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　令和５年公認会計士試験の第Ⅱ回短答式試験までは
残り約２ヶ月、論文式試験までは残り約５ヶ月となっ
た。令和５年試験での合格を目指す受験生にとって
は、いわゆる直対期と呼ばれる時期だ。ただし、直対
期といっても焦ることはない。これまでの時期との違
いは、ほんの少しだけ点数を意識した学習にシフトす
ることぐらいだ。
　公認会計士試験の学習範囲は広くそして深い。やり
込めばやり込むほど知的欲求を満たすほどの知識が得
ることができるだろう。しかしながら、公認会計士試
験は資格試験であり、合格のために必要な学習が求め
られる。合格のために必要な学習とは１点でも多く得
点するための学習だ。
　何かに取り組むときは目的を見失わないようにしな
ければならない。闇雲に学習をしても結果にはつなが
らない。常に、「何のために」ということを意識して
取り組んで欲しい。それが合格のために必要な正しい
努力につながる。
　試験に出題されることのほとんどがテキストをはじ
めとする大原の教材に記載されている。直対期にやる
べきことは大原の教材に記載されていることを一つで
も多く自身の知識として吸収することだ。テキストを
読んで知識を蓄え、問題を解いて知識の定着を確認
し、知識が不十分なところは再度テキストを読む。こ
の繰り返しである。合格のために１点でも多く得点す
ることを常に意識して学習を継続して欲しい。

『１点でも多く得点せよ』
直対期を迎えた。だからといって焦って闇雲に
学習しても結果にはつながりにくい。この時期
の“合格のために必要な正しい努力”とは、得点
を意識して学習することである。
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【座談会】直対期の過ごし方
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二葉　2023年公認会計士試験もいよいよ大詰めとなっ
てまいりました。我々資格の大原の講師陣もこれから
の直前期に向けてどのような点を意識して学習すべき
なのかを常に考え、議論をしております。今回は４名
の講師にお集まりいただき、直対期の過ごし方につい
てお話を伺います。

特集
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不安な気持ちに打ち勝つには
二葉　直対期を迎えるにあたって、受講生の皆さんも
様々な悩みを抱えられているかと思います。そこで、
今日は受講生の皆さんの声を代弁する形でその悩みを
ぶつけていきますので、適切なアドバイスをお願いい
たします。

まず、このぐらいの頃から「不安な気持ちが強く
なって、なかなか地に足がつかなくなってしまいま
す」というお声を耳にします。これはすべての公認会
計士受験生に共通のことだと思いますが、こうした不
安な気持ちに打ち勝つにはどうしたらよいでしょうか。

年神　不安な気持ちは誰でも持っていますが、それに
打ち勝つにはまず、「できること」と「できないこと」
をはっきりさせることです。「この問題はできる」、で
も「この問題はできない」というように今の自分の実
力を客観的に把握するのです。そうすれば、あとは、
できない問題や論点を一つずつ潰し、できることを増
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やしていけばよいのです。その際に注意していただき
たいのは、全部完璧にできる必要はなく、合格に必要
な範囲の問題が試験の日までに解けるようになれば良
いのです。今、できない問題や論点が大量にあるから
といって諦めてはいけません。コツコツと論点を潰し
続け、できる論点を増やし続けることが重要です。
水野　不安な気持ちは「これが出たらどうしよう、あ
れが出たらどうしよう」という気持ちから生まれてし
まう訳ですよね。これを考えた瞬間に自分自身が「で
きないこと」の認識ができたということです。あとは
これをフォローしていけばよい訳です。ただし、すべ
ての科目に試験委員は大勢いらっしゃいますので、決
して「端から端まで完璧」を求めてはなりません。こ
こはこれくらいできるという線引きをして、その認識
をすることが大切ですね。

演習は必ず受けるべき
二葉　演習の結果が出ないことで余計に不安な気持ち
が増してきて、演習自体を受ける気持ちが弱くなって
しまう方もいらっしゃるようです。
瀧本　演習は実戦練習です。テキストを読んだり、問
題集を解いたりするのは基礎練習であり、実戦練習を
経て初めて本番で戦えます。基礎練習のみで本番で良
い成績を出せる人はごく限られた方のみでしょう。多
くの方は、実戦練習を経て本番の感覚をつかむことに
より、基礎練習で鍛えた能力を100％発揮することが
できるようになります。実戦練習をせずに本番で良い
成績は出せないのですから、公認会計士試験の学習で
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あれば「演習受けずして、合格なし」ということにな
るのです。
年神　演習は問題を解くこと自体も重要ですが、より
重要なのは限られた時間の中で、全力で問題に体当た
りすることだと思います。なぜなら、全力で問題に向
き合った時にひと回りもふた回りも成長することがで
きるからです。逆を言えば全力で問題に向き合わなけ
れば本当の成長は望めないということです。ですか
ら、演習はしっかりと受けていただきたいです。大原
で実施される演習をペースメーカーにして勉強を進め
つつ実力を高め、本番でその実力を発揮できるように
して欲しいですね。
長谷川　演習で重要なのは、結果が出なかったときの
原因を検証することです。暗記が不十分だったからな
のか、問題文の分析が甘かったからなのか、暗記はし
ていたけど応用問題に対応できなかったからなのかな
ど様々な要因が考えられるでしょう。その要因をはっ
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きりさせて、次回の演習に挑むことで自分の経験値を
高めることが重要です。合格者はこの経験値が他の受
験生を上回っているため合格しています。ですから、
演習を受けないということは、この経験値を高める機
会を放棄していることになります。貴重な経験の機会
を無駄にしないために、どんなにきつくても演習を受
けてください。また、解説も必ず受講して、自分では
気が付かなかった点を確認しましょう。
瀧本　そうですね。演習は、ただ受ければいいという
ことではありません。特定の演習で点数を取るため
に、前日にその論点ばかりやるというのはＮＧです
が、普段の学習を疎かにして、ただ何となく演習を受
けることもＮＧです。演習では、演習を実施している
その時点での実力を測り、今後の対策を練っていくこ
とに目的があります。そのためには、基礎練習をしっ
かり積んでおく必要があります。
二葉　演習を受けることの目的をしっかり理解してお
くことが大切ということですね。
瀧本　もう一つ強調しておきたいこととして、特に短
答式試験を受験される方へのメッセージとなります
が、「論文演習は必ず受講してください！」というこ
とです。皆さんの目的は論文合格です。そのために
は、論文式試験の実戦練習を積まなければなりませ
ん。また、論文式試験に向けた学習は短答式試験の理
解を促進させます。無機質に暗記をするよりも理解し
たうえで暗記するほうが効率も良くなり、忘れにくく
なるはずです。
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復習方法について
二葉　演習についての復習をどの程度のレベルにまで
持っていくべきか、いかがですか？
水野　本試験を終えた皆様とお話をしていると、

「あっ、演習で見たことある！って思いました！」や
「違和感なく解くことができました」という声をいた
だきます。それほど大原の演習は的中するので、復習
をしていくことによって合格へ最短距離で進むことが
できます。「演習で出題されたものが、仮に本試験で
同じ問題として出題された場合、満点が取れる」とい
う状態にご自身を持って行っていただくことがとても
重要です。
年神　問題を解いた後、解答解説を見るので１回。答
案が返ってきた時点でもう１回。さらに、演習の１ヶ
月後を目安として１回。こうすると約１ヶ月の間に３
回確認することになり、ちょっとやそっとでは忘れな
い記憶となります。この３回は気合を入れて復習して
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欲しいですね。
二葉　では、演習の復習に追われてしまい、テキスト
にしばらく触れていないという方はどうでしょうか。
年神　まずは、テキストの目次をよく見て、忘れてい
る論点やあやふやな部分を優先的に確認してくださ
い。一方、覚えている論点はさっと確認するだけでい
いでしょう。試験勉強もリスク・アプローチです。重
点的に時間を掛ける部分を誤らないようにしてくださ
い。
二葉　テキストは勉強の最重要ツールですね。また、
５月短答を受験される方は、どのタイミングから短答
科目の比重を高めていくべきでしょうか。
長谷川　短答直対演習が３月から始まっているので、
そのタイミングで短答科目の比重を高めていくとよい
でしょう。短答直対演習の出題範囲を確認して、時間
の許す限り全力で予習をして演習を受けてください。
決して苦手分野を後回しにせず、むしろ苦手を払拭す
るチャンスと考えて積極的に学習しましょう。また、
短答の比重を高めたからと言って、論文対策を全くし
なくていいという訳ではありません。論文式全国統一
公開模試第１回が３月31日（金）、４月１日（土）、４月
２日（日）に実施されます。５月に短答式試験を受験
される方は、論文式試験と両方の合格を見据えた学習
がとても重要になります。この公開模試や論文演習を
きちんと受験して、論文式対策もある程度継続しなが
ら、短答突破を目指す必要があります。
二葉　では、５月短答終了から発表までの期間を、充
電期間として休養しようとお考えの方には何かいいア
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ドバイスはございますか。
年神　短答式試験当日の試験終了後に自習をされる方
はいらっしゃいます。８月の論文式試験はそんな方と
同じフィールドで戦うことになるのですから、この期
間休息なんてしてはいけません。８月の論文式試験が
終われば休息はとれますし、一生を左右しかねない
１ヶ月です。短答式試験終了後は、８月に向けての学
習をすぐに開始していただきたいです。

論文式試験に向けて
二葉　最後の最後、論文式試験の直前は、どのような
勉強が効果的でしょうか。科目も多く、優先順位がな
かなか付けにくいようです。
水野　本試験が近づくにつれて苦手意識をお持ちの科
目に多くの時間を使われると思います。ただし、科目
ごとのバランスは非常に重要です。栄養バランスが崩
れると体調にも変化が生じてしまいます。特に会計士
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試験は多科目試験であるので、苦手意識をお持ちの科
目だけでなく、順調に進んでいらっしゃる科目に関し
ても忘却との戦いがあります。それらの科目が衰えな
いようにバランスよく進めていただきたいです。具体
的には、時間で区切って学習を進めていただく、つま
り、時間がきたらある程度諦めて次の科目に進む、と
いう学習が必要です。どうしても今やっている分野の
きりがよくなってからと思われてしまいますが、きり
がよくなってからとすると、例えば、野菜は後回しに
して肉を先にどんどん食べてしまうと、結果として、
肉だけでお腹一杯になってしまいます。それでは栄養
バランスが崩れてしまうということですものね。
長谷川　本試験で重要なのは、他の受験生が解ける問
題は自分も確実に解けるという状態を作っておくこと
です。苦手な分野が幾つかあっても、受験生の多くは
同じ分野を苦手にしているので、ほとんど差がつきま
せん。一番怖いのは、他の受験生が解ける問題を自分
は解けなかったという結果になることです。そこで、
最後の最後にやるべき事が決まっていない方は、見た
ことのない知識・問題に手を広げるより、問題集、論
文総まとめ若しくは論文演習の問題というように、他
の受験生もマスターしている問題をもう一度確認し、
穴をなくす勉強をしてください。また、論文式試験で
は条文が重要な意味を持ちますから、条文の目次を見
ながら、どこにどのような規定があるのかを確認して
おいてください。
二葉　やはり基本が一番大切ということですね。
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各担当者からのメッセージ
二葉　では最後に、一言ずつ受講生の皆さんへエール
をお送りいたしましょう。
水野　当日どの教材を持って会場に向かうか？会場に
持っていくということはそれ以外は事前に確認する必
要がありますね。そうなると、前日にやることは？
前々日にやることは？と逆算してみましょう。また、
大原の公開模試を１度目の本試験と思い同様に逆算し
てみてください。本試験までにご自身がやるべきこと
も見えてくるでしょう。最後に残り１秒まで粘って
粘っていきましょう。その粘りが１点でも多く積み重
ねる要素となります。
長谷川　暗記したことをすぐに忘れてしまう、同じミ
スを繰り返してしまうというのは誰もが抱えている悩
みです。重要なのは、「忘れては暗記する」「ミスした
原因を探る」ことを繰り返すことができるかどうかで
す。それさえできれば合格できるといっても言い過ぎ
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ではありません。実りある単純作業と割り切って根気
よく続けてください。
年神　試験を突破するために、本試験までの限られた
時間の中で、できるだけ多くコツコツと「得点できる
ような実力」を培ってください。特定の論点にこだわ
りすぎることなく、バランス良く蓄えていきましょ
う！ 
瀧本　合格に必要なものは、絶対に合格するという強
い気持ちです。本試験当日に最高の結果を勝ち取れる
ように、最後まで走り切りましょう！
二葉　気持ちだけ焦っていても正しい勉強はできませ
ん。また、綿密な計画を描いても実行する気持ちが無
ければ机上の空論で終わります。“ハートは熱く、頭
はクール”に、最後まで頑張ってください。
　では、以上で終わります。ありがとうございました。
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