
試験概要

私学労務管理能力検定

全国一斉　Web試験
2022年 11月27日（日）実施

私学の「働き方改革」を推進する労務管理の専門人材を育てる！！

試験日

直前ゼミ
の視聴学習

上記に記載の日程
※試験日は変更になる場合もあります。
　最新の日程はホームページでご確認ください。

90 分間
※上記試験日の 0:00 ～ 23:59 の間での適宜時間帯で、1回限り。

■ SRK 会員：27,500 円
■   一  般   ：33,000 円
■ 団体受験（３名以上の同時申込み）
　 SRK 会員：22,000 円
      一  般   ：27,500 円

試験時間

※ＳＲＫ会員とは、私学労務研究会の法人会員を指します。

※「公式テキスト」の持ちこみを認めます。

※合格基準に満たない受験者に追試の措置を講じる場合があります。

検定概要

出題範囲・レベル

出願期間
（受験願書受付期間）

解答形式

合格基準

試
験
日

「公式テキスト」の範囲から基礎レベルの設
問を出題します。

試験日の 10日前から講義動画（約 60分）
が配信され、Web受講します
※専用ログインで複数回視聴が可能

2022 年 9月9日 (金) より
　　　　 11月18日 (金)まで

配点 100点満点とし、80点以上を合格とし
ます。設問の難易度により多少変動します。

4択  択一式。50問（マークシート方式）【法人本部、人事・総務・労務担当の方へ】
私学労務管理能力検定は、人事総務部門への新任者研修
にも活用できます。（団体受験の受験料割引きもございま
す。）人事異動の着任にあたっての基礎知識習得に、私学
労務管理能力検定を研修の一環として受験をお勧めします。

主宰：一般社団法人  私学労務研究会（SRK）

受験料（税込み）
※上記の「直前ゼミ」
　及び追試を含む。

こんな人にオススメ
● 私学の人事総務の新任者や実務者
● 私学の労務管理部門の管理職
● 将来、私学の「働き方改革」に携わりたい方
● 広く労働法制や雇用・労務管理を学びたい方

2級 ベーシックコース第 9回 難易度
★

https://www.sirouken.or.jp/ 検 索私学労務研究会

2級ベーシックコース検定試験
の合格者には、一般社団法人  
私学労務研究会（SRK）が認
定する「私学労務管理能力検
定 2級」の称号を授与します。

検定合格の称号の認定

出 願 要 項
素養が身につく

理解度が測れる

私学の
労務管理

実務に活かせる

https://vimeo.com/547840905

Ｗebにて紹介ムービー配信中！



一般社団法人 私学労務研究会（SRK）
●検定受験についてのお問い合わせは

〒102-0082 東京都千代田区一番町 10-8 一番町ウェストビル 5 階
TEL：03-6455-5317  FAX：03-6455-5318

Mail：kentei@sirouken.or.jp

受験の流れ 公式テキストのご案内

結果通知について

個人情報等の保護について

受験のお申込み・受験料の納付
【電子メール】

Web試験の受験について

専門の社労士が公式テキストに沿っ
て出題傾向を予測し重点対策を指摘
します。

 kentei@sirouken.or.jp までメールでご連絡ください。
事務局がテキスト執筆者に繋ぎ、後日回答いたします。

kentei@sirouken.or.jp 宛に記入済みの受験願書を添付、または受験
願書の必要事項を記述の上、お申込みください。

「私学労務管理能力検定」公式サイト

●電子メール受信後に、受験願書受領確認と受験料納付案内の連絡を差し上
げます。受験願書に記された振込先に期限内にお振込みください。

●FAX到着後に、受験願書受領確認と受験料納付案内の連絡を差し上げます。 
　受験願書に記された振込先に受験料の納付が確認されて、申し込みが完了
　となります。
※いずれの申込方法でも、お申込み後の受験者変更・取り消し・返金はできません。次回への
　延期もできませんので、ご注意ください。

受験日の約 2週間後に、全受験者へ合否を郵送します。
合格者には「私学労務管理能力検定合格証」をお送りします。
※採点結果・合否結果に関するお問い合わせ、異議申し立てには一切応じられません。予めご了承ください。

団体受験について
3名以上の同時申込みの場合は、表面記載の団体受験の受験料に割引となり
ます。詳しくはお問合せください。

受験料納付が確認され申込みが完了後、公式テキストと共に受験票・Web
試験の受験要領が郵送されます。

試験日の１０日前以前に、「直前ゼミ」と検定試験の各専用ログイン情報を連
絡しますので、受験要領に従い視聴と受験をしてください。

受験票の発送について

申し込み完了後に公式テキストが郵送されますので、試験日を目標に計画的
に学習を進めてください。

【全体監修・編著】
弁護士
小國　隆輔（小國法律事務所）

【著】
弁護士
小西　華子（竹林・畑・中川・福島法律事務所）

弁護士
原　英彰（JPS 総合法律事務所）

社会保険労務士
大槻　厚志（一般社団法人　私学労務研究会）

１．本会は、検定試験申込み時に取得した申込者の個人情報について、受験願書受付けから試験  
     の実施・合否発表・合格証の送付等の手続きのため、および今後の検定試験運営のために 
     限り利用します。

2．本会は、取得した個人情報を、本人の同意なしに業務提携先以外の第三者に提供することは 
     ありません。また、個人情報を利用する場合は、共同利用する事業者の範囲や利用目的等の
     所定事項をあらかじめ明示または公表します。

3．本会は、個人情報への不正アクセスや、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防ぐため、技術的
     対策を実施し、また安全管理体制を整備して個人情報の保護に努めます。

4．本会は、保有する個人情報について、個人情報保護方針に則った所定の手続きに従い合理的
     な範囲において誠実に開示、訂正、利用の停止および削除等のご請求に応じます。

5．本会は、個人情報に関する法令、関連規格およびガイドラインを遵守し、一般社団法人と
　　しての社会 的責任を遂行します。

特定社会保険労務士  高橋  佳子
講義動画　講師

【FAX】
「私学労務管理能力検定」公式サイトから受験願書をダウンロード。
必要事項を記入の上、FAXしてください。

FAX:03-6455-5318

【２次元コード】
表面、もしくはこちらの２次元コードから、お申し込みいただけます。

「直前ゼミ」について

自己学習中のテキスト記述内容に関する質問はコチラへ！

A5版

ベーシックコース（基礎レベル）2級 【公式テキストの目次】  Ａ5版

第一分冊　０章～６章
0 章 . はじめに
１　テキストの構成
２　到達目標
３　勉強の進め方
４　2021 年版について
５　凡例

１章 . 雇用契約総論
１　雇用契約とは
２　労働契約の権利と義務
３　判例と行政解釈の位置づけ
４　本章のポイント

２章 . 採用に関する諸問題
１　募集とは
２　採用の自由
３　採用内定取消
４　試用期間
５　本章のポイント

３章 . 労働条件の設定と変更
１　労働条件の設定
２　就業規則
３　労働条件の変更
４　本章のポイント

４章 . 給与に関する諸問題
１　給与とは
２　給与支払いの 4 原則
３　給与の支払時期
４　休業手当等
５　最低賃金
６　消滅時効
７　同一労働・同一賃金
８　私学の給与体系の特徴と問題点
９　本章のポイント

５章 . 労働時間に関する諸問題
１　法定労働時間
２　労働時間とは
３　休憩時間
４　労働時間の把握
５　柔軟な労働時間制度
６　私立学校の問題点と改善策
７　本章のポイント

６章 . 休日・休暇
１　休日
２　年次有給休暇制度
３　本章のポイント

第ニ分冊　7章～ 12章
７章 . 時間外・休日労働
１　時間外・休日労働と 36 協定
２　36 協定の締結
３　割増賃金
４　働き方改革法による改正
５　私立学校の問題点と改善策
６　本章のポイント

８章 . 休業・休職
１　休業・休職とは
２　休職中の取り扱い
３　休職からの復職
４　休業
５　傷病手当金
６　本章のポイント　　

９ 章 . 人事異動
１　人事権について
２　配転
３　出向
４　転籍
５　本章のポイント

10 章 . 服務規律と懲戒処分
１　服務規律
２　懲戒処分とは何か
３　懲戒処分の有効性
４　懲戒の種類ごとの留意点
５　その他の論点
６　本章のポイント

11 章 . ハラスメントの予防と対応
１　ハラスメントの種類について
２　セクシュアルハラスメントとは
３　パワハラとは
４　アカハラとは
５　マタハラとは
６　本章のポイント

12 章 . 雇用関係の終了
１　雇用関係の終了
２　期間の定めのある労働契約についての　 
　　期間満了による終了
３　合意解約・辞職
４　定年制
５　解雇
６　本章のポイント

第三分冊　13 章～ 17 章
13 章 . 有期契約・パートタイム
１　雇用契約の種類
２　有期契約社員の処遇
３　改正パートタイム・有期雇用労働法
４　本章のポイント

14 章 . 労働組合への対応
１　労働組合とは
２　労働組合を組織する労働者
３　団体交渉
４　労働協約
５　不利益取扱いと支配介入
６　本章のポイント

15 章 . 労使紛争
１　労働分野における紛争の特色
２　個別労働紛争の解決制度
３　集団的労使紛争の解決制度
４　本章のポイント

16 章 . メンタルヘルスマネジメント
１　教職員を取り巻くメンタルヘルスの現状
２　教職員のストレス
３　ストレスへの気づきと対策

17 章 . 人事制度
１　働き方改革と私学の人事制度
２　人事制度について
３　評価制度の運用と面談の方法
４　処遇制度について
５　まとめ

※出願前に公式サイトにて「受験規約」をご確認ください。
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06
「直前ゼミ」
のWeb視聴

合格発表

合格証送付

検定試験の
Web受験

受験願書に
よる出願と
受験料納付

公式テキスト
の到着と
自己学習



第9回  私学労務管理能力検定・2級（2022年11月）  受験願書

受験料納付  振込先：三菱UFJ銀行／麹町支店／普通 0332427／一般社団法人 私学労務研究会

XFA ：03-6455-5318
E-mail：kentei@sirouken.or.jp

お申込日 年　　月　　日 法人名

部署名

ご担当者
氏名

□ 個人　□ 団体受験   
※個人での申込みの場合は、下記の１人目の記入欄にもご記入ください。

フリガナ

T E L

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

E-mail

送付先
ご住所

貴校名

〒

【お申込み方法】上記に必要事項を記入の上、FAX、メール、または2次元コードよりお申込みください。

入力フォームはこちら→　https://tayori.com/f/srk-kentei/

ご提供頂いた個人情報は、弊社団主宰の検定の受験願書の受付名簿の作成、及び今後の事業のご案内のために利用致します。お預かりした個人情報は、利用目的以外に使用致しません。
個人情報に関するお問い合わせ先　事務局　03-6455-5317　Mail:kentei@sirouken.or.jp

主　宰
問合せ

※該当に　 を入れてください。

受験料納付案内

●団体受験（本受験願書にて3名以上同時申込みの場合）

□ SRK会員：22,000円（税込）
□   一   般  ：27,500円（税込）

申込み人数

名 円

合計金額□ SRK会員：27,500円（税込）
□   一   般  ：33,000円（税込）

フリガナ

E-mail

〒

出願要項記載の「個人情報等の保護について」ならびに公式サイト掲載の「受験規約」に同意し、私学労務管理能力検定に出願します。

該当する受験区分に□を入れ、人数と合計金額をご記入ください。

※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

11月27日（日）2級ベーシック

11月27日（日）2級ベーシック

11月27日（日）2級ベーシック

11月27日（日）2級ベーシック

11月27日（日）2級ベーシック

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

送付先
ご住所

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験者氏名
フリガナ

E-mail

〒
受験票 ※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

× =
1
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
2
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
3
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
4
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
5
人
目

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル 5階
TEL：03-6455-5317 https://www.sirouken.or.jp一般社団法人 私学労務研究会（SRK）





試験概要

私学労務管理能力検定

全国一斉　Web試験
2023年 3月19日（日）実施

私学の「働き方改革」を推進する労務管理の専門人材を育てる！！

試験日

直前ゼミ
の視聴学習

上記に記載の日程
※試験日は変更になる場合もあります。
　最新の日程はホームページでご確認ください。

90 分間
※上記試験日の 0:00 ～ 23:59 の間での適宜時間帯で、1回限り。

■ SRK 会員：27,500 円
■   一  般   ：33,000 円
■ 団体受験（３名以上の同時申込み）
　 SRK 会員：22,000 円
      一  般   ：27,500 円

試験時間

※ＳＲＫ会員とは、私学労務研究会の法人会員を指します。

※「公式テキスト」の持ちこみを認めます。

※合格基準に満たない受験者に追試の措置を講じる場合があります。

検定概要

出題範囲・レベル

出願期間
（受験願書受付期間）

解答形式

合格基準

試
験
日

「公式テキスト」の範囲から基礎レベルの設
問を出題します。

試験日の 10日前から講義動画（約 60分）
が配信され、Web受講します
※専用ログインで複数回視聴が可能

2022 年12月12日 (月 )より
2023年  3 月10日 (金)まで

配点 100点満点とし、80点以上を合格とし
ます。設問の難易度により多少変動します。

4択  択一式。50問（マークシート方式）【法人本部、人事・総務・労務担当の方へ】
私学労務管理能力検定は、人事総務部門への新任者研修
にも活用できます。（団体受験の受験料割引きもございま
す。）人事異動の着任にあたっての基礎知識習得に、私学
労務管理能力検定を研修の一環として受験をお勧めします。

主宰：一般社団法人  私学労務研究会（SRK）

受験料（税込み）
※上記の「直前ゼミ」
　及び追試を含む。

こんな人にオススメ
● 私学の人事総務の新任者や実務者
● 私学の労務管理部門の管理職
● 将来、私学の「働き方改革」に携わりたい方
● 広く労働法制や雇用・労務管理を学びたい方

第10回 2級 ベーシックコース 難易度
★

https://www.sirouken.or.jp/ 検 索私学労務研究会

2級ベーシックコース検定試験
の合格者には、一般社団法人  
私学労務研究会（SRK）が認
定する「私学労務管理能力検
定 2級」の称号を授与します。

検定合格の称号の認定

出 願 要 項
素養が身につく

理解度が測れる

私学の
労務管理

実務に活かせる

https://vimeo.com/547840905

Ｗebにて紹介ムービー配信中！



一般社団法人 私学労務研究会（SRK）
●検定受験についてのお問い合わせは

〒102-0082 東京都千代田区一番町 10-8 一番町ウェストビル 5 階
TEL：03-6455-5317  FAX：03-6455-5318

Mail：kentei@sirouken.or.jp

受験の流れ 公式テキストのご案内

結果通知について

個人情報等の保護について

受験のお申込み・受験料の納付
【電子メール】

Web試験の受験について

専門の社労士が公式テキストに沿っ
て出題傾向を予測し重点対策を指摘
します。

 kentei@sirouken.or.jp までメールでご連絡ください。
事務局がテキスト執筆者に繋ぎ、後日回答いたします。

kentei@sirouken.or.jp 宛に記入済みの受験願書を添付、または受験
願書の必要事項を記述の上、お申込みください。

「私学労務管理能力検定」公式サイト

●電子メール受信後に、受験願書受領確認と受験料納付案内の連絡を差し上
げます。受験願書に記された振込先に期限内にお振込みください。

●FAX到着後に、受験願書受領確認と受験料納付案内の連絡を差し上げます。 
　受験願書に記された振込先に受験料の納付が確認されて、申し込みが完了
　となります。
※いずれの申込方法でも、お申込み後の受験者変更・取り消し・返金はできません。次回への
　延期もできませんので、ご注意ください。

受験日の約 2週間後に、全受験者へ合否を郵送します。
合格者には「私学労務管理能力検定合格証」をお送りします。
※採点結果・合否結果に関するお問い合わせ、異議申し立てには一切応じられません。予めご了承ください。

団体受験について
3名以上の同時申込みの場合は、表面記載の団体受験の受験料に割引となり
ます。詳しくはお問合せください。

受験料納付が確認され申込みが完了後、公式テキストと共に受験票・Web
試験の受験要領が郵送されます。

試験日の１０日前以前に、「直前ゼミ」と検定試験の各専用ログイン情報を連
絡しますので、受験要領に従い視聴と受験をしてください。

受験票の発送について

申し込み完了後に公式テキストが郵送されますので、試験日を目標に計画的
に学習を進めてください。

【全体監修・編著】
弁護士
小國　隆輔（弁護士法人　小國法律事務所）

【著】
弁護士
小西　華子（竹林・畑・中川・福島法律事務所）

弁護士
原　英彰（JPS 総合法律事務所）

社会保険労務士
大槻　厚志（一般社団法人　私学労務研究会）

１．本会は、検定試験申込み時に取得した申込者の個人情報について、受験願書受付けから試験  
     の実施・合否発表・合格証の送付等の手続きのため、および今後の検定試験運営のために 
     限り利用します。

2．本会は、取得した個人情報を、本人の同意なしに業務提携先以外の第三者に提供することは 
     ありません。また、個人情報を利用する場合は、共同利用する事業者の範囲や利用目的等の
     所定事項をあらかじめ明示または公表します。

3．本会は、個人情報への不正アクセスや、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防ぐため、技術的
     対策を実施し、また安全管理体制を整備して個人情報の保護に努めます。

4．本会は、保有する個人情報について、個人情報保護方針に則った所定の手続きに従い合理的
     な範囲において誠実に開示、訂正、利用の停止および削除等のご請求に応じます。

5．本会は、個人情報に関する法令、関連規格およびガイドラインを遵守し、一般社団法人と
　　しての社会 的責任を遂行します。

特定社会保険労務士  高橋  佳子
講義動画　講師

【FAX】
「私学労務管理能力検定」公式サイトから受験願書をダウンロード。
必要事項を記入の上、FAXしてください。

FAX:03-6455-5318

【２次元コード】
表面、もしくはこちらの２次元コードから、お申し込みいただけます。

「直前ゼミ」について

自己学習中のテキスト記述内容に関する質問はコチラへ！

A5版

ベーシックコース（基礎レベル）2級 【公式テキストの目次】  Ａ5版

第一分冊　０章～６章
0 章 . はじめに
１　テキストの構成
２　到達目標
３　勉強の進め方
４　2021 年版について
５　凡例

１章 . 雇用契約総論
１　雇用契約とは
２　労働契約の権利と義務
３　判例と行政解釈の位置づけ
４　本章のポイント

２章 . 採用に関する諸問題
１　募集とは
２　採用の自由
３　採用内定取消
４　試用期間
５　本章のポイント

３章 . 労働条件の設定と変更
１　労働条件の設定
２　就業規則
３　労働条件の変更
４　本章のポイント

４章 . 給与に関する諸問題
１　給与とは
２　給与支払いの 4 原則
３　給与の支払時期
４　休業手当等
５　最低賃金
６　消滅時効
７　同一労働・同一賃金
８　私学の給与体系の特徴と問題点
９　本章のポイント

５章 . 労働時間に関する諸問題
１　法定労働時間
２　労働時間とは
３　休憩時間
４　労働時間の把握
５　柔軟な労働時間制度
６　私立学校の問題点と改善策
７　本章のポイント

６章 . 休日・休暇
１　休日
２　年次有給休暇制度
３　本章のポイント

第ニ分冊　7章～ 12章
７章 . 時間外・休日労働
１　時間外・休日労働と 36 協定
２　36 協定の締結
３　割増賃金
４　働き方改革法による改正
５　私立学校の問題点と改善策
６　本章のポイント

８章 . 休業・休職
１　休業・休職とは
２　休職中の取り扱い
３　休職からの復職
４　休業
５　傷病手当金
６　本章のポイント　　

９ 章 . 人事異動
１　人事権について
２　配転
３　出向
４　転籍
５　本章のポイント

10 章 . 服務規律と懲戒処分
１　服務規律
２　懲戒処分とは何か
３　懲戒処分の有効性
４　懲戒の種類ごとの留意点
５　その他の論点
６　本章のポイント

11 章 . ハラスメントの予防と対応
１　ハラスメントの種類について
２　セクシュアルハラスメントとは
３　パワハラとは
４　アカハラとは
５　マタハラとは
６　本章のポイント

12 章 . 雇用関係の終了
１　雇用関係の終了
２　期間の定めのある労働契約についての　 
　　期間満了による終了
３　合意解約・辞職
４　定年制
５　解雇
６　本章のポイント

第三分冊　13 章～ 17 章
13 章 . 有期契約・パートタイム
１　雇用契約の種類
２　有期契約社員の処遇
３　改正パートタイム・有期雇用労働法
４　本章のポイント

14 章 . 労働組合への対応
１　労働組合とは
２　労働組合を組織する労働者
３　団体交渉
４　労働協約
５　不利益取扱いと支配介入
６　本章のポイント

15 章 . 労使紛争
１　労働分野における紛争の特色
２　個別労働紛争の解決制度
３　集団的労使紛争の解決制度
４　本章のポイント

16 章 . メンタルヘルスマネジメント
１　教職員を取り巻くメンタルヘルスの現状
２　教職員のストレス
３　ストレスへの気づきと対策

17 章 . 人事制度
１　働き方改革と私学の人事制度
２　人事制度について
３　評価制度の運用と面談の方法
４　処遇制度について
５　まとめ

※出願前に公式サイトにて「受験規約」をご確認ください。

01 02 03 04 05

06
「直前ゼミ」
のWeb視聴

合格発表

合格証送付

検定試験の
Web受験

受験願書に
よる出願と
受験料納付

公式テキスト
の到着と
自己学習



第2回  私学労務管理能力検定・1級（2023年1月）  受験願書

受験料納付  振込先：三菱UFJ銀行／麹町支店／普通 0332427／一般社団法人 私学労務研究会

XFA ：03-6455-5318
E-mail：kentei@sirouken.or.jp

お申込日 年　　月　　日 法人名

部署名

ご担当者
氏名

□ 個人　□ 団体受験   
※個人での申込みの場合は、下記の１人目の記入欄にもご記入ください。

フリガナ

T E L

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

E-mail

送付先
ご住所

貴校名

〒

【お申込み方法】上記に必要事項を記入の上、FAX、メール、または2次元コードよりお申込みください。

入力フォームはこちら→　https://tayori.com/f/srk-kentei/

ご提供頂いた個人情報は、弊社団主宰の検定の受験願書の受付名簿の作成、及び今後の事業のご案内のために利用致します。お預かりした個人情報は、利用目的以外に使用致しません。
個人情報に関するお問い合わせ先　事務局　03-6455-5317　Mail:kentei@sirouken.or.jp

主　宰
問合せ

※該当に　 を入れてください。

受験料納付案内

●団体受験（本受験願書にて3名以上同時申込みの場合）

□ SRK会員：22,000円（税込）
□   一   般  ：27,500円（税込）

申込み人数

名 円

合計金額□ SRK会員：27,500円（税込）
□   一   般  ：33,000円（税込）

フリガナ

E-mail

〒

出願要項記載の「個人情報等の保護について」ならびに公式サイト掲載の「受験規約」に同意し、私学労務管理能力検定に出願します。

該当する受験区分に□を入れ、人数と合計金額をご記入ください。

※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

2023年1月29日(日)　1級アドバンス

2023年1月29日(日)　1級アドバンス

2023年1月29日(日)　1級アドバンス

2023年1月29日(日)　1級アドバンス

2023年1月29日(日)　1級アドバンス

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

送付先
ご住所

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験者氏名
フリガナ

E-mail

〒
受験票 ※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

× =
1
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
2
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
3
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
4
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
5
人
目

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル 5階
TEL：03-6455-5317 https://www.sirouken.or.jp一般社団法人 私学労務研究会（SRK）





私学労務管理能力検定

全国一斉　Web試験
2023年1月29日（日）実施

私学の「働き方改革」を推進する労務管理の専門人材を育てる！！

試
験
日

【法人本部、人事・総務・労務担当の方へ】
私学労務管理能力検定１級は、人事総務部門への管理職
研修にも活用できます。（団体受験の受験料割引きもご
ざいます。）昇進等にあたっての専門知識習得に、私学
労務管理能力検定１級を研修の一環として受験をお勧め
します。

主宰：一般社団法人  私学労務研究会（SRK）

こんな人にオススメ
● 私学労務管理能力検定２級の合格者
　　（注）２級合格者でなくても出願・受験は可能です。

● 私学の労務管理部門の管理職
● 事務職員としてキャリアアップを目指す方
● 広く労働法制や雇用・労務管理を学びたい方

1級 アドバンスコース第 2回 難易度
★★

https://www.sirouken.or.jp/ 検 索私学労務研究会

1級アドバンスコース検定試験
の合格者には、一般社団法人  
私学労務研究会（SRK）が認
定する「私学労務管理能力検
定 1級」の称号を授与します。

検定合格の称号の認定

出 願 要 項
素養が身につく

理解度が測れる

私学の
労務管理

実務に活かせる

https://vimeo.com/547840905

Ｗebにて紹介ムービー配信中！

試験概要

試験日

直前ゼミ
の視聴学習

学習対策ゼミ
の視聴学習

上記に記載の日程
※試験日は変更になる場合もあります。
最新の日程はホームページでご確認ください。

100 分間
※上記試験日の 0:00 ～ 23:59 の間での適宜時間帯で、1回限り。

■ SRK 会員：27,500 円
■   一  般   ：33,000 円
■ 団体受験（３名以上の同時申込み）
　 SRK 会員：22,000 円
      一  般   ：27,500 円

試験時間

※ＳＲＫ会員とは、私学労務研究会の法人会員を指します。

※「公式テキスト」の持ちこみを認めます。

※合格基準に満たない受験者に追試の措置を講じる場合があります。

検定概要

出題範囲・レベル

出願期間
（受験願書受付期間）

解答形式

合格基準

「公式テキスト」の範囲から基礎レベルの設
問を出題します。

出願完了後、自己学習に際し動画（約 60分）
配信でWeb受講
※専用ログインで複数回視聴が可能

試験日の 10日前から講義動画（約 60分）
が配信され、Web受講します
※専用ログインで複数回視聴が可能

2022 年 10月20日 ( 木 ) より
2023年   1 月20日 ( 金 ) まで

配点 110 点満点とし、8 割以上を合格としま
す。設問の難易度により多少変動します。

原則、5択　択一式。（一部、択二等の例外あり）
55問（マークシート方式）

受験料（税込み）
※上記の「学習対
　策ゼミ」「直前ゼ
　ミ」及び追試を
　含む。



公式テキストのご案内
申し込み完了後に公式テキストが郵送されますので、試験日を目標に計画的
に学習を進めてください。

A5版

アドバンスコース（実践レベル）1級 【公式テキストの目次】   Ａ5版

第一分冊　０章～６章
0 章 . はじめに
１　テキストの構成
２　到達目標
３　勉強の進め方
４　凡例

１章 . 雇用契約総論
１　契約自由の原則の修正
２　雇用契約とは何か
３　民法と労働法の関係
４　労働契約から生じる権利と義務
５　判例と行政解釈の位置づけ
６　本章のポイント

２章 . 採用に関する諸問題
１　はじめに
２　教職員の募集時の法規制
３　採用の自由
４　採用内定と内定取消し
５　試用期間
６　本章のポイント

３章 . 労働条件の設定と変更
１　合意による労働条件の設定
２　労働条件の明示義務
３　就業規則等による労働条件の設定
４　労働条件の変更
５　本章のポイント

４章 . 給与に関する諸問題
１　給与とは
２　給与支払いの 4 原則
３　給与の支払時期とノーワーク・ノーペイの原則
４　休業手当等
５　最低賃金
６　平均賃金
７　消滅時効
８　同一労働・同一賃金
９　私学の給与体系の特徴と問題点
10　本章のポイント

５章 . 労働時間に関する諸問題
１　法定労働時間
２　労働時間とは
３　休憩時間
４　労働時間の把握
５　柔軟な労働時間制度１― 変形労働時間制
６　柔軟な労働時間制度２― 裁量労働制
７　その他の柔軟な労働時間制度
８　私立学校の問題点と改善策
９　本章のポイント

６章 . 休日・休暇
１　休日
２　年次有給休暇制度
３　本章のポイント

第ニ分冊　7章～ 12章
７章 . 時間外・休日労働
１　時間外・休日労働と 36 協定
２　36 協定の締結
３　割増賃金
４　働き方改革法による改正
５　管理監督者
６　割増賃金をめぐる諸問題
７　私立学校の問題点と改善策
８　本章のポイント

８章 . 休業・休職
１　休業・休職とは
２　休職
３　休業
４　本章のポイント

９ 章 . 人事異動
１　人事権について
２　配転
３　昇給・昇格・降格
４　出向
５　転籍
６　本章のポイント

10 章 . 服務規律と懲戒処分
１　服務規律
２　懲戒処分とは何か
３　懲戒処分の有効性
４　懲戒の種類ごとの留意点
５　懲戒処分の手続き
６　懲戒処分に関する規定の整備
７　懲戒処分をめぐる諸問題
８　本章のポイント

11 章 . ハラスメントの予防と対応
１　ハラスメントの種類
２　セクハラについて
３　パワハラについて
４　アカハラについて
５　マタハラについて
６　ハラスメント事案への対応と法律関係
７　本章のポイント

12 章 . 雇用関係の終了
１　労働契約の終了原因
２　雇用期間の満了
３　合意解約
４　辞職
５　定年退職
６　解雇
７　本章のポイント

第三分冊　13章～15章、18・19章・16章
13 章 . 非正規雇用
１　正規雇用と非正規雇用
２　有期労働契約に関する法令の定め
３　雇止め法理
４　無期労働契約への転換
５　パート有期法の概要
６　労働者派遣制度の概要
７　本章のポイント

14 章 . 労働組合への対応
１　労働組合とは何か
２　労組法上の「労働者」とは
３　団体交渉
４　労働協約
５　不利益取扱いと支配介入
６　団体行動と組合活動
７　本章のポイント

15 章 . 労使紛争
１　労働分野における紛争の特色
２　訴訟
３　個別労働紛争の解決制度①　
　　行政機関による紛争解決制度
４　個別労働紛争の解決制度②　
　　司法機関による紛争解決制度
５　集団的労使紛争の解決制度
６　本章のポイント

18 章 . 未成年者・女性の保護
１　年少者の保護
２　女性の保護
３　本章のポイント

19 章 . 育児介護休業法
１　育児休業
２　介護休業・子の看護休暇・介護休暇
３　所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限
４　その他

16 章 . メンタルヘルスマネジメント
１　アドバンスコースで学ぶこと
２　メンタルヘルスケアの実施
３　事業場内産業保健スタッフ等の役割

※2級の 17 章 . 人事制度の項目は、
　1級ではありません。

一般社団法人 私学労務研究会（SRK）
●検定受験についてのお問い合わせは

〒102-0082 東京都千代田区一番町 10-8 一番町ウェストビル 5 階
TEL：03-6455-5317  FAX：03-6455-5318

Mail：info@sirouken.or.jp

受験の流れ

結果通知について

個人情報等の保護について

受験のお申込み・受験料の納付
【電子メール】

Web試験の受験について

 kentei@sirouken.or.jp までメールでご連絡ください。
事務局がテキスト執筆者に繋ぎ、後日回答いたします。

kentei@sirouken.or.jp 宛に記入済みの受験願書を添付、または受験
願書の必要事項を記述の上、お申込みください。

「私学労務管理能力検定」公式サイト

●電子メール受信後に、受験願書受領確認と受験料納付案内の連絡を差し上
げます。受験願書に記された振込先に期限内にお振込みください。

●FAX到着後に、受験願書受領確認と受験料納付案内の連絡を差し上げます。 
　受験願書に記された振込先に受験料の納付が確認されて、申し込みが完了
　となります。
※いずれの申込方法でも、お申込み後の受験者変更・取り消し・返金はできません。次回への
　延期もできませんので、ご注意ください。

受験日の約 2週間後に、全受験者へ合否を郵送します。
合格者には「私学労務管理能力検定合格証」をお送りします。
※採点結果・合否結果に関するお問い合わせ、異議申し立てには一切応じられません。予めご了承ください。

団体受験について
3名以上の同時申込みの場合は、表面記載の団体受験の受験料に割引となり
ます。詳しくはお問合せください。

受験料納付が確認され申込みが完了後、公式テキストと共に受験票・Web
試験の受験要領・「学習対策ゼミ」専用ログイン情報が郵送されます。

試験日の約１０日前になりましたら、直前ゼミと検定試験のそれぞれの専用ロ
グイン情報を連絡しますので、受験要領に従い受験ください。

受験票の発送について

１．本会は、検定試験申込み時に取得した申込者の個人情報について、受験願書受付けから試験  
     の実施・合否発表・合格証の送付等の手続きのため、および今後の検定試験運営のために 
     限り利用します。

2．本会は、取得した個人情報を、本人の同意なしに業務提携先以外の第三者に提供することは 
     ありません。また、個人情報を利用する場合は、共同利用する事業者の範囲や利用目的等の
     所定事項をあらかじめ明示または公表します。

3．本会は、個人情報への不正アクセスや、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防ぐため、技術的
     対策を実施し、また安全管理体制を整備して個人情報の保護に努めます。

4．本会は、保有する個人情報について、個人情報保護方針に則った所定の手続きに従い合理的
     な範囲において誠実に開示、訂正、利用の停止および削除等のご請求に応じます。

5．本会は、個人情報に関する法令、関連規格およびガイドラインを遵守し、一般社団法人と
　　しての社会 的責任を遂行します。

【FAX】
「私学労務管理能力検定」公式サイトから受験願書をダウンロード。
必要事項を記入の上、FAXしてください。

FAX:03-6455-5318

【２次元コード】
表面、もしくはこちらの２次元コードから、お申し込みいただけます。

「学習対策ゼミ」「直前ゼミ」について

自己学習中のテキスト記述内容に関する質問はコチラへ！

※出願前に公式サイトにて「受験規約」をご確認ください。

01 02 03 04 05

06
「学習対策ゼミ」
「直前ゼミ」
のWeb視聴

合格発表

合格証送付

検定試験の
Web受験

受験願書に
よる出願と
受験料納付

公式テキスト
の到着と
自己学習 【全体監修・編著】

弁護士
小國　隆輔（弁護士法人　小國法律事務所）

【著】
弁護士
三島　侑子（弁護士法人　小國法律事務所）

社会保険労務士
大槻　厚志（一般社団法人　私学労務研究会）

専門の社労士が公式テキストに沿っ
て出題傾向を予測し重点対策を指摘
します。

特定社会保険労務士  高橋  佳子
講義動画　講師



第10回  私学労務管理能力検定・2級（2023年3月）  受験願書

受験料納付  振込先：三菱UFJ銀行／麹町支店／普通 0332427／一般社団法人 私学労務研究会

XFA ：03-6455-5318
E-mail：kentei@sirouken.or.jp

お申込日 年　　月　　日 法人名

部署名

ご担当者
氏名

□ 個人　□ 団体受験   
※個人での申込みの場合は、下記の１人目の記入欄にもご記入ください。

フリガナ

T E L

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

日中連絡先
電話番号

E-mail

送付先
ご住所

貴校名

〒

【お申込み方法】上記に必要事項を記入の上、FAX、メール、または2次元コードよりお申込みください。

入力フォームはこちら→　https://tayori.com/f/srk-kentei/

ご提供頂いた個人情報は、弊社団主宰の検定の受験願書の受付名簿の作成、及び今後の事業のご案内のために利用致します。お預かりした個人情報は、利用目的以外に使用致しません。
個人情報に関するお問い合わせ先　事務局　03-6455-5317　Mail:kentei@sirouken.or.jp

主　宰
問合せ

※該当に　 を入れてください。

受験料納付案内

●団体受験（本受験願書にて3名以上同時申込みの場合）

□ SRK会員：22,000円（税込）
□   一   般  ：27,500円（税込）

申込み人数

名 円

合計金額□ SRK会員：27,500円（税込）
□   一   般  ：33,000円（税込）

フリガナ

E-mail

〒

出願要項記載の「個人情報等の保護について」ならびに公式サイト掲載の「受験規約」に同意し、私学労務管理能力検定に出願します。

該当する受験区分に□を入れ、人数と合計金額をご記入ください。

※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

2023年3月19日（日）2級ベーシック

2023年3月19日（日）2級ベーシック

2023年3月19日（日）2級ベーシック

2023年3月19日（日）2級ベーシック

2023年3月19日（日）2級ベーシック

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

フリガナ

E-mail

〒
※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

送付先
ご住所

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験する
試験日

受験者氏名
フリガナ

E-mail

〒
受験票 ※上記の「受験料納付案内送付先ご住所」と同じ場合は記入不要です。

× =
1
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
2
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
3
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
4
人
目

送付先
ご住所

受験者氏名

受験票
5
人
目

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル 5階
TEL：03-6455-5317 https://www.sirouken.or.jp一般社団法人 私学労務研究会（SRK）






