
2022年目標 社会保険労務士講座　速修本科生　日程表 岡山校

【基本編】収録講師：高橋　眞幸 （速修本科生 全45回）

回数 講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 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 12/26 (日) ＜基本テキスト＆トレーニング＞ 随時配布

2 労働基準法・労働安全衛生法 第２回 1/11 (火) 労基・安衛、労災、雇用、徴収、労一

3 労働基準法・労働安全衛生法 第３回 1/17 (月) ★年度別過去問題集 12/26 (日)

4 労働基準法・労働安全衛生法 第４回 1/24 (月)

5 労働基準法・労働安全衛生法 第５回 1/31 (月)

6 労働基準法・労働安全衛生法 第６回 2/7 (月) 実力テストは配布スケジュール　解説はWEB視聴

7 労働者災害補償保険法 第１回 2/18 (金) 実力テスト①労基・安衛 随時配布

8 労働者災害補償保険法 第２回 2/18 (金) 実力テスト②労災 〃

9 労働者災害補償保険法 第３回 2/25 (金) 実力テスト③雇用 12/5 (日)

10 労働者災害補償保険法 第４回 2/28 (月) 実力テスト④徴収・労一 1/9 (日)

11 雇用保険法 第１回 3/4 (金) 実力テスト⑤健保 2/4 (金)

12 雇用保険法 第２回 3/7 (月) 実力テスト⑥国年 2/27 (日)

13 雇用保険法 第３回 3/11 (金) 実力テスト⑦厚年 3/27 (日)

14 雇用保険法 第４回 3/14 (月) 実力テスト⑧社一、労管・白書・統計 4/17 (日)

15 労働保険料徴収法 第１回 3/18 (金)

16 労働保険料徴収法 第２回 3/22 (火)

17 労働に関する一般常識 第１回 3/25 (金)

18 労働に関する一般常識 第２回 3/28 (月)

19 健康保険法 第１回 4/4 (月) 健保　基本TX・TR 1/9 (日)

20 健康保険法 第２回 4/8 (金)

21 健康保険法 第３回 4/8 (金)

22 健康保険法 第４回 4/11 (月)

23 国民年金法 第１回 4/15 (金) 国年　基本TX・TR 2/4 (金)

24 国民年金法 第２回 4/18 (月)

25 国民年金法 第３回 4/22 (金)

26 国民年金法 第４回 4/25 (月)

27 国民年金法 第５回 4/30 (土)

28 厚生年金保険法 第１回 5/9 (月) 厚年　基本TX・TR 2/27 (日)

29 厚生年金保険法 第２回 5/9 (月)

30 厚生年金保険法 第３回 5/13 (金)

31 厚生年金保険法 第４回 5/16 (月)

32 厚生年金保険法 第５回 5/20 (金)

33 社会保険に関する一般常識 第１回 5/23 (月) 社一　基本TX・TR 3/27 (日)

34 社会保険に関する一般常識 第２回 5/27 (金)

35 労管・統計・白書等 第１回 5/30 (月) 労管・白書・統計　基本TX・TR 4/8 (金)

【実力完成編】収録講師：高橋　眞幸

回数 講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 配布予定日

36 法改正セミナー 第１回 6/10 (金) 法改正TX 6/10 (金)

37 法改正セミナー 第２回 6/13 (月)

38 実力完成答練 第１回 6/17 (金) 実力完成答練①　問題・解答 5/22 (日)

39 実力完成答練 第２回 6/24 (金) 実力完成答練②　問題・解答

40 実力完成答練 第３回 7/1 (金) 実力完成答練③　問題・解答

41 実力完成答練 第４回 7/8 (金) 実力完成答練④　問題・解答 6/5 (日)

42 実力完成答練 第５回 7/15 (金) 実力完成答練⑤　問題・解答

43 実力完成答練 第６回 7/22 (金) 実力完成答練⑥　問題・解答

- 総合答練 第1回 WEB視聴 実力完成答練①　問題・解答 6/24 (木)

- 総合答練 第2回 〃 実力完成答練②　問題・解答

- 総合答練 第3回 〃 実力完成答練③　問題・解答

- 総合答練 第4回 〃 実力完成答練④　問題・解答 7/10 (日)

44 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） ※要受験手続

45 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） ※要受験手続

◆実力テスト、総合答練は配布のみです。（ただし標準装備のＷｅｂ＋音声ＤＬフォローで解説講義の視聴が可能です）

（2021年12月16日現在・・・下記日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承願います。）


