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12 月に入ります。12 月という月はなんだか「忙しい月」ですね。仕事も、生活も、「年内

に」と慌ただしい月ですね。 

 

ただし、勉強はしっかりと進みましょう。毎日の勉強時間の確保ですが 

24 時間－仕事 10時間⇒残り 14時間 → 14時間－睡眠 7時間⇒7時間 

この 7時間の使い方に工夫が必要です。まとめての勉強時間の確保は難しいと思います。 

 

15 分あるいは 30分単位の時間を確保しましょう。 

① 15 分あれば問題 5問は解けます。 

② 30 分あればテキスト 5ページは読めます。 

こまかな時間には「テーマ」やることを決めて勉強しましょう。 

あまり考え込むような問題は後回しにします。 

 

■中上級水道橋山下クラス 

★中上級 平日クラス 

12 月は労災保険の確認テストから雇用保険へと進み、最後が徴収法です。 

まさに労働保険の大きな流れで講義は進んでいきます。雇用保険は基本手当を中心に勉強

を進めてください。労働保険の要は徴収法です。徴収法は得意科目になれば得点が安定し

ます。問題を中心に早々と問題を解いていきましょう。 

 

★中上級 休日クラス 

今月はズバリ「雇用保険法」の勉強です。雇用保険の勉強は目次から始めましょう。 

法 1条～法 9条までは目的、適用、用語等です。雇用保険の基礎を固めます。 

法 10条～法 12条の通則は他法との違いを意識しましょう。 

雇用保険の中心は基本手当です。法 13条～法 34条は繰り返して読み込んでください。 

雇用保険のなかで難解な条文は「雇用継続給付」と「育児休業給付」です。 

12 月は雇用保険を得意にする月です。 

 

■合格講座 

12 月は雇用保険の確認テストと徴収法に入ります。確認テストが終われば、テキストへ戻

って復習してください。何が間違えたのか？？そこをはっきりテキストに書き込んでくだ

さい。徴収法は一労働保険である「労災保険法」と「雇用保険法」の保険料の納付に関す

る法律です。配点は 6点です。労働保険の問題で上乗せしたい科目です。 
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★中上級（平日クラス） 

12月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（水）  労災の復習 12 月 3 日のテストが目

標 

2 日（木）  労災の復習Ａランク 12 月 3 日のテストが目

標 

3 日（金） 労災確認テスト   

4 日（土） 追いかけ労基② 

17時～19時 30 

確認テストの復習 間違えをテキストに記

載 

5 日（日） 追いかけ労基③ 

17時～19時 30 

労災の復習Ｂランク 12 月 6 日のテストが目

標 

6 日（月） 労災予想問題  間違えをテキストに記

載 

7 日（火） 解き方雇用① 出題箇所 どこが重要な箇所か？ 

8 日（水）  問題集の条文・行政手引

きの整理 

 

9 日（木） 解き方雇用②   

10 日（金） 雇用① 総則・適用 ここから 10 日で雇用を

得意科目にする 

11 日（土） 追いかけ安全衛生② 追いかけあるいは休日  

12 日（日）  休日  

13 日（月） 雇用② 基本手当を中心に  

14 日（火）  雇用の復習  

15 日（水） 雇用③ Ａランクを中心に  

16 日（木）  雇用の復習  

17 日（金） 雇用④   

18 日（土）  雇用の復習  

19 日（日）  雇用の全体Ａランク復習 12 月 20 日のテストが目

標 

20 日（月） 雇用確認テスト   

21 日（火）  確認テストの復習 12 月 22 日のテストが目

標 

22 日（水） 雇用予想問題   

23 日（木） 徴収①   
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24 日（金） 徴収②   

25 日（土）  徴収の復習  

26 日（日）  徴収の復習 12月 27日と 28日のテス

トが目標 

27 日（月） 徴収確認テスト   

28日（火） 徴収予想問題   

29 日（水）  確認・予想の復習  

30 日（木）  部屋の掃除  

31 日（金）  お休み  
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★中上級（休日クラス） 

12 月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（水）  確認テスト・予想問題 労災演習の復習 

2 日（木）  確認テスト・予想問題 テキストに記載 

3 日（金）  休み  

4 日（土） 追いかけ労基② 

17時～19時 30 

  

5 日（日） 解き方雇用①② 

追いかけ労基③ 

17時～19時 30 

問題集 問題から傾向を見る 

今月は雇用を得意にす

る月です。 

6 日（月）  基本手当 問題集 とにかく解く 

7 日（火）  基本手当 問題集 とにかく解く 

8 日（水）  基本手当 問題集 とにかく解く 

9 日（木）  継続給付 問題集 とにかく解く 

10 日（金）  休み  

11 日（土） 追いかけ安全衛生② 

17時～19時 30 

  

12 日（日） 雇用①②   

13 日（月）  基本手当 講義の復習 テキスト読み込み 

14 日（火）  基本手当 講義の復習 テキスト読み込み 

15 日（水）  基本手当 講義の復習 テキスト読み込み 

16日（木）  基本手当 講義の復習 問題演習 

17 日（金）  基本手当 講義の復習 問題演習 

18 日（土）  技能習得手当等 テキスト読み込み 

19 日（日） 雇用③④   

20 日（月）  就職促進給付 テキスト読み込み 

21 日（火）  教育訓練給付 テキスト読み込み 

22 日（水）  雇用継続給付 テキスト読み込み 

23 日（木）  雇用継続給付 問題演習 

24 日（金）  Ａランク雇用まとめ 問題演習 

25 日（土）  Ａランク雇用まとめ 問題演習 

26 日（日） 雇用確認テスト 

雇用予想答練 

  

27 日（月）  確認テスト・予想問題 雇用演習の復習 
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28日（火）  確認テスト・予想問題 テキストに記載 

29 日（水）  休み  

30 日（木）  部屋の掃除  

31 日（金）  お休み  
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★合格講座（土曜日クラス） 

12 月 講義 科目 勉強のスケジュール 勉強のポイント 

1 日（水）  雇用 基本手当 ｐ35～55 

2 日（木）  雇用 基本手当 ｐ56～98 

3 日（金）  雇用 就職促進給付 ｐ107～126 

4 日（土） 雇用⑤ 

雇用確認テスト 

  

5 日（日）  確認テスト復習 雇用演習の復習 

6 日（月）  確認テスト復習 テキストに記載 

7 日（火）  休み  

8 日（水）  雇用まとめ＋演習 ｐ1～59 

9 日（木）  雇用まとめ＋演習 ｐ50～98 

10 日（金）  雇用まとめ＋演習 ｐ147～178 

11 日（土） 徴収①②   

12 日（日）  休み  

13 日（月）  徴収復習 １～28 

14 日（火）  徴収復習 ｐ33～79 

15 日（水）  徴収復習 ｐ97～125 

16 日（木）  演習  

17 日（金）  演習  

18 日（土） 徴収③ 

徴収確認テスト 

  

19 日（日）  確認テスト復習 徴収演習の復習 

20 日（月）  確認テスト復習 テキストに記載 

21 日（火）  徴収テキスト 読み込み 

22 日（水）  徴収テキスト 読み込み 

23 日（木）  徴収法演習  

24 日（金）  徴収法演習  

25 日（土） 休み 休み  

26 日（日）  もう一度 労基法 労働法まとめ 

27 日（月）  もう一度 労基法 労働法まとめ 

28日（火）  もう一度 労災 労働法まとめ 

29 日（水）  もう一度 労災 労働法まとめ 

30 日（木）  部屋の掃除  
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31 日（金）  お休み  

 

 

 


