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テーマ 論点 今日の気づき カテ 重要度 備考・間違いノート
1 8/16 事例講義③

(事例Ⅲ)
・事例Ⅲは1次知識⇔2次事例企業の紐つけトレーニング有効。他人の
見方を採り入れてネタ増やす。

学習
法

☆

2 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・技術や用語が直接問われるわけではない。過去問解答例を眺め、求
められる知識レベルをイメージする。
・勘所つかむと得点安定する事例。
・H20 は技術承継が初登場。
・人材組織の論点も出題されてくるので注意。

構成

3 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・診断手順は
①全社・戦略レベル
→例)取引先の海外進出にどう対応するか
②オペレーション・管理レベル
→例)Q・C・Dをどう改善するか、ぐらいのイメージ

構成

4 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・問われる診断スキルは、
①現状把握能力
②改善能力
つまり業務プロセスのどこで問題が起きているかを把握し、改善提案。
①は根拠明示であてやすく、②はどこかに埋められているので探しづら
く、当てにくい。

構成

5 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・良くあるC社
(内部要因)技術力・開発力あり。コスト・納期もそこそこ。
(外部要因)取引先の状況(多様な顧客～取引基盤)
・生産形態(個別受注・セル生産・・)をドラスティックに変える設定はな
い、そんなことは診断士に助言求めてこないので、既存設定の中でどう
改善するかがポイント。

構成

6 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・新規設備が導入できるならそれでオワリ。導入の前に、現状プロセス
の改善点を指摘するのが診断士の役目。よって事例Ⅲでは新規設備投
資は原則Noから入る。
・結論Yes⇔No問題の処理。結論違っても部分点くるらしい。もし悩んだ
らあまり時間かえず根拠重視に切り替え。

構成

7 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・現状把握の要求はテンプレで処理。
①要求をQ・C・Dのいずれかに紐つけ
②受注(営業)→設計→調達→作業→納品(顧客)のプロセスを、納品か
ら遡って問題点を発見(チャート使用)。
・QCDの問題⇔改善は相互に影響しあっている。Cの原因を要求された
ら、Q・Dの内容も意識的にチェックに行く。

テク

8 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・QCD｢生産管理の問題点｣は答える範囲に注意。生産は｢あらかじめ決
められたQCDの通りに作る｣ことだから、生産管理上でない問題点は冷
静に切り分け。
・D:短納期は重要テーマ。顧客企業は発注遅れても納期厳守求めてく
る。そこでどう改善するか。
→ます｢営業プロセスのムダ｣に注目

テク

9 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・中小の戦略セオリーは差別化。コストリーダーシップは考えづらいが、
コストダウンはやってる。否定しちゃだめ。
・原価管理は全社的取り組み。社内の多様な部署に関係。

持ち
ネタ

10 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・マスカスタマイゼーションの知識追加。
○23＝8、多様な製品を生産
△在庫管理 ←ここがツボ
・ロット生産の課題：最適ロットサイズ＝段取り替えロスと在庫費用のバ
ランス。EOQの考えと似てる。

持ち
ネタ

11 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・生産計画精度UPの方向性は、
△計画頻度UP(コンティンジェンシー)
○都度修正させる(ローリング)
※とはいえ、月次計画→週次計画、くらいはあり。
・生産統制の現品・余力・進捗管理の用語はスッと使えるように。解答記
述のコンパクト化に有効。
・｢目で見る管理｣｢見える化｣｢問題の顕在化｣ははやりワード。ただあん
どん・かんばんが直接出るわけではない。

持ち
ネタ

12 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・ISO9001はメリット、＋方向で使う。ただし導入時の｢トップダウン｣｢トップ
ダウンによるモラルダウン｣を忘れずに。
・新方法導入の際の留意点(ex. セル生産)。出がち。
①説明して納得
②標準化・改善

持ち
ネタ

13 8/16 事例講義③
(事例Ⅲ)

・情報システム活用はお約束だが、MRP・オーダーエントリーSysなどデ
カイ仕組みは出番なし。｢情報共有｣→データベース・パソコン活用あたり
のレベルをイメージ。
・情報システムの解答方向性は｢DBとNW化｣。ただこれだけでは解答(助
言)にならないので具体的レベルに落とし込める事前知識必須。

持ち
ネタ

14

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。

<気づきカテゴリ>
①難しさ ：各事例の｢難しさ｣、つまり問題点。またつまり要求される能力。
 課題→｢難しさを読み取って、安定した処理をする｣
②a学習法：その処理の体得に役立つ勉強法。         ③a今日イチ：ナイスショット！
②b構成   ：解答フレームと記述表現テンプレ。        ③bとんち：ひっかけ。言われてみれば。
②cテク    ：処理スキル。
②dネタ    ：解答構成・記述に役立つ業界ネタなど。
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15 8/17 H20事例Ⅲ ・事例Ⅲ→コンパクトに根拠拾っていくとどうも字数余る。知識書いてもしょうが
ないし・・
→解答見て、あっそうだ！
①因果でつないで丁寧に説明(そこが字数の多さ)
②改善提案は、パッと見の箇所以外に埋めてある根拠を探して使う。
・・事例のクセがあり、どこか1つを直すと他が崩れる。繰り返して体感するのが
ベストか。だから事例は年ごと輪切りで解くべき←気づき

とん
ち

★

16 8/19 H19事例Ⅲ ・これも難しい。根拠に対して明らかにマス目が多い。これの正解対応は現状
と期待効果を盛り込んで因果でつなぐ、こと。忘れてた・・。これ以外でダラダラ
引き延ばして書いても点こないので要注意。

17 8/21 事例演習③
(事例Ⅲ)

・フレームと根拠を使い60点取れる問題。自分の処理手順のGAPを発見す
る。

学習
法

18 8/21 事例演習③
(事例Ⅲ)

・事例Ⅲの直接の解答要求は｢変化｣｢因果｣であるが、改善の為に必ず居る
パッとしない現状の根拠を、長めのマス目に放り込んで因果で丁寧につなげば
50点クリア。
・根拠は与件そのままの表現で使えば得点直結。少字数制限の時を除き、
変にいじらない。
・マス目以上の根拠が居る場合、多少こぼれるのは止む無し。その場合使う
べき順序に根拠を選べているかをチェック！

構成

19 8/21 事例演習③
(事例Ⅲ)

・｢影響｣とかけて、＋を暗示、-を明示して、±両方の解答を要求する。知ら
ない方・ひっかかる方が悪い。

とん
ち

20 8/21 事例演習③
(事例Ⅲ)

・解答方向思い込みは明示の根拠も見えなくする嫌～なフィルタ。根拠予想
(＝適度な思い込み)は重要ツールなので、
①手順はそのまま残し、事前に踏みとどまる為の知識ネタ増で対応。
②解答方向性の複数評価Ⅱ(＝フクツー)で踏みとどまる。

テク
☆
今日
イチ

21 8/21 事例演習③
(事例Ⅲ)

・外しても意味が通り思い入れ形容詞に出会ったら、｢根拠デビュースイッチ｣を
入れる。①動詞 ②重要名詞 ③思い入れ形容詞、の順。
・与件中で｢高い(顧客)評価｣ときたらすぐさま強みの根拠で使う。

テク

22 8/21 事例演習③
(事例Ⅲ)

・事例Ⅲの期待効果には｢利益改善する｣がテンプレ。｢コストダウン｣ではその
一歩手前どまりなのでちょっと弱い。

テク

23 8/21 事例演習③
(事例Ⅲ)

【今日の予実】
①フローから問題発見  →フロー意識はOK。解答方向性違っても部分点
②長いマス目を現状・効果・因果で丁寧に埋める
   →解答方向性間違う。埋める前に複数解釈Ⅱを手順に加える
③気持ち悪い根拠はどこかで使う。  →ローリスク部分点GET効果実感

24 8/23 H18事例Ⅲ ・複数解釈Ⅱ
・解釈不明な根拠あれば再解釈
→解釈自体難しく、難問。余裕なし。複Ⅱする余裕なんて当然なし・・。
・現状把握・問題指摘でガッツリ得点
→現状指摘技OK、点もらえる。方向感はやはり当てにくい。
(発見)要求解釈時、60点を大問に割り付けて難易度判断(期待得点)。
→事故起こる。41点。ガクっ。

25 8/26 H17事例Ⅲ ・処理テンプレの効果測定・使い勝手
→×解釈浅すぎ、飛びつき。要点検。テンプレは視野狭める副作用注意
・現状把握。業務フローから。
→捉える範囲狭い。決め付けリスク体感。
・改善提案。ちりばめられた根拠探し出す。
→目配りしたつもりだが、2段階くらい浅い。要点検。
・情報項目。DB＆NWレベル
→当たらず。模範解答の解答構成・根拠つなぎをまずチェック。
結論。事例Ⅱ高得点で浮かれていたが、思いっきり自戒。GAP発見できた機
会と＋方向で考える。

26 8/29 H16事例Ⅲ ・業務フローから問題点発見
→複雑なフローが文章で与えられる。絵に描いて落ち着いて処理OK。
・社長の思い・相談・経営課題は赤マーク。
→効果◎。予め予想することでなくても明確に意識。経営課題は設問2付近
で与えられ、問4～5あたりで出番がくる。
・必要知識の使い方
→QCD大活躍。テキスト外注先知識役立つ(←というか後先逆だけど)。

27 8/30 過去問分析 ・事例Ⅲの難しさ→①問題要求の把握 ②解答の特定しにくさ(類推)、など
やや事例Ⅰに近い所がある。つまり解釈外すと誤った方向一直線(大事故)。
・あるべき姿(改善後)をイメージしつつ、与件に忠実に分析、因果でつなぐこと
で低リスクに点を作っていく。

難し
さ

28 8/30 過去問分析 ・事例タテ軸で過去問解説にネタ探しにいくのは気づきに有効。 学習
法

29 8/30 過去問分析 ・事例ⅢはC社の設定(状況)により処理方向性が多少異なるため、持ちネタ
多い方が有利。
①業務プロセスの問題で利益率低下 →非効率を指摘して改善提案
②利益率好調                           →今後の達成課題を指摘
・事例Ⅲは第1問で方向性示すケースあり。2-5問をやってから戻ってくる方が
記述精度上がる可能性あり。

構成

30 8/30 過去問分析 ・事例Ⅲの個数指定複数解答要求の場合、切り口設定は題意を優先。外
すとかなり点下がる。
・結論Yes No求められた場合の処理方針(低リスク)を体得する。
・アドバイス要求は、字数長いほど与件根拠＋因果で丁寧につなぐ。好き勝
手に書いた場合と大きく点差がつく。

テク
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31 9/2 2008模試事例Ⅲ ・長文因果は構成テンプレ使用(結論：とにかく現状→変化→効果の順)
→構成要素驚くほどヒット。事例Ⅲ6割確保見えてきた。
・問題要求のパターン化→処理スピードUP
→出題論点チャートによるイメージUP効果。何を聞いてきたか瞬時に把握○
・記述の読みやすさ(＋採点者に親切か)
→構成考える→テンプレ順に書く、ことでレベルUP。あとは字をキレイに。
[まとめ]
・事例Ⅲは演習低得点の度に反動で伸びる。この段階で｢長文因果の構成
要素｣意識できたのは大きな収穫 ☆☆。

→事例×要求タイプ×字数別構成要素
テンプレ作る。模試で試す。
(作り方)
TAC演習の解答構成要素、字数・配点
をリストアップ。
優先順位Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ

32 9/8 模試Web解説
(事例Ⅲ)

・事例Ⅲの1問目10点問題は時間ロスに注意。
・消しゴム使用は＋の評価をしがちだが、①書き込んだ時間がムダ ②消す時
間がムダ、の2重のロスなので、厳に慎む。

テク

33 9/8 模試Web解説
(事例Ⅲ)

・事例Ⅲはチャート化作戦有効。①フローの把握 ②原因・因果の把握。
←なぜ？、それで？→、の2方向スイッチを意識。
・150字長文マス目は、初めに考える構成要素の勝負。複数考え、優先度
高い順に書き込む。
・結論に自信があるなら読みやすくなる先出し、迷ったら結論後出し。
・事例ⅢC社の強みが大切。強みを損なう新規戦略は原則採用NG。

構成

34 9/8 模試Web解説
(事例Ⅲ)

・｢最も｣要求は、列挙しながら抽象度上げたグルーピングワードで1つに見せか
ける(事例ⅡCO)。根拠＋根拠→結論、のフレームが有効。
・｢強化する｣。今もそこそこだが、もっと良くなるポイント。

構成

35 9/8 模試Web解説
(事例Ⅲ)

・問4、問5は、一瞬｢経営事業戦略が2つ要求？｣とも思える。問5が全社戦
略、問4がR&D戦略。きちんと意味づけされて配置されている。ネタ。

持ち
ネタ

36 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・H21の2次試験は5,800～6,000人の戦いになる。合格者1,000人に対し、合
格する実力のある受験生3,000人。
・合格レベルの受験生間では、何か高得点ではなくミスをしないことが点差に
なる。要求(類推)の難しさを考えればやや肩の力を抜き、制約条件遵守など
基礎的動作に誤りがないことを固めることが先決。
Check①類推のヒット率を気にするのは後回し
Check②根拠のチェック度。チェックした根拠の使用カバー率
・2次の採点のしやすさを考えた出題傾向の変化に留意。
①
②記述字数を縮める。
③結論AB先出し選択。

学習
法

37 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・頭でわかっていることを本番で確実に処理できることが点差に。
・制約条件へのアンテナの震わせ方。普段できても試験本番の緊張で出来
ないことがあり得る。文字ワードレベルでの制約条件チェックを確実にする。
｢内的要因｣→外部要因の根拠は編集時に外す。工夫した痕跡チェック。
・制約条件違反がヒヤリ・ハッとでとどまった1,000人が合格。
・制約条件違反がヒヤリ・ハッと＋事故につながった5,000人がサヨナラ。
・すごく深い伏線問題は無理に当てなくて良い。もし当たるならまぐれなので、
その運は本試験にとっておく。

学習
法

×問3(2)制約条件見落としサヨナラ
｢生産面以外の｣
×総花的に書いて、物流ちょこっと。4点
○受発注・物流問題をドリルダウン。10点
↑これで6点差。

38 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・事例Ⅲ作問者の因果のつなぎ方をイメージ。
→小ロット＋従来の受注量確保 →段取り替え増。この説明を置くことで｢単
価UPで数量減でも売上維持｣の抜け道をふさいでいる。80分でこれを考える
のは至難なので、復習振り返り時にここを意識してストック。

構成
☆今
日イ
チ

39 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・解答構成、記述が難しい問題。どこで何点しがみつきで加点狙うか。
・それらしい根拠がいるが、解答要求との対応づけが非常に難しいケース有。
｢工場の高齢化｣→｢問2が経営資源＝暗示ヒトモノカネ｣→｢問2だ！｣
・自分が整理した｢使いたい根拠｣は設問のどれかに必ず使う。たとえずれて
も。そうでないと探した時間・考えた時間が勿体ない。

構成

40 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・事例処理のステップアップチェックリスト
(初級)作問者の意図通りに解釈できているか
(中級)解答構成要素を事前に描いているか
→長文マス目は浮かびにくい。つい切り口に頼るが、その前に作問者の意図
の存在有無を必ず重点チェック。

構成

41 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・事例Ⅰ･Ⅲのクロスオーバー傾向に注意。
・与件の段落ごとに、使う設問No.を四角囲みで記入。使い残し防止。
・与件文中、特に始めの企業概要における( )書き根拠は必ず使うスイッチ。
実際に解答欄に書き込んでわかってる度積極アピール。

テク

括弧書きスイッチ

42 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・｢当面｣の課題。 →中長期的でなく至急の課題。
→なんとなく無意識にやり過ごし。怪しい制約条件を意識的に処理手順に落
とし込む。
・事例Ⅲ生産工程の深い因果・類推問題
→あまり深追いは危険
→怪しい根拠をどこかに使う程度のアプローチで

テク

43 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・提示タイプ問題は実務的なスパッと提案でなく、いかに幅広く好意的に解釈
してもらえるかの、逃げまくり答案の作り方コンテスト。
△毎日配送にする
○週3日配送を改め、配送頻度を上げる。
・・この辺りはセンスだな。

テク

44 9/10 演習⑦
(事例Ⅲ)

・地方の工場は高齢化・人材難。周辺に働き手がいない、採用してもやめ
ちゃう。

持ち
ネタ
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45 9/14 集中1事例Ⅲ ・事例Ⅲ与件パターンへの対応～厳選根拠→因果長文への対応。構成要
素・暗示因果でつなぐ
→長文因果の「狭く・深く」パターンに苦手感。そこまで絞れないし、深い考察
もできてない。
→対策案：｢狭く・深く｣パターンは、与件の根拠狭いと気づいた段階で、
①その根拠使うのが正しいか
②他に使う根拠なければ、←なぜ、それで→で書き込む構成要素を洗い出
す
のが良いかな？出来る人の処理方法確認。
・構成予測による時間短縮効果
→解答要求に対しつかうべき与件の根拠が狭く、限られたものである傾向は
確からしい。与件根拠のヨコに使う問題番号書き込むことはサーチ時間短縮
効果。

長文因果の｢狭く・深く｣パターンへの対応
力に課題
①根拠絞る
②←なぜ、それで→、で構成要素づくり

46 9/19 演習⑦
事例Ⅲ

・事例Ⅲも事故ゼロ運動。事故が起きた原因を振り返り、次回にリベンジ。
・事例Ⅲの難しさin根拠
①根拠をどこに使うか迷うケース
②使うべき根拠が見当たらないケース(稀？)
・迷う・迷わないに関わらず根拠pushを解釈手順の最後に入れる。冷蔵庫に
残ったピーマンを何かに使う。
・第3問、あるべき姿・課題の提示問題→根拠は必ずいる。その根拠を使い
に行っていることを確認。

学習
法

47 9/19 演習⑦
事例Ⅲ

・150字業務フロー指摘・改善タイプ処理パタ
①あるべき姿イメージ(悪い根拠を予想)
②与件現状フローの悪い根拠にマーク
③悪い根拠⇔設問対応づけ
④問題点フォーカス、分析ドリルダウン
⑤因→果で6要素記述。
・現状の悪い状態は、指摘するだけで点がもらえるサービスメニュー。ただしそこ
が出発点になり、DD→記述の20点問題なので、ここを外さないこと。

構成
☆今
日イ
チ

←これだー！
→9/21最終集中③で手順修正→HIT。
この処理スタイルで固める。

48 9/19 演習⑦
事例Ⅲ

・150字パタで2切り口要求はあり得るが、それは例外。あくまでいつもの1要素
因→果構成でつなぐ。

構成

49 9/19 演習⑦
事例Ⅲ

・事例Ⅲ｢今後について｣はサービス問題。期待効果の配点は当てやすい。
・怪しい根拠を｢解釈を入れずに｣そのまま抜き、残り字数を因果でつなぐ。因
果は外れてもともとと考え、忠実に使った根拠で部分点を手堅く作るイメー

構成

50 9/19 演習⑦
事例Ⅲ

・事例ⅢのSW抜き問題は、忠実な抜きが基本。複数盛り込み・GWが必要
な事例Ⅱとは対応を変える。
・抜きのひっかけパタ。2つ要求して、それらしい根拠を2つ並べておく。しかしそ
のうち1つは制約条件違反で、離れたところにもう一つ正解根拠がいる。
→根拠PickはOK。3つ見つかった時、どう素直に使うか視点で1つ落とせるか。
※事例Ⅱと異なり、勝手にGWで1つにまとめないこと。

テク
☆
とん
ち

51 9/19 演習⑦
事例Ⅲ

【今日の予実】
①長文150字処理スキル
→処理パタ参照。悪い根拠指摘(抜き)、施策(知識)、あるべき姿(最初にイ
メ)の順につないで確実に高得点。
②根拠の埋め方チェック
→事例Ⅰ・Ⅱと異なり、スッキリ分かれている。特に現状業務フローは図を描
いてイメージつかみ、問題点根拠⇔設問対応づけを行って、第1ハードル｢問
題点指摘｣を確実にクリアする。
③根拠にない因果の出し方
→根拠・効果列挙で済むケース？記述分析時にもう一度チェック。

事例Ⅲ因果への配点パタ→次回宿題。
→最終集中③で手ごたえ
2次オプションで確信に持ち込む。

52 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

・集中③も難しい。方向性外してカスリもしない問題もありうる。本試験はここ
まで方向性ズレることはない。
・150字マス目を前にして、書く根拠が1つしかないことが起こる。このマス目を
使い切る構成力・記述力・ネタの差が点差になる。
・ネタが1つしかないときに豊富な衣をつけて差し出すのが上級生のキャリア
力。

難し
さ

△方向性ヒットで全問△GET。採点結果
いかに？

53 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

・2択問題の出題可能性を考慮
→2案の±を比較考慮、エイヤでなく十分に吟味してロジカルに選択。
・大学の基礎研究→実用化のカベ(死の谷・ダーウィンの海)。基礎研究の段
階であれば中小企業との連携候補としては1ランク落ちる。

構成 ○2択は全てヒット。周囲との差を確認。

54 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

・160字の構成の仕方は上級生の得意技。160字なら構成要素を6つ用意。
･情報項目の出し方を確認
○与件文から抜き
×見当たらないので何か捻り出す

構成 △従来基準なら○。ハイレベル答案見れ
ばもっと書き込む余地あり。

55 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

・過去問・演習を使い、アドバイスの方向性・構成要素ネタを一般化してス
トックする。ネタに衣をつける作業は試験本番で考える時間はない。前日
10/24までに仕込み・下ごしらえを済ませておく。
・体言止めはいろいろ盛り込めるので便利。いかにいろんな話を短時間・短い
マス目に放り込むか。講師業で言えば、話をしながら別のことを考え、間断なく
話をつないでいくイメージ。

学習
法

56 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

・世界同時不況を受け、自動車業界の状況をチェック。時事ネタ。
インテグラル型～親会社との情報のすりあわせが重要。特に海外進出時。
・トヨタとマツダのコストダウン方針は異なる。トヨタは自分で考えるお節介型
・ロケットの部品はネジ一つまでインテグラル型

持ち
ネタ

57 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

・海外のメンテナンス対応は、事後→事前(予防保全)に発想切り替え。いち
いち出向いていたらコストかかってしょうがない。

持ち
ネタ
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58 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

・緊急融資について(事例Ⅳ向け？)
・市区町村長により下記要件にて認定(診断士の仕事)
①指定業種(7割カバー)
②売上高・粗利益前年比△3%減
・保証協会による100%保証

持ち
ネタ

59 9/21 最終集中③
事例Ⅲ

【今日の予実】
①演習⑦の反省を活かす
・抜きはGW化せず忠実に     →OK！8/10点
・150字問題点指摘パタ      →◎ここが最重要。上位20%入り必要条件
・根拠⇔設問対応外さない  →OK！事例Ⅲは一番シンプル。150字なら5か
ら6要素？もう1～2つ考えて盛り込む。
②80分マネジメント
→40分から編集開始、かなりじっくり設問ごとに取り組める。構成要素タネだ
けつくっておけば、与件・知識から衣がスルっと出てくる。
→事例Ⅲなら根拠対応付け時間短縮可能。事例Ⅰ・Ⅱでも試す。

60 9/22 渋谷勉強会
事例Ⅲ

・事例Ⅲは、クライアント要求に沿った柔軟な対応と、鋭い指摘・改善提案が
カギ。最も点差がつく・上級生が得意な事例なので、上級生テクを見習って
キャッチアップ急ぐ。ある程度手応えでてるので、さらに↑へ。
・データ項目は与件から抜けるボーナス配点。過去の出題パタ読み取る。
・150字長マス目処理スキルは合格ライン突破。ただし与件を忠実に使えばさ
らに盛り込み根拠増やせる。与件文上に直接メモが良い？

☆情報項目の過去パタ分析。
☆150字問題点指摘DDを与件文上で
やってみる。

61 9/22 演習⑦答案返却
事例Ⅲ

・手ごたえ31点、どうせ新宿だから点数いいだろ→26点びっくり。確かに従来
手順は勘違いの塊。XX先生の常に低い点数採点良し悪しの悪い点。ここで
気づけて本当に感謝(→事例Ⅱ処理手順との違い)。
<改めて確認>
修正①SW30字は与件から忠実な抜き
修正②150字マス目は問題点フォーカスがカギ。分析DDと因→果記述におい
て、与件根拠を端的に数多く放り込む。
×弁当箱転記して頭捻って書き込む  ←以降絶対禁止！
○弁当箱には制約＋タネのみ記入。設問No振った与件文から解答編集

・ホントに危なかった。最終③で成果出せ
たからこその素早い修正。早めに手順固
める。
・事例Ⅱの処理手順問題点発見→修正
も急ぐ。
・XX先生講義のわかったつもりリスク
・XX先生講義の既視感→手順誤り見逃
しリスク
→上級者スキル学習による手順修正

62 9/23 H20事例Ⅲ
事例Ⅲセルフ合宿

①根拠⇔設問対応付け精度UP
→知ってる問題なので、当てるより確認、固める意識で。確かにおおまかに段
落ごとにブロック対応付け可能。他年度も確認・・H19！
②150字メソッド 問題点フォーカス＋根拠端的つなぎトレ
→問題フォーカスが最重要。知ってるから安心してトレ。衣は与件の根拠ドリ
ルダウンで豊富に揃えてつなげばOK(上積み余地も確認)。

63 9/23 集中特訓⑦
事例Ⅲセルフ合宿

①根拠⇔設問対応付け精度UP2
→対応付けOK。これで0点はない。
②150字メソッド 問題点フォーカス＋根拠端的つなぎトレ2
→初見問題は不安でフォーカス度甘く(絞れず)、3つも入れちゃう。とりあえず2
つに制限し、マス目を忠実な転記に使う。

×初見問題でのフォーカス不安
→捨てきれず盛り込んじゃう
→記述マス目不足で表現不十分・失点

64 9/23 H19事例Ⅲ
事例Ⅲセルフ合宿

①問題点フォーカス！
→やや変形(投資意思決定)の出題。ネタ＝問題点指摘の基本は同じなの
で、戸惑いながらもなんとか処理(15/20点)。
②解答構成要素、衣つける前に一呼吸入れて題意との整合確認
→イレギュラーパターン？事例Ⅱ並の根拠迷彩配置にやや戸惑う。対応の幅
広がった。題意との整合確認まで気が回らず。次回。

△予想と違う設問パターン、根拠配置。こ
れって変化球かね。

65 9/23 H19事例Ⅲ
事例Ⅲセルフ合宿

【今日の予実まとめ】
・事例Ⅲに不安でたので、3事例一気解き。処理テクおおよそOKだが、初見
事例時に不安募っていろいろいれちゃう問題に気づく。良く言えば△対応だ
が、合格点に足りないことが問題。
・初見問題時の問題点フォーカス力 に照準セット。残りの不安は解消♪
・方向性・問題点フォーカスが適切であれば、与件根拠抜き・因→果記述で
合格点作れる。①過去問複数回解き ②新規与件カン磨き、を二刀流で繰
り返し、力を蓄える。

66 9/26 直前演習⑦振り返り
事例Ⅲ

・150文字問題点指摘・因果タイプは、与件の根拠をつないで結論導出。
×結論を決めて根拠探しに行く。
○結論はあくまで予想。根拠並べてから結論を判断
・この設定・処理・構成に慣れている上級生は事例Ⅲで点取ってくる。お決ま
りパターンなので慣れたもの勝ち。

※根拠並べ→結論判断は事例Ⅰ～Ⅲ
共通

67 9/26 直前演習⑦振り返り
事例Ⅲ

・自分が作った結論からのアプローチは方向違いで一段落丸ごと使い残すリス
クあり。一段落丸ごと使わないことはレアケースなので、解答編集に進む前に、
根拠・段落の使いモレチェックを入れてミス防止。

68 9/26 直前演習⑦振り返り
事例Ⅲ

・情報項目は採点者に伝えるために、明示・明確にアピールする。｢樹脂流動
解析｣と来たら使わない手はない。

69 9/26 直前演習⑦振り返り
事例Ⅲ

・経営課題は事例Ⅰ～Ⅲ共通。Ⅲは問題点探しを追加。

70 9/26 2次総まとめ
(XX先生)

・事例Ⅲは数少ない、パターン脳で対応できる事例。上級生は得意。過去
問使って確実にストック。

71 9/29 2次総まとめ・個別相
談

・150字タイプ初見問題で、問題点を2つ入れちゃうことへの対応。50点を目
指して解答作るのがベストなので、2つ見つかる方が良い。1つに絞るかどうか
は、全て｢50点に届くかどうか｣で判断する。
・つまり、低難易度・点取り問題なら1つに絞る

☆次回やってみる。
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72 10/5 07TAC模試③
事例Ⅲ

①問題点フォーカス：解釈時間配分増やして、構成にもう5分
→わかってるが、まとめにくい・当てさせない問題。方向性外さない手応え感
○。あとはどこを伸ばせるか、周囲に目配り。
②記述力UP：根拠を丁寧につないで得点力UP
→根拠は高確率で点取れる。変化の記述はあたりにくい。今更ながら実感。

47点なら悪くない！

73 10/9 07直前演習⑦
事例Ⅲ

①作問者イメで根拠→設問対応づけ。診断パタ＝要求能力がベース。
→事例Ⅲならではの段落対応ならピタピタ当たる(そりゃそうだ)。次のステップは
設問ナンバー○を前提に点数を積み重ねる把握＆記述力。
②因果150字記述はよりチープに忠実に。
→確かに根拠で点取れる。＋α効果として記述で深く考えないので時間短
縮効果。その余った時間で構成・解釈にもう一捻りの安心感。
③タイムマネ。5分捻る余裕を作る。
→②のチープ編集効果でかなり余裕。このペースを維持向上しながら本番に
持ち込む。

Yes⇔Noで(あえて)外した以外はTAC基
準ならコンスタントに得点可能。明日の2
次optionに向け準備万端。

74 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・｢最初の10分間の精度｣とは？
 ◎複数可能性がすぐ浮かぶ
 ×1つの可能性に捉われて突っ走る

難し
さ

75 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・合格実力があっても落ちる人は多数。本番で実力を発揮できない、ミスをし
た状態。本番でいつも通りの力を出すために新しいことはやらない、もうムリ。
よって残り2Wは現在のスキルを固める。
・｢わかる｣と｢できる｣の違いを意識する。本番で聞かれた時にスッと差し出せる
のが｢できる｣状態。残り2Wは｢できる｣ことの精度を上げる。
・知識ストックは今からでも可能。
・やたらめったら解答の積み重ねではたまに点数伸びても合格圏入りは至難。
自分が誤った作戦を採っていないか再チェック。

学習
法

怖っ！

76 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・事例Ⅲの基本は｢抜き+分析｣。分析マス目で戦略的に味付けして、解答
要求に対応(してるふりを)する。これでほとんどの点が稼げる。問題要求見た
瞬間に、根拠濃度予想・得点可能性を判断できると、得点能力が格段に向
上
↑ここはクリア。

構成

77 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・情報項目は120字over長マス目なら、構成要素テンプレ起動。
①現状             →ここが点取りやすいが差がつかない
②データ項目      →抜きで並列列挙
③つなぎ(使い方) →1)一元共有化 2)再利用 3)抽出・分析
④プロセス見直し →やり方提示。当たれば点差。
⑤期待効果       →ここも点採りやすいが差がつかない
⑥期待効果
・情報項目問題はマス目多いほど(慣れた)受験生有利。単なるデータ列挙で
なく、構成・配点を意識して集中力保ってつなぐ。現状根拠・期待効果はみ
んな得点するので、②・④でしれっと得点して点差稼ぐ。
・｢情報項目が暗示｣｢短字数｣になると、かなり難易度Hなので注意。

構成
☆
今日
イチ

情報項目・構成要素

78 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・｢新規事業への進出｣アドバイスは、解答候補の複数解釈必要。
 ①新規に進出すべきか
 ②どう進出すべきか  ←普通はココ
 ③調理・医療のどちらに進出すべきか
→根拠の抜ける量で判断可能。
・アドバイスタイプ→マス目が多ければ約半分を｢現状の根拠記述｣で丁寧に
使う。4×3で12点期待。
・字数余ればHow要素(留意点)。 ｢早急に｣｢段階的に｣→アドバイスっぽい
○

構成 新規事業アドバイス・構成要素

79 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・事例Ⅲで組織名・人員数が(カッコ付きで)出てきたら必ず使えー。チャートに
書いて整理し、編集記述時に使い道を考える。
・怪しい記述｢検査要員少ない｣→どこかに使う、の対応力が事例Ⅲ得点UP
のコツ。
※事例Ⅰで組織・人員数が出るのは当たり前なので使わないケースあり。違
いに注意。

テク

80 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・影響と聞かれたら、メモ用紙にすぐ＋、－と記入。
・変化内容・変化センテンス(上昇、増加)はどこかに使う可能性濃厚。

テク

81 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

・OEMのメリット：営業不要→経営資源(ヒト)を強み(研究開発)に集中投入 持ち
ネタ

82 10/10 2次オプション③
事例Ⅲ

①高望みせず、△＋αの安定得点づくり。冒険より根拠安全。
→根拠並べて得点安定。慣れてくるとつい高望み、差別化したくなるが、事
例Ⅲではアイデア解答はぐっと我慢。
②問題文グランドデザインから要求意図・狙いをつかみ、それに応える
※Ⅲの要求は、把握・分析・認識・問題解決のいずれか
→OK!要求への対応度は十分合格レベル。苦労の甲斐あり
③与件根拠メソッドで荒稼ぎ
→メソッド有効。あとは構成要素配分の調整。多く挙げて優先度の判断を追
加。情報項目6要素テンプレを追加(不安払拭！)

さすがテクニック派のアドバイス多数

83 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・事例Ⅲは、
□現状整理ができる →解きやすい
□誤解する            →変な方向に行く
となる問題。事実関係の整理が命。

難し
さ
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84 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・事例Ⅲは｢現状把握＞先入観｣が鉄則。予想第1候補より第2候補が○の
可能性あり。複数浮かべて、与件を読んだら消去法。
・多数の制約条件を違反・無視しないようしっかり対応する。なおXX先生は
戦略論専門なので、Ⅲで｢戦略｣を要求されたら、一段高いレベルを覚悟。
<戦略の一般レベル⇔Ⅲの要求レベル>
 経営レベル   ←ここを聞かれたら｢経営資源の配分｣切り口
 管理レベル
 作業レベル
※経営資源＝人・物・金・情報
・事例Ⅲで出てくる括弧書きの組織名・人数は怪しい。アンテナ震わせてセン
テンス設問ナンバー経由でしっかり使う。
・事例Ⅲのパッと見易しい1問は、｢何を要求？｣を最後にもう一度検討。
・要求｢戦略的観点から特徴｣→期待効果｢経営メリット(経営資源配分)｣＋
戦術レベルの具体的特徴。期待効果のレベルがいつもより一段高い。

難し
さ

※手順チェックリストに追加

85 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・取れる問題・流す問題のメリハリ能力は必要。他人ができて自分ができな
かった処理プロセスを重点チェック。
・本試験も高得点者はレア、団子レースなので、目指すのは高得点でなくあく
まで上位20%が書く答案。そこに届くまでの間違いつぶしが今するべき作業。
・過去問の分析をもう一度。根拠の埋め方→使い方→結論の流れをしっかり
トレース。サッカーのシュート練習は10万回やるから一瞬のチャンスをものにす
る。最後まで地道な訓練の積上げが効果的。

学習
法

これがラストメッセージ！

86 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

【2回目教訓】
・2回目でストーリー知っていても、TAC模範解答通りの編集は不可能(と悟っ
た)。当てに行かない、勝手なこと書かない、が教訓。フル完答考えず、現在の
スキルで①要求解釈・制約対応 ②構成 ③忠実根拠、の処理を繰り返す。
→80分経過後、｢やったぜスッキリ｣でなく｢なんとなくモヤモヤ｣があるべき姿。
・今日時点で処理スキル固定。これで90%カバー。残り10%狙ってバランス崩さ
ないよう、無闇な手順追加NG。

学習
法

87 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・最後のアドバイス
①処理プロセスを磨く。我が物にする
②本試験で解けない問に出合ったときのエマージェンシープランを用意。先送
り後回し、ヨコから後ろから。

学習
法

88 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・センテンス設問ナンバー。離れた配置の根拠HITで得点UP。
・1～2段落目のさらっと流した怪しい根拠は、3回目読みのセンテンス設問ナ
ンバーの時に拾う。ISO14001→環境、ISO9001→品質、でスポットライトをあ
てて赤い糸。
・探しにいくのは難しい。過去問分析でアンテナセンス磨き、根拠push時での
HITを期待。

構成

89 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・上級者ほどさりげない言い回しが制約条件に思って悩み抜くことあり。解けな
い問題は後回しにして、戻ってヨコ・後ろから考えてみると、案外スッと進む。
・パッと浮かんだ思い込み方向性にブレーキかけるのは①フレームテンプレ(影
響→±の2つ)、②あえて自分の考えの逆をイメージ、くらいしか手段なし。今
更どうしようもないので参考知識。

テク メンタルケアアドバイス

90 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・ECRSを使うのは改善案。あぁそれなら自然にやってる。 テク

91 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

・XX先生はマツダ関係に詳しい。出尽くし感はあるが自動車関係要注意。イ
ンテグラル型・すり合わせ命→情報が重要。安易な海外進出は失敗リスク強
く、国内すりあわせ型が生き残っている。
・孫請けレベル中小企業から系列を超えた販売は、選択しづらい。

持ち
ネタ

92 10/12 2次オプション③
事例Ⅲ(

【今日の予実】
①長マス目 構成・優先順～どこまで丁寧に抜くか、言い換えアラームスイッチ
→マス目フルでなく、1行余らせるつもりで構成要素準備。丁寧に抜くと必ず1
行くらい予想over(仕事でも良くある)。
②設問ナンバーメソッド☆FINAL☆
→段落レベルは習得。3回目読みの｢センテンス設問ナンバー｣のチェックセンス
を磨く

構成・優先度

93 10/17 セルフ模試Ⅱ
08TAC2次option②

①150字テンプレ構成要素BU
→構成要素使い方はOK。盛り込みすぎ言い換え減点の発生は相変わら
ず。とりあえずこのやり方で固め、本番は優先度判断ができるかどうかに期待。
とにかく変に言い換えず、忠実に根拠を因→果の順につなぐだけの問題。期
待効果お団子1個はそのまま進める。
②経営戦略～一段高めの視点で
→今回は事業計画レベル。経営資源配分にも点なし。慌てず騒がず現在の
手法で固める。
③経営課題忘れない。お団子1個。センテンス飛び石。
→経営課題がやけに少ない。｢環境｣はマークしたがいざ使えず。お団子1個
は定着、ただし点来てない。センテンス飛び石Good。5点プラス。

・事例ⅢはこれでOK。とにもかくにも構成
要素テンプレと忠実な根拠で点数荒稼
ぎ。確実に点を取る。
・150字構成要素の見直しはまずまず。現
状の環境部分はやや縮める。文末はお団
子1個プラスαスペース。
・優先度で1つ落とせば、忠実度はあがり
そう。

94 10/21 最終調整
H18事例Ⅲ

①解答要求の確認(テンプレ予実)
→強み、戦略評価、戦略への留意点、ボトルネック＆R&D、情報項目生産
割り振り、とバランス良い出題の良問。ミスった箇所のロジックをじっくり読み返
す。
②根拠の埋め方
→段落レベルOK。センテンスレベルで震えなかった。後ろにいた。前にいなけれ
ば後ろも探せ、をルール化。ラストピース見当たらなければ黄信号で進む。
③構成・記述要素テンプレ予実
→もはや完璧なレベル。しかしこの技があることで解釈が違っていてもそれらし
い答案が作れてしまう。気持ちよく書けたらやはり要注意。

知ってる→できる、と思って失敗した例。
事例Ⅲは狭く入るケースが多いので、入り
口間違えないよう慎重に設問ナンバー。こ
このアンテナ勝負。

スキル高い分気持ちよく書け、気持ちよく
間違うリスクに注意。

95
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