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3 月に入ります。年金科目の月です。国年と厚年はなかなか難しい。わかったようで、 

用語等を変えて出題されると？？？と考えてします。ただ基本問題もしっかり出題されて

います。まずは複雑な経過措置を後回しにして、本則条文に戻りましょう。 

年金科目に入りますが、健保⇒国年⇒厚年と講義が進みます。その時に科目間の共通事項

を意識して社会保険 3科目を横断しながら勉強しましょう。 

 

★社会保険の勉強の進め方 

健保と厚年の関係は歴史です。適用事業所（保険料を集める場所）や被保険者。保険料の

徴収の仕組み。それに標準報酬等多くの類似が健保と厚年にあります。また、国年と厚年

は年金科目の共通事項は当然に数多くあります。ここが勉強のヒントです。この共通点を

まず押さえましょう。 

 

・被保険者→健保、厚年、国年の 3 科目同時に問題集を解きましょう。当然被保険者と任

被保険者の違いは？ 

・適用事業所⇒健保と厚年です。同時に問題集解きます。 

・標準報酬⇒これも健保と厚年同時に問題集を解きます。 

・届け出⇒健保と厚年を同時に解く。 

・通則⇒3科目同時に解く。 

・不服申し立⇒3科目同時に問題を解く。 

・老齢等の保険給付⇒国年と厚年は同時に解く。 

※各科目の目次を使うと共通項が理解できます。 

※一部は労災や雇用保険、徴収法と重なっています。 

 

★模擬試験の活用 

5 月の模擬試験を意識しましょう。（5月 28日（土）5月 29日（日）） 

模試は 3回あります。この模試を 3回のテーマを持って活用しましょう。 

2 月 3月は健保、国年、厚年と社会保険の勉強が中心になります。 

 

5 月の模試はズバリ「社会保険」の総まとめとして模擬試験を受けてください。 

① 5月の模試は社会保険科目に集中する。 

② 基本事項（繰り返し出題されている箇所）を中心に復習する。 

③ よく勘違いする内容を復習する。 
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6 月の模試は労働法の復習です。 

① 労基法、労災、雇用の 3科目。問題集を先に解いて知識の確認を行う。 

② 労基法は総則、賃金、年次有給休暇、就業規則の 4か所を復習。 

③ 労災は通勤災害、特別加入、特別支給金の 3か所を中心に勉強する。 

④ 雇用保険は基本手当です。 

 

そして 7月の模試では 

① 徴収法と安全衛生法の健康診断。 

② 一般常識対策。 

③ 横断学習。 

④ 数字の暗記。 

 

このような大きなまとめを模試に合わせて勉強を進めてください。各模試での得点は気に

なりますが、あくまでも仕上げとして模試の活用をすると最後に合格点が取れます。 

 

★山下道場 

山下道場のパンフレットも出来上がりました。道場（オリジナル直前講座）の内容は次回

の山下の部屋でお話しします。 

 

■中上級水道橋山下クラス（休日クラス） 

3 月 6日は健保です。健保の流れで厚生年金の被保険者、標準報酬は問題を健保と厚年同時

に行う。3 月 27 日から国民年金に入ります。そして、4 月 17 日からは厚年です。3 月 4 月

は社会保険の横断学習です。健保の確認テストや国年、厚年の演習で学習を続けて、5 月

28 日（土曜）に実力確認模試と 5月 29日（全国模試 1回目）でまとめ上げていきましょう。 

 

■中上級水道橋山下クラス（平日）3月は国年 

3 月 14日から国民年金が始まります。3月 25日まで国民年金です。3月 28日の確認テスト

と 4 月 1 日の予想答練と大きな学習の流れを作りましょう。そして、厚年との共通項（通

則、不服申し立て、時効等）を演習で確認していきましょう。 

 

■合格講座水道橋山下クラス（土曜） 

2 月 19日から開講した国民年金。なんだか段々と複雑になってきたと思います。 

そして、3 月は 12 日から厚生年金に入ります。初めての用語が理解をとめます。ズバリ、

国民年金も厚生年金も「年金」です。共通点もたくさんあります。歴史的な話や、受験で

必要な内容を山下も一生懸命講義します。 
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★中上級（平日クラス） 

3 月前半は健保の演習に集中してください。3 月 14 日国年が開講です。ここからは年金科

目に入ります。国民年金は当然厚生年金との共通点も多い科目です。国年の進度にあわせ

て厚年の問題をどんどん解いてください。 

※演習問題⇒1問１答を使用する。 

 

3 月 講義 科目 スケジュール 勉強のポイント 

1 日（火）  演習問題 

478～500 

不服申し立て（厚年も） 

2 日（水）  テキスト 雑則・時効 

3 日（木）  演習問題 

304～325 

高額療養費 

4 日（金） 確認テスト（健保）   

5 日（土）  健保まとめ 

演習問題 

１～129 

保険者・被保険者・適用事

業所・扶養 

6 日（日）  健保まとめ 

演習問題 

130～186 

273～296 

350～372 

422～477 

標準報酬（厚年も）・傷病

手当金・資格喪失後・保険

料 

7 日（月） 予想答練（健保）   

8 日（火）  健保 演習問題の復習 

9 日（水）  健保 演習問題の復習 

10 日（木） 過去問解き方（国年）   

11 日（金） 過去問解き方（国年）   

12 日（土）  国年演習 

1～211 

まずは 2日で問題解く 

一気に解く 

13 日（日）  国年演習 

212～436 

今日は後半の問題解く 

14 日（月） 国年 1回目 

ｐ1～49 

被保険者 

テキスト 

ｐ19～34 資格取

得喪失 

講義 

15 日（火）  お休み  
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16 日（水） 国年 2回目 

ｐ49～93 

老齢 講義 

ｐ78～100老齢（厚年も） 

17 日（木）  予備 予備 

18 日（金） 国年 3回目 

ｐ93～132 

 講義 

19 日（土）  保険給付 テキスト読み込み 

20 日（日）  保険給付 テキスト読み込み 

21 日（月）祭日  演習 

１～297 

時間をはかり 3 時間で解

く 

22 日（火） 国年 4回目 

ｐ133～177 

付加年金・寡婦年

金・死亡一時金 

講義 

23 日（水）  演習 

298～350 

 

24 日（木）  お休み  

25 日（金） 国年 5回目 

ｐ178～236 

 講義 

26 日（土）  演習 

298～460 

時間をはかり 3 時間で解

く 

27 日（日）  国年復習 

 

被保険者・保険給付 

保険料 

28日（月） 確認テスト（国年）   

29 日（火）   演習問題の復習 

30 日（水）  演習 

154～211 

老齢（厚年も） 

31 日（木）  演習 

212～297 

保険給付（厚年も） 
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★中上級（休日クラス） 

3 月の前半は健保です。厚生年金との共通点である、標準報酬や被保険者を健保の進度にあ

わせて厚年の問題をどんどん解いてください。 

 

3 月 講義 科目 スケジュール 勉強のポイント 

1 日（火）  演習 

ｐ1～16 

保険者 

適用事業所（厚年も） 

2 日（水）  演習ｐ16～38 

 

被保険者（厚年も） 

任意継続 

3 日（木）  演習ｐ108～129 被扶養者 

4 日（金）  休み  

5 日（土）  演習 

ｐ130～186 

標準報酬（厚年も） 

6 日（日） 健保 3回目 

ｐ118～160 

健保 4回目 

ｐ160～210 

 講義 

傷病手当金 

高額療養費 

資格喪失後 

通則 

7 日（月）  演習 246～272  

8 日（火）  演習 273～296  

9 日（水）  演習 304～325  

10 日（木）  演習 326～372  

11 日（金）  休み  

12 日（土）  演習 373～414  

13 日（日） 健保 5回目 

ｐ210～268 

確認テスト 予想答練 

 講義 

保険料 

14 日（月）  演習 422～477  

15 日（火）  演習 478～500  

16 日（水）  選択式 

24 年～27年 

 

17 日（木）  選択式 

28年～令和 3年 

 

18 日（金）  休み  
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19 日（土）  国年予習 全体予習 

20 日（日） 国年解き方講座１ 

国年解き方講座２  

 講義 

21 日（月）祭日  演習 12～74  

22 日（火）  演習 75～107  

23 日（水）  演習 154～211  

24 日（木）  演習 212～261  

25 日（金）  演習 262～297  

26 日（土）  演習 298～350  

27 日（日） 国年 1回目 

ｐ1～49 

国年 2回目 

ｐ49～93 

 講義 

28日（月）  演習 357～369  

29 日（火）  演習 370～436  

30 日（水）  演習 437～461  

31 日（木）  休み  
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★合格講座（土曜クラス） 

3 月は国年講義と厚年講義⇒年金をしっかりと学習する月です。 

今は一歩一歩年金用語と仕組みを学んでいきましょう。そして厚生年金へと入ります。 

 

3 月からは演習を中心に 

・解かないで読む 

・解説を先に読んで問題 

・誤りの問題に注意 

・テキストに戻り該当箇所を読む 

これを繰り返すと問題の論点が明らかになる。短期間で問題と対話できる。 

 

3 月 講義 科目 スケジュール 勉強のポイント 

1 日（火）  演習 154～211  

2 日（水）  予備  

3 日（木）  212～261  

4 日（金）  予備  

5 日（土） 国年 5回目 

ｐ131～178 

国年 6回目 

ｐ178～231 

 講義 

6 日（日）  演習 262～297  

7 日（月）  演習 298～350  

8 日（火）  演習 353～369  

9 日（水）  演習 370～400  

10 日（木）  演習 401～436  

11 日（金）  演習 437～460  

12 日（土） 国年確認テスト 

厚年講義１ 

ｐ１～61 

厚年講義 2 

ｐ63～112 

 講義 

13 日（日）  演習問題の復習 

演習 1～58 

 

14 日（月）  演習 59～83  

15 日（火）  演習 84～131  

16 日（水）  演習 132～164  
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17 日（木）  予備  

18 日（金）  休み  

19 日（土） 厚年講義３ 

ｐ113～148 

厚年講義 4 

ｐ149～178 

 講義 

20 日（日）  演習 165～183  

21 日（月）祭日  184～202  

22 日（火）  203～221  

23 日（水）  222～250  

24 日（木）  予備  

25 日（金）  休み  

26 日（土） 厚年講義５ 

ｐ178～210 

厚年講義 6 

ｐ211～275 

 講義 

27 日（日）  演習 251～290  

28日（月）  291～299  

29 日（火）  300～333  

30 日（水）  334～358  

31 日（木）  予備  

 

 

 

 


