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まもなく 1 月に入ります。年末年始は多少ゆっくりと、自分の時間や、家族との時間を大

事にしてください。受験勉強は少しお休みして、ご自分のスケジュールを確認してくださ

い。新しい手帳等に講義の日程をしっかり組み入れてください。 

 

■中上級水道橋山下クラス 

今の時期から健康保険の問題集を解くことをお勧めします。 

まだ講義は始まっていませんが、健康保険の問題集を労働法と並行して解いてみましょう。 

労働保険科目との共通箇所や、異なる考え方を勉強しましょう。 

 

★中上級 平日クラス 

12 月前半は雇用保険の勉強でした。後半からは徴収法と演習ですね。年明けはいよいよ労

働一般常識に入ります。1月の講義は労働一般常識の講義、先取り白書、先取り改正と労働

経済関係も勉強します。 

 

★中上級 休日クラス 

労働保険関係科目のまとめが１月の勉強です。 

1 月は徴収法と労働一般常識です。徴収法で労災と雇用保険を復習しましょう。そして、労

働一般常識へと進みます。労働契約法、労働組合法、社会保険労務士法を中心に勉強しま

しょう。 

 

■合格講座 

1 月 8 日から 1 月 22 日までは労働一般常識です。この科目は最初に試験対策の説明をしま

す。法律科目の数が多いため、勉強方法が難しい科目です。 

1 月の後半には健康保険法に入ります。この科目は医療保険の中心科目です。学びやすい科

目です。科目がどんどん進みます。1科目、1科目をしっかり学んでいきましょう。 
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★中上級（平日クラス） 

1 月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（土）祝日    

2 日（日）祝日    

3 日（月）祝日    

4 日（火）  労働一般常識 全体 

5 日（水） 解き方講座労一 問題集（労働契約法） 解いてみます。 

6 日（木）  問題集（労働組合法） 解いてみます。 

7 日（金） 解き方講座労一   

8 日（土）  問題集（社会保険労務

士法） 

解いてみます。 

9 日（日）  問題集（社会保険労務

士法） 

解いてみます。 

10 日（月）祝日 解き方講座労一   

11 日（火） 労働一般常識 1回目 労働契約法ｐ3～17 テキスト読み込み 

12 日（水）  労働契約法ｐ18～30 テキスト読み込み 

13 日（木）  労働契約法 問題集 

14 日（金） 労働一般常識 2回目   

15 日（土）  最低賃金法 テキスト読み込み 

16 日（日）  労働施策推進法 テキスト読み込み 

17 日（月） 労働一般常識 3回目   

18 日（火）  労働組合法 テキスト読み込み 

19 日（水）  労働組合法 テキスト読み込み 

20 日（木）  労働組合法 問題集 

21 日（金） 労働一般常識 4回目   

22 日（土）  社会保険労務士法 テキスト読み込み 

23 日（日）  社会保険労務士法 問題集 

24 日（月） 労働一般常識確認テスト   

25 日（火）  確認テスト復習 もう一度解く 

26 日（水） 労働一般常識予想問題   

27 日（木）  予想答練復習 もう一度解く 

28日（金） 先取り白書   

29 日（土） 判例講座① 白書 テキスト読み込み 

30 日（日）  白書 テキスト読み込み 

31 日（月） 先取り改正   
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★中上級（休日クラス） 

1 月 講義 科目 勉強のスケジュ

ール 

勉強のポイント 

1 日（土）祝日  お休み  

2 日（日）祝日  お休み  

3 日（月）祝日  お休み  

4 日（火）  労災保険 問題集を解いてテキストに記載 

5 日（水）  労災保険 問題集を解いてテキストに記載 

6 日（木）  雇用保険 問題集を解いてテキストに記載 

7 日（金）  雇用保険 問題集を解いてテキストに記載 

8 日（土）  徴収法予習  

9 日（日） 解き方徴収法徴収法

①② 

  

10 日（月）祝日  徴収法ｐ1～45 テキスト読み込み 

11 日（火）  徴収法ｐ46～69 テキスト読み込み 

12 日（水）  徴収法ｐ 70～

106 

テキスト読み込み 

13 日（木）  徴収法ｐ107～

138 

テキスト読み込み 

14 日（金）  徴収法 問題集 

15 日（土）  徴収法 問題集 

16 日（日） 徴収法 確認テスト 

徴収法 予想問題 

  

17 日（月）  確認テスト復習 もう一度解く 

18 日（火）  確認テスト復習  

19 日（水）  予想答練 もう一度解く 

20 日（木）  予想答練復習  

21 日（金）  徴収法 問題集と対比 

22 日（土）  お休み  

23 日（日） 労働一般常識①②   

24 日（月）  労働契約法復習 テキストの読み込み 

ｐ３～ｐ１３ 法１条から７条 

25 日（火）  労働契約法復習 テキストの読み込み 

ｐ13～ｐ30 法 8条から 19条 

26 日（水）  労働契約法 問題集 
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27 日（木）  労働契約法 問題集 

28日（金）  労働施策推進法 テキスト読み込み 

29日（土） 判例講座① 最低賃金法 テキスト読み込み 

30 日（日） 労働一般常識③④   

31 日（月）  労働組合法 テキスト読み込み 
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★合格講座（土曜クラス） 

1 月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（土）祝日  お休み  

2 日（日）祝日  お休み  

3 日（月）祝日  お休み  

4 日（火）  労働一般常識 目次を使い全体構図 

5 日（水）  労働一般常識 目次を使い全体構図 

6 日（木）  労働契約法の予習 全体をまずは読む 

7 日（金）  労働契約法の予習 労基法就業規則との対

比 

8 日（土） 労働一般常識①②   

9 日（日）  労働契約法の復習 テキストの読み込み 

ｐ３～ｐ１３ 

法１条から７条 

10 日（月）祝日  労働契約法の復習 テキストの読み込み 

ｐ13～ｐ30 

法 8条から 19条 

11 日（火）  労働契約法問題集 問題集とテキスト 

12 日（水）  労働契約法問題集 問題集とテキスト 

13 日（木）  男女雇用機会均等法 問題集とテキスト 

14 日（金）  最低賃金法 問題集とテキスト 

15 日（土） 労働一般常識③④   

16 日（日）  労働施策推進法 テキストの読み込み 

17 日（月）  労働施策推進法 テキストの読み込み 

18 日（火）  高年齢者雇用安定法 テキストの読み込み 

19 日（水）  労働組合法 テキストの読み込み 

20 日（木）  労働組合法 問題集 

21 日（金）  労働関係調整法 テキストの読み込み 

22 日（土） 労働一般常識⑤ 

労働一般常識確認テ

スト 

  

23 日（日）  確認テストの復習 テキストに記載 

24 日（月）  確認テストの復習 テキストに記載 

25 日（火）  社会保険労務士法 テキストの読み込み 

26 日（水）  社会保険労務士法 テキストの読み込み 
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27 日（木）  社会保険労務士法 問題集 

28日（金）  社会保険労務士法 問題集 

29 日（土） 健康保険法①② 

判例講座① 

  

30 日（日）  健康保険法保険者 

ｐ３～ｐ23 

テキスト読み込み 

31 日（月）  健康保険法適用関係 

ｐ29～39 

テキスト読み込み 

 

 

 

 

 


