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工藤 寿年
（くどう　ひさとし）

LEC専任講師

　6/29(土）9:30～16:30

合格レスキュー2019 FINAL

　8/11(日）9:30～16:30

最後にすっきり整理道場

合格レスキュー2019 BASIC 
【梅田駅前本校 ※全国中継あり】

　5/3(金・祝）9:30～16:30

工藤プロジェクトSwing-byセミナー公開道場

【梅田駅前本校 ※全国中継あり】

【梅田駅前本校 ※全国中継あり】

【梅田駅前本校 ※全国中継あり】

　8/24(土）10:00～11:30

実力完成講座OPUSシリーズ(通信Web講座)

【＃1～＃8】

　5/13(月）配信開始

【＃9・＃10】

　6/10(月）配信開始

開講日 >>
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2019年工藤道場

合格レスキュー2019［BASIC］
工
藤
道
場

工藤道場 合格レスキューはパックが断然お得！

2019年工藤道場 
合格レスキュー 
2019［BASIC］

スケジュール

一通りのインプット学習が終わり、これから答練等のアウトプット学
習にシフトしていく時期に突入していきます。だからこそこの時期に
必要なのは「本当に必要な基本事項が確実にインプットされている
か！？」知識の棚卸をして確認をする必要があります。日々、仕事
に追われ十分な学習時間が確保できずに消化不良気味の部分が
誰にでもあるはずです。GWは、そんな部分を消化するための総復
習をご一緒に致しましょう！この道場により基本事項を得点源とし、
先ずは合格に絡める位置を確保しましょう！

主要科目の基本事項を一気に総仕上げ（総復習）します。

●基本事項を確実に得点したい方
●主要科目を総復習したい方

工藤講師オリジナルテキスト

全6回（3Ｈ×６回）

講座のねらい道場の内容

こんな人にオススメ

使用教材

カリキュラム

［教材お渡し方法についてのご案内］

通学受講の方

教材（レジュメ）は講義受講時にお渡しします。DVDフォローをお申込の方、DVDはご指
定のご住所に発送します。発送スケジュールは、「通信教材発送日」をご確認ください。

通信受講の方

教材はご指定のご住所に発送します。
通信教材発送日をご確認ください。

通信Web動画・音声DL・スマホ配信期間
5月20日（月）～8月31日（土）

通信教材・DVD発送日
5月20日（月）

受講形態
一般価格 大学生協

書籍部価格
代理店

書店価格 講座コード
税込 税込 税込

通学
Webフォロー付 32,400円 30,780円 31,752円 RA19755
DVDフォロー付 37,800円 35,910円 37,044円 RA19756

通信
Web動画・音声DL・スマホ 32,400円 30,780円 31,752円

RB19754
DVD 37,800円 35,910円 37,044円

同時配信中継校
仙台本校 名古屋駅前本校 富山本校

京都駅前本校 神戸本校 難波駅前本校
広島本校 那覇本校

※この講座は生中継映像のため、通信環境の影響により映像・
音声の乱れが生じる場合や、急遽実施が中断・中止となる場
合がございます。あらかじめご了承ください。

梅田駅前本校／全国中継実施校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

回数 科目 日付 実施時間
1 労働基準法 5.3（金・祝） 9：30-12：30
2 労働者災害補償保険法 5.3（金・祝） 13：30-16：30
3 雇用保険法 5.4（土・祝） 9：30-12：30
4 健康保険法 5.4（土・祝） 13：30-16：30
5 年金法① 5.5（日・祝） 9：30-12：30
6 年金法② 5.5（日・祝） 13：30-16：30

［ご注意］ ●道場シリーズはGOGOポイント、クーポン割引を含め、各種割引はご利用いただけません。また、提携校ではお申込いただけません。●一般価格とは、LEC各本校・LEC通信事業本部・
LECオンライン本校にてお申込される場合の受付価格です。●大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書店にてお申込される場合の受付価格です。●代理
店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。●上記、大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず
本冊子を代理店窓口までご持参ください。

合格レスキュー
2019 BASIC

合格レスキュー
2019 FINAL

32,400円
（通学Webフォロー付）

12,960円
（通学Webフォロー付）

Renewal Renewal

40,820円

通学Webフォロー付合計 45,360円のところ、

10%OFF
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パック対象GW道場

※通信講座の講義動画は、上記生講義の収録動画になります。教室の生講義
収録のため、スタジオ収録より画質が劣る場合があります。ご了承ください。
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2019年工藤道場

合格レスキュー2019［FINAL］
工藤 寿年 （くどう ひさとし） LEC専任講師

受講形態
一般価格（一括）

講座コード
一般価格（税込） 大学生協 代理店

通学
Webフォロー付 40,820円 38,779円 40,004円 RA19773
DVDフォロー付 48,600円 46,170円 47,628円 RA19774

通信
Web動画・音声DL・スマホ 40,820円 38,779円 40,004円

RB19775
DVD 48,600円 46,170円 47,628円

［教材お渡し方法についてのご案内］

通学受講の方

教材（レジュメ）は講義受講時にお渡しします。DVDフォローをお申込の方、DVDはご指
定のご住所に発送します。発送スケジュールは、「通信教材発送日」をご確認ください。

通信受講の方

教材はご指定のご住所に発送します。
通信教材発送日をご確認ください。

同時配信中継校
札幌本校 仙台本校 名古屋駅前本校 富山本校

京都駅前本校 神戸本校 難波駅前本校 岡山本校
広島本校 山口本校

2019年工藤道場 
合格レスキュー 
2019［FINAL］

スケジュール

本試験まであと○日…とカウントダウンが始まる超直前期！もう、と
にかく仕上げるしかありません！ここまで積み重ねてきた知識×工
藤講師の出題予想項目をプラスすることにより、自信を持って本試
験当日を向かえて頂くことを目的とした講座です！

本試験出題予想！とにかく、ここを“Check it out ！”

●出題可能性の高い項目を一気に仕上げたい方

工藤講師オリジナルテキスト
全2回（3H×2回）

講座のねらい道場の内容

こんな人にオススメ

使用教材
カリキュラム

通信Web動画・音声DL・スマホ配信期間
7月29日（月）～8月31日（土）

通信教材・DVD発送日
7月29日（月）

受講形態
一般価格 大学生協

書籍部価格
代理店

書店価格 講座コード
税込 税込 税込

通学
Webフォロー付 12,960円 12,312円 12,701円 RA19758
DVDフォロー付 16,200円 15,390円 15,876円 RA19759

通信
Web動画・音声DL・スマホ 12,960円 12,312円 12,701円

RB19757
DVD 16,200円 15,390円 15,876円

※この講座は生中継映像のため、通信環境の影響により映像・音声の乱れが
生じる場合や、急遽実施が中断・中止となる場合がございます。あらかじめご
了承ください。

梅田駅前本校・全国中継実施校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

科目/回数 日付 実施時間
1 8.11（日） 9：30-12：30
2 8.11（日） 13：30-16：30

［ご注意］ ●道場シリーズはGOGOポイント、クーポン割引を含め、各種割引はご利用いただけません。また、提携校ではお申込いただけません。●一般価格とは、LEC各本校・LEC通
信事業本部・LECオンライン本校にてお申込される場合の受付価格です。●大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書店にてお申込される
場合の受付価格です。●代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。●上記、大学生協・書籍部価格、
代理店書店価格を利用される場合は、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。

［教材お渡し方法についてのご案内］

通学受講の方

教材（レジュメ）は講義受講時にお渡しします。DVDフォロー
をお申込の方、DVDはご指定のご住所に発送します。発送
スケジュールは、「通信教材発送日」をご確認ください。

通信受講の方

教材はご指定のご住所に発送します。
通信教材発送日をご確認ください。

［ご注意］ ●道場シリーズはGOGOポイント、クー
ポン割引を含め、各種割引はご利用いただけませ
ん。また、提携校ではお申込いただけません。●
一般価格とは、LEC各本校・LEC通信事業本部・
LECオンライン本校にてお申込される場合の受付
価格です。●大学生協・書籍部価格とは、LECと
代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、
書店にてお申込される場合の受付価格です。●代
理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでい
る一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込され
る場合の受付価格です。●上記、大学生協・書籍
部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必
ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。

学習の進捗状況は人それぞれです。
でも、本試験まで時間が限られている
ため最適な講座を選ばないと、合否に
影響することもあります。そこで！
●主要科目の基本事項をインプット
「BASIC」

●ズバリ本試験出題予想をアウトプット
「FINAL」

合格レスキュー 
パックがおススメ！

［本パックに含まれる道場］
本 パックに は、① 合 格レ ス キュー 2019 

［BASIC］②合格レスキュー 2019［FINAL］
の2つの道場が含まれます。

ズ
バ
リ
！
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パック対象お盆道場

驚きの的中率！
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受講形態
（＃1・＃2 各回別）

一般価格 大学生協
書籍部価格

代理店
書店価格 講座コード

税込 税込 税込

通学
Webフォロー付 5,400円 5,130円 5,292円 RA19692
DVDフォロー付 7,560円 7,182円 7,409円 RA19693

通信
Web動画・音声DL・スマホ 5,400円 5,130円 5,292円

RB19691
DVD 7,560円 7,182円 7,409円

2019年工藤道場 
Kudo Project 

“Swing-by” 
seminar 2019 
公開道場

「Kudo Project “Swing-by” seminar 2019 公開講座」は、第
51回本試験において出題可能性の高い事項に特化した講義を
行う。本講座は、法令の理解を主眼に置いた通常の講義内容に
対し、最新の情報や実例問題等を組み込み、より掘り下げた内容
で最近の本試験出題傾向に対応していく。なお、本講義は、積極
的な学習を進める自主性の高い受験生の支援を図るため、Kudo 
Project “Swing-by” seminar 2019の受講生以外の受験生に
も門戸を広げ聴講していだだけるようにした。日頃の学習環境を
広げた本講座の受講を通じ、受験生相互間の切磋琢磨を助長し、
一人でも多くの本試験合格を目指す受験生の支援を図りたい。

＃1 働き方改革関連法規
労働基準法・労働安全衛生法・同一労働同一賃金等
＃2 計算事例問題対策
労働基準法から一般常識の各科目において出題が予測される計
算問題対策
例）実物給与の評価・代替休暇（労基法）・休業補償給付の額、
算定基礎日額（労災法）
雇用継続給付（雇用法）・労働保険料の計算及び延納（徴収法）
高額療養費（健保）・在職老齢年金（厚年法）・児童手当（児手
法）

徹底的に本試験対策をしたい方
2019年向けKudo Project “Swing-by” seminar （通学・通信）はコースに含
まれます。購入なさらないようご注意くだささい

Kudo Project “Swing-by” Seminar 2019オリジナルテキスト

全2回 （3H×2回）
＃1 働き方改革関連法規　1回（3H×1回）
＃2 計算事例問題対策 1回（3H×1回）

講座のねらい道場の内容

こんな人にオススメ 使用教材

カリキュラム

最
新
！
本
試
験
出
題
予
想
対
策
道
場

2019年工藤道場
Kudo Project “Swing-by” 
seminar 2019 公開道場

［教材お渡し方法についてのご案内］

各回ごとのお申込となります。

通学受講の方

教材（レジュメ）は講義受講時にお渡しします。DVDフォローをお申込の方、DVDはご指
定のご住所に発送します。発送スケジュールは、「通信教材発送日」をご確認ください。

通信受講の方

教材はご指定のご住所に発送します。通信教材
発送日をご確認ください。

梅田駅前本校・全国中継実施校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

科目/回数 日付 実施時間
＃1 6.29（土） 9：30-12：30
＃2 6.29（土） 13：30-16：30

スケジュール

KUDO DŌJYŌ※この講座は生中継映像のため、通信環境の影響により映像・音声
の乱れが生じる場合や、急遽実施が中断・中止となる場合がございま
す。あらかじめご了承ください。

［ご注意］ ●道場シリーズはGOGOポイント、クーポン割引を含め、各種割引はご利用いただけません。また、提携校ではお申込いただけません。●一般価格とは、LEC各
本校・LEC通信事業本部・LECオンライン本校にてお申込される場合の受付価格です。●大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買
会、書店にてお申込される場合の受付価格です。●代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格
です。●上記、大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。

通信教材・DVD発送日
6月10日（月）

通信Web動画・音声DL・スマホ配信期間
6月10日（月）～8月31日（土）

工藤 寿年 （くどう ひさとし） LEC専任講師

工
藤
道
場

同時配信中継校
＃1

札幌本校 仙台本校 静岡本校 名古屋駅前本校

富山本校 京都駅前本校 神戸本校 難波駅前本校

広島本校 山口本校 福岡本校 那覇本校

＃2
札幌本校 仙台本校 名古屋駅前本校 富山本校

京都駅前本校 神戸本校 難波駅前本校 広島本校

山口本校 福岡本校 那覇本校

6月実施
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2019年工藤道場

最後に“すっきり！ 整理！”道場

受講形態
一般価格 大学生協

書籍部価格
代理店

書店価格 講座コード

税込 税込 税込
通学（フォローなし） 3,240円 3,078円 3,175円 RA19760

2019年工藤道場
最後に  

“すっきり！整理！”
道場

本試験の前日、落ち着かない受験生へ、工藤講師から最後
の一押しで得点アップ！

本試験まであと1日！そんな一番熱い日に実施いたします。
労働時間・所得・その他社労士試験にまつわる数字を工
藤講師ならではの講義で“すっきり！整理 ”しちゃいます。
○○日・○○時間・○○万円・○年…最後の最後に本試
験で落ちついて解答できるよう最後に一押しします！

●本試験目前で落ち着かない方

工藤講師すっきりレジュメ

全1回（1.5H×1回）講座のねらい

道場の内容 こんな人にオススメ

使用教材

カリキュラム

工藤 寿年 （くどう ひさとし） LEC専任講師

［教材お渡し方法についてのご案内］

工藤講師出張イベントのご案内

KUDO DŌJYŌ

同時配信中継校
札幌本校 仙台本校 池袋本校
富山本校 静岡本校 名古屋駅前本校

京都駅前本校 難波駅前本校 神戸本校
岡山本校 広島本校 山口本校
福岡本校 那覇本校

※この講座は生中継映像のため、通信環境の影響により
映像・音声の乱れが生じる場合や、急遽実施が中断・中止
となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

本
試
験
ま
で
あ
と
１
日
！

工
藤
講
師
の
お
告
げ
！

梅田駅前本校／全国中継実施校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

科目/回数 日付 時間
1 8.24（土） 10：00-11：30

名古屋駅前本校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

科目/回数 日付 時間
1 8.17（土） 10：00-11：30

岡山本校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

科目/回数 日付 時間
1 8.17（土） 16：00-17：30

広島本校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

科目/回数 日付 時間
1 8.18（日） 10：00-11：30

福岡本校
工藤寿年（くどう ひさとし）講師

科目/回数 日付 時間
1 8.18（日） 16：30-18：00

スケジュール

追加
スケジュール

無料相談会
（予約制）

［ご注意］ ●道場シリーズはGOGOポイント、クーポン割引を含め、各種割引はご利用いただけません。また、提携校ではお申込いただけません。●一般価格とは、LEC各本校・LEC通信事業本部・
LECオンライン本校にてお申込される場合の受付価格です。●大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書店にてお申込される場合の受付価格です。●代理
店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。●上記、大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず
本冊子を代理店窓口までご持参ください。

名古屋駅前本校・岡山本校・広島本校・福岡本校にて
工藤講師による出張イベントも実施します！

相談会では、本試験１週間前の過ごし方やお持ちの教材・模試等の質問でも何でもＯＫです！時間のゆるされ
る限り、工藤先生が受験生の疑問・質問をその場でお答えします！

名古屋駅前本校 8/17（土）11：45-13：00 （お一人様15分×５枠）
岡山本校 8/17（土）17：45-19：00 （ご希望の方全員）
広島本校 8/18（日）11：45-13：00 （お一人様15分×５枠）
福岡本校 8/18（日）18：00-19：00 （お一人様20分×３枠）
相談会は予約制（参加無料）となります。ご予約は、名古屋駅前本校・岡山本校・広島本校・福岡本校窓口
もしくはお電話にてお問い合わせください。

8月実施

通学受講の方

教材（レジュメ）は、講義実施日に生講義実施本校（同時配信先で受講する場合は同時配信先本校）でお渡しします。

名古屋駅前本校・岡山本校・広島本校・福岡本校にて
最後に“すっきり！整理！”道場 ＆相談会を“生講義”で実施します！



OPUSOPUSシリーズLEC人気講師・工藤寿年による直前対策講座！

一作品からチョイス可能 NEW 2019年

実力完成講座
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全10回 60分から90分
出題範囲が膨大でしかも複雑に入り組んでいる社労士試験。自分に足りなかったものは何だったのか？個々
の基本事項のインプットが充分であっても、それを融合して正解を導くという応用力や処理能力がなければ、
この局面を打破することはできません。実力完成講座OPUSシリーズでは、これまでのあなたの学習法を一
新して脳内を徹底的に革新するオリジナル講義です。

講座の内容一覧

回数 法律 メインタイトル

第1回 雇用保険法 ＃1 高年齢雇用継続給付

第2回 健康保険法 ＃2  高額療養費

第3回 年金法 ＃3  加給年金額と振替加算

第4回 年金法 ＃4  在職老齢年金及び60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険 
との調整

第5回 年金法 ＃5  老齢年金の繰上げ・繰下げ

第6回 年金法 ＃6  障害年金の調整（事後重症・基準障害・併合認定）

第7回 年金法 ＃7  寡婦年金・死亡一時金

第8回 横断 ＃8  日雇労働者に関する法令の整理

第9回 改正法 ＃9  主な改正①労働科目編

第10回 改正法 ＃10  主な改正②社会保険科目編

工藤講師のロジックで理解すべきベスト10   一作品ズバリ 5,400円（税込）お得!!

一括（全10回）

受講形態
一般価格 大学生協

書籍部価格
代理店

書店価格 講座コード
税込 税込 税込

通信Web・音声DL・スマホ 54,000円 51,300円 52,920円 RC19345

一般価格 講座コード

45,900円 RC19345

一般価格 講座コード

48,600円 RC19345

項目ごと

受講形態
一般価格 大学生協

書籍部価格
代理店

書店価格 講座コード
税込 税込 税込

通信Web・音声DL・スマホ 5,400円 5,130円 5,292円 RC19345

受講料のご案内

講座の内容

［ご注意］ ●一般価格とは、LEC各本校・LEC通信事業本部・LECオンライン本校にてお申込される場合の受付価格です。●大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書店にてお
申込される場合の受付価格です。●代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。●上記、大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用さ
れる場合は、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。

通信Web・音声DL・ 
スマホ配信日

＃1～＃8 ＃9・＃10
配信終了日 2019年8月31日（土）

2019年5月13日（月） 2019年6月10日（月）

LECコース生割引のご案内（一括申込）

1 2019年工藤プロジェクトスイングバイセミナーコース生
2 2019年しっかり基礎+合格コース・合格コース・年金キーパー+

中上級コース・中上級コース・スピードマスター合格コース生

15%OFF 10%OFF

［教材お渡し方法についてのご案内］ 通信受講の方

［ご注意］ ※本講座はWeb・音声DL・スマホクラスのみの実施となります。DVDクラスの実施はございません。
また教材発送もございません。教材はWeb上で閲覧もしくは必要に応じてご自身でプリントアウトをお願いします。

Hisatoshi Kudo

工藤 寿年
LEC専任講師
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実力完成講座OPUSシリーズでは、時代の変化に応じた新感覚の受講スタイルを取り入れています。テキス
トと映像との行ったり来たりのありがちな講義ではなく、動画そのものがテキストと講義を一元化し、ハンズフ
リーで受講できます。一作品60分から90分で完結！通勤の満員電車でもOK忙しい日常生活、タブレット
で簡単・手軽に受講できます！

●ロジックで理解・定着をさせたい方
●スキマ時間を上手く活用したい方
●インプットを一通り終え、苦手項目を

克服したい方

工藤講師のロジックで理解すべきベスト10   一作品ズバリ 5,400円（税込） お得!!
収録担当講師 
からの 
メッセージ

こんな人に 
おススメ

講義動画の一部をご紹介！
Let’s try!

通信
講座

受験生の多くが苦手とする項目の一つ！
＃2  高額療養費（健康保険法）
平成15年・平成16年・平成28年の選択式に出題された高額療養費
は、受験生が苦手とする項目の一つです。OPUSシリーズでは、なぜ、高
額療養費算定基準額は80,100円という数字を使うのか？なぜ、多数回該
当の場合では44,400円という数字を使うのか？（標準報酬月額が28万
円以上50万円の場合）など高額療養費算定基準額の根拠から講義し理
解して頂きます。ゴロ合わせで覚えた数字は、改正されるとそれまでです。
数字には根拠があります。きちんと根拠から得た知識は活きた知識として、
合格後も役立てる講義内容となっています。毎年定番の作品として販売し
ており、人気No1作品です。

合格するための賢い選択！
＃9・＃10  主要な改正（労働科目編・社会保険科目編）

「工藤先生の改正法講座をWebでも受講したい！」というお声にお応えし、
今年も“主要な改正”を販売します！確実に得点したい受験生が選ぶ“主
要な改正”は毎年高額療養費に続いて人気作品の一つです。
今年は労働科目編・社会保険科目と2回に分けて、働き方改革関連法令
や国民年金法では産前産後期間中の保険料免除制度の創設、確定拠出
年金法など、出題が予想される近年の改正法に特化し、確実に得点でき
るよう知識の理解・定着を図ります。



受験生応援宣言！！

3/21（木・祝）13：00～15：00 池袋本校
同時中継：札幌本校/横浜本校/静岡本校/名
古屋駅前本校/富山本校/神戸本校/岡山本校
/広島本校/山口本校/福岡本校/那覇本校/佐
世保駅前校【提携校】
4月1日（月）から無料公開

椛島講師の
「合格のカギ“2つの年金”を
おさらいしよう」

4/21（日）17：00～18：00 水道橋本校
同時中継：札幌本校/仙台本校/名古屋駅前本
校/富山本校/京都駅前本校/神戸本校/広島
本校/山口本校/福岡本校/金沢校【提携校】/
滋賀草津駅前校【提携校】/和歌山駅前校【提
携校】/佐世保駅前校【提携校】
4月26日（金）から無料公開

山下講師の
「ラストスパート突入！
本試験までの3ヵ月間の過ごし方」

4/20（土）16：00～17：00 池袋本校
同時中継：札幌本校/横浜本校/名古屋駅前本校
/富山本校/京都駅前本校/梅田駅前本校/神戸
本校/岡山本校/広島本校/山口本校/福岡本校/
那覇本校/金沢校【提携校】/福井南校【提携校】/
佐世保駅前校【提携校】
4月26日（金）から無料公開

滝講師の
「今なら間に合う！『労一』攻略
ロードマップ」

4/20（土）17：00～18：30 梅田駅前本校
同時中継：札幌本校/池袋本校/横浜本校/名
古屋駅前本校/富山本校/京都駅前本校/難波
駅前本校/神戸本校/岡山本校/広島本校/福
岡本校/那覇本校/金沢校【提携校】/佐世保駅
前校【提携校】
4月26日（金）から無料公開

工藤講師の
「ＧＷ目前！公開模試までに
仕上げておくべきこと」

7/7（日）17：00～18：00 水道橋本校
同時中継：横浜本校/町田本校/静岡本校/名古
屋駅前本校/京都駅前本校/梅田駅前本校/神戸
本校/広島本校/福岡本校/新潟校【提携校】/金
沢校【提携校】/滋賀草津駅前校【提携校】/佐世
保駅前校【提携校】
7月16日（火）から無料公開

山下講師の
「まだ間に合う！ 本試験まで1ヵ月間
でやるべきこと」

第1回
5/26（日）17：10～18：10 梅田駅前本校
同時中継：札幌本校/仙台本校/池袋本校/千葉本校/横浜本校/静岡本校/
名古屋駅前本校/富山本校/京都駅前本校/難波駅前本校/神戸本校/岡山
本校/広島本校/福岡本校/新潟校【提携校】/金沢校【提携校】/滋賀草津駅
前校【提携校】/佐世保駅前校【提携校】

第2回
6/23（日）17：10～18：10 梅田駅前本校
同時中継：札幌本校/仙台本校/池袋本校/千葉本校/横浜本校/静岡本校/
名古屋駅前本校/富山本校/京都駅前本校/難波駅前本校/神戸本校/岡山
本校/広島本校/福岡本校/新潟校【提携校】/金沢校【提携校】/滋賀草津駅
前校【提携校】/佐世保駅前校【提携校】

第3回
7/28（日）17：10～18：10 梅田駅前本校
同時中継：札幌本校/仙台本校/池袋本校/千葉本校/
横浜本校/静岡本校/名古屋駅前本校/富山本校/京
都駅前本校/難波駅前本校/神戸本校/岡山本校/広
島本校/福岡本校/新潟校【提携校】/金沢校【提携校】
/滋賀草津駅前校【提携校】/佐世保駅前校【提携校】

工藤講師の「模試出題根拠
と復習の仕方」
模試後の60分！ 当日復習を終える人が
差をつける！

3/16（土）17：00～18：30 梅田駅前本校
同時中継：静岡本校/名古屋駅前本校/富山本
校/京都駅前本校/難波駅前本校/神戸本校/
広島本校/福岡本校/那覇本校/水戸見川校
【提携校】/新潟校【提携校】/金沢校【提携校】/
佐世保駅前校【提携校】
3月25日（月）から無料公開

工藤講師の
「第51回試験にむけて
今すべきこと」

7/14（日）16：00～17：00 新宿エルタワー本校
同時中継：札幌本校/仙台本校/大宮本校/池袋本校/横
浜本校/静岡本校/名古屋駅前本校/京都駅前本校/梅田
駅前本校/難波駅前本校/神戸本校/岡山本校/広島本校
/山口本校/高松本校/福岡本校/那覇本校/新潟校【提携
校】/金沢校【提携校】/滋賀草津駅前校【提携校】/和歌山
駅前校【提携校】/佐世保駅前校【提携校】

7月22日（月）から無料公開

澤井講師の
「今年出る！働き方改革関連法・
労基安衛」

7/21（日）16：00～17：00 新宿エルタワー本校
同時中継：札幌本校/仙台本校/大宮本校/池袋本校/千葉
本校/静岡本校/名古屋駅前本校/京都駅前本校/梅田駅前
本校/神戸本校/岡山本校/広島本校/山口本校/福岡本校/
那覇本校/新潟校【提携校】/金沢校【提携校】/福井南校【提
携校】/滋賀草津駅前校【提携校】/和歌山駅前校【提携校】/
佐世保駅前校【提携校】

7月29日（月）から無料公開

澤井講師の
「選択式予想ポイント・ベスト20
無料大公開！」

8/25（日）8：30～9：30 水道橋本校

椛島講師の
「本番まで秒読み！〈改正〉論点を
〈選択〉形式で総ざらい！」

2019年本試験待ったなしサイト
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/

LEC社労士 本試験待ったなし

スマホでも見れます！

カウントダウン！ 模試の正答率から紐解く
“絶対におさえる問題”＆“合否を分ける問題”＆
“割り切る問題”
本試験では出題数の多さに圧倒されがちですが、冷静に見れば各問題の難易度にはメリハリがあります。“絶対におさえる
問題”とは何でしょうか？色々な回答があるかと思いますが、シンプルにいえば“みんなが正答している問題”です。“合否を
分ける問題”、時間を掛けても正答が困難な“割り切るべき問題”をデータで分析！模試の出題とその類題を1日1テーマ
ピックアップして解説。時間の限られた本試験直前期だからこそ効率的に復習を図りましょう！本試験62日前の6月24日
（月）から、いざカウントダウンスタート！

6月24（月）から
無料公開（毎日更新）

模試
受験生
限定
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