
2022年合格目標　社会保険労務士講座

月日 曜日 時間帯

1 【Basic】国年① 9/4 (土) 午前 ～ 受講ガイド

2 【Basic】国年② 午前 ～ 学習ガイド

3 【Basic】国年③ 午後 ～ Basicテキスト

4 【Basic】国年④ 午前 ～

5 【Basic】厚年① 午後 ～

6 【Basic】厚年② 午前 ～

7 【Basic】厚年③ 午後 ～

8 【Basic】厚年④ 10/2 (土) 午前 ～

1 【基本講義】労基① 午前 ～ 労基安衛TX

2 【基本講義】労基② 午後 ～ 労基安衛TR

3 【基本講義】労基③ 午前 ～

4 【基本講義】労基④ 午後 ～

5 【基本講義】労基⑤ 午前 ～

6 【基本講義】労基⑥ 午後 ～

7 【基本講義】安衛① 10/30 (土) 午前 ～

8 【基本講義】安衛② 11/6 (土) 午前 ～

9 ◆実力テスト① 11/13 (土) 午前 ～ 実テ１

10 【基本講義】労災① 11/13 (土) 午後 ～ 労災TX

11 【基本講義】労災② 午前 ～ 労災TR

12 【基本講義】労災③ 午後 ～

13 【基本講義】労災④ 午前 ～

14 【基本講義】労災⑤ 午後 ～

15 ◆実力テスト② 12/4 (土) 午前 ～ 実テ２

16 【基本講義】雇用① 12/4 (土) 午後 ～ 雇用TX

17 【基本講義】雇用② 午前 ～ 雇用TR

18 【基本講義】雇用③ 午後 ～

19 【基本講義】雇用④ 午前 ～

20 【基本講義】雇用⑤ 午後 ～

21 ◆実力テスト③ 12/25 (土) 午前 ～ 実テ3

22 【基本講義】徴収① 12/25 (土) 午後 ～ 徴収TX

23 【基本講義】徴収② 午前 ～ 徴収TR

24 【基本講義】徴収③ 午後 ～

25 【基本講義】労一① 午前 ～ 労一TX

26 【基本講義】労一② 午後 ～ 労一TR

27 【基本講義】労一③ 1/22 (土) 午前 ～ 年度別過去問題集

28 ◆実力テスト④ 1/29 (土) 午前 ～ 実テ４

29 【基本講義】健保① 午前 ～ 健保TX

30 【基本講義】健保② 午後 ～ 健保TR

31 【基本講義】健保③ 午前 ～

32 【基本講義】健保④ 午後 ～

33 【基本講義】健保⑤ 午前 ～

34 【基本講義】健保⑥ 午後 ～

35 ◆実力テスト⑤ 2/26 (土) 午前 ～ 実テ5

36 【基本講義】国年① 2/26 (土) 午後 ～ 国年TX

37 【基本講義】国年② 午前 ～ 国年TR

38 【基本講義】国年③ 午後 ～

39 【基本講義】国年④ 午前 ～

40 【基本講義】国年⑤ 午後 ～

41 【基本講義】国年⑥ 3/19 (土) 午前 ～

42 ◆実力テスト⑥ 3/26 (土) 午前 ～ 実テ６

43 【基本講義】厚年① 3/26 (土) 午後 ～ 厚年TX

44 【基本講義】厚年② 午前 ～ 厚年TR

45 【基本講義】厚年③ 午後 ～

46 【基本講義】厚年④ 午前 ～

47 【基本講義】厚年⑤ 午後 ～

48 【基本講義】厚年⑥ 4/23 (土) 午前 ～

49 ◆実力テスト⑦ 4/30 (土) 午前 ～ 実テ７ 3/27 (日)
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下記日程以降随時視聴可
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2022年合格目標　社会保険労務士講座

月日 曜日 時間帯

50 【基本講義】社一① 4/30 (土) 午後 ～ 社一TX

51 【基本講義】社一② 午前 ～ 社一TR

52 【基本講義】社一③ 午後 ～ 労統白TX

53 【基本講義】労管・統計・白書 5/14 (土) 午前 ～ 労統白TR

54 ◆実力テスト⑧ 5/28 (土) 午前 ～ 実テ8

55 【法改正・労働経済セミナー】① 午前 ～ 法改TX

56 【法改正・労働経済セミナー】② 午後 ～ 法改TR

57 ◆実力完成答練① 〈択一〉 午前 ～ 実完①②③

58 ◆実力完成答練② 〈択一〉 午後 ～

59 ◆実力完成答練③ 〈選択〉 午前 ～

60 ◆実力完成答練④ 〈択一〉 午後 ～ 実完④⑤⑥

61 ◆実力完成答練⑤ 〈択一〉 午前 ～

62 ◆実力完成答練⑥ 〈選択〉 午後 ～

63 ◆総合答練① 〈択一〉 午前 ～ 総合①②③

64 ◆総合答練② 〈選択〉 午後 ～

65 ◆総合答練③ 〈択一〉 午前 ～ 総合④

66 ◆総合答練④ 〈選択〉 午後 ～ 　

★ 全国中間模試 6/25（土）・6/26（日）のいずれかを選択してください。（予定）

★ 全国公開模試 7/16（土）・7/17（日）のいずれかを選択してください。（予定）

■総合答練　各回の科目（予定）：①労働関係科目[択]　②労働関係科目[選]　③社保関係科目(労管/統計/白書含む)[択]　④社保関係科目(白書含む)[選]

社会保険労務士講座

▶ 　教室講義時間帯

時間帯

①

②

③

●DVD予約専用ダイヤル TEL 086-236-0227

●DVD予約受付時間　 月～金13:30～20:00　　土日祝10:00～16:00

※上記受付時間外のご予約はお断りさせていただきます。

※欠席時のフォローとしてビデオブース講座もご利用いただけます。

※ビデオブース講座につきましては、詳細は別紙「岡山校利用ガイド」もご覧ください。

■公開模試について 「中間模試・公開模試」はカリキュラムに含まれていますが、別途受験申込「書替」手続が必要です。

■本試験について 本試験の受験手続は必ずご自身で行ってください。詳しくは、http://www.sharosi-siken.or.jp/

■自習室のご利用について 利用可能期間 ：  会員証記載の有効期間内（本試験まで）

岡山校の自習室をご利用いただけるのは当校通学講座の申込者限定です。通信生及び一般の方のご利用は原則お断りしております。

教室の稼働状況や時期によりましては、自習室をご提供できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■休校・日程変更

地震・火災・台風等の災害が発生した場合や交通機関が運休・遅延の場合、講師の急病、その他やむを得ない事

情により、休講、講義日程・担当講師の変更が生じる場合があります。なお、当日出席する方のために、予定どおり講

義を実施する場合もあります。

13:30~17:00 13:30~17:00

17:00~21:00

各講座共通 月曜～金曜 土曜・日曜・祝日

▶　ビデオブース　視聴時間帯 10:00~13:30 10:00~13:30

◆実力完成答練　各回の科目(予定）：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社保関係科目(白書含む)[選]
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