生保数理 過去問徹底対策講座 カリキュラム

講義時間：15 時間 24 分

※平成 30 年度過去問については、解答が公表され次第、追加いたします。
第１回

利息の計算

36 分
平成 29 年度問題１(1)
平成 27 年度問題１(1)
平成 25 年度問題１(1)
平成 22 年度問題１(1)
平成 24 年度問題１(1)
平成 26 年度問題１(1)
平成 28 年度問題１(1)

第２回

生命表および生命関数

46 分
平成 28 年度問題１(2)
平成 25 年度問題１(2)
平成 29 年度問題１(2)
平成 24 年度問題１(2)
平成 27 年度問題２(1)
平成 23 年度問題１(2)
平成 22 年度問題１(2)
平成 27 年度問題１(2)
平成 28 年度問題２(1)

第３回

脱退残存表

49 分

第３回

確率変数（１変数）

平成 25 年度問題１(3)
平成 23 年度問題１(3)
平成 28 年度問題２(2)
平成 26 年度問題１(2)
平成 22 年度問題１(3)
平成 21 年度問題１(2)
平成 27 年度問題２(2)
平成 24 年度問題１(3)
平成 28 年度問題１(3)
平成 29 年度問題２(1)

第４回

純保険料（１）

56 分
平成 21 年度問題１(1)
平成 23 年度問題１(1)
平成 26 年度問題１(3)
平成 25 年度問題１(4)
平成 24 年度問題１(4)

平成 21 年度問題１(3)
平成 23 年度問題１(4)
平成 29 年度問題２(2)
平成 23 年度問題１(5)
第５回

純保険料（２）

46 分
平成 28 年度問題１(4)
平成 29 年度問題１(3)
平成 27 年度問題２(3)
平成 26 年度問題２(1)
平成 22 年度問題１(4)
平成 25 年度問題１(5)
平成 26 年度問題１(4)

第６回

責任準備金（純保険料式）

63 分
平成 24 年度問題１(6)
平成 29 年度問題１(4)
平成 25 年度問題１(6)
平成 21 年度問題１(5)
平成 22 年度問題１(5)
平成 24 年度問題１(5)
平成 27 年度問題１(3)
平成 23 年度問題１(7)
平成 23 年度問題１(6)
平成 21 年度問題１(6)
平成 26 年度問題１(5)

第７回

計算基礎の変更

60 分
平成 26 年度問題２(2)
平成 23 年度問題１(8)
平成 25 年度問題１(7)
平成 28 年度問題１(5)
平成 27 年度問題１(4)
平成 29 年度問題２(3)
平成 24 年度問題１(7)
平成 22 年度問題１(6)
平成 21 年度問題１(4)

第８回

営業保険料

77 分
平成 22 年度問題１(7)
平成 29 年度問題１(5)
平成 26 年度問題２(3)

平成 21 年度問題１(7)
平成 27 年度問題２(4)
平成 25 年度問題１(8)
平成 28 年度問題２(4)
平成 28 年度問題２(3)
平成 23 年度問題１(10)
平成 24 年度問題１(8)
平成 23 年度問題１(9)
第９回

実務上の責任準備金

58 分
平成 24 年度問題１(10)
平成 24 年度問題１(9)
平成 25 年度問題１(9)
平成 29 年度問題１(6)
平成 21 年度問題１(8)
平成 27 年度問題１(5)
平成 23 年度問題１(11)
平成 22 年度問題１(8)
平成 26 年度問題２(4)
平成 28 年度問題２(5)

第１０回

解約その他変更に伴う計算

56 分
平成 21 年度問題１(9)
平成 24 年度問題１(11)
平成 23 年度問題１(12)
平成 26 年度問題１(6)
平成 28 年度問題１(6)
平成 29 年度問題１(7)
平成 27 年度問題１(6)
平成 29 年度問題２(4)
平成 25 年度問題１(10)
平成 22 年度問題１(9)

第１１回

連合生命に関する生命保険
および年金

51 分
平成 26 年度問題１(7)
平成 24 年度問題１(12)
平成 26 年度問題２(5)
平成 23 年度問題１(13)
平成 27 年度問題２(5)
平成 22 年度問題１(10)

平成 25 年度問題１(11)
平成 21 年度問題１(10)
平成 28 年度問題２(6)
平成 29 年度問題１(8)
第１２回

就業不能（または要介護）に
対する諸給付

54 分
平成 24 年度問題１(13)
平成 21 年度問題２(1)
平成 27 年度問題１(7)
平成 25 年度問題１(12)
平成 23 年度問題１(14)
平成 26 年度問題２(6)
平成 23 年度問題１(15)
平成 29 年度問題２(5)
平成 27 年度問題２(6)
平成 25 年度問題１(13)
平成 21 年度問題２(2)
平成 28 年度問題１(7)

第１３回

災害および疾病に関する保険

46 分
平成 27 年度問題１(8)
平成 29 年度問題２(6)
平成 24 年度問題１(14)
平成 26 年度問題１(8)
平成 28 年度問題１(8)
平成 25 年度問題１(14)

第１４回

大問（１）

123 分
平成 21 年度問題３(1)
平成 21 年度問題３(2)
平成 24 年度問題２(1)
平成 29 年度問題３(1)
平成 26 年度問題３(2)
平成 25 年度問題２(1)
平成 27 年度問題３(1)
平成 26 年度問題３(1)
平成 22 年度問題３(1)
平成 29 年度問題３(2)
平成 28 年度問題３(1)
平成 22 年度問題３(2)

第１５回

大問（２）

103 分
平成 24 年度問題２(2)
平成 22 年度問題４(1)
平成 22 年度問題４(2)
平成 22 年度問題４(3)
平成 28 年度問題３(2)
平成 25 年度問題２(2)
平成 27 年度問題３(2)
平成 21 年度問題４(1)
平成 21 年度問題４(2)
平成 23 年度問題２
平成 22 年度問題２(1)
平成 22 年度問題２(2)

