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6月に入ります。第 1回目の模試は社会保険関係を中心に問題を解きましょう。 

特に年金科目（国民年金、厚生年金）は重要です。被保険者や保険料等のまとめが必要で

す。6月は一気に労働関係の科目へ進みます。番は労災⇒雇用⇒労基法です。 

6月は横断講座が開講します。この科目で保険科目の共通事項をまとめます。社会保険との

共通項が沢山あります。 

 

★労災、雇用、が中心になります。 

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。 

 

・労災⇒通勤災害、特別加入、業務災害、保険給付 

・雇用⇒基本手当 

・労基法⇒総則、賃金、年次有給休暇、就業規則をしっかり押さえます。 

・労働安全衛生法⇒産業医、衛生管理者、健康診断を中心にまとめてください。 

・労働一般常識⇒労働契約法、社労士法、労働組合法 

 

■テキストの活用 

選択式対策に各科目のテキストにある索引を使いましょう。索引は重要用語がしっかりと

「あいうえお」順に整理されています。社労士試験には科目を横断すると同じような用語

が沢山出てきます。例えば、特例、特定、特別・・・等です。これを各科目の索引で整理

しましょう。 

 

■目次の活用 

目次は条文番号がしっかりと記載されています。この目次を各科目のまとめに使いましょ

う。 

例・・・各条文の中に出てくる数字を条文番号にあわせて整理してみましょう。数字がし

っかりまとまります。 

 

■模試の結果が公表されたら 

60％以上の正答率の問題を中心に復習する。 

皆さんが解ける問題は押さえましょう。 
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★日程表を参考にご自身の受験計画（おおまかに）作成してください。 

科目 テキスト 

労基法①   総則・賃金 ｐ1～13 ｐ69～78 

労基法②  年次有給休暇 ｐ171～188 

労基法③  就業規則 ｐ227～235 

労災①   通勤災害・療養 ｐ1～38 

労災② 二次健康診断・遺族 ｐ63～105 

労災③特別支給金・特別加入 ｐ157～190 

雇用①   通則・被保険者 ｐ１～20  

雇用②     基本手当 ｐ35～76 

雇用③ 就職促進・雇用継続 ｐ107～113 ｐ149～166 ｐ169～177 

労働安全    健康診断 ｐ116～140 

徴収法①定義・一括・メリット ｐ22～32  ｐ83～96 

徴収法②   印紙・延滞 ｐ97～106 ｐ115～126 
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■中上級水道橋山下クラス（休日クラス） 

6月の中旬に実戦模試が始まります。今回は労働法が中心です。これにあわせて学習を進め

てください。 

6月 講義 科目 スケジュール 勉強のポイント 

1日（水）  労基法① 総則・賃金 

2日（木）  労基法② 年次有給休暇 

3日（金）  労基法③ 就業規則 

4日（土）  予備  

5日（日） 改正法①②   

6日（月）  労災保険① 通勤災害・療養 

7日（火）  労災保険② 二次健康診断・遺族 

8日（水）  労災保険③ 特別支給金・特別加入 

9日（木）  予備  

10日（金）  雇用保険① 通則・被保険者 

11日（土）  雇用保険② 基本手当 

12日（日） 横断①②   

13日（月）  雇用保険③ 就職促進・雇用継続 

14日（火）  予備  

15日（水）  労働安全① 健康診断 

16日（木）  徴収法① 定義・一括・メリット 

17日（金）  徴収法② 印紙・延滞 

18日（土）  予備  

19日（日） 実戦答練（労基・安全） 

実戦答練（労災・徴収） 

解き方講座選択式① 

  

20日（月）  労基まとめ 解雇・36条 

21日（火）  労災まとめ 傷病補償年金・障害補償給付 

22日（水）  雇用まとめ 基本手当 

23日（木  社会保険 老齢関連 

24日（金）  社会保険 障害関連 

25日（土）  社会保険 遺族関連 

26日（日） 模試   

27日（月）  被保険者横断① 雇用・国年 

28日（火）  被保険者横断② 健保・厚年 

29日（水）  被保険者横断③ 任意加入 
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30日（木）  通則横断① 不服申し立て 

31日（火）  通則横断② 時効 
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■中上級水道橋山下クラス（平日） 

6月の中旬に実戦模試が始まります。これにあわせて学習を進めてください。 

6月 講義 科目 スケジュール 勉強のポイント 

1日（水） 解き方講座選択式②   

2日（木）  労基法① 総則・賃金 

3日（金） 選択予想問題①   

4日（土）  労基法② 年次有給休暇 

5日（日）  労基法③ 

労働安全① 

就業規則 

健康診断 

6日（月） 選択予想問題②   

7日（火）  労災① 通勤災害・療養 

8日（水） 横断講座①   

9日（木）  労災② 二次健康診断・遺族 

10日（金） 横断講座②   

11日（土）  労災③ 特別支給金・特別加入 

12日（日）  雇用①② 通則・被保険者・基本手当 

13日（月） 白書①   

14日（火）  雇用③ 就職促進・雇用継続 

15日（水） 白書②   

16日（木）  徴収① 定義・一括・メリット 

17日（金） 実戦答練（労基・安全）   

18日（土）  徴収② 印紙・延滞 

19日（日）  一問一答 労災 

20日（月） 実戦答練（労災・徴収）   

21日（火）  一問一答 雇用 

22日（水） 実戦答練（雇用・徴収）   

23日（木  一問一答 健保 

24日（金） 実戦答練（健保）   

25日（土）  一問一答 国年 

26日（日） ★模試   

27日（月） 実戦答練（国年）   

28日（火）  実戦答練復習  

29日（水）  一問一答 厚年 

30日（木） 実戦答練（厚年）   

31日（火）  実戦答練復習  
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■合格講座水道橋山下クラス（土曜） 

6月に実戦模試が始まります。これにあわせて学習を進めてください。 

6月 講義 科目 スケジュール 勉強のポイント 

1日（水）  労基法 36協定・割増賃金 

2日（木）  労災 保険給付 

3日（金）  雇用 教育訓練・短期雇用 

4日（土） 実戦答練（労基・安全） 

実戦答練（労災・徴収） 

実戦答練（雇用・徴収） 

 

  

5日（日）  健保① 適用事業所・被保険者 

6日（月）  健保② 保険料 

7日（火）  国年① 付加年金・寡婦年金・死亡一時

金 

8日（水）  国年② 保険料 

9日（木）  厚年① 標準報酬 

10日（金）  厚年② 離婚分割 

11日（土） 実戦答練（健保） 

実戦答練（国年） 

実戦答練（厚年） 

  

12日（日）  労基① 総則・賃金 

13日（月）  労基② 年次有給休暇 

14日（火）  労基③ 就業規則 

15日（水）  労一 労働契約法・社労士法 

16日（木）  社一 国保・高齢者医療 

17日（金）  社一 介護・児童手当 

18日（土） 実戦答練（一般常識）   

19日（日）  労災① 通勤災害・療養 

20日（月）  労災② 二次健康診断・遺族 

21日（火）  労災③ 特別支給金・特別加入 

22日（水）  雇用① 通則・被保険者 

23日（木  雇用② 基本手当 

24日（金）  雇用③ 就職促進・雇用継続 

25日（土）  労働安全 健康診断 

26日（日） 模試   
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27日（月）  徴収法① 定義・一括・メリット 

28日（火）  徴収法② 印紙・延滞 

29日（水）  通則横断① 不服申し立て 

30日（木）  通則横断② 時効 

31日（火）  通則横断③ 雑則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


