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＜5月模試→社会保険＞＜6月模試→労働＞とテーマを決めました。 

次は通則規定等のまとめです。 

 

★横断 

社会保険と同様に適用事業、被保険者、通則等の保険科目共通の基本事項をまとめていき

ましょう。 

 

１ 被保険者⇒保険科目横断 

2 適用事業・事業所⇒人数要件整理 

3 任意⇒国年・厚年と健保の任継 

4 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

5 第三者行為⇒各科目横断 

6 受給権保護⇒各科目横断 

7 支給制限⇒雇用・国年・厚年 

8 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保  ※保険料は 7月後半でまとめてください。 

9 国庫負担⇒健保と社会保険一般 

10 時効、不服申し立て⇒保険科目と社会保険一般 

 

■問題集の仕上げ 

10年分問題集で問題の仕上げを行う。 

例）労基法 10年分 問題数 7問×5×10年⇒350 

 

350の問題から難問を引く。2020年問題集では 28問が難問。令和 3年問題 35問も引く 

350－28－35⇒287  287問÷2⇒144問 

この 144問が繰り返し解く問題です。 

 

★最近の 5年分 

最近の 5年分⇒問題の解答を見て誤りをチエックする。 

×パターン⇒文章の末文か？ 行政官庁化？ 数字か？等の誤りがどこかを調べる。 

 

★㉔㉕㉖㉗㉘を解く⇒最初に難問記号の問題や事例、計算、長文の問題は解かない。 
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■中上級水道橋山下クラス（休日クラス）7月末に第 3回模試が始まります。 

7月 講義 科目 スケジ

ュール 

勉強のポイント 

1日（金）  雇用 基本手当 

2日（土）  健保 保険者（協会・組合） 

3日（日） 実戦雇用・健保 

解き方選択② 

  

4日（月）  国年 障害 

5日（火）  国年 遺族・寡婦・一時金 

6日（水）  厚年 障害 

7日（木）  厚年 遺族 

8日（金）  常識 国保・介護・高齢者医療 

9日（土） 年金横断①② 常識 労働契約・社労士法 

10日（日） 実戦国年・厚年・常識   

11日（月   答練復習 

12日（火）  横断 被保険者⇒保険科目横断 

13日（水）  横断 適用事業・事業所 

14日（木）  横断 任意⇒国年・厚年と健保の任継 

15日（金）  横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

16日（土） 年金横断③④ 横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

17日（日） 選択予想①② 横断 国庫負担⇒健保と社会保険一般 

18日（月）祭 道場 1日徴収法   

19日（火）  横断 徴収復習 

20日（水）  横断 第三者行為⇒各科目横断 

21日（木）  横断 受給権保護⇒各科目横断 

22日（金）  横断 支給制限⇒雇用・国年・厚年 

23日（土  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

24日（日） 白書①②   

25日（月）  白書 白書復習 

26日（火）  白書 白書復習 

27日（水）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

28日（木）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

29日（金）  横断 時効、不服申し立て 

30日（土）  横断 時効、不服申し立て 

31日（日） 模試   
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■中上級水道橋山下クラス（平日） 

7月末に第 3回模試が始まります。これにあわせて学習を進めてください。 

7月 講義 科目 ス ケ ジ

ュール 

勉強のポイント 

1日（金） 実戦 一般   

2日（土）  横断 被保険者⇒保険科目横断 

3日（日）  横断 被保険者⇒保険科目横断 

4日（月） 年金横断①   

5日（火）  横断 適用事業・事業所 

6日（水）  横断 適用事業・事業所 

7日（木）  予備  

8日（金） 年金横断②   

9日（土）  横断 任意⇒国年・厚年と健保の任継 

10日（日）  横断 任意⇒国年・厚年と健保の任継 

11日（月 年金横断③   

12日（火）  横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

13日（水）  横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

14日（木）  横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

15日（金） 年金横断④   

16日（土）  横断 第三者行為⇒各科目横断 

17日（日）  横断 受給権保護⇒各科目横断 

18日（月）祭 道場 1日徴収法  徴収復習 

19日（火） 判例①   

20日（水）  判例 復習 

21日（木）  予備  

22日（金） 判例②   

23日（土  判例 復習 

24日（日）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

25日（月）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

26日（火）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

27日（水）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

28日（木）  横断 国庫負担⇒健保と社会保険一般 

29日（金）  横断 時効、不服申し立て 

30日（土）  横断 時効、不服申し立て 

31日（日） 模試 2回目   
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■合格講座水道橋山下クラス（土曜） 

7月末に第 3回模試が始まります。これにあわせて学習を進めてください。 

7月 講義 科目 スケジ

ュール 

勉強のポイント 

1日（金）   被保険者⇒保険科目横断 

2日（土） 白書①②   

3日（日）   白書復習 

4日（月）   白書復習 

5日（火）  横断 適用事業・事業所 

6日（水）  横断 適用事業・事業所 

7日（木）  横断 任意⇒国年・厚年と健保の任継 

8日（金）  横断 任意⇒国年・厚年と健保の任継 

9日（土） 年金横断①②   

10日（日）  横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

11日（月  横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

12日（火）  横断 賃金⇒徴収法・健保と厚年の標準報酬 

13日（水）  横断 第三者行為⇒各科目横断 

14日（木）  横断 受給権保護⇒各科目横断 

15日（金）  横断 受給権保護⇒各科目横断 

16日（土） 年金横断③④   

17日（日）  横断 支給制限⇒雇用・国年・厚年 

18日（月）祭 道場 1日徴収法   

19日（火）   徴収復習 

20日（水）  横断 国庫負担⇒健保と社会保険一般 

21日（木）  横断 国庫負担⇒健保と社会保険一般 

22日（金）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

23日（土  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

24日（日）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

25日（月）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

26日（火）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

27日（水）  横断 保険料⇒徴収・国年・厚年・健保 

28日（木）  横断 時効、不服申し立て 

29日（金）  横断 時効、不服申し立て 

30日（土） 模試２回目   

31日（日）    

 


