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2016年度
合格体験記

ＴＡＣを信じて学習すれば合格に近づけます。

正解になるまで繰り返し続けることが合格への道です。

マンション管理士・管理業務主任者を目指したきっかけ

仕事等と試験勉強の両立法

マンション管理士・管理業務主任者を目指したきっかけ

マンション管理組合の理事になることと、大規模修繕工事の

無理した勉強は続かないと判断して、休日は完全休養日としま

宅建士を取得しており、マンション管理士と管理業務主任者

教材：
『総まとめレジュメ』は、本当に良くまとまっています。こ

も取得することで、より仕事に活かせると思い目指しました。

れに書き込みを行い、オリジナルテキストとして活用し、試験前

時期になることで、専門知識の習得が必要と思い受験するこ した。
マン管・管理業
ダブル

W 合格
アリ マツ

タダ ユキ

有松 忠行さん
2016マン管：合格
2016管理業：合格
受講コース：Ｗ合格本科生Ｓ
（ＤＶＤ通信講座）
受験回数：マン管／ 1回
管理業／１回

TACを受講して良かった点

ととしました。

TACを受講して良かった点

マン管・管理業

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

の大きな手助けになりました。

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

講師：丁寧な解説で、受講生を合格させようとする熱意が感じ

W 合格

講義の方が耳や目など五感を働かせて学習できるので、独学

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

受験指導校であれば、勉強できる環境・設備・ノウハウが整っ られました。
ていると思ったからです。

教材：ＴＡＣの教材のみで十分だと思います。最後は、『過去

ＴＡＣを選んだ理由・決め手

問題集』
と『総まとめレジュメ』を繰り返し学習しました。

合格者の数が多く、カリキュラム通り勉強すれば１回で合格で カリキュラム：カリキュラムに沿って学習すれば、限られた時間
きると思ったからです。

の中で効率よく学習でき、スケジュール管理もできました。

効果的な学習方法

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

テキストで復習を行い、ミニテストで知識の確認を行いました。 試験の雰囲気に慣れること、時間内での解答のペースの確
過去問題集は全問解けるようにし、最低３回以上は解く必要

認、現在の実力の確認として受験しました。

があります。Ａランクの問題は確実に正解できるようにしてくだ

オプション講義の活用方法や受講して良かった点

ダブル

フタ マタ

テツ ロウ

二又 哲郎さん
2016マン管：合格
2016管理業：合格
受講コース：Ｗ合格本科生Ｓ
（Ｗｅｂ通信講座）
受験回数：マン管／ 1回
管理業／１回
職業：マンション管理関連

よりも効率的だと思いました。

模試を受験すれば自分のレベルが分かります。一度だけでな

TACを選んだ理由・決め手

く、全問正解になるまで繰り返しやり続けました。また、時間配

簿記をＴＡＣで受講して合格することができたので、今回もＴ 分を意識しつつ、解く順番も重要です。私は民法を最後に解
ＡＣを信じて決めました。

きました。

効果的な学習方法

これから合格を目指す方への応援メッセージ

問題演習が重要です。できた問題とできなかった問題を明確 ＴＡＣの教材を信じて、他の教材に手を出すことはせずに、３
にして、できた問題はその後２回ぐらい繰り返し、できなかった

回は繰り返しチェックすることが合格への道です。

問題はその後５回ぐらい繰り返しました。
仕事等と試験勉強の両立法

さい。

ヤマかけ講義：知識の最終確認と、今年の予想問題対策とし

仕事以外の時間は、極力学習時間に使いましょう。無理する

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

て受講しました。

こともたまには必要です。

法律の知識や不動産関連の知識は全くなく、また年齢からく これから合格を目指す方への応援メッセージ
る記憶力の低下のため、なかなか知識が頭に残りませんでし ＴＡＣを信じて、カリキュラムにしたがって学習すれば合格
た。よって、人の倍（8ヶ月で1,200時間以上）は勉強しました。 に近づけます。諦めずに日々努力すれば最後には実を結び
継続が大切です。ただ、休みも、しっかり取ってください。

ます。
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TACだから合格できました！

2016年度
合格体験記

ＴＡＣで受講すれば合格レベルに近づけます。
マンション管理士を目指したきっかけ

ＴＡＣに通う習慣をつけました。
管理業務主任者を目指したきっかけ

仕事等と試験勉強の両立法

宅建士試験と管理業務主任者試験は合格していましたので、 仕事で疲れている時は勉強せず、休みの日等にまとめて勉強

カ キ ハ ラ

サトシ

柿原 智さん
2016マン管：合格
受講コース：Ｗ合格本科生Ｓ
（ＤＶＤ通信講座）
受験回数：マン管／ 4回

TACを受講して良かった点

定年退職して、以前から興味があった宅地建物取引士試験

講師：講義で法律ができた背景や立法趣旨を説明いただいた

試験範囲の近いマンション管理士試験の合格も目指そうと思

するようにして、メリハリをつけました。

を受験し、１回で合格できたので、ますます不動産に興味が

ので理解に役立ちました。

いました。

TACを受講して良かった点

高まり管理業務主任者試験の受験を目指しました。

教材：重要度を的確に判定して作成されていたので、余分な勉

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

講師：知識をインプットしながら過去問での出題の仕方などを

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

強をせずに良かったです。また、講師オリジナルのレジュメが短

合格まで何年かかるか見当もつかなかったので、受験指導

教えていただけたので、アウトプットのイメージを同時に持つこ

定年退職で自由になる時間は増えましたが、独学だと途中で

時間の講義の中で学習内容を理解するのに役立ちました。

校を利用することに決めました。

とができる講義で良かったです。

TACを選んだ理由・決め手

教材：講義の後のミニテストは基本的事項の確認に最適でし

ホームページで講師の講義を視聴してみて分かりやすかった た。また、答練の問題は３回繰り返し、実力をつけることができ
ことと、音声ダウンロードフォローが無料という理由からＴＡＣ ました。
を選びました。

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

効果的な学習方法

受験してみて、合格レベルに近い実力がついているのが分か

ノ

ナカ

マサヒデ

野中 政秀さん
2016管理業：合格
受講コース：Ｗ合格本科生Ｓ
（教室講座）
受験回数：管理業／ 1回

挫折する可能性が高いと思い、教室に通う習慣をつけること カリキュラム：基礎期・直前期のそれぞれに講義と答練が組ま
で着実に学習できると考えたからです。

れていたので、無理なく確実にステップアップできるように構成

効果的な学習方法

されていました。

答練や模試では必ず見直しを行いました。特に、間違えた問

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

題はテキストに戻って、何故間違えたかを確認しました。また、 他の受験指導校に比べて受験者数が多いので、自分のレベ
答練の成績表を確認して、自分の順位を意識しながら学習を ルを確認することに最適でした。
行いました。

これから合格を目指す方への応援メッセージ

にＤＶＤの講義を視聴する方法で学習を行いました。

復習を行いました。

仕事等と試験勉強の両立法

年齢が高くなると記憶力が低下しますが、試験傾向を十分に分

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

これから合格を目指す方への応援メッセージ

家事などは午前中に行い、午後に校舎へ通う習慣を崩さない

析し合格に必要な知識を絞り込んだテキストと確実に成長できるカ

ようにするために、ＴＡＣの自習室で勉強しました。

リキュラムで学習すれば、年齢に関係なく合格できると思います。

仕事の空き時間にダウンロードした音声の講義を聴き、帰宅後 りました。本試験までは模試で間違えた問題や基本を中心に

ある程度の実力がついた後は、それ以上伸びずに、何度も マンション管理士試験は合格率８％前後と難しい試験ですが、
壁にぶち当たりました。そういう時は気分転換をし、ストレスを 基本的事項を中心にインプット・アウトプットすれば合格できる
発散するようにしました。

試験だと思います。ＴＡＣのカリキュラムをすべて消化すれば
合格に近づきます。頑張ってください。

カリキュラム通りに進めていけば大丈夫です。
マンション管理士・管理業務主任者を目指したきっかけ

丸暗記だけではなく、テキストの内容を理解し記憶にとどめることが大切です。
管理業務主任者を目指したきっかけ

TACを受講して良かった点

退職を契機に第二の人生は、いつまでも続けられる職を手に

講師：ＤＶＤの講師は、たくさんの情報を話していただき、且つ

入れたいと思い、個人で事務所を立ち上げて行うことができる その内容は非常に分かりやすいもので良かったです。
「マンション管理士」を目指し、まずは「管理業務主任者」に
マツ

ラ

ヒロノブ

松浦 宏信さん
2016管理業：合格
受講コース：Ｗ合格本科生Ｓ
（ＤＶＤ通信講座）
受験回数：管理業／ 1回

教材：覚えるべき要点がつかみやすいのが良かったです。

狙いを定めて挑戦しました。

カリキュラム：回数が多く、内容的に充実していたのが気に入

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

りました。法改正への対応もしっかりしてもらえたので助かりま

仕事等と試験勉強の両立法

60歳を過ぎてからの人生や生活を考えたとき、何か一つでも ほとんどの方は、仕事をしながらの受験勉強だと思います。
資格を持っていた方がいいと思い、軽い気持ちで受験してみ

タ ケ

ダ

ツカサ

武田 司さん
2016管理業：合格
受講コース：Ｗ合格本科生Ｓ
（個別ＤＶＤ講座）

少しでも時間があれば、問題を解くように習慣づけしておくと

ようと思ったのが動機です。

意外と力がつきます。むしろ短時間の勉強の方が集中できま

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

した。

まったく右も左も分からない状況だったので、自分では合格への

TACを受講して良かった点

プロセスを作れないと思い、受験指導校の利用を決めました。

講師：注意点や頻出度など具体的に教えていただきました。

TACを選んだ理由・決め手

教材：とにかく充実しています。問題も洗練されていますし、

いくつかの書店でＴＡＣのテキストと問題集を見て、説明や解

その解説も満足でした。

説がわかりやすく、丁寧であったことがＴＡＣを選んだ決め手 カリキュラム：TACには十分な合格ノウハウがあるので、安心
となりました。

してカリキュラム通りに進めていけば大丈夫だと思います。

効果的な学習方法

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

スクーリング（通信講座の受講生が教室講座に出席）を利用

ＤＶＤを見て、テキストを精読してから、ミニテストを解き、過

本試験での時間管理を体で覚える意味でも有効だと思いま

効果的な学習方法

しました。実際に答練等を教室で受けてみて、本番の試験会

去問題集に移るといったパターンで学習していました。その

す。また、本試験の直前なので、自分の弱点を明確にするた

受験指導校は、受験の専門機関として膨大な範囲から特に した。
重視すべき点を選択してもらえることや、模擬試験による自分

フォロー制度の活用方法

の実力確認もできると考えたからです。

受験回数：管理業／ 1回
職業：会社員

まず、講義を聴きながらテキストで指摘された箇所に下線を引

場のイメージトレーニングに活用できました。

際、必ず間違えたポイントなどをメモ程度でいいのでノートに

めにも是非受けるべきだと思います。

き、講師の話す内容をテキストに補足して書き込みを行いまし

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

まとめておくと、後でそのノートを開いたとき、かなり記憶の定

これから合格を目指す方への応援メッセージ

た。

全国における自分のレベルの確認ができましたので、最後の

着化につながりました。更に言えば、一日一問でいいので問 カリキュラムに従っていけば大丈夫です。必ず大きな達成感を

次に、過去問題集は解いた日付・選択肢１～４に〇△×を記録

頑張りの動機付けになりました。

題を解き、不正解の場合、その理由を確認しておくといいと 得られます。

しながら繰り返し解きました。正解はできたが内容にあやふや

これから合格を目指す方への応援メッセージ

な点が残っていたら△、ちょっとでも間違えたら×を印付けし、 丸暗記だけではなく、テキストの内容を理解し記憶にとどめる
すべての選択肢が〇になることを目標に、必ずテキストに戻り ことが大切です。そのために、「なぜそのようなことが決まりと
確認しながら繰り返し解きました。

してあるのか？」を充分に説明してもらえるＴＡＣの講義を活用

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

しましょう。

睡眠時間の確保に一番苦労しました。睡魔があるままでの勉
強は記憶がなかなか定着しないのが実感でした。
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TACだから合格できました！

挫折せずに最後までやり通すという強い信念を持つことが必要だと思います。

イ マ

イ

マコト

今井 誠さん
2016管理業：合格
受講コース：Ｗ合格本科生Ｓ
（教室講座）
受験回数：管理業／ 1回

社会に貢献することができるので頑張ってください。

マンション管理士・管理業務主任者を目指したきっかけ

TACを受講して良かった点

マンション管理士を目指したきっかけ

何回も学習しました。各選択肢を自分なりに解釈できるように４

宅建士登録実務講習を受講したところ、マンション管理士・管

講師：どんな質問にも丁寧に分かりやすくお答えいただき、大

過去に仕事上でマンションに関わるトラブルがあったため、そ

肢すべてのポイントを整理しました。

理業務主任者講座を紹介されたため軽い気持ちで受験を考

変助かりました。

の経験からマンション全体として問題解決ができる資格と思 ミニテストについては、講義当日に復習し、各分野の区切りご

えました。

教材：テキストは、中身がとても充実しており満足でした。過

い、取得を目指しました。

とに繰り返し学習することで確実に知識を定着させました。

TACを選んだ理由・決め手

去問題集は、解説がよくまとめられており参考になりました。

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

とにかくＴＡＣから提供されたアウトプット教材を繰り返し、間

以前は通信教育で学習しましたが、あまりの広範囲で密度の

違った箇所はテキストを見て調べることを繰り返しました。

他の受験指導校と比較検討しまして、講義内容が充実してお

総まとめレジュメは、自分で追加補足を書き込み、分かりやす

り、教室講座があることからＴＡＣに決めました。

く加工しました。

効果的な学習方法

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

まず、通学の日程は必ず出席し、その復習やミニテストで基本

本番並の緊張感を持って臨むことができ、弱点についてもよく

を身につけました。夏頃から過去問の講義が始まりましたの

把握できて良かったです。ただし、模試である程度得点がと

で、それに合わせて過去問は少なくとも５・６回は繰り返しまし れたことで、最後の追い上げで少し油断をしてしまいました。
た。秋以降は答練が始まりましたので、答練を何回も繰り返

これから合格を目指す方への応援メッセージ

し、間違えた箇所を中心に復習しました。一度ではなかなか

モ リ

タ カ マ サ

森 匠将さん
2016マン管：合格
受講コース：マン管本科生Ｓ
（教室講座）
受験回数：マン管／ 4回
職業：建設・住宅関連

高い専門知識が問われる試験であると認識したため、定期

仕事等と試験勉強の両立法

的に不明点をすぐに講師に質問できる教室講義のほうが自分

平日の早朝５時に起床して１〜２時間学習しました。その他、通勤

には向いていると思ったからです。

時間にはプレーヤーで音声講義を聴いて、できるだけ学習時間の

TACを選んだ理由・決め手

確保に努めました。休日も時間が確保できれば学習していました。

関西で教室講義を実施している受験指導校がＴＡＣのみだっ これから合格を目指す方への応援メッセージ
たからです。

難関資格ですが合格して資格取得すると、今までになかった

一度受験を決めたからには絶対合格するという強い意志を持

効果的な学習方法

自信がみなぎってきます。仕事にも幅が広がりますし、社会に

覚えられないので、繰り返し学習することに努めました。

つことが必要だと思います。ただし、あまり勉強に対して根を

過去問題集については、ほぼ問題文を暗記できるレベルまで

貢献することができるのでぜひ頑張ってください。

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

つめないで、気分転換を図ることも重要だと思います。要は

かなり専門的な言葉や表現があり、理解するのに大変苦労し

効率よく勉強することだと思います。

ました。また、途中で何度か挫折しそうになりましたが、最後
までやり通すという強い信念を持って何とか乗り越えました。
先生や教室の受講生の皆さんにも勇気をもらいました。

振替受講できるフォロー制度が助かりました。

強できる時間がほとんどないという条件において資格試験を

定年後の生活を見据えて、どのような準備をするべきかを思 目指すことは、正直なところ当初考えていたよりも困難でした。
案した結果です。

TACを受講して良かった点

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

講師：テキストに沿った丁寧な解説に加えて、独自のレジュメ

どのような資格試験においても、独学では遠回りすることを分 を配付して分かりやすく指導していただきました。
イノクチ

マサヒコ

井口 昌彦さん
2016管理業：合格
受講コース：W合格本科生Ｓ
（教室講座）
受験回数：管理業／ 1回
職業：公務員・公益団体職員

かっていたからです。

フォロー制度の活用方法

効果的な学習方法

仕事やその他の事情で校舎に通うことができなかった場合で

講義を真剣に聴き、日を空けずに講義で配付されたミニテスト も、振替受講・ＤＶＤフォロー・Ｗｅｂフォローがあり、安心して
をすぐに解きます。ミニテストを解く際に、その論点をテキスト 通学することができました。

した。同じような内容でも民法・区分所有法・標準管理規約

マンション管理業者に就職した際に取得をすすめられたことが

それぞれで考え方が違い、それを理解することが重要だとい

きっかけです。部署としては直接関わるわけではないのです うことを講義を通じて実感しました。

「すぐに復習」することが大切です。
マンション管理士・管理業務主任者を目指したきっかけ

マンション管理士・管理業務主任者を目指したきっかけ

マン管・管理業

が、会社全体の業務を知ることと共に居住者や組合について カリキュラム：７月から開始しましたが、週２回のペースでちょう

W 合格

理解することが必要だと思い目指しました。

ど良かったです。テキストを約２ヶ月で完了し、そこから過去問

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

に入れたので、余裕を持って準備することができました。なか

ダブル

ミヤザワ

マサアキ

宮澤 正明さん
2016マン管：合格
2016管理業：合格
受講コース：Ｗ合格本科生
（教室講座）
受験回数：マン管／ 1回
管理業／ 1回
職業：マンション管理関連

休みや帰宅後は家族サービスと家事の手伝いで家ではほと なか勉強の時間が取れない中、ペースを作ることができるの
んど学習できないので、受験指導校を利用することに決めま は良いと思います。
した。

フォロー制度の活用方法や良かった点

TACを選んだ理由・決め手

どうしても急な仕事が入ることや、外せない予定が入ってし

一番は職場から比較的近かったことです。仕事が少し遅く まったとき、その講義を別の日に振り替えることができ、大変助
なっても間に合うのは助かります。また、どうしても行けない時

かりました。

に振替受講や講義音声ダウンロードフォローのサービスがあ

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

るのも決め手になりました。

本番と同じ時間帯で、本番と同様の雰囲気を味わうことができ

仕事等と試験勉強の両立法

るのは良いと思います。時間配分を考えつつ、どの分野から
解けば気持ちに余裕を持てるか等、答練も含めて本番形式

で確認します。その後に間違えた問題を確認し、すぐに復習

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

をする、という流れで学習を行いました。

ミニテストなどでも同じですが、「すぐに復習」することが大切

仕事と調整して講義を最優先にしました。上司や同僚の理解

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

です。しつこいくらい繰り返し問題を解くことが合格への近道

をいただけて良かったのですが、その分プレッシャーがかかり の場が何度かあったので試しながら臨みました。

年齢を重ねて記憶能力等も衰え、かつ、家庭では集中して勉

です。

ました。あとは休みの日には勉強しないと決めていたので、うま これから合格を目指す方への応援メッセージ
く息抜きができました。

試験範囲が広く、分かりづらいと感じることもあるかもしれませ

TACを受講して良かった点

んが、法律や規約の役割を理解し整理していくことで見えてくる
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講師：過去問の実例に触れつつ、重要なポイントを説明してい ことが多くあります。ＴＡＣの講義ではそうしたポイントを分かりや

ただき、テキストだけでは見えてこない部分を知ることができま すく説明してくれるので、大きな力になってくれると思います。

2016年度
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TACだから合格できました！

ミニテストが理解度を確認するのに最適でした。
管理業務主任者を目指したきっかけ

ＴＡＣを利用することが独学よりも効率的です。

TACを受講して良かった点

会社での昇進要件で管理業務主任者が必要であったことと、 講師：ＤＶＤでの講義でしたが、大変分かりやすく、再度繰り

コ バヤシ

マサヒロ

小 林 将大さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業本科生
（個別ＤＶＤ講座）
受験回数：管理業／ 1回
職業：不動産関連

会社の事業内容で活かせる部分もありましたので、資格取得

返すことは少なかったと感じています。また、基本的な部分の

を目指しました。

説明で分かりやすい例え話などが多くありました。

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

教材：ミニテストが一番良い教材でした。このミニテストが本当

独学では試験で問われる論点が分かりづらいというのが最大

に基本的な内容なので、理解度を確認するのに最適でした。

の理由です。独学では論点を押さえること、理解することに時 カリキュラム：直前期に「総まとめ講義」があり、そこで一度学
間を費やし効率が良くありませんので、受験指導校の利用を 習した科目の重要な部分を再度学習できるのが良かったで
決めました。

す。内容も重要な論点が多く、本試験直前の得点力アップに

TACを選んだ理由・決め手

つながるものだったと思います。

過去に宅建士を目指した時にもＴＡＣで受講し合格できました。 フォロー制度の活用方法や良かった点
その講義が大変分かりやすく、また教材の使いやすさも分

自習室を活用しました。自習の場を無料で確保できたので、集

かっていたので、今回もＴＡＣを選びました。

中して学習できました。また、ＤＶＤには講義録が付いてくるの

効果的な学習方法

で、板書する余計な手間がなく、講義に集中できたのも良かっ

ハットリ

ヒロ

ヒサ

服部 浩久さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業速修本科生
（個別ＤＶＤ講座）
受験回数：管理業／ 2回
職業：不動産関連

まずは講義を集中して受けることに尽きます。その後、ミニテス たです。
トで自身の理解度の確認をします。理解しきれていない部分

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

は、しっかりとテキストを読みます。また、過去問題集をとにか 自分のレベルを確認することも重要ですが、時間配分の確認
く繰り返し解きます。最低でも３周は必要です。

と間違えてはいけない問題の確認も重要です。ただ順位を気

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

にするのではなく、復習する項目をピックアップできる大切なも

モチベーションの維持に苦労しました。

のでした。

仕事等と試験勉強の両立法

これから合格を目指す方への応援メッセージ

平日は仕事があるので、学習時間が限られています。そこ 復習をきちんとやっていくことと、とにかく多くの問題を解き、自信を
で、休日に時間を使ってインプットを集中して行い、平日は限ら つけていけば必ず受かる試験だと思います。ＴＡＣの教材は合格
れた時間でアウトプットを行うことで、メリハリをつけました。

への近道ですので、全て活用して合格を勝ち取ってください。

仕事等と試験勉強の両立法

数年前に自宅マンションを購入し、住民の持ち回りで管理組 とにかく気持ちを切り替える時間を作ることだと思います。気

キ

ムラ

ユキ

オ

木村 行男さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業速修本科生
（教室講座）
受験回数：管理業／ 1回
職業：不動産関連

合の副理事長を経験しました。その経験より、もう少し知識が

分転換をしないと継続できないと思います。

あればと思ったことが受験のきっかけです。

TACを受講して良かった点

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

講師：丸暗記するのではなく、法令の背景や理屈についてしっか

オオ

ウチ

私の家族には小さい子供がおり自宅での独学が難しいことと、 り習得するように指導していただきました。物事の根本を理解する

大 内 かおるさん

私の会社が昨今の有資格者不足から資格取得を支援する ことは試験だけではなく、実務でもいろんなケースで困らないと思い

2016管理業：合格

仕組みを作っていただいたことも理由です。

ます。

TACを選んだ理由・決め手

教材：テキストで学習したところをミニテストで実際に問題を解い

数年前に５回目の挑戦でなんとか宅建士試験に合格し、その

てみることにより、理解度の深まりと問題傾向の把握につながった

一時期にＴＡＣを利用させていただきました。その中で講師が と思います。また、答練は今の自分の弱点を見出すのに役立ちま
言われたポイントが耳に残っており、それが試験の合否を分け した。
ることになりました。その経験から今回もＴＡＣを選びました。

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

効果的な学習方法

自分の弱点を把握できたので、模試の後は自分の弱点を中心

法令の分野でも設備の分野でも、その背景や理屈を理解し に学習できました。
た方が良いと思います。なぜなら背景や理屈を理解している これから合格を目指す方への応援メッセージ
と、例え問題形式が変わったとしても、応用が利いて答えられ

試験のためだけの学習ではなく、法令や設備の背景や理屈を

るからです。理解した後は過去問・ミニテスト・答練等で問題 しっかり習得して、合格後の実務に就いても困らない真の資
をたくさん解いてみると良いと思います。

格取得者になってください。

仕事等と試験勉強の両立法
あまり窮屈な学習計画を立てず、向こう一週間の学習範囲を決
めて週末の休日は予備日として不足範囲をカバーしていました。
TACを受講して良かった点
講師：独学では理解に時間がかかる内容を分かりやすい説
明で十分に無理なく習得できました。また、本試験の傾向と対
策を教えていただいたことが効果的な学習につながったと感
じています。
教材：試験に必要な知識がコンパクトに整理されており、わか
りやすく使いやすい内容でした。また、答練や模試のアウトプッ
ト教材についても本試験さながらの内容の濃い、得点力が身
につく内容でした。
カリキュラム：基礎から直前期まで段階的に合格レベルに達
することができるように工夫が凝らされており、学習の進行度
を自分で確認するのに役立ちました。カリキュラムが修了する
頃には知識とともに合格への自信もついたことをよく覚えてい
ます。
全国公開模試の活用方法や受験して良かった点
本試験とほとんど変わらない形式で実施されましたので、自分
自身の力試しにとても有効でした。最終段階での総仕上げ、
本試験当日までの最終チェックにもなり、直前期を無駄なく学
習することができたと感じています。
これから合格を目指す方への応援メッセージ
独学では、時間を浪費するばかりで多岐にわたる試験範囲を
学習するには向いていません。ＴＡＣのカリキュラムに沿って
学習すれば無理なく短期間で合格へ導いてくれます。

ＴＡＣのカリキュラムや教材を信じて最後まであきらめずに頑張ってください。

法令や設備の背景や理屈をしっかり習得しましょう。
管理業務主任者を目指したきっかけ

管理業務主任者を目指したきっかけ
自分の価値を高めるために数ある資格の中でも重みのある国
家資格を持ちたいというのが最初のきっかけです。併せて
年々増え続けるマンションが今後抱えることになる大規模修繕
や建替え問題への対応など社会的ニーズの高まりを背景に、
資格取得が魅力的に感じたからです。
独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由
独学では多岐にわたる試験範囲の中で一体どこが重要で優
先して学習すべき事柄か把握しきれません。要点をおさえた
無駄のない効率的な学習を習得具合に応じて計画的に進め
るには受験指導校を活用するのがベストであると考えたから
です。
TACを選んだ理由・決め手
他の受験指導校の教材と比べて質が高いと感じたこと、内容
的にもわかりやすく読みやすかったことです。
効果的な学習方法
過去の出題頻度に応じた学習が効果的だと思います。出題
回数の少ない範囲はほとんど触れませんでした。また、できれ
ば毎日短時間でも学習する習慣を心がけました。週末に丸一
日時間を使って学習するよりも、毎日一時間でもいいのでコツ
コツと学習することをお薦めします。
受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因
１回目の受験では合格点に１点足りずにあえなく不合格でし
た。振り返ると、インプットを重視し過ぎたように思います。出題
に特有な表現や言い回し等、アウトプットの学習時間が結果
的に足りなかったことが敗因でした。

受講コース：管理業速修本科生
（教室講座）
受験回数：管理業／ 2回

管理業務主任者を目指したきっかけ
不動産会社に勤務しておりましたが、関連のビル管理会社の
役員として赴任するにあたり、ビルやマンションの管理や設備
面の基礎知識の構築のために自己のスキルアップとして目指し
ました。
独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由
短期間で効率よく合格するためのノウハウがあることと、講義
に参加することで学習スケジュールの管理をしてもらえること
が利用の理由です。
ＴＡＣを選んだ理由・決め手
主人が他の資格取得のためＴＡＣを利用させていただいたこ
と、信頼と実績があること、また直前対策など演習が充実して
いること、などによりＴＡＣを選びました。
効果的な学習方法
講義の中で強調された箇所を復習し、ミニテストを繰り返し解
きました。過去問題集は単に解答を出すだけではなく、解説を
じっくり読み込みました。各選択肢を確認することで、問題の
問われ方や重要度が見えてきました。
受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因
一度目の受験では、問題の演習量が足りなかったため解答ス
ピードが遅く、本試験での時間配分を誤り、確実に点数を取れ
る問題でミスをしました。その反省から二度目の受験では、常に
時間を意識しながら、１問あたり２分を目標に解くようにしました。

仕事等と試験勉強の両立法
移動等のコマ切れ時間を有効に使い、知識の定着をはかりま
した。
TACを受講して良かった点
講師：重要な部分だけをポイントを絞り説明してくださるので、
どこを復習すれば良いか明確でした。無駄に勉強範囲を広
げず効率よくできたことに感謝しています。
教材：イラストや図説、ポイント整理の項目は頭の中を整理して
くれ、暗記や理解を深めるのに助かりました。また、欄外に過
去の出題年度が記載しているのも参考になりました。
フォロー制度の活用方法
仕事で出席できなかった時は振替受講、理解が不十分な時
は重複受講を利用し、他のクラスの講師の説明を聴くことで
理解が深まりました。
全国公開模試の活用方法や受験して良かった点
本試験と同じ２時間での実施でしたので、時間配分に気をつ
けながら受験しました。解答解説冊子の内容がしっかりして
いるので、本試験当日まで活用しました。
これから合格を目指す方への応援メッセージ
ＴＡＣのカリキュラムや教材を信じて最後まであきらめずに頑
張ってください。合格した後には見える世界が違ってくるはず
です。
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TACだから合格できました！

2016年度
合格体験記

要点を絞った講義で復習しやすかったです。

モチヅキ

アイ

コ

望月 愛子さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業速修本科生
（教室講座）
受験回数：管理業／ 3回
職業：不動産関連

模試は本来の自分の実力を把握する上で最適な試験でした。
TACを受講して良かった点

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

仕事等と試験勉強の両立法

管理業務主任者を目指したきっかけ

一人で学習することが難しいと思ったからです。参考書を読

私は朝活の中で学習をしていました。仕事終わりだと、疲れて

定年後、マンション管理員を希望していたので、ごく自然に管

教材：基本テキストが良かったです。過去に本試験で出題さ

んだだけでは分かりにくい表現などを分かりやすく説明してほ

集中できないので、朝から学習に取り組みました。

理業務主任者試験を受験しました。

れた内容は全て載せてあります。また、重要箇所は太文字・

しいと思ったこともあり、利用することを決めました。

TACを受講して良かった点

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

赤文字で色分けされており、学習がしやすい工夫がされてい

TACを選んだ理由・決め手

講師：全てを説明するのではなく、要点だけを説明していただ

私にとって民法は意味のわからない単語が多く、文章が難解 ました。

校舎が通いやすい場所に多くあったので決めました。

き、復習がしやすい内容でした。

効果的な学習方法

教材：テキストも問題集もまとまっていると思います。設備系は、

テキストは、先生が説明してくださった箇所に一通りマーカー イラストが分かりやすくて拡大コピーして、たくさん書き込みをしま
をつけておき、その箇所を中心に復習を行いました。

した。

過去問題集は、３周解きました。１度目は、まず問題を解い カリキュラム：速修講義の中盤に速修答練があるのが良かっ

トリ

イ

マサ

ジ

鳥居 政治さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業速修本科生
（教室講座）

でした。そこで独学では難しいと判断し、受験指導校を利用

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

することに決めました。

本試験と同レベルの内容で、一般の受験生も多く参加し、本

ＴＡＣを選んだ理由・決め手

試験さながらに実施されます。その意味で本来の自分の実力

毎年たくさんの合格者を輩出しているのが決め手です。

を把握する上で最適な試験でした。

効果的な学習方法

オプション講義の活用方法や受講して良かった点

過去問や問題集を中心に学習しました。問題演習を行うこと ヤマかけ講義：出席者は、かなりレベルの高い方が参加して

て分からなかった問題に付箋をつけました。２度目は、付箋

たです。そこで、自分が全く学習できていないことに気付かさ

のついた箇所だけ問題を解いて、ここで間違えたらその分野

れて、そこから学習に本腰が入りました。

のテキストを読みました。３度目は、２度目でも間違えた箇所

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

が深まっていきました。

向けて気合が入りました。

を解いて、間違え方の確認や、分からない用語が含まれてい

受験してみて、改めて身についていない分野に気付かされま

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

これから合格を目指す方への応援メッセージ

ないか確認するようにしました。

した。

定年後から始めましたので、老眼がきつくなり、文字が読みづ

民法は特に「理解して記憶する」ことをおすすめします。

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

これから合格を目指す方への応援メッセージ

らくなりました。それでも弱音を吐かずに頑張りました。

受験回数：管理業／ 4回
職業：マンション管理関連

で、テキストでは漠然と記憶していた内容が整理されて理解

いるように感じました。超直前期の講座ですので、本試験に

民法と標準管理規約をきちんと整理できていなかった時は、 周りの資格を持っている先輩から「しっかり学習すれば絶対
問題でミスをすることが多かったです。

受かる！」と言われていました。受験を終えてみると確かにそ
の通りでした。しっかり学習すればきっと合格できます。

宅建士と管理業務主任者のＷ合格は絶対に夢じゃないと感じています。
管理業務主任者を目指したきっかけ

ＴＡＣが強い味方になってくれます。

マンションの管理に関する知識を身につけたいと思ったからで

仕事等と試験勉強の両立法

す。また、同年度に宅建士試験も受験していたため、民法な

通勤時間・休み時間など、わずかな時間も軽視しないことで

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

どの知識を試験で活かせると思ったことも動機の一つです。

す。時間との戦いでしたので、わずかな時間を有効活用すれ

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

ば、一ヶ月半でも合格できます。

したので、わからない箇所は何度も繰り返し再生し、理解を深

過去３回独学で挑戦しましたが、32点以上を取ることができ めました。

イワ

キ

シュウ ジ

岩城 秀 治さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業速修本科生
（Ｗｅｂ通信講座）
受験回数：管理業／ 4回
職業：マンション管理関連

言葉が多く、頭に定着しにくいため、インターネットで画像を検

勤務先がマンションの改修工事を受注する建設業者のため、 索してイメージするなど工夫しました。

なかったため、受験指導校の利用を検討しました。

教材：法改正レジュメと模試は市販の教材では補えないくらい

TACを選んだ理由・決め手

とても良い内容でした。

同僚が2015年度にＴＡＣを受講して合格したからです。

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

効果的な学習方法

本試験でもほぼ類似する問題がいくつか出題されておりまし

過去問・答練・模試の反復学習が効果的だったと思います。 た。

カド

ノ

ア

キ

角能 亜希さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業宅建士受
験生用スパートパック（Ｗｅｂ通
信講座）
受験回数：管理業／ 1回

宅建士試験受験後の短期間で合格する近道と考えたからです。 TACを受講して良かった点
TACを選んだ理由・決め手

講師：宅建士講座と同じ講師でしたので、聴きやすく分かりや

これまで受験した資格試験すべてで、ＴＡＣを利用させてい

すく、楽しく学べました。

ただき、そのすべてで一発合格したからです。

カリキュラム：宅建士試験とのＷ受験用に考え抜かれた、最適

効果的な学習方法

なカリキュラムでした。宅建士試験と重複する箇所は復習とし

特に、過去問は論点整理と理解度をはかる上では一番効果

これから合格を目指す方への応援メッセージ

的だったと思います。また、効果的な学習方法をわからない

独学の壁にぶつかり、最後の頼みとしてＴＡＣを選びました。

中でも、カリキュラムを進めることで実力が付いてきました。

合格するかしないかは自分の努力次第ですが、努力するに

仕事等と試験勉強の両立法

も進め方がわからない時、とまどった時にはＴＡＣが非常に強

み時間などにも目を通しました。実際、直前まで読み込んだこ 宅建士・管理業務主任者をこれから受験する方には、Ｗ受

通勤中にも学習を行いました。

い味方になってくれます。こんな所で負けてたまるかと思い頑

とにより、２点程、得点に結びつきました。ＴＡＣのテキストが

験がおすすめです。民法・区分所有法など重複する法律も

TACを受講して良かった点

張ってください。

いかに充実しているかが分かりました。

あるため、「絶対にＷ合格する！」という本気さえあれば合格

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

を最短でつかめるはずです。

講師：解りやすい説明で理解が進みました。Webでの受講で

職業：建設・住宅関連

宅建士とのＷ受験は、時間をいかに有効に使うかが合否を て、新しい知識を重点的に学ぶことができました。ＴＡＣを利
左右します。私の場合は、テキストを読み込む時間を多く設け

用すればＷ合格は絶対に夢じゃないと感じています。

るように心がけました。常にテキストを持ち歩き、通勤時間・休

これから合格を目指す方への応援メッセージ
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試験範囲は幅広く、設備に関する知識も必要です。慣れない
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TACだから合格できました！

同一年度に宅建士と管理業務主任者を目指す学習が効率的です。
効果的な学習方法

管理業務主任者を目指したきっかけ

一番効果的な学習方法は、やはり過去問を繰り返し解くことです。

同じ年に宅建士を受験し、自己採点で合格ラインだったため、 講師：要点がまとまっており、わかりやすかったです。講義で

者の資格を紹介され、宅建士の知識と４割ぐらい重複してい

仕事等と試験勉強の両立法

勉強の感覚・知識が消えないうちに管理業務主任者も取得し は、全体の概要を把握し、重点を絞ることができました。

ると聞き、挑戦してみようと思いました。

確かに両立は難しく、勉強時間の確保に苦労しましたが、そ

ようと思いました。

カリキュラム：短期間で必要な部分だけを要領よく学習できまし

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

れでも毎日決まった時間帯に勉強することを心がけました。

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

た。宅建士と重複する部分はカットして、大事なところをわかっ

以前、独学で宅建士の勉強をしたことがありましたが、一人だ

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点
本試験前の予行練習として、とてもいいと思います。

ることに決めました。

オプション講義の活用方法や受講して良かった点

TACを選んだ理由・決め手

ヤマかけ講義：重要な箇所を短い時間内でまとめて教えてい

生用スパートパック（教室講座）

ＴＡＣは東京のいろんな所に校舎があり通学に便利だと思い

ただき、覚えやすかったです。

受験回数：管理業／ 1回

ます。また、他の受験指導校に比べて様々な割引制度があっ これから合格を目指す方への応援メッセージ

ウ ン

徐 云さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業宅建士受験

職業：会社員

TACを受講して良かった点

管理業務主任者を目指したきっかけ
ＴＡＣで宅建士の講座を受講していたところ、管理業務主任

と、なかなか勉強が進まなかったので、受験指導校を利用す

ジ ョ

ＴＡＣの教材はよくまとまっています。

たのも理由です。

同一年度に宅建士と一緒に受験する方がおそらく効率的だと
思います。皆様も頑張れば、きっと受かると思います。

オ ゴセ

生越 なづなさん

宅建士試験受験後からのスタートなので、できるだけ効率よく た上で学習できたため、合格できたと思います。
学習を進めたいと思い、受験指導校の利用を決めました。

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

TACを選んだ理由・決め手

模試を受けることで、自分の学習の進捗度や苦手な部分を知

宅建士受験の際は他の予備校の教材を使用しましたが、模

ることができ、合格まであとどれくらいの点数が必要か、どこ

験生用スパートパック（ＤＶＤ通

試でＴＡＣを利用したところ、解説がわかりやすくまとまってお

で点を取るべきかを考えることができました。

信講座）

り、より本試験に近い内容だったため、管理業務主任者では これから合格を目指す方への応援メッセージ

2016管理業：合格
受講コース：管理業宅建士受

受験回数：管理業／ 1回
職業：マンション管理関連

ＴＡＣを選びました。

ＴＡＣの教材は大事なところがよくまとまっているので、初めて

効果的な学習方法

学習される方には特におすすめです。独学でつまずいてい

ＤＶＤを一通り視聴し、テキストの要点をマークし、その後はひ る方は、ＴＡＣを活用し、ぜひ合格を勝ち取ってほしいと思い
たすら過去問を解きました。

ます。

情熱的な先生がいらっしゃるＴＡＣで学ばせていただけて幸運でした。
管理業務主任者を目指したきっかけ

また科目については、同じ民法でも少し違った問題があったの

宅建士を受験したので、せっかくなので管理業務主任者も受

で、頭を宅建士から切り替える必要がありました。設備系で

験してみたいと思いました。試験範囲の半分は、宅建士と重

は、暗記が大変でしたが、自分の住む家をイメージしながら、

講師のレベルの高さがTACを選んだ決め手となりました。

なっていますので、短期間の準備期間で何とかなるのではと 覚えやすく学習しました。
ムロオカ

サ

チ

コ

室岡 沙稚子さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業宅建士受験

ださるので、その場で理解でき、巻き戻す必要がありませんでし
た。初学者でもわかるような、具体的な例や図の多用も良かった

思いました。

仕事等と試験勉強の両立法

資格の案内があり、今後の活躍の場を期待して、受けてみよ です。

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

子育てをしながらの受験でしたので、こどもが学校にいる間

うと思いました。

教材：過去問題集は見開きで１問なので、ページをめくる手間

宅建士は独学で勉強しましたので、今回も独学で可能だと思

に、テキストの読み込みや過去問を行いました。こどもと一緒

独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由

を省くことができ、電車等の身動きがとれない場所でも使いや

いましたが、宅建士の受験後、一ヵ月半という時間しかありま の時間は、隙間時間を使って自信のない箇所を勉強しました。
せんので、確実に合格する為には短期間で要領よく学ぶこと TACを受講して良かった点

生用スパートパック（教室講座）

が必要だと思い、受験指導校の利用を決めました。

講師：大変情熱的な方で受講生を合格させたいという気持ち

受験回数：管理業／ 1回

TACを選んだ理由・決め手

がストレートに伝わってきました。それが逆に、先生のために

職業：不動産関連

管理業務主任者を目指したきっかけ
ＴＡＣで宅建士講座を受講していたときに管理業務主任者の

チラシを拝見し、ミニマムなカリキュラム、通いやすい立地、日 絶対に合格したいと本気で思えるようになりました。また、最
程がＴＡＣに決めた理由です。

後の講義の終わりに、受講生一人一人に握手してくださり、

効果的な学習方法

激励の言葉をかけてくださいました。このような情熱的な先生

毎回の講義で配付される重要ポイントをまとめた板書プリント がいらっしゃるＴＡＣで学ばせていただけて幸運でした。

ツキ

ノ

トモ

ミ

月野 智美さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業宅建士受
験生用スパートパック（個別ＤＶ
Ｄ講座）
受験回数：管理業／ 1回
職業：主婦

講義を受けたほうが、きっと疑問をすぐに解決できて効率的だ

すかったです。また、試験に出るところは全てカバーされてい

と思ったので、受験指導校の利用を決めました。

るので、ＴＡＣの教材だけで十分でした。

TACを選んだ理由・決め手

フォロー制度の活用方法や良かった点

講師のレベルの高さに定評があることと、職場から近いことが

Ｗｅｂフォローは、何回も視聴できるのでとても便利です。

理由です。

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

効果的な学習方法

間違えた問題から、自分が引っかかりやすい箇所を明確にし

宅建士講座の時と同様に、「講義を受けて、その範囲の過

て、不安要素を減らすようにしました。また、会場の雰囲気は

去問題集を次回までに全て解く」をストイックに繰り返しました。 緊迫したものがあって良かったです。

を、毎日何度も読み込むことで理解と暗記に役立ちました。試 カリキュラム：短期間で上手く合格レベルまで導いてくれる内容で

また、隙間時間にミニテストも解きました。

オプション講義の活用方法や受講して良かった点

験当日の直前まで、その板書プリントを見て気持ちを落ち着か した。無駄がなく、よくまとまっているカリキュラムだと思います。

仕事等と試験勉強の両立法

ヤマかけ講義：受験生がつまずきやすい箇所や本試験の傾

せました。

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

通勤時間や昼休みも利用しました。残業は少なかったので、 向と最新の情報を教えていただきました。

過去問題集は、何度も繰り返しました。辛くなるときもありまし

本番のイメージトレーニングができました。また、時間配分の目

きっちり定刻で帰宅して、規則的な勉強を心がけていました。

これから合格を目指す方への応援メッセージ

たが、記憶の定着には過去問の繰り返しが一番効果的でし

安にもなり、自分の弱点も気付くことができました。

TACを受講して良かった点

隙間時間をしっかり活用し、コツコツ勉強するのが良いです。

た。ＴＡＣの過去問を解くだけで、十分合格できると確信して これから合格を目指す方への応援メッセージ
います。

宅建士の学習をされた方には、お薦めしたい資格です。宅建

受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

士の後に、そのまま管理業務主任者の学習に取り掛かれば同

宅建士試験の後すぐに取り掛かったので、体力的な疲労があ じ年にＷ合格の可能性が高いと思います。
りました。

講師：ＤＶＤで受講しましたが、同じ内容を２回繰り返して話してく
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TACだから合格できました！

2016年度
合格体験記

管理業務主任者試験は、宅建士試験の受験経験を活かすことができます。

サイ

マ

ケイイチ

才間 恵一さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業宅建士受
験生用スパートパック（Ｗｅｂ通
信講座）
受験回数：管理業／ 1回
職業：不動産関連

管理業務主任者を目指したきっかけ
父の営む不動産業を手伝う際に、不動産管理業者の方と関
わることが多く、私自身も管理業務に関する法的な根拠を理
解したいと考え、管理業務主任者を目指しました。
独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由
短期間での合格を目指すにあたり、出題頻度の高い箇所を重
点的に学習するなど、効率を重視することが大切だと考えた
ためです。
ＴＡＣを選んだ理由・決め手
宅建士受験対策講座でお世話になった信頼できる講師が、
今回のコースでも担当である点が大きな決め手でした。
効果的な学習方法
講師の指示に従い、「ここはやらなくてよい」と言われた箇所
は読み飛ばして後回しにするなど、効率を重視した学習を心
がけました。また、Ｗｅｂ講義を受講している点を活かして、
「講義動画を小項目ごとに一時停止する→該当箇所の過去
問を解く→続きの動画を見る」ということを繰り返し、地道に過
去問演習を行いました。
受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因
区分所有法と標準管理規約という、非常によく似た項目を比
較しながら学習することが大変でした。間違えそうな類似箇
所をパソコンに打ち込んで、比較できる表を作成し、覚えるよ
うにしました。

TACを受講して良かった点
講師：
「ここは無視していい」「ここはカットしていい」などと、
学習箇所を大胆に絞っていくスタイルの講義でした。「短期
間で合格するにあたり、学習箇所を絞ることは大切」と考える
受験生にはお勧めです。
教材：よく出題される「引っ掛けポイント」に関する解説や、比
較して覚える必要のある類似箇所に関する対照表がたくさん
掲載されており、重要ポイントについて比較検討しながら学習
することができました。
全国公開模試の活用方法や受験して良かった点
他社の予想問題集も複数解きましたが、ＴＡＣの模試が最も
本試験に近い文章表現や難易度であり、再現度が高く、解き
がいがありました。
オプション講義の活用方法や受講して良かった点
ヤマかけ講義：ヤマをかけるというよりも、重要箇所の復習を
目的として受講しました。おさえておきたいポイントが総復習で
きて、本試験への自信がつきました。
これから合格を目指す方への応援メッセージ
管理業務主任者試験は、宅建士試験の受験経験を活かす
ことができ、短期間で合格可能な非常においしい試験です。
ぜひ、宅建士試験受験後に一ヶ月半頑張ってみてください。
翌年に受験するよりも、宅建士と同一年度に受験することを
お勧めします。

ＴＡＣを信じることと、最後まで諦めないことの両輪が絶対に必要だと感じました。

アシカワ

コウイチ

芦川 宏一さん
2016管理業：合格
受講コース：管理業宅建士受験
生用スパートパック（教室講座）
受験回数：管理業／ 1回

管理業務主任者を目指したきっかけ
定年退職後に以前から興味や関心を持っていた不動産関係
の職に就くための手立てとして、宅建士試験を目指し、そのま
ま継続して学習できることから管理業務主任者試験も目指しま
した。
独学ではなく受験指導校を利用することに決めた理由
宅建士試験の勉強を基礎に活かしながら、宅建士試験終了
後から７週間という短い期間で合格するには、独学では難し
いと思ったからです。
TACを選んだ理由・決め手
ＴＡＣで宅建士の講義を受講して短期間で合格ラインまで到
達できたこと、自習室を利用できる校舎が多いこと、そして何よ
り合格実績が決め手になりました。
効果的な学習方法
講師の的確な指示で優先順位を教えていただき、素直につ
いていったことが合格への近道だったと思います。
受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因
若い頃と違い、覚えたことをすぐに忘れてしまうことがあります
が、忘れたら覚えなおす時間を惜しまないで繰り返すしかない
と割り切っていました。
忘却との戦いでしたが、無理な計画は立てずに、できる範囲
の計画と毎日持続することを心がけて学習に取り組みました。
TACを受講して良かった点
講師：講義の良さはもちろんでしたが、ミニテストには毎回採
点だけでなく、コメントを書いていただけました。また、講義の
終わりには、近くの神社で受講生全員の合格を祈願していた

だき、教室にいる受講生全員に合格して欲しいという熱意が
溢れていました。
教材：テキストは、重要な箇所や過去に出題された問題の項
目が的確に重点的に記載されており、自宅での学習に効果的
でした。過去問題集は、問題と解説が見開きで使いやすかっ
たです。
カリキュラム：本試験までの期間が短く、少ない回数のカリキュ
ラムで途中から諦めそうになりましたが、講師の指示が的確
で、重要な箇所と読んでおくだけの箇所というメリハリがありま
した。ＴＡＣを信じることと、最後まで諦めないことの両輪が絶
対に必要だと感じました。
全国公開模試の活用方法や受験して良かった点
全国公開模試の日程に合わせて復習を行い、模試当日はあ
らかじめ考えた順番で解答し、時間配分を考慮して臨むこと
ができました。また、個人成績表に記載された講評や項目別
正答率やランクは直前の学習に役立ちました。
オプション講義の活用方法や受講して良かった点
ヤマかけ講義：この講義の教材は、直前で押さえるべきポイン
トや出題されやすいポイントがコンパクトにまとまっていて、本
試験まではこの教材と過去問題集のみに専念しました。
これから合格を目指す方への応援メッセージ
私が受講したコースは短期間で集中的に展開するため、とに
かくＴＡＣの指導力を信じて、自分勝手に諦めずに、最後の自
分のパワーを信じて取り組めばきっと合格できるでしょう。もち
ろん、過去問題集の攻略は基本です。

前向きな気持ちで学習を継続していくことが大事だと思います。
管理業務主任者を目指したきっかけ

全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

宅建士講座の講義を受講していたところ、講師の方より管理

合格ラインに少し足りない判定でしたが、逆に短い期間でここ

ＴＡＣを信じて諦めないことが大事です。

業務主任者の資格説明と受験を勧められたことがきっかけで まで到達できたことをプラスに考えて、残りの時間もこのまま取

コ

ヤマ

ユウ

ジ

小山 勇司さん
2016管理業：合格

す。

り組んでいけば合格できるとの信念を持ち、前向きな姿勢で学

TACを選んだ理由・決め手

習しました。

宅建士講座で丁寧に指導していただき、その信頼感もあり、 オプション講義の活用方法や受講して良かった点
ＴＡＣを選択しました。

総まとめ講義：自分の問題点・弱点の補強と整理に役立ちまし

効果的な学習方法

た。

ミ

ヤケ

サチ

コ

く精一杯努力し続けました。

気を抜かず、少しの時間でも活用して、少しずつでも前進し

三宅 幸子さん

受験回数：管理業／ 1回

TACを受講して良かった点

ているという考えを持ち、前向きな気持ちで学習を継続してい

2016マン管：合格

職業：コンサルタント

講師：講師の熱意が自分にも伝わり、講師とともに合格を喜ぶ くことが大事だと思います。５分間でもいいので、空き時間を
イメージを持つことができました。

有効活用しましょう。

TACを受講して良かった点

宅建を取得後、宅建の知識を活かし、次はマンション管理の

講師：丁寧な説明で、分析力が信頼できました。

知識で社会に貢献したいという思いから目指しました。

教材：読みやすく、飽きを感じさせない構成で、使いやすかっ

TACを選んだ理由・決め手

たです。

他の受験指導校で受講し、管理業務主任者試験は合格しま 全国公開模試の活用方法や受験して良かった点

生用スパートパック（教室講座）

受講コース：管理業宅建士受験

テキスト・過去問題集を繰り返し、受験当日まで気を抜くことな これから合格を目指す方への応援メッセージ

マンション管理士を目指したきっかけ

受講コース：マン管攻略パック
（ＤＶＤ通信講座）
受験回数：マン管／ 4回
職業：主婦

したが、カリキュラム面でマンション管理士試験の方は難しい 自宅受験でしたので、実際の試験会場のような雰囲気を体験
と感じ、また娘の勧めもありＴＡＣを選びました。

できませんでしたが、時間配分は本試験を想定しながら受験

効果的な学習方法

できました。

過去問題集を繰り返し、解説を熟読しました。
受験時代の苦労、失敗談、敗因と勝因

これから合格を目指す方への応援メッセージ
「諦めない」の一言です。講師や教材は自信をもってお勧めし

過去の敗因は、知識不足、体調不良、極度の緊張で試験会 ます。丁寧且つきめ細かい説明、分析力で信頼して学習でき
場の雰囲気に負けました。また、30数年ぶりの学習でしたの ます。
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で、机に向かうことに苦労しました。

