
【講義編】収録講師：高橋　比沙子
回数 講義内容 DVD視聴開始日 教材内容

1 労働基準法 第１回 上級受講ガイド
2 労働基準法 第２回 合格テキスト 労基
3 労働基準法 第３回 19/12/3 (火) 合格テキスト 安衛
4 労働基準法 第４回 19/12/5 (木) ＴＡＣ出版過去10年本試験問題集
5 労働基準法 第５回
6 労働安全衛生法 第１回
7 労働安全衛生法 第２回
8 科目別答練 第１回 科目別答練　第1回
9 労働者災害補償保険法 第１回 合格テキスト 労災
10 労働者災害補償保険法 第２回 合格テキスト 雇用
11 労働者災害補償保険法 第３回 テストご利用ガイド
12 労働者災害補償保険法 第４回
13 科目別答練 第２回 科目別答練　第2回
14 雇用保険法 第１回
15 雇用保険法 第２回 20/1/21 (火)
16 雇用保険法 第３回 20/1/23 (木)
17 雇用保険法 第４回
18 雇用保険法 第５回
19 科目別答練 第３回 科目別答練　第3回
20 労働保険料徴収法 第１回 合格テキスト 徴収
21 労働保険料徴収法 第２回
22 労働一般常識 第１回 合格テキスト 労働常識
23 労働一般常識 第２回
24 労働一般常識 第３回
25 科目別答練 第４回 科目別答練　第4回
26 健康保険法 第１回 合格テキスト 健保
27 健康保険法 第２回 20/3/3 (火) 合格テキスト 国年
28 健康保険法 第３回 20/3/5 (木)
29 健康保険法 第４回
30 健康保険法 第５回
31 科目別答練 第５回 科目別答練　第5回
32 国民年金法 第１回
33 国民年金法 第２回
34 国民年金法 第３回
35 国民年金法 第４回 20/3/31 (火)
36 国民年金法 第５回 20/4/2 (木)
37 科目別答練 第６回 科目別答練　第6回
38 厚生年金保険法 第１回 合格テキスト 厚年
39 厚生年金保険法 第２回
40 厚生年金保険法 第３回
41 厚生年金保険法 第４回
42 厚生年金保険法 第５回
43 科目別答練 第７回 科目別答練　第7回
44 社会保険一般常識 第１回 合格テキスト 社会常識
45 社会保険一般常識 第２回
46 社会保険一般常識 第３回
47 白書・統計・労務管理 第１回 20/5/19 (火)
48 白書・統計・労務管理 第２回 別冊合格テキスト 直前対策
49 科目別答練 第８回 科目別答練 第8回

★休校基準については、徳島校受講のしおりをご参照ください。休校の場合、改めてDVDのご予約をお願いいたします。

★実力完成答練・総合答練・上級直前答練は、採点対象ですので、個人別成績表をご希望の場合はマークシートを受付にご提出ください。

2020年目標 社会保険労務士講座　上級本科生　日程表【徳島校】

（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。）

★答練の結果、正誤表など重要な情報はTACのHP上のマイページでご確認ください。（事前登録が必要）

19/11/26 (火)

19/12/10 (火)

19/12/17 (火)

19/12/24 (火)

19/12/27 (金)

20/1/14 (火)

20/1/28 (火)

20/2/4 (火)

20/2/10 (月)

20/2/20 (木)

20/2/25 (火)

20/3/10 (火)

20/4/28 (火)

20/5/8 (金)

20/5/26 (火)

20/3/17 (火)

20/3/24 (火)

20/4/9 (木)

20/4/14 (火)

20/4/21 (火)



2020年目標 社会保険労務士講座　上級本科生　日程表【徳島校】

【自宅学習用教材】
教材内容 教材配布開始日

トレーニング 労基安衛
トレーニング 労災
過去問題集問題編・解答編
トレーニング 雇用
トレーニング 徴収 19/12/9 (月)
トレーニング 労一 19/12/23 (月)
トレーニング 健保 20/1/11 (土)
トレーニング 国年 20/2/8 (土)
トレーニング 厚年 20/3/7 (土)
トレーニング 社一
トレーニング 労統白

【実力完成編】収録講師：高橋　比沙子
回数 講義内容 DVD視聴開始日 教材内容
50 法改正セミナー 全１回 20/6/2 (火) 法改正テキスト、法改正テキスト（演習編）
51 実力完成答練 第１回 答練ご利用ガイド
52 実力完成答練 第２回 実力完成答練　第1回～第3回（問題・解答解説）
53 実力完成答練 第３回
54 実力完成答練 第４回 実力完成答練　第4回～第6回（問題・解答解説）
55 実力完成答練 第５回
56 実力完成答練 第６回
57 総合答練 第１回 総合答練　第1回～第2回（問題・解答解説）
58 総合答練 第２回
59 総合答練 第３回 総合答練　第3回～第4回（問題・解答解説）
60 総合答練 第４回 上級直前答練　第1回～第2回（問題・解答解説）
61 上級直前答練 第１回
62 上級直前答練 第２回

★休校基準については、徳島校受講のしおりをご参照ください。休校の場合、改めてDVDのご予約をお願いいたします。

★実力完成答練・総合答練・上級直前答練は、採点対象ですので、個人別成績表をご希望の場合はマークシートを受付にご提出ください。

★答練の結果、正誤表など重要な情報はTACのHP上のマイページでご確認ください。（事前登録が必要）

19/11/11 (月)

20/4/6 (月)

20/6/9 (火)

20/6/16 (火)

20/6/23 (火)

20/7/7 (火)

20/7/14 (火)

20/7/28 (火)

自
習
用
教
材


