毎回発見があり、自分に合ったスタイルを確
とても良い環境で、熱い先生方の講義を受
プロゼミで得た経験を活かし、今後の人
立することが非常に重要だと感じました。参
講できる。
生を変えていきます。
加して良かったです。
北村先生を知っていたので、楽しみでした。 社労士がもっと好きになりました。

20

会社員

30代

女性 開業することを決めていたので。

21

会社員

30代

男性

クレアール受講後、以前より興味があ
り、今回参加を決めました。

50代

男性

昨年社労士試験に合格し、この資格を
今後どのように活かせるのか、自分とし 正直、自分が求めるものがあるのか？何を
てどのように活かしていけば良いのか、 やっているゼミかよく分からなかった。
考えるため。

22 会社員

プロゼミで良かったと思いました。

開業を目指していたのですが、偶然勤
務としての就職が決まりました。まずは
自社のために頑張り、将来の開業も視
野に入れて頑張りたいと思っています。

社労士の業務の広さ、深さを感じました。講
将来は社労士として開業したい、という
師とのつながり、プロゼミ同期とのつながりを
気持ちを強く持っています。
強く感じます。

