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平成30年度 合格者 5名‼
【平日コース】
2019年11月から2020年8月

【日曜コース】
2019年12月から2020年8月

※DVD通信講座もございます。（日曜コースのみ）
※オプションとしまして「直前対策講座」もございますので、習熟度に合わせてステップアップが可能です。
※受講生が各定員を超える場合は、「通信講座」にお振り替えいただく場合がございます。
※また、社会保険協会会員事業所勤務者の方は、お申込みの際に鹿児島県社会保険協会会員等の確認を行いますので

ご了承ください。

労働編・社会保険編の下記科目の択一式過去問（10年分・各法100問、500肢）を下記日程で一肢ごとに解説
することで、より実戦的な解答テクニックを学ぶことができます。
１日で10年間の世界を見ることにより、効率的に各科目の全体像と論点をとらえることができます。

 SR本講座受講が初めての受講生 
 社会保険協会会員事業所勤務者
 社会保険協会会員事業所勤務者で「基礎講座受講経験者」
 ＳＲ会員事務所勤務者
 本講座再受講生 
 本講座再々以降受講生

１５０，０００円（税込）
１４０，０００円（税込）
１３０，０００円（税込）
１３０，０００円（税込）
１２０，０００円（税込）
１００，０００円（税込）

受験講座（本講座＋直前答練講座） 受講料

平成19年に設立された鹿児島県社会保険労務
士会を母体とした「労働保険事務組合」です。
平成20年より社労士受験講座を開講し、昨年
度講座まで11回、受講生のべ380名で、合格者
41名を輩出しております。

鹿児島ＳＲ経営労務センターとは？

社会保険労務士は「年金」や「労働問題」のエキ
スパートとして活躍する国家資格者です。
労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労
務管理その他労働社会保険に関する指導を行
う専門家ですが、今後ますます活躍領域が広が
り期待される注目度の高い資格です。
資格を目指すだけではなく、スキルアップとし
ての受講も大歓迎です。

社会保険労務士とは？

資料請求・お問合せなどはこちら

〒890-0056　鹿児島市下荒田一丁目41番8号 ユーミーリンクビル202号

【TEL】099-258-4466　【FAX】099-202-0484
【Eメール】 kagoshima-sr@po2.synapse.ne.jp鹿児島ＳＲ経営労務センター

講座開講前説明会のご案内(無料)
●10月20日（日）（１０時～16時） 模擬授業・講座説明と合格体験談平日コース

日曜コース ●11月24日（日）（１０時～16時） 先取法改正講座・講座説明と合格体験談

検 索鹿児島ＳＲ ➡Click!

会場：ポリテクセンター鹿児島
（鹿児島市東郡元町14番３号 駐車場あり）

第52回（2020年度）社会保険労務士受験講座を2019年１１月より開催します！
合格に必要な法律知識や試験を想定した問題演習などプロの講師があなたを
合格へと導きます！！

2020年
合格目標

●平日（火・金） 夜コース×54回 【募集定員20名！！】
本講座 労働社会保険関連の法令や一般常識の習得

【オプション講座】 必勝！ 過去問演習講座 各肢3点以上、合計20点以上UP目標‼

鹿児島県住宅供給公社ビル （鹿児島市新屋敷町16番地）会 場
2019年11月5日（火）～2020年5月15日（金）日 時

１４０分（１８時３０分～２１時） ※10人未満の場合は、日曜コースへの参加となります。ご了承ください。受講時間

ポリテクセンター鹿児島 （鹿児島市東郡元町14番３号 駐車場あり）会 場
2019年12月8日（日）～2020年5月16日（土）日 時

140分×2回（１０時～１２時３０分・１３時３０分～１６時）  ※DVD通信講座もございます。受講時間

●日曜コース×27回 【募集定員30名！！】

模擬試験・過去問題の解説と試験の傾向を
徹底履修。（各コース共通 日曜日に実施）直前答練講座×10回

ポリテクセンター鹿児島 （鹿児島市東郡元町14番３号 駐車場あり）会 場
2020年5月17日（日）～2020年8月2日（日）日 時

140分×2回（１０時～１２時３０分・１３時３０分～１６時）受講時間

欠席の場合は、DVD対応いたします。また、DVDでの通信講座も可能です。

1日4コマ（140分×4）　毎祝日7日間受講時間社会保険労務士 ： 辻 孝男氏講 師
52,000円（税・テキスト代込）　　※本講座受講者 35,000円（税込）　受 講 料

日程 9：00～15：00（休憩有） 15：10～21：00（休憩有）
1/13（祝）
2/11（祝）
2/24（祝）
3/20（祝）
4/29（祝）
5/  4（祝）
5/  6（祝）

労働基準法①② 
労災保険法①② 
雇用保険法①② 
健康保険法①② 
国民年金法①② 
国民年金法⑤⑥ 
厚生年金保険法③④

労働基準法③④ 
労災保険法③④ 
雇用保険法③④ 
健康保険法③④ 
国民年金法③④ 
厚生年金保険法①②
厚生年金保険法⑤⑥



◆給与計算実務セミナー ※企業総務実務担当者向け

140分×2（休憩10分・昼食時間12時30分～13時30分）受 講 時 間

（税・テキスト代込み）

鹿児島県住宅供給公社ビル 3階大会議室（鹿児島市新屋敷町16番地）

社会保険労務士 ： 辻 孝男氏講師紹介 受 講 料

会 場

税理士 ： 稲本 ちほみ氏講師紹介

会社の総務担当の初心者からベテランまで、給与計算の仕組を詳しく解説します。
法令を理解した上、給与計算のプロの育成を目指します。

給与計算を社会保険諸法令からわかりやすく解説します。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届等、給与の基礎となる
届出から、年金関係まで解説し、従業員の質問にも対応できる総務
担当者を育成いたします。

鹿児島SR経営労務センター 資料請求・申込
【FAX】 099-202-0484     【Eメール】 kagoshima-sr@po2.synapse.ne.jp

●給与計算＋年末調整 ： 25,000円　
●給与計算のみ ： 20,000円　
●年末調整のみ ： 10,000円

◆社会保険労務士入門講座 ※社労士受験初学者・総務実務担当者向け

ポリテクセンター鹿児島（鹿児島市東郡元14-3）※駐車場あります。

※希望の箇所に○をつけてください。申込のみの方にも資料をお送りいたします。

※無料体験講座

（テキスト代込み）

会 場

園田 忠文氏 ほか社労士若手講師陣講 師 ・入門講座のみ …………20,000円（税込）
・本講座同時申込み ……10,000円（税込）

受 講 料

これから、社労士試験の勉強を始められる方、総務人事担当者で、手続等の法律の根拠を勉強されたい方へ、わかりやすく
若手社労士が説明いたします。

日　程 10時00分～12時30分 13時30分～16時00分
10月20日（日）※
10月27日（日）
11月  3日（日）
11月10日（日）
11月17日（日）
11月24日（日）※

労働基準法
労働安全衛生法
雇用保険法
国民年金法
健康保険法
先取法改正

講座説明会
労働者災害補償保険法
労働保険徴収法
厚生年金保険法
一般常識
講座説明会

給与計算実務セミナー 資料請求 申込
給与計算＋年末調整
給与計算のみ
年末調整のみ

社労士講座 資料請求 申込
入門講座
本講座
過去問演習講座

氏名

ふりがな

電話

住所

事業所名

〒

Eメール

1部  給与計算実務マスター
今年度の年末調整の仕組みを、所得税法その他諸法令にもとづき解
説します。
今年の年末調整は、これで完璧‼来年度からの年末調整も基礎があ
るので万全です‼

福岡県出身　社会保険労務士（平成14年登録）
辻孝男社会保険労務士事務所
ＳＲ社労士講座では長年講師を担当し、多くの合格者を輩出。
企業向けのセミナーも多数開催し、精力的に活動を行っていらっしゃいます。

宮崎県出身　
稲本ちほみ税理士事務所所長　（南九州税理士会所属）
数々の講師実績があり、現在は資格の学校ＴＡＣで講師を務めていらっしゃいます。
元ＳＲ社労士講座の受講生であり、社会保険労務士の資格も有しています。

2部　年末調整実務マスター

１．給与計算をはじめる前に
２．給与計算に係る法令知識
３．社会保険料について
４．所得税について
５．毎月の給与計算のすすめ方

６．残業手当・欠勤控除等の計算方法
７．社会保険料の徴収パターン
８．賞与計算のすすめ方
９．事例演習

給与計算実務マスター① １．年末調整に当たっての心得
２．年税額の計算・過不足の精算・
　年末調整の計算例
３．年末調整終了後の事務
４．１月の源泉徴収事務について
５．事例演習

年末調整実務マスター

11月11日（月）
10：00～16：00

給与計算実務マスター②

10月28日（月）
10：00～16：00

10月29日（火）
10：00～16：00



 

社労士受験講座説明会のお知らせ 

 

 

 

鹿児島 SR経営労務センター 

受験講座担当 山野 髙廣 

 

 令和２年度鹿児島 SR 経営労務センター社労士受験講座説明会を、下記の日程で開催い

たします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

日時  令和元年 10月 20日（日） 10：00～16：00 

 

場所  ポリテクセンター鹿児島  

    鹿児島市東郡元 14-3  ＴＥＬ099-254-3788 

   

内容  １．模擬授業（労働基準法） 10：00～12：30 

    

    ２．講座説明会       13：30～16：00 

     ・第 51回社労士試験の出題傾向について 

     ・令和２年度社労士受験講座案内 

     ・合格者体験談 

 

講師  講座担当社労士数名  

      

 

※ 参加ご希望の方は下記の事項にご記入の上、ＦＡＸ又は郵送でご連絡下さい。 

ご都合によりご参加いただけない方で、ご希望の方には当日の様子を録画した DVDを

送付いたします。 

 

鹿児島 SR経営労務センター     TEL 099-258-4466 FAX 099-202-0484 

氏名 
 

住所 
 

連絡先 
 

出席します   DVDを希望します 

 


