
2019年合格目標　社会保険労務士講座 個別DVD講座

1月 2月
【初学者・受験経験者対象】

全45回
岡山校日程表

【基本編】収録講師：高橋　眞幸 （35回）

講義内容 視聴開始日程 教材内容 配布予定日
1 労働基準法・労働安全衛生法 第1回 18/12/23 (日) 受講ガイド

2 労働基準法・労働安全衛生法 第2回 19/1/11 (金) テストご利用ガイド

3 労働基準法・労働安全衛生法 第3回 19/1/20 (日) 基本テキスト　労働基準法・労働安全衛生法

4 労働基準法・労働安全衛生法 第4回 19/1/27 (日) 基本テキスト　労働者災害補償保険法

5 労働基準法・労働安全衛生法 第5回 19/2/3 (日) 基本テキスト　雇用保険法

6 労働基準法・労働安全衛生法 第6回 19/2/10 (日) 基本テキスト　労働保険料徴収法

7 労働者災害補償保険法 第1回 19/2/17 (日) 基本テキスト　労働に関する一般常識

8 労働者災害補償保険法 第2回 19/2/24 (日) トレーニング　労働基準法・労働安全衛生法

9 労働者災害補償保険法 第3回 19/3/1 (金) トレーニング　労働者災害補償保険法

10 労働者災害補償保険法 第4回 19/3/3 (日) トレーニング　雇用保険法

11 雇用保険法 第1回 19/3/8 (金) トレーニング　労働保険料徴収法

12 雇用保険法 第2回 19/3/10 (日) トレーニング 労働に関する一般常識

13 雇用保険法 第3回 19/3/15 (金) 暗記カード（労働関係科目）

14 雇用保険法 第4回 19/3/17 (日) 暗記カード（社会保険関係科目）

15 労働保険料徴収法 第1回 19/3/22 (金) 実力テスト①～③ 問題・解答

16 労働保険料徴収法 第2回 19/3/29 (金) 過去問題集「問題編」

17 労働に関する一般常識 第1回 19/3/29 (金) 過去問題集「解答編」

18 労働に関する一般常識 第2回 19/4/5 (金)
19 健康保険法 第1回 19/4/5 (金) 基本テキスト　健康保険法 19/1/13 (日)
20 健康保険法 第2回 19/4/7 (日) トレーニング　健康保険法

21 健康保険法 第3回 19/4/12 (金) 実力テスト④　問題・解答

22 健康保険法 第4回 19/4/14 (日)
23 国民年金法 第1回 19/4/19 (金) 基本テキスト　国民年金法 19/2/8 (金)
24 国民年金法 第2回 19/4/21 (日) トレーニング　国民年金法

25 国民年金法 第3回 19/4/26 (金) 実力テスト⑤　問題・解答

26 国民年金法 第4回 19/4/28 (日)
27 国民年金法 第5回 19/5/10 (金)
28 厚生年金保険法 第1回 19/5/12 (日) 基本テキスト　厚生年金保険法 19/3/8 (金)
29 厚生年金保険法 第2回 19/5/17 (金) トレーニング　厚生年金保険法

30 厚生年金保険法 第3回 19/5/17 (金) 実力テスト⑥　問題・解答

31 厚生年金保険法 第4回 19/5/19 (日)
32 厚生年金保険法 第5回 19/5/24 (金) 実力テスト⑦　問題・解答 19/3/22(金)
33 社会保険に関する一般常識 第1回 19/5/26 (日) 基本テキスト社一 19/4/7 (日)
34 社会保険に関する一般常識 第2回 19/5/31 (金) トレーニング　社一

35 労管・統計・白書等 第1回 19/6/2 (日) 基本テキスト&トレーニング　労統白
実力テスト⑧　問題・解答 19/4/26(金)

【実力完成編】収録講師：高橋　眞幸 （全8回）

回数 講義内容 視聴開始日程 教材内容 配布予定日
1 法改正セミナー 第1回 19/6/14 (金) 法改正テキスト 19/5/24 (金)
2 法改正セミナー 第2回 19/6/16 (日) 法改正テキスト（演習編）

3 実力完成答練 第1回 19/6/21 (金) 実力完成答練①～③　問題・解答

4 実力完成答練 第2回 19/6/23 (日) 答練ご利用ガイド

5 実力完成答練 第3回 19/7/5 (金)
6 実力完成答練 第4回 19/7/7 (日) 実力完成答練④～⑥ 19/6/7 (金)
7 実力完成答練 第5回 19/7/12 (金)
8 実力完成答練 第6回 19/7/14 (日)

◆実力テスト、総合答練は配布のみです。
◆実力完成答練　各回の科目　：①労基・安衛・労災[択]　②雇用・徴収・労一[択]　③労働関係科目[選]　④健保・国年[択]　⑤厚年・社一・労管/統計/白書[択]　⑥社会保険関係科目(白書含む)[選]

回数 模試
1 全国中間模試

2 全国公開模試

◆公開模試ご受験のためには、日時選択・会場選択のお手続き（書替）が必要です。詳細は5月以降にお問い合わせください。

月～金

土

日祝

速修本科生
(2018年12月26日現在･･･下記日程は変更となる場合があります。あらかじめご了承願います。)

回数

講

義

編

実

力

完

成

編

随時

6/22(土)・6/23(日)のいずれかを選択してください。

7/13(土)・7/14(日)のいずれかを選択してください。

岡山会場日程

DVD予約専用ダイヤル

DVD予約受付時間

TEL　086-236-0227

月～金10：00～20：00　土日祝9：30～16：00

個別DVDルーム利用時間帯（岡山校）
①9：30～13：30　　②13：30～17：30　　③17：30～21：00

①9：30～12：30　　②12：30～15：30　　③15：30～18：30

①9：30～13：30　　②13：30～17：30　　


