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はじめに 
 
渡邊です、 
 
学⽣時代はロクに勉強せず… 
 

⾼校のクラスでは成績『最下位』 
神が憐れむ低脳ブリを発揮していた男 
 
どこまでもダメ 
救いようがなくダメだった・・・ 
 
そんな真っ⿊な過去を 
僕は持っています。 
 
つまり？？ 
 
あなたに対して『今から語る話』は 
勉強ができなかったボンクラ野郎が話している内容だ 
というコトです。 
 
もしかすると、 
 
・⾃分は勉強が⼤の苦⼿だからなぁ… 
・成績が悪かったし、無理なんじゃ… 
・数字に弱いから合格できないかも… 
・モチベーションも集中⼒も無いから… 
 
etc… 
 
今、あなたは『⼼のどこか』に 
不安を感じているかもしれません。 
 
だけど…さ？ 



 Copyrigt © 2023 KENTA WATANABE All Rights Reserved  3 

学⽣時代クラスで成績が最下位だった男が 
知識ゼロから 2 ヶ⽉半で簿記 2 級・3 級に 
ダブル合格できたんだよ？ 
 
・・・ 
 

だから、あなたなら⼤丈夫！！ 
 

 
 
あなたなら合格できる。 
 
本書を最後まで読み終わった時… 
 
「簿記 2 級って、案外カンタンなんだ！！」 
 
という、圧倒的『事実』に 
あなたはバチっと気づくはず。 
 
では、本番スタートです・・・ 
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合格マインドセット No.1：短期的視点 ver. 
 
よく⾃⼰啓発本なんかに、 
 

「あなたは、そのままで良いんです」 
 
なんて…ね？ 
 
ちょいと『ピント』がズレた⾔葉が 
恥ずかしげもなく書いてあることが多い… 
 
ですが！！ 
 
な〜に『寝ボケた』コトを、ガタガタ抜かしてんだぁ？ 
今の⾃分を変えたいから、⽇夜もがいてんだろうが！！ 
 

今の⾃分を変えるのに 
“そのままで良い”ワケがねぇだろ！！ 
 
…と感じるワケで、 
 
確かに、⼀⾒すると 
⼼優しい⾔葉にも感じますが、 
 

「実は、ヒドく冷たい⾔葉だな。」 
 
と、 
 
どうしても僕は感じてしまうのです。 
 
ちなみに 
あなた⾃⾝は、どう思いますか？ 
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では、ここで 1 つ！！ 
 
コイツは僕⾃⾝の『座右の銘』でもあり… 
 

あなたが『⼀発合格』を勝ち獲る 
究極のマインドセット 
 
にもなる⾔葉を、ズバリ紹介します。 
 

 
 
運以外の『すべての要素』を叩き潰す！！ 
 
世の中に・・・ 
 
いわゆる『運』ってヤツがあるのは認めます。 
 
⾃分 1⼈のチカラでは 
『どうすることもできない要素』の⽅が 
⼈⽣では圧倒的に多いコトも認めます… 
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が、しかし！！ 
 

運ってヤツを『⾔い訳』のダシに使う 
 
のは、いかがなモンかな？…と。 
 
たった⼀度キリの⼈⽣です。 
 
『今の⾃分』にできることに 
最善を尽くしていきたいモノ。 
 
これについては『⼈⽣』だけではなく 
簿記の勉強にも共通して⾔えることで、 
 

すべての⽳を潰す『勢い』で 
簿記の勉強に全集中して打ち込む！！ 
 
これこそが合格の秘訣であり 
⾃信を付ける⽅法でもあります。 
 
どうしても⼈間は『忘れる』⽣き物なので 
事実上すべての⽳を潰すことは⾄難のワザ… 
 
ですが、 
 
せめて、あなたの気持ちの上では 
「すべての⽳を潰してやるんだ！！」 
くらいの意識を⼼に持っておく… 
 

くらいで、丁度イイ塩梅
あんばい

なのです。 
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合格マインドセット No.2：⻑期的視点 ver. 
 
中国の古い『ことわざ』に… 
 

“只要功夫深，铁杵磨成针” 

 
という⾔葉があります。 
 
コイツを⽇本語に訳すと・・・ 
 

⼿間をかけさえすれば 
鉄の棒を、針に磨き上げることができる 
 

 
 
僕の座右の銘の 1 つです。 
 
最初は誰もが皆 
みっともなく⼩汚い『サビ付いた鉄棒』 
なのかも？…しれません。 
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もしかすると⽬標や夢を叶えるには 
⻑い時間が必要になるかもしれません… 
 
が、 
 
⼿間ヒマかけて、⼰を磨き上げさえすれば 
誰もが、キレッキレの『鋭い針』のように 
進化・成⻑できる。 
 
そんな⾵に僕は感じています。 
 
もしも…ですよ？ 
 
⽇商簿記検定試験 2 級が 
⼀発で合格できなかったとしても 
別に『イイ』じゃないですか。 
 
だって・・・ 
 
受験する回数に制限は無いのです。 
 

あなたが『余命 3 ヶ⽉』の宣告を 
外科病棟の担当医から受けている状況 
 
なのであれば、ちょっと話が変わってきますが… 
 
違うでしょ？ 
 
あなたが⽣きている限り 
簿記の試験なんて何度も受験できるのです。 
 
そんな⾵に、ちょっとだけ 
⼼をリラックスして考えてみることも 
案外、⼤切だったりします。 
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2 ヶ⽉半の勉強期間：簿記 2 級・3 級にダブル合格した⽅法 
 
⼀般的に、 
 
経営管理に役⽴つ知識として 
企業から最も求められる資格の 1 つとして 
⼈々から注⽬を浴び、チヤホヤされている、 
 

⽇商簿記検定 2 級の『合格証』を 
あなたは欲しいですか？ 
 
・・・ 
 
OKです。 
 
知識ゼロから勉強をスタートさせ 
2 ヶ⽉半で合格を勝ち獲った『7つのステップ』を 
今からあなたに包み隠さず、すべてを暴露します。 
 
⼤変なステップなのか？ 
難しい⼿順があるのか？ 
 
いえいえ、⾄極シンプルです。 
 

あなたが⾏うコトは、たったの 7 つだけ 
 
たった今、この瞬間から！！ 
 
あなたは合格までの道のりを 
猛ダッシュすることができる。 
 
ぜひ、楽しみながら 
最後まで、お読み下さい。 
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Step1：まず先に、信頼できる『あなたの戦友』を⼿に⼊れろ 
 
最初のステップは、 
 

Step1：電卓を買う 
 
です。 
 
…えっ！？ 
 
「そんな下らないコトかよっ！！」 
 
・・・だって？？ 
 
最初に断⾔しておきますが、 
 
電卓とは・・・ 
 

いわば、あなたと戦いを共にする戦友 
 
なのです。 
 
『ド直球』に表現するのであれば、 
 
そこら中でドンパチやっており 
鉄砲⽟が⾶び交う危険な戦場で… 
 

あなたの背中をあずける存在であり 
信頼のおける仲間でもある 
 
コレこそが『電卓』なのです。 
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別に、 
 
⼤袈裟に⾔っているワケじゃなくて 
マジの本当で、僕は⾔っているのです。 
 
なぜなら、 
 
あなたの指に合っていない『電卓』だと 
まず簿記の勉強に集中することができない。 
 
それじゃ・・・ 
 
そもそも勉強が前へ進まない。 
 
・集中⼒がないから？ 
・モチベーションの問題？ 
・強烈な眠気のせい？ 
 
ちがーう！！ 
 

ガタガタ『泣き⾔』タレる前に 
まずは、⾃分とウマが合う電卓を買え 
 
なのです。 
 
当然ですが・・・ 
 

⼤事な本番の試験会場でも気が散って 
問題を解き抜くことが不可能 
 
ってワケです。 
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例えば、 
 

⼀流シェフが商売道具である『包丁』を 
テキトーに選ぶでしょうか？ 
 

 
 
「ダイソーで買えばいいか！！」とは 
どんなに間違ってもならないでしょ？ 
 
100円均⼀で、包丁を買わないでしょ？ 
 
話は、それと同じです。 
 
結構、細かい部分かもしれませんが 
コレは案外、バカにできない話です。 
 
ちなみに・・・ 
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僕が使っていた電卓はコレ！！ 

 
 
タッチの感触も抜群で 
個⼈的には、かなり『おすすめ』です。 
 
ぜひ、あなたも⾃分に合った電卓を 
探してみて下さい。 
 
で、 
 
コレは余談なのですが… 
 
僕は、 
 

⼈差し指『1 本』で勝負していました 
 
結局、最初から最後まで 
ブラインドタッチはできませんでした。 



 Copyrigt © 2023 KENTA WATANABE All Rights Reserved  15 

⼀応、電卓の『本』だけは買ったのですが… 
 

 
 
僕のような、 
 

『ズボラ野郎』が最後まで読むには 
あまりにも内容が過酷だった… 
 
ワケです。 
 
念のため「こんな本もあるんだよ！」という紹介でした。 
 
だって・・・ 
 
電卓をカチャカチャ打てたら、単純にカッコいいですよね！ 
 
ぜひ、あなたは『僕なんか』を超え 
より⾼みを⽬指し、邁進して下さい。 
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Step2：意味不明のままで全然イイ、最終ページまで素早く 1 周せよ 
 
では、ここからは具体的な 
学習内容の話に⼊っていきます。 
 

Step2：ユーキャン簿記 3 級講座 
 
すべての内容を、とりあえず最後まで終わらせる 
【簿記 3 級（1周⽬）】 
 
僕は、 
 
通信講座で有名なユーキャンの教材から 
簿記の学習をスタートさせました。 
 
ユーキャン簿記 3 級講座の内容は 
⾮常に内容が分かりやすく、 
 
超初⼼者向けに作られている⼊⾨教材なので 
個⼈的には「やって良かった」と感じています。 
 
ここでのポイントは… 
 
⼀度やったページに戻るな！！ 
 
です。 
 
誤解を⽣まないように表現するのであれば… 
 
この段階では、内容が理解できていなくても全然イイ 
どうせ後で『別のテキスト』でキチンと勉強するから 
今はとりあえず、最後まで⼀通りザッと勉強しちゃえ 
 
という意味です。 
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Step3：ここに来て、ようやく 3 級が理解できてくるゼ？ 
 
ユーキャン簿記 3 級講座の内容を 
まずは 1回終わらせたら… 
 
次です。 
 

Step3：TAC教材 ⽇商簿記 3 級 
 
・合格テキスト（教科書） 
・合格トレーニング（問題集） 
 
ユーキャン簿記 3 級の復習として 
TACのテキストを使って勉強する 
【簿記 3 級（2周⽬）】 
 
ステップ 3 で使うテキストは 
コイツら『2冊』だけです。 
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まず！！ 
 
あなたに持って欲しい『イメージ』は、 
 
【簿記 3 級（1周⽬）】 
ユーキャンで簿記 3 級の下地を作っておく 
（この段階では、フワフワ状態でOK） 
▶ここではスピードが命、理解は度外視でOKくらいの感覚で！！ 
 
【簿記 3 級（2周⽬）】 
TACテキストで簿記 3 級を完成させる 
（この段階で、キチンと内容を理解する） 
▶ここでは多少時間がかかっても良いので理解を⼤切にする感覚で！！ 
 
こんな感じです。 
 
ユーキャンの教材は『初⼼者向け』にできていますが 
それ故に、詳しい内容の解説が無い部分があるのです。 
 
ただし・・・ 
 
いきなり最初から、上級テキストを読んだところで 
知識ゼロの⼈間が理解できるはずもないので、 
 
やはり最初は、とっつきやすい教材から勉強し 
まずは脳の下地を作っておく。 
 
（※下地とは、簿記ってこんな感じの雰囲気なんだな、という感覚のコト。） 
 
あなたの中で『下地』が出来上がったら、 
 
いよいよ内容を網羅的に解説してくれているような 
上級テキストに⼊って、本格的な勉強を進めていく。 
 
この順番が⾮常に⼤切です。 
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Step4：深く理解しようとするな、そのまま強⾏突破しちまえ 
 
ステップ 3 までの勉強を終わらせれば、 
 

もう既に、あなたは『簿記 3 級』に 
合格できるレベルに⼗分達しています 
 
なので、 
 
ちょっとした『チカラ試し』として 
⽇商簿記検定 3 級を受験してもイイかもしれません。 
 
きっと、あなたは受験会場で 
「コレが試験？…超カンタンじゃん！！」 
と、腹の底でニヤニヤが⽌まらないはず。 
 
（僕は、実際にそう感じました。） 
 
では、次のステップです。 
 

Step4：ユーキャン簿記 2 級講座 
 
すべての内容を、とりあえず最後まで終わらせる 
【簿記 2 級（1周⽬）】 
 
要するに、 
 
簿記 3 級の勉強をスタートさせる段階で 
最初に『下地』を作ったのと同じように、 
 
簿記 2 級でも、まずは『下地』を作るワケです。 
 
ただし！！ 
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もしかすると、 
 
簿記 3 級がデキるようになり調⼦付いている 
あなたの中で問題が発⽣するかも…しれません。 
 
それこそ・・・ 
 

⼀種のパニック状態に陥り 
⻩⾊を⼀気に通り越して、⾚ランプ点灯 
 

 
 
（ちなみに僕は、奈落の底に突き落とされた気分に陥りました。） 
 
なぜか？？ 
 
なぜなら・・・ 
 
簿記 2 級は、簿記 3 級の時みたいに 
勉強する内容が単純ではないから…。 



 Copyrigt © 2023 KENTA WATANABE All Rights Reserved  21 

つまり、 
 

おいおい、笑えねぇジョークだぜ？ 
解説を⾒ても、チンプンカンプンだ… 
 
と、なると思います。 
 
（少なくとも最初は、そう感じる…というか、僕はそう感じました。） 
 
ですが、安⼼して下さい。 
 
内容は難しく感じるかもしれませんが 
簿記 3 級で勉強した流れと同じで、 
 

最初は『下地づくり』でしょ？ 
 
だから・・・ 
 
この段階では、キチンと理解ができなくて全然OK 
どうせ後で『別のテキスト』でしっかり勉強するから 
今はとりあえず、最後まで⼀通りザッと勉強しちゃう 
 
のです。 
 
さっきも⾔いましたが、 
 
⼀度やったページに戻るな！！ 
 
の精神です。 
 
そもそも『当たり前』の話で 
最初からデキる⼈間なんて 
この世に 1⼈もいないのです。 
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Step5：「やってるうちに理解できるだろう…」くらいが丁度イイ 
 
ユーキャン簿記 2 級講座の内容を 
とりあえず 1回終わらせたら… 
 
次です。 
 

Step5：TAC教材 ⽇商簿記 2 級 
 
・合格テキスト（教科書） 
・合格トレーニング（問題集） 
 
ユーキャン簿記 2 級の復習として 
TACのテキストを使って勉強する 
【簿記 2 級（2周⽬）】 
 
ステップ 5で使うテキストは 
全部で『4冊』だけです。 
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ここで、あなたに持って欲しい『イメージ』は、 
 
【簿記 2 級（1周⽬）】 
ユーキャンで簿記 2 級の下地を作っておく 
（この段階では、ワケ分からん状態で全然OKオーライ） 
▶ここではスピードが命、理解は度外視でイイんだ、くらいの感覚で！！ 
 
【簿記 2 級（2周⽬）】 
TACテキストで簿記 2 級を少しずつ理解していく 
（この段階で、キチンと理解できないかもしれないが、理解する意識を持つ） 
▶ここでは多少時間がかかっても良いので理解を⼤切にする感覚で！！ 
 
こんな感じです。 
 
ただし簿記 3 級と違って、簿記 2 級の TACテキストは 
ちょっと学習内容が多いので、あまり完璧主義にならず 
スピードも意識して下さい。 
 
なぜなら・・・ 
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Step6：ここに来て、ようやく 2 級が理解できてくるゼ？ 
 

Step6：TAC教材 ⽇商簿記 2 級 
 
・合格テキスト（教科書） 
・合格トレーニング（問題集） 
 
もう⼀度、復習として 
TACのテキストを使って勉強する 
【簿記 2 級（3周⽬）】 
 
そうです。 
 
TAC簿記 2 級の教材は 
最低 2周はして下さい。 
 
この段階で、簿記 2 級の範囲を完成させるイメージです。 
 
ここまで勉強すれば、 
 

簿記 2 級の合格『射程内』レベルに 
あなたは⼗分に達している 
 
と⾔っても過⾔ではありません。 
 
ただし、ここで注意点が 1 つ！！ 
 
なぜ、合格レベルではなく 
合格『射程内』レベルなのか？ 
 
なぜなら、ここまでの勉強は 
あくまで問題集までのレベルだからです。 
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つまり？？ 
 

本番の試験問題の『雰囲気』を 
まだ知らない⾚ん坊の状態だから… 
 
合格レベルではなく 
合格『射程内』レベルなのです。 
 
要するに、 
 
世間の広さを知らない 
乳臭いガキのレベル。 
 
だけど・・・ 
 
教科書や問題集の問題が解けないようじゃ 
試験問題が解けるはずもないのも事実です。 
 
やはり『物事』ってヤツには順序があるのです。 
 
それに、 
 

⼈間、アセっても雑になるだけ 
 
なので！！ 
 
着実に『⼀歩⼀歩』前進していくスタイル 
バカ真⾯⽬の姿勢で、勉強を進めていきましょう。 
 
思い出して下さい。 
 
学校のセンセーも「基礎が⼤事ですよ」 
って、⾔っていたでしょ？ 
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Step7：試験当⽇まで時間が許す限り『無限ループ』せよ 
 
では、最後のステップです。 
 

Step7：TAC教材 ⽇商簿記 2 級 
 
・合格するための本試験問題集 
 
最後の仕上げとして 
TAC教材を使って勉強する 
【簿記 2 級-試験対策（無限ループ）】 
 
ステップ 7で使うテキストは 
もう『1冊』だけ！！ 
 

 
 
ここまで来たら、 
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もう毎⽇が試験『本番』だと思って 
何度も、何度も、過去問を解きまくる 
 
です。 
 
「こんなにやったら、丸暗記しちゃうよ〜」 
くらいのレベルまで勉強することができれば、 
 
あなたは 99.99%で、簿記 2 級に合格できる。 
 
以上の『7ステップ』が、 
 
渡邊流（ボク流）の 
⽇商簿記検定試験 2 級までの 
合格フローです。 
 
では、最後に・・・ 
 

ちょっとした『暴露話』をします… 
 
今回、あなたに対して 
僕は⾼圧的な物⾔いで、 
 
アレコレ説教タレてきましたが・・・ 
 
Step6：僕は TACを 2周やっていません。 
Step7：僕は半分しか勉強していません。 
 
そうです。 
 
そりゃ、2 ヶ⽉半の短期間で 
今回紹介した全部をできるワケがない。 
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もちろんですが・・・ 
 
あなたに勉強する時間があるのであれば 
今回紹介した 7ステップを全部やった⽅が 
合格は確実です。 
 
ただ…ね？ 
 

合格した僕でさえ 
結構『イイ加減』なモンでしょ？ 
 
だから・・・ 
 

あまり気張って、ムキになって 
『完璧主義』には絶対ならないで欲しい 
 
それに、僕は思うのですが、 
 
勉強は楽しみながらヤる活動であって 
決して苦⾏であってはならないのです。 
 
そうは⾔っても、 
 
どうしても僕たちの脳には 
「キライいな勉強でも、頑張ってやらなければならないんだ」 
という、幼少期の悪しき学校教育の刷り込みがあるワケです。 
 
あなたも⼦供の頃に… 
 
「勉強しなさい！」 
 
と、オトナ連中から⾔われて育ってきたでしょ？ 
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それこそ、 
 

1度貼ったら 2度と剥がれない 
ビニールテープのようにベッタリと… 
 
・勉強とは、ツラい⾏いだ 
・勉強とは、イヤな活動だ 
 
そんな洗脳が『あなたの脳』に 
へばり付いているのです。 
 
だけど本来、勉強とは楽しいモノです。 
 
ワクワクして、ドキドキして 
とっても楽しい⾏いのはず。 
 
だから、僕は⾔いたい、 
 

もしも『簿記がキライ』なら 
ハナから勉強しない⽅が…イイぜ？ 
 
と。 
 
ここまで解説をしてきて 
こんなコト抜かすのも、ちょっとアレですが… 
 
もしも今あなたが、どこか無理をして 
簿記を勉強しようとしているのであれば 
最初から辞めた⽅がイイ、 
 
なぜなら 
⼈間キライなことをやっても、モノにならないから。 
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コレが僕の本⾳です。 
 
ですが！！ 
 

もしも簿記に興味があるのであれば 
今回の『7 ステップ』を試して欲しい！ 
 

 
 
⼈⽣「やりたい！」と思ったら即着⼿が鉄則！！ 
 
それこそ『いつか』なんてモノを待っていたら 
知らぬ間に歳ばっか喰ってしまって、気づいたら墓場です。 
 
今回の話（僕の体験）が、 
 
あなたの⼈⽣に良い影響を与えることができれば 
とっても嬉しく思います。 
 



 Copyrigt © 2023 KENTA WATANABE All Rights Reserved  31 

まとめ：あなたが『合格証』を⼊⼿するまでの 7 ステップ 
 
Step1：電卓を買う 
【準備フェーズ】 
あなたとウマが合う相棒と出逢う 
 
Step2：ユーキャン簿記 3 級講座 
【簿記 3 級（1周⽬）】 
すべての内容を素早く 1周する 
 
Step3：TAC教材 ⽇商簿記 3 級 
【簿記 3 級（2周⽬）】 
合格テキスト・合格トレーニングを 1周する 
 
Step4：ユーキャン簿記 2 級講座 
【簿記 2 級（1周⽬）】 
すべての内容を素早く 1周する 
 
Step5：TAC教材 ⽇商簿記 2 級 
【簿記 2 級（2周⽬）】 
合格テキスト・合格トレーニングを 1周する 
 
Step6：TAC教材 ⽇商簿記 2 級 
【簿記 2 級（3周⽬）】 
合格テキスト・合格トレーニングを 1周する 
 
Step7：TAC教材 ⽇商簿記 2 級 
【簿記 2 級-試験対策（無限反復）】 
本試験問題集を可能な限り無限ループする 
 
以上の『7ステップ』を終わらせた時、 
 
あなたは『⽇商簿記検定試験 2 級』に 
99.99%の確率で合格できる⽔準へ到達します。 
 
（※本書は、あくまでも個⼈的⾒解であり万⼈に通⽤するものではありません。） 
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あなたを合格の頂へ押し上げる：究極のマインドセット厳選 9 ヵ条 
 
では、ここからは・・・ 
 
・ひとつ上の勉強法と圧倒的な記憶法 
・合格エリート層だけが知っている⼼得 
 
つまり？？ 
 
簿記の勉強を楽しくやる『コツ』について 
あなたに話していきます。 
 

あなたの簿記学習は 
『考え⽅』ひとつで、ガラッと豹変する 
 

 
 
ぜひ、気楽な気持ちで 
最後までお読み頂ければ嬉しいです。 
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前⽂：資格勉強のオキテ！着実に前進していくバカ真⾯⽬スタイルで！ 
 
⽇商簿記検定試験だけに限らず、 
 
どんな『資格勉強』にも 
共通して⾔えるコトですが… 
 
まずは！！ 
 
簡単なテキストから始めて 
徐々に難しいテキストへ 
ステップアップをしていく。 
 

 
 
⽇商簿記検定試験において 
僕⾃⾝は先に紹介した通り、 
 
『ユーキャン教材』▶『TAC教材』▶『TAC過去問』 
という、ステップを踏みましたが、 
 
どの出版社・メーカーのテキストを使ってもイイと思っています。 
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第 1 条：不器⽤上等じゃん！あいにく能書きタレてる時間はねぇんだ 
 
これは勉強だけに限った話ではなく 
あなたの『⼈⽣』にも共通して⾔える本質ですが、 
 
第 1 条： 
誰もができることを、誰もができないくらいやる 
 
コレが物事を成し遂げる秘訣です。 
 

 
 
ここで重要なポイントは… 
 
・別に難しいコトをやる必要はビタ⼀⽂も無い 
・誰も知らないウラ技や、特別なノウハウは必要ナシ 
 
という点です。 
 
上⼿な『やり⽅』は、実際に⾏動しながら 
徐々に⾃分なりの⽅法を⾒つけていけばイイ。 
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第 2 条：なぜ試験になった途端に意気込んじまう？…所詮ただのクイズだ 
 
僕たちは『試験』となった途端に 
いきなり緊張し始めるモノです。 
 
ちょっと考えて欲しいのですが・・・ 
 
TVのクイズ番組を⾒ている時に 
あなたはドキドキ緊張しますか？ 
 
…しないでしょ。 
 
第 2 条： 
資格試験だって所詮は『クイズ』と同じ 
 
もしも今後、 
 
あなたが分からない問題にブチ当たった時は 
綺麗サッパリ諦めちまえ！！ 
 
…くらいの『意識』を 
⼼のどこかに持っておく。 
 
そうです。 
 
ヘンに気構える必要なんて⼀切ないのです。 
 
試験会場で「⾃分はクイズに答えているんだ！」 
と、少しだけ考え⽅をシフトチェンジした途端、 
 
ちょっと『リラックス』できませんか？ 
 
もちろん適度な緊張感は必要ですが 
ガッチガチに緊張する必要はないのです。 
 
もうちょっと、肩のチカラを抜いてみて！！ 



 Copyrigt © 2023 KENTA WATANABE All Rights Reserved  36 

第 3 条：「どうしよう、忘れちゃった…」テメェは神にでもなったつもりか？ 
 
⼀度、勉強した範囲を復習している時… 
 
「あぁ〜、もう忘れちゃってるじゃんよ…。」 
 
と、落ち込む時がある。 
 
だけど…、忘れるのは当たり前でしょ？ 
 
だって、僕もあなたも 
真っ⾚な⾎が通った⼈間なんだモン！！ 
 
第 3 条： 
覚えようとするな、⼈間は『忘れる⽣き物』だと割り切れ 
 
もしも、勉強した内容を 1 つも忘れなかったとしたら 
きっとあなたは障害者…というコトになると思います。 
 
『忘れる』のは正常な証なので 
アタフタ困惑しなくてOK。 
 
つまり？？ 
 
そもそも勉強は『忘れる前提』でするので 
とにかく毎⽇、必要な知識を脳みそに流し込む。 
 
僕の感覚では・・・ 
 
「覚えよう！」というよりは 
「刷り込む！」という意識を持って、勉強しています。 
 
そんな⾵に『考え⽅』を変えてみると 
勉強を始める際の⼼理的障壁が低くなります。 
 
（腰が重くて勉強が⾯倒クサい…という問題がなくなります。） 
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第 4 条：⾎と汗と涙！ドロ臭くても、カッコ悪くても、合格すりゃイイのよ 
 
簿記と⾔えば・・・ 
 
やっぱり電卓！！ 
 
（僕は個⼈的にそんなイメージがあります。） 
 
簿記学習を始めた当初、 
 
電卓のブラインドタッチの練習を 
少しだけした記憶がありますが… 
 
結局のところ、僕の電卓操作は 
⼈差し指『1 本』の勝負でした。 
 
第 4 条： 
完璧主義・潔癖症だけにはなるな、ちょっと気楽にいこうゼ！ 
 
コレは『電卓』だけに限った話ではありません。 
 
⼈⽣のすべてに共通して⾔える 
物事の『本質』だと思いますが、 
 
あまりにも完璧主義になると、どうなるのか？ 
 
⼀度の失敗さえ許せなくなっていく・・・ 
 
例えば、過去問を解いてみようと思ったが 
「でも、まだ全部の範囲を勉強し終えてないから…。」 
と思って、過去問を先延ばしにしてしまう。 
 
別にイイじゃない！！ 
過去問やっちまってOKなんじゃない？ 
 
やってみて気づくこともあるってモンよ。 
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第 5 条：今⽇ 10 時間も勉強したってか？…へぇ〜、だから何だよ？ 
 
よく受験⽣が、 
 
「今⽇は 10 時間勉強したぜ！」 
 
なんて…ね？ 
 
得意気に『⾃慢している姿』を 
⽬にすることがあると思いますが 
それって⾃虐ネタでしょ？ 
 
だって、勉強時間なんて 
短いに越したことはないのですから。 
 
第 5条： 
やる⼈から、終わらせる⼈へ 
 
表現を変えるのであれば… 
 
勉強した時間にフォーカスを当てるな 
勉強した成果にフォーカスを当てろ 
 
という話です。 
 
要するに？？ 
 
・どれだけのページ数『終わった』のか？ 
・どれだけの気づき、理解があったのか？ 
 
資格勉強においては 
ここが重要なのであって、 
 
夏期講習の学⽣みたく 
カリカリ机に向かって『勉強した時間』は 
別に、どーでもイイ、カンケーねぇのです。 
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第 6 条：グダグダ考えてるヒマがあるなら、1 ⽂字でも多く書きやがれ 
 
どうしても簿記の勉強には、 
 
・試算表 
・精算表 
・B/S（貸借対照表） 
・P/L（損益計算書） 
 
など、表で勉強することが多い。 
 
そんな時「イチイチ書くの⾯倒クサいなぁ…。」と 
どうしても、サボり根性が頭をよぎるのですが、 
 
第 6条： 
勉強が⽌まるくらいなら、とっとと書いて脳にインプットしちまえ 
 
僕は簿記 2 級の勉強まで 
すべての表を⼿書きで書いて 
脳にインプットしました。 
 
⼀⾒すると、かなり効率が悪いようにも感じますが 
今になって振り返ってみると「やって良かった」と 
実は感じています。 
 
もちろん！！ 
 
TACの合格トレーニング（問題集）には 
解答⽤紙のダウンロードサービスがあるので 
わざわざ⾃分で表を定規で書く必要はない、 
 
だけど・・・ 
 
最初の頃（特に 3 級の段階）は 
⾃分の⼿で表を書いてみると 
トータル効率が良かったりもする。 
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第 7 条：スゲェ勢いで『覚えたいコト』を、ひたすら脳に流し込み続けろ 
 
この話は『記憶法』の 
ノウハウの 1 つなのですが、 
 
第 7条： 
寝起きに勉強すると潜在意識に⼊り込みやすい 
 
⼈間、⾯⽩いモノで、 
 
寝起きに勉強したものは 
潜在意識に刷り込まれやすい・・・ 
 
という、ちょっとカルトじみた話があります。 
 
結構、僕はこの話を信じており 
寝起きを意識している節があります。 
 
あとは… 
 
ひたすら反復すること、ですよね。 
 
やっぱり試験範囲が広いと 
どうしても忘れてしまう部分が出てくる… 
 
なので、忘却を織り込んで、 
 
・スキマ時間 
・電⾞の移動時間 
・ちょっとした空き時間 
 
もう、あなたの全時間を投じる。 
 
別に、死ぬまで簿記をやる…ワケじゃないでしょ？ 
 
せめて合格までの期間だけでも、やりましょうよ。 
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第 8 条：合格する⾃信がねぇってか？？…おいおい、オマエは暇⼈かよ。。。 
 
しばしば「⾃信がない」と 
試験前になってボヤく⼈がいますが、 
 
それは、なぜ？？ 
 
なぜなら・・・ 
 
きっとソイツは 
⾃分の勉強に不⾜感を感じているから。 
 
第 8条： 
⾃信を付けたければ、圧倒的な勉強量を積み上げるしかない 
 
そもそも論として・・・ 
 
どこまで⾏っても 
⾃分の勉強（準備）に 
不⾜感は感じるモノです。 
 
なら、どうしたらいいか？ 
 
少しでも、勉強量を積み上げる他ないでしょう。 
 
・1回でも多く過去問を繰り返す 
・1⾏でも多くテキストを読み込む 
・1問でも多く問題集を解きまくる 
 
etc… 
 
もう⽅法は、それしかない。 
 
要するに 
『いかに今⽇という 1 ⽇を良く過ごすのか』 
この⼀点に尽きるワケです。 
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第 9 条：泣き⾔は『負け⽝』になった後で、好きなだけ抜かせばイイだろ？ 
 
もしかすると、 
 
あなたが簿記を勉強している最中 
道半ばで諦めたくなる時が来るかも？ 
 
・・・しれません。 
 
そりゃ、誰でも辞めたくなる時が来るモンです。 
 
そんな時、 
 
踏みとどまることができたら 
それが本当の第⼀歩なのでは？ 
 

 
 
⾃分の課題から逃げたとしても 
頭の⽚隅にチラついて、しょうがない。 
 
きっと、何をしていても⼼の底から笑えないよ？ 
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おわりに 
 
最後のメッセージです、 
 

今の⾃分⾃⾝よりも 
1mmでも良くなることをする 
 
どこまでいっても 
勉強は、⽇々の習慣です。 
 
まとめて⼀気に勉強できるのであれば 
それはそれで良いのですが、 
 
やっぱり毎⽇の『積み重ね』が 
最終的にモノを⾔う、と僕は思っています。 
 
1 ⽇『1ページ』でもイイから 
毎⽇勉強することに、こだわってみて下さい。 
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巻末付録：あなたが⼿にする合格証の姿を強烈にイメージせよ！！ 
 
3 ⽉の下旬に 
「よっしゃ、簿記を勉強しよう！」と決意し、 
 
そして、実際に簿記学習へ『着⼿』したのは 
もう既に 4 ⽉の頭に喰い込んでいた…と記憶しています。 
 
受験⽇は・・・ 
 
6⽉ 12 ⽇（⽇） 
 
でした。 
 
つまり？？ 
 

知識ゼロの超初⼼者ステージから 
試験本番までの期間は『約 2 ヶ⽉半』 
 
だったワケです。 
 
で、まぁ… 
 
この『2 ヶ⽉半』という期間が、 
 
・速い 
・遅い 
 
については、 
 
正直なところ、僕にも分かりません。 
 
なぜなら 
⼈それぞれで『感じ⽅』が違うからです。 



 Copyrigt © 2023 KENTA WATANABE All Rights Reserved  45 

⼈⽣に対する、僕の考え⽅の 1 つに、 
 

⾃分の⼈⽣の正解とは 
⾃分で“勝⼿に”決めるモンだ 
 
という⾔葉があります。 
 
つまり？？ 
 
早い話が・・・ 
 

周りの連中たちが 
グダグダ何を抜かしていようが 
そんなのマジで関係ねぇ！！ 
 
…というコトです。 
 
要するに、周りの⾔葉とは、 
 
あくまで 
あなたの⼈⽣にとっては参考材料でしかなく 
ソイツをあなた⾃⾝の⼈⽣で採⽤するのか？ 
 
これは、また『別問題』という話です。 
 
それに・・・ 
 
いつでも他⼈は、好き勝⼿にモノを⾔うので 
あなたがイチイチ真に受ける必要もないのです。 
 
つまり？？ 
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「⽇商簿記検定試験 2 級は、難しいぞ？」 
 

もしも『3 級』の勉強から始めるなら 
9ヶ⽉間の猛勉強が必要な資格だ… 
 
なんて⾵に、ボヤいている⼈が、 
 
・資格の学校 
・ネットの情報 
 
などで、結構な数います… 
 
が、 
 
本当にそうでしょうか？ 
 
・・・ 
 
結局のところ、 
 
いわゆる『難易度』ってヤツは 
⼈によって違う話なのではないでしょうか？ 
 
だから・・・ 
 

ネットの情報や SNS 上などで得た 
誰かの『ズレた⾔葉』の餌⾷になるな 
 
です。 
 
ぜひ、あなたは 
『⾃分』ってヤツを強く持って下さい。 
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他にも、よく『⾃分探しの旅』と称した 
海外旅⾏に出向く⼈たちがいますが… 
 

無いモノを海外まで探しに⾏くなんて 
随分、ご苦労なこったなぁ。。。 
 
と感じるワケで、 
 
『⾃分』とは、探す代物ではなく 
叩き上げで作り上げるモノのはず。 
 
別に…ね？ 
 
海外へ⾒聞を広げに⾏くバックパッカーたちを 
僕は、ワルく⾔っているワケではございません、 
 
が、 
 
わざわざ、そんな遠くに⾏かなくても 
⽬の前の課題や⽬標に必死に打ち込む過程で 
いわゆる『⾃分』ってヤツが出来上がる… 
 
そんな⾵に⾔いたいだけ、です。 
 

話がダラダラ⻑くなっても、埒
らち

が明かないので 

最後に、僕が⼿にした『合格証』をお⾒せします。 
 
あなたが簿記を勉強した先に 
どんな合格証を⼿にすることができるのか？ 
 
具体的に『イメージ』ができた⽅が 
より簿記学習に集中することができると思います。 
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（※僕の本名は、渡邊堅太ではありません。あらかじめご了承ください。） 
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（※僕の本名は、渡邊堅太ではありません。あらかじめご了承ください。） 
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正真正銘のラスト！！ 
 

「知識ゼロから 2 ヶ⽉半で 
ダブル合格したって⾃慢してたけど… 
お前、それ本当かよ？？」 
 
「ちょっと話、盛ってんじゃねぇの？」 
 
と、あなたにピシャッと⾔われてしまえば 
僕としては正直それまで、、、 
 
だって・・・ 
 
僕には、ソイツを証明する証拠が無いから。 
 
なので！！ 
 
「僕のコトを信じろ」とは⾔いませんが 
あなた⾃⾝の可能性だけは信じて下さい。 
 
・合格できるのか不安だなぁ… 
・もしも落ちたらどうしよう… 
・難しくて挫折してしまうのでは？ 
 
etc… 
 
きっと『今のあなた』の中には 
いろんな感情が渦巻いているはず… 
 
ですが、 
 

あなたが、あなたを信じてあげなきゃ 
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⼀体、誰があなたを信じてあげるの？ 
 
・・・そうでしょ？ 
 
⼤丈夫。 
 
別に、100点満点を取る必要は⽑ほども無いのです。 
 
もしも不安の悪魔に喰われそうになった時は 
「今回の試験でダメなら、また次受けよう」 
と、少しリラックスしてみて下さい。 
 
かえって、その⽅が合格できたりします。 
 

あなたが『合格』を勝ち獲れますように 
 
画⾯越しではございますが 
陰ながら応援しています。 
 
頑張れ！！ 
 
最後までお読み頂き 
本当にありがとうございました。 
 
あなたと出逢えた奇跡を⼤切に。 
 
そして・・・ 
 
あなたの⼈⽣が 
もっと素敵になりますように。 
 
⼼を込めて。 
 

渡邊堅太 


