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■中上級水道橋山下クラス 

10 月 24日（休日）10月 25日（平日）労働基準法の本論講座が開講しました。教室に入る

と緊張感があります。皆さんからも静かに、山下に「期待しているよ！」と熱意が伝わり

ます。労働基準法の第１回目です。労働法の歴史話に始まり、科目間の流れ等しっかり講

義しました。 

 

★今年の中上級の課題 

①テキストをしっかり読み込むこと。 

Ａランク 8回／Ｂランク 5回／Ⅽランク 3回 

②最初から横断。 

労働基準法から労災保険。あるいは雇用保険の関係等。 

③一般常識対策を意識して講義を行う。 

労働基準法と労働契約法との関係。最低賃金、中退金、派遣法等労働基準法関連の法令を

説明する。 

 

■合格講座の皆さん 

現在水道橋では土曜日に合格クラスが開講しています。科目も労災へと入ります。受講さ

れている科目の予習、復習で頑張っていると思います。 

各科目にある 10年分問題集を早々に活用しましょう。「解くのではない」「見ることです」 

テキスト＋問題集を見る⇒で条文の解釈が進みます。 

保険科目の入り口が労災保険です。保険は⇒定義→事故⇒給付→給付制限・・等の一連の

流れがあります。保険科目は制度の仕組みを理解することです。 

 

★確認テスト 

確認テストを利用しましょう。科目単位の勉強のまとめが確認テストです。テストの内容

は本格的な問題です。６０％正解で合格です。毎回の確認テストを目標にしましょう。 

 

■中上級・・講義 11 月のスケジュール 

11月は労働安全衛生法、労災保険法と労働関係の講座が続きます。 

 

★労働安全衛生法の最重要な箇所は 

①総則・・選択式  ②安全管理体制  ③健康診断関連 

★労災保険法 

①通勤災害 ②特別加入 ③遺族関連 
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■日程の作成 

11 月の学習予定表を作成しました。予定表には、仕事や家族等いろいろ個人の事情を含め

てください。 

★中上級（平日クラス） 

11月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（月） 労基 4回目 就業規則 労働契約法との対比 

2 日（火）  労基法の派遣関係のまとめ 派遣元か先か 

3 日（水）  労基法の判例まとめ 問題集で論点整理 

4 日（木）  労基法の判例まとめ 問題集で論点整理 

5 日（金） 安衛法① ｐ１～70  

6 日（土）  安全管理テキストの読み込み 産業医・衛生管理者 

7 日（日）  労基総則 法 1条～18条 

8 日（月）  労基賃金 法 24条～28条 

9 日（火）  労基有給休暇 法 39条 

10 日（水）  労基就業規則 法 89条～93条 

11 日（木）  自由  

12 日（金） 安衛法② ｐ70～163  

13 日（土）  健康診断テキストの読み込み 健康診断 

14 日（日）  健康診断テキストの読み込み 面接・心理的な負担 

15 日（月） 確認テスト 目標 70％  

16 日（火） 労災解き方①  過去問の傾向 

17 日（水）  調整  

18 日（木） 労災解き方②  過去問の傾向 

19 日（金） 労基予想問題 目標 60％  

20 日（土）  演習の復習 間違えた個所 

21 日（日）  自由  

22 日（月） 労災① ｐ１～42 業務災害・通勤災害 

23 日（火）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 

24 日（水） 労災② ｐ43～91 療養・傷病補償年金 

25 日（木）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 

26 日（金） 労災③ ｐ92～146 二次健康診断・通則 

27 日（土）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 

28日（日）  調整  

29 日（月） 労災④ ｐ147～203 特別加入 

30 日（火）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 
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★中上級（休日クラス） 

11月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（月）  労基法派遣関係のまとめ 派遣元か先か 

2 日（火）  労基法の判例まとめ 問題集で論点整理 

3 日（水）  労基総則 法 1 条～18条 

4 日（木）  労基賃金 法 24条～28条 

5 日（金）  労基有給休暇 法 39条 

6 日（土）  労基就業規則 法 89条～93条 

7 日（日） 解き方安衛安衛①②  過去問の傾向 

8 日（月）  安全管理テキストの読み

込み 

産業医・衛生管理者 

9 日（火）  健康診断テキストの読み

込み 

健康診断 

10 日（水）  健康診断テキストの読み

込み 

面接・心理的な負担 

11 日（木）  労基法まとめ①  

12 日（金）  調整  

13 日（土）  労基法まとめ②  

14 日（日） 確認テスト・予想答練 目標 60～70  

15 日（月）  演習の復習 間違えた個所 

16 日（火）  演習の復習 間違えた個所 

17 日（水）  自由  

18 日（木）  調整  

19 日（金）  調整  

20 日（土）  労災予習 いきなり過去問 

21 日（日） 労災解き方①②労災① ｐ１～42 業務災害・通勤災害 

22 日（月）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 

23 日（火） 労災②③ ｐ43～91 ｐ92～146 療養・傷病補償年金 

24 日（水）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 

25 日（木）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 

26 日（金）  自由  

27 日（土）  労災テキストの読み込み 過去問を見る 

28日（日） 労災④確認・予想答練 ｐ147～203 特別加入 

29 日（月）  演習の復習 間違えた個所 

30 日（火）  演習の復習 間違えた個所 
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★合格講座（土曜日クラス） 

11月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（月）  労災テキストの読み込み Ａランク中心 

2 日（火）  労災テキストの読み込み Ａランク中心 

3 日（水）  労災テキストの読み込み Ｂランク中心 

4 日（木）  労災テキストの読み込み Ⅽランク中心 

5 日（金）  調整  

6 日（土） 労災③④ ｐ76～104 ｐ105～157 保険給付 

7 日（日） 解き方講座安衛   

8 日（月）  労災テキストの読み込み Ａランク中心 

9 日（火）  労災テキストの読み込み Ａランク中心 

10 日（水）  労災テキストの読み込み Ｂランク中心 

11 日（木）  労災テキストの読み込み Ⅽランク中心 

12 日（金）  調整  

13 日（土） 労災⑤確認テスト ｐ157～203 時効・不服申し立て 

14 日（日）  演習の復習 間違えた個所 

15 日（月）  労災テキストの読み込み Ａランク中心 

16 日（火）  労災テキストの読み込み Ａランク中心 

17 日（水）  労災テキストの読み込み Ｂランク中心 

18 日（木）  労災テキストの読み込み Ⅽランク中心 

19 日（金）  調整  

20 日（土） 雇用①②  基本手当を中心に 

21 日（日） 解き方労災①②   

22 日（月）  雇用テキストの読み込み Ａランク中心 

23 日（火）  雇用テキストの読み込み Ａランク中心 

24 日（水）  雇用テキストの読み込み Ｂランク中心 

25 日（木）  雇用テキストの読み込み Ⅽランク中心 

26 日（金）  自由  

27 日（土） 雇用③④  基本手当関連 

28日（日）  雇用テキストの読み込み Ａランク中心 

29 日（月）  雇用テキストの読み込み Ａランク中心 

30 日（火）  雇用テキストの読み込み Ｂランク中心 

 

 

 


