
 

 

 



 

はじめに  

 このたびは、「合格者が伝える中小企業診断士試験突破のノウハウ 絶対合

格 eBook ２次試験編（無料版）」をダウンロードしていただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 

（１）「タキプロ」とは？  

 TakyProfessional（略して、タキプロ）は、「受験生の合格の確率を１％

でも高めたい」という思いのもとに、平成 21 年度の中小企業診断士試験の

合格者が設立した受験生支援の若武者集団です。 

 平成 24 年 4 月時点で、50 名以上の合格者がブログ、メルマガ、勉強会、

セミナーといった様々な方法で、受験生の支援を行なっています。  

 

（２）「絶対合格 eBook」とは？  

 当電子書籍は、平成 22 年 1 月～平成 23 年 12 月に投稿された「タキプロ

ブログ 合格者が伝える試験突破のノウハウ！」の中から厳選し、効率良く

試験突破のノウハウを得られることを目的としています。  

 

 無料版では、絶対合格 eBook がどのようなものなのか、また、お手持ちの

電子機器で閲覧できるか（文字化けの有無や図表の表示など）を確認する

目的で、８つのサンプル記事を掲載しています。 

 

 有料版では、タキプロブログから厳選された約 240 の記事を掲載していま



 

す。ダウンロード販売マーケットプレイス DL-Market よりお買い求めくだ

さい。 

 

（３）「絶対合格 eBook」の使い方  

 中小企業診断士の２次試験は、採点基準や正解が一切発表されない試験で

あり、同じ合格者であっても解答プロセスや取り組み方、再現答案すらバ

ラバラなのが現状です。したがって、当電子書籍全体では一貫性がないこ

とを踏まえ、全てを参考にし全てを真似するのではなく、「参考になった」

「自分でもできそうだ」というやり方や考えを取り入れるための資料とし

てご利用ください。 

 

（４）注意事項  

・当電子書籍ではタキプロブログに投稿した表現や言い回しとは異なる箇

所がありますが、表現方法を統一するために、投稿者の意図から外れない

程度に書き換えています。 

・文字化けを防ぐために、丸数字やローマ数字のような機種依存文字やア

メブロのブログパーツを書き換えています。したがって、制限字数を意識

して丸数字を使った解答であっても、丸数字を使わない表現方法に書き換

えたことにより制限字数を超えてしまう場合があります。  

・事例本文のことを「与件文」、第１問、第２問のような文章のことを「設

問文」と統一して記載しています。 

  

http://www.dlmarket.jp/manufacturer.php/manufacturers_id/8054/price/all


 

第１章  ２次試験導入編  

 この章は診断士２次試験とはどういう試験なのか、試験を受ける前に知っ

ておくべきことについて書かれた記事を厳選して集めました。勉強を始め

る前、原点に帰りたい時などにお読みください。 

 

１ー１  ２次試験とは  

 

２次不合格体験記  

（by Rei） 

 私は合格まで２年かかりました。１年目は総合Ｂで不合格。２年目は２次

専念で合格。今振り返ると不合格だった１年目は、知らなかったことや、

思い込んでいたことが色々あったな～と思います。私の１年目の反省点を

挙げます。 

 

１．なんとなく「大丈夫だろう」という根拠のない自信を持ったまま本番

に望んだ 

 確かな自信は誰も持てない試験ではありますが、少なくとも、なんとな～

く過去問を解いてできた気になっている程度の自信であれば、試験本番で

はあっという間に崩れ去ります。焦りにあせって、本来の力も出せなくな

ります。 

 

・過去問を何回か解くだけで大丈夫だろうと、なんとなく思っている  

・文章を書くのが苦でないので、答案はそれなりに埋められてしまう  



 

 上記に当てはまる方。ご自身の文章を他人に見てもらったことはあります

か？その文章は本当に人に伝わりやすいですか？文字数は多くても、得点

源の少ない薄～い答案になっていませんか？もしも当てはまったら、勉強

会やセミナー、受験校などを活用して、ご自身の「真の力」を、客観的に

評価してもらうとよいと思います。 

 

２．２次試験のことを知らなさすぎた 

１年目は上記にも書いた通り、自分で過去問を何回か解いて「まあこんな

ものだろう。」と思っていました。しかし、今思えば甘過ぎました。例えば、

１年目に焦りにあせって撃沈した事例４。練習のとき、たまたま難易度の

低かった年の過去問を解いてまあまあできたことで、自分は安心していま

した。 

 

この程度の準備でついた自信は、あっという間に崩れ去ります。要は２次

試験に受かるには、それなりに知っておくべきことがある、ということで

す。それは自己流でなんとなく、では超えることが難しいと私は思います。

設問で「○○を踏まえて」とあったら、「○○」については解答で必ず触れ

ることなど、意識していますか？事例１、２、３、それぞれに特徴がある

って考えたことありますか？事例４は、全部の問題を解かないといけない、

と思っていませんか？ 

 

 私はこれらのことをまったく知らず、不合格後に初めて合格者に聞いて、



 

「そうだったのか！」と思い知りました。実際、不合格だった平成 21 年度

事例４で、「すべての解答を埋めなければ」と焦りにあせって撃沈した私に

対し、後日お話を伺った同年の合格者は、計算問題と文章での解答、合わ

せて２、３箇所が完全に空白でありながら、「みんながとれそう」な計算問

題は何回も検算して、見事合格したとのことでした。 

 

 事例４で落ちないために必要なのは、 

１．捨てる問題と絶対に落としてはいけない問題を見抜く力  

２．落としてはいけない問題（例えば経営分析、基本的な計算問題、知識

問題）で確実に得点する力 

だと思いました。そして、今でもこれは正しいと思っています。 

 

 ２次試験はこのようなことを知らないと、合格は難しいのではないかと思

っています。同じことに思い当たる節がある方！ぜひ早いうちに、合格者

やプロの指導者と対話する機会を作って、ご自身の勘違いや思い込みを排

除してから、勉強を本格化させてください。ご都合がつけば、タキプロ勉

強会やセミナーを活用されることをお勧めします。 

 

１ー２  勉強計画  

 

 



 

１ー３  勉強方法  

 

 

１ー４  解答プロセス  

 

～コラム～ベンチマークしよう！！  

（by チャンスゲッター） 

 みなさんにはメンターはいますか？メンターとは、直訳すると良き助言者、

指導者、恩師という意味ですが、ここでは、既に診断士として活躍してい

る先輩をイメージするといいと思います。 

 

 メンターを作ると、その人が自分の中での目標になります。メンターのよ

うな診断士になりたい！メンターのようにバリバリ稼ぎたい！メンターの

ように人の痛みの分かる人になりたい！ 

 

 私の場合は、502 教室で見つけた診断士の方をメンターとしていました。

ブログを読んで、勉強方法や診断士としての活躍ぶりを知り、素敵な人だ

な～って憧れを抱いていました。勉強方法はかなり参考にさせていただき

ました。 

 

 そして、時は流れ診断士となった今、メンターだった人が作られた診断士

の研究会に入会し、一緒に活動をしています。気がつくと、メンターと同



 

じ職業にもついていました。同じ診断士としてずーっと憧れだったメンタ

ーにリアルにお会いすると、やっぱり凄くて、到底足元にも及ばなくて、

より憧れが強くなり、いまもよきメンターとしてお世話になっています♪  

 

 みなさんにもメンターとなる憧れの診断士ができるといいですね。そして、

私たちタキプロはみなさんから憧れを持ってもらえる良きメンターでいら

れるように、これからもがんばっていきたいと思います。  

  



 

１ー５  解答記述法  

 

 

１ー６  ノート術  

 

 

１ー７  模擬試験  

 

 

１ー８  その他  

 

２次試験と実務補習  

（by すけさん ） 

 さて今回は実務補習で活かされた２次試験対策の一例を紹介！  

 

■与件文全体を俯瞰 

 設問・与件文全体を全体俯瞰し、事例企業がどこへ向かうべきなのかを把

握しないと、それぞれの解答内容が支離滅裂になり、得点ができません。

各設問に取り組む前に一度立ち止まり、全体像を把握してから解答するこ

とをお勧めします。 

 

■本気でＡ～Ｄ社の業績改善を考えて解答 

 真剣に「どうにかこの会社を良くしたい！」と思わないと、解答での迫力



 

が違ってくると思います。 

 

■アイデア論ではなく、与件文の中からヒントを得る 

 アイデアも大事かと思いますが、やはりヒアリング上で得たヒントを元に

提案書を作成しないと、全体で一貫性がなくなってしまいます。事例でも

同じく、アイデア論はどれだけ素晴らしくても加点はされません。ヒント

は与件文（＝ヒアリング）内にあり、与件文内に無いことで解答しても得

点ができないことと共通すると感じました。 

 

■奇抜なアイデア提案でなく、基本的な方向性の提案 

 実務補習での診断先は中小企業です。アイデアが素晴らしくとも、実際に

実行できないものは受け入れてもらえません。２次試験でも言えることで

すが、奇抜なアイデアは求められていません。むしろ誰もが思いつくアイ

デアでＯＫ。 

 

■最終段落付近は要注意 

 実務補習では約２時間かけてヒアリングするのですが、緊張がほぐれた終

了間近に重要な情報を発信してくれることが多いように感じました。これ

は事例でも同じで、最終段落あたりにヒントが隠されているケースが多い

ことに共通すると思います。 

 

■解答はだらだらと書くのではなく、簡潔に 



 

 あたり前のことですが、素晴らしいことを記述していても相手に伝わらな

いと得点にはなりません。伝わらないぐらいだったら、文字数が足りなく

ても要点のみ箇条書きの方が得点につながります。 

  



 

第２章  事例１  

 この章は事例１「組織・人事」に特化したテクニックやプロセスについて

書かれた記事を厳選して集めました。事例１が苦手という方や、なかなか

点数が伸びないという時にお読みください。 

 

２ー１  事例１の特徴  

 

 

２ー２  テクニック・知識  

 

  



 

第３章  事例２  

 この章は事例２「マーケティング」に特化したテクニックやプロセスにつ

いて書かれた記事を厳選して集めました。事例２は解答の根拠が文中に多

くあるため、解答の絞り込みや抽象化のポイントが知りたい時にお読みく

ださい。 

 

３ー１  事例２の特徴  

 

 

３ー２  テクニック・知識  

 

  



 

第４章  事例３  

 この章は事例３「生産・技術」に特化したテクニックやプロセスについて

書かれた記事を厳選して集めました。事例３の全体像を眺め苦手意識の克

服をしたり、プラスαの得点を狙いたいというときにお読みください。  

 

４ー１  事例３の特徴  

 

 

４ー２  テクニック・知識  

 

  



 

第５章  事例４  

 この章は事例４「財務」に特化したテクニックやプロセスについて書かれ

た記事を厳選して集めました。この章を読むことで、事例４ならではの特

徴や問題の性質が分かり、得点力向上のテクニックを身につけることがで

きるようになります。また、意外に知られていない「電卓テクニック」に

ついても紹介します。 

 

５ー１  事例４の特徴  

 

 

５ー２  経営分析  

 

 

５ー３  テクニック・知識  

 

 

５ー４  電卓テクニック  

 

  



 

第６章  メンバー別ノウハウ  

 この章はメンバー別にノウハウをまとめています。各メンバーのノウハウ

を参考にしながら、自分なりのメソッドを創り上げましょう。  

 

６ー１  チャンスゲッター編  

 

 

６ー２  九州の診断士編  

 

 

６ー３  げっち編  

 

まずはスケジュール感と情報収集を  

 

 初学者の２次対策でまずやるべきこと！！８月、９月、10 月のカレンダー

を壁に貼って、２次試験当日までのスケジュール感を持ちましょう！受け

る可能性がある予備校の模試日程なども書き加えておきます。試験までの

日数が急速に減っていくイメージを意識しましょう。 

 

 続いて情報収集！２次試験とは何か。何をすべきか。自分はどうすればよ

いのか。１次試験終了後１週間を目処に、情報収集を終わらせましょう。

迷っている暇はありません。すべては自分の選択。そして結果責任もすべ



 

て自分。あれこれ迷っていたり、情報収集をずっと続けていると、試験ま

での日数はすぐになくなります。 

 

 しっかり何をすべきかを見据えて対策に入り、ぶれない日々を送れば、逆

に何倍もの時間として有効に使うことができます。 

 

 私も試験までの 77 日間（11 週間）は、１次試験対策を続けてきた 40 週間

に匹敵する長さに感じていました。使ったエネルギーはそれ以上だった気

がします。しっかり的を絞って対策を進めれば、１次試験対策の４倍以上

の密度で時間を有効に使えます。 

 

 そのくらい勉強が必要です。覚悟が必要です。本気度が問われます。  

 

６ー４  MR.CBR 編  

 

 

６ー５  黒編  

 

 

６ー６  愛妻家編  

 

 



 

６ー７  レンナ編  

 

 

６ー８  matchys 編  

 

  



 

第７章  ２次試験直前準備編  

 この章は２次試験直前に必要な準備に関するブログをまとめています。各

メンバーの準備方法を参考にし、自分に合った準備方法を探してみましょ

う。 

 

７ー１  ファイナルペーパー  

 

ファイナルペーパーとは本番時に使うアレなんです！  

（by びっくる） 

 皆さん、ファイナルペーパーってご存じでしょうか？タキプロブログをご

覧の方であれば、ご存じかと思いますが、診断士試験におけるファイナル

ペーパーとは「試験前に目を通す最後のお手製ノウハウ集」になります。  

 

 具体的には、問題の解答プロセスや、事例ごとの定番フレームワーク、パ

ニックになったときの対処法など、80 分を「いつものペース」で解答する

ためのノウハウの集大成を A４用紙１～２枚程度にまとめたものになりま

す。 

 

 A４用紙１～２枚なのは、事例ごとの休憩時間に目を通すことができる分

量であることが大事だからです。昨年から少し休憩時間が長くなりました

が、トイレ後でも読める分量に凝縮しておきましょう。また誰かのパクリ

ではなく、自分の言葉で書き上げることが大切です。 



 

 

７ー２  持ち物  

 

～コラム～弱気になったり迷いが生じたとき  

（by Rei）  

 今回は、私が試験勉強中に弱気になったり迷いが生じたときに励まされた

言葉をお伝えしたいと思います。 

 

『何も咲かない寒い日は、下へ下へと根をのばせ。やがて大きな花が咲く』 

 

 これは、マラソンの高橋尚子選手が無名の高校時代に恩師に贈られた言葉

だそうです。いつ受かるのか、どうやったら受かるのか先が見えにくい診

断士試験。長い受験勉強の間には、「このまま続けていてよいのだろうか？」、

「このまま合格できなかったらどうしよう･･･」と弱気になることが、誰で

もあると思います。 

 

 試験勉強の目的は、もちろん目に見える「合格」を勝ち取ることですが、

その過程でも、勉強が役立っていることを実感できる瞬間は必ずあると思

います。迷いが生じたり、弱気になったりしたときに、この言葉で「すぐ

に結果は出なくても、今やっていることは無駄ではない」とまた前向きな

気持ちを取り戻していただけたら幸いです。 

 



 

７ー３  心構え  

 

熱く冷静な心で合格を果たしてください。  

（by aki） 

 いよいよ２次筆記試験！皆さん、心の準備はできてますか～？？え、でき

てない？そりゃそうですよね。思えば今まで長い間色々なことを犠牲にし

て診断士試験だけに向かっていたんです。焦る気持ちを抑えて、今までの

勉強の日々を振り返ってみてください。辛いことがあった日も、残業の日

も、雨の日も晴れの日も・・・。タキプロブログの読者の皆様はたくさん

勉強してきたことでしょう。あとは普段通りの実力を出すだけです！！  

 

 そのために、オススメ。 

１．前日は早く寝る。私は 22 時には寝ました。 

２．自分を信じる！！こんなに頑張ったんだから、絶対に合格できる。 

３．あくまでも普段通り、事例に対峙する。 

４．自分の気持ちを最大限コントロールできるようにしておく。音楽、お

菓子、栄養ドリンク、ノート、何でも。 

５．最後の１秒まで諦めない。 

 

 どうして僕は合格できたのだろうと考えました。結局のところ、最後は気

持ちだったと思うのです。絶対に今年合格する！！という気持ち。誰にも

負けない熱い心と、普段通りに事例に対峙する冷静さ。それだけは絶対に



 

試験会場に持って行ってください。そのために、今までずっと勉強してき

たのですから。 

 

  



 

第８章  ２次試験当日編  

 この章では、２次試験当日にメンバーがどのような行動を取ったのか、実

体験をまとめています。 

 

８ー１   過ごし方  

 

 

８ー２  心と体のコントロール  

 

緊張しても大丈夫！な対処方法について  

(by ACO) 

 緊張しても大丈夫！な対処方法を２つ紹介します。 

 

１．問題を解くヒントとなる切り口、キーワードを再確認する  

 当日緊張している状況で、時間内に冷静に出題者の意図に応える必要があ

ります。悔しいのは、あ、そんな視点もあった、と試験が終わってから気

付くことです。緊張していると、普段ならできたことも抜け落ちてしまう

可能性があります。そこで、これまで間違った点や、気付いた点などを重

ねてきたノートを見直すことはもちろんですが、様々な切り口、キーワー

ドが頭にぱっと浮かぶよう、これまで学んできたことを書きだしたり、PC

で入力してみてください。当日も持参して、見直しをします。皆さんもご

自身が勉強してきたことを振り返って書きだしてみてください。 



 

 

２．緊張した時、パニックになった時、落ち着く方法を考えておく  

 本番は何が起きるか分かりません。問題が難しくて頭の中が真っ白になっ

てしまうかもしれません。隣の席や周りに不審な行動をする人がいて気が

散ってしまうかもしれません。でも、絶対にこれまで努力してきたことを

無駄にするわけにはいきません。目をつぶって「自分は落ち着いている」

と３回心の中で唱えるなど、自分が落ち着きを取り戻す方法を作っておき

ましょう。 

 

 この呪文がさらに効果的になる方法を紹介しますね。「自分は落ち着いて

いる」と唱える時、視覚的なイメージと、動作を加えるのです。視覚的な

イメージとは、例えば、自分が森の中にいるイメージを浮かべます。動作

では、耳を触るとか、人差し指を強く押す、といったことです。耳を触っ

て、森の中にいるイメージで、「自分は落ち着いている」と唱え、本当に落

ち着いた気分になってください。これを何度も練習してみください。そう

すると、耳を触ると、落ち着いた気分が呼び起こされるようになります。

うまくいかないかもしれませんが、ただ唱えるより効果的です。  

 

  



 

第９章  ２次試験のあと編  

  この章では、２次試験後にメンバーがどのような行動を取ったのか、実

体験をまとめています。試験後の自分の姿をイメージすることで、勉強へ

のモチベーションを高めましょう。また、試験後に再び読み返してみまし

ょう。 

 

９ー１  再現答案  

 

 

９ー２  休息時間  

 

  



 

さいごに  

 「合格者が伝える中小企業診断士試験突破のノウハウ 絶対合格 eBook ２

次試験編」によって、皆様の合格の確率が１％でも高くなれば幸いです。  

 皆様の２次試験合格をタキプロメンバー一同、心より願っております。  

 

 

（１）タキプロメンバー一覧  

＜平成 21 年度合格者＞ 

ロロノア 

ACO 

こまいこ 

penko 

doarat 

ソムリエ診断士 

かいこ 



 

アメフトつっきー 

シュール・M 

炎の男 

九州の診断士 

人見知り診断士 

勢い系ストイック診断士 

チャンスゲッター 

 

＜平成 22 年度合格者＞ 

ボウズ 

マコ 

MR.CBR 

ひよこ 

タコ 

matchys 

すうたか 

愛妻家 

しる～ 

Rei 

すけさん 

響 

aki 



 

げっち 

ＣＡ 

ガンバ 

びっくる 

黒 

レンナ 

 

＜平成 23 年度合格者＞ 

龍 

さくらんぼかめきち 

市役所の星 

ゆりぴよまりも 

バルーン 

ホリケン 

Lucy 

もん 

duck 

ヲタク診断士 

くれっせ 

もぐたん 

格闘技女子 R 

はちゃがめ 



 

えびちゃん 

破れ障子 

ブルペンエース 

Watt 

ガリガリ君 

さんがく 

もりっち 

まっきー 

ショリ 

レジェルタ 

ふにゃん 

candle 

ぶっ飛び哲学診断士 

サイトヲ 

ひめ 

よーろー 

むー 

shuttle 

暎規 

しょーじん 

 

※順不同 



 

※2012 年 7 月現在 

 

（２）タキプロの活動  

  私達タキプロは、ブログの他にメールマガジン、facebook、twitter など

を通して、受験生の皆さんを支援しております。また、セミナーや勉強会

も随時開催しております。 

■ HP 

■ ブログ 

■ メルマガ 

■ facebook 

■ twitter 

 

（３）お問い合わせ先  

 当電子書籍に関するお問い合わせは、takipro2010@gmail.com（タキプロ

事務局 eBook 担当）までお願い致します。 

http://www.takipro.com/
http://ameblo.jp/takyprofessional/
http://archive.mag2.com/0001110901/index.html
https://www.facebook.com/takipro
http://twitter.com/intent/user?screen_name=takipro
mailto:takipro2010@gmail.com
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