
定期購読

　

　

定期購読をすると
※会員IDは、弊社からお送りする本誌の封筒に記載されています。

無料！無料！ゼミゼミ

すべての講義動画の視聴
および記事PDFの閲覧

◆2021年度受験用
 （2020年 10 月号～ 2021年９月号）
◆2020年度受験用
 （2019 年 10 月号～ 2020年８月号）

「科目別講座」「法改正ゼミ」

　　　   webゼミでは、本誌掲載のIDとパスワードを入力すると、その号に付く講義動画の視聴
および記事PDFの閲覧をすることができます。さらに、本誌の定期購読会員になると、会員ID※と
ご登録の電話番号を入力することにより、次のサービスをすべてご利用いただけます。

2021年7月号
法改正総まとめ

動画 PDF

去年・一昨年の法改正を
まとめて確認しよう！

動画 PDF&&

なら過去2年分も学べる！

　2022（令和４）年度本試験へ向けて学習を開始される方に向けて、社労士Ｖ講師による特別座
談会を行いました。
　座談会の動画は、社労士Ｖwebゼミ上で、８月２日（月）15:00から配信しており、どなたでも
無料でご視聴いただけます。なお、動画の配信は９月30日（水）までの期間限定とさせていただ
きます。
　座談会に参加した講師は、本誌でおなじみの奥田先生、斎藤先生、富田先生です。近年の本試験
の特徴を分析したうえで、効果的な学習法を語っていただきました。市販のテキストの選び方、受
験指導校の活用法、独学で受かる人の特徴など聞きたいことが盛りだくさん！　来年度合格へ向
けて好スタートを切るため、ぜひご参考になさってください。

講師特別座談会「来年度合格に向けての勉強法」
期間限定配信

奥田章博 斎藤正美
（クレアールアカデミー）

富田　朗

※定期購読のご案内は次ページ！※定期購読のご案内は次ページ！※定期購読のご案内は次ページ！※定期購読のご案内は次ページ！

https://www.sv-web.jp/※画像は2021年受験用のイメージです。
webwebwebweb

★特別企画
◆収録時間：各回約 20～30分予定

★科目別講座～Q&Ａ実力養成ゼミ
◆収録時間：各回約 90～120分予定
　（「労一」「社一」はそれぞれ約 60～90分

予定）
★法改正ゼミ

◆収録時間：約 20～30分予定
（10月号は約 30～45 分予定、7月号は
約 90～120分、9月号は約 70～100 分
予定）

　社労士V webゼミでは、本誌掲載のID
とパスワードを入力すると、その号に掲載
される『特別企画』『科目別講座～Q＆Ａ実
力養成ゼミ』『法改正ゼミ』の講義動画を、
本誌発売日から2022年の試験日当日ま
で、無料でご視聴いただけます。あわせて
上記記事のPDFファイルもダウンロードで
きますので、本誌を持ち歩かなくても、い
つでもどこでも学習することができます。

※本誌記事内容・担当講師等は、都合により変更となる場合がございます。
※特別企画の記事内容はP.4参照！※特別企画の記事内容はP.4参照！※特別企画の記事内容はP.4参照！※特別企画の記事内容はP.4参照！

科目別講座スケジュール

　2021年10月号からス
タートした「Q&A実力養
成ゼミ」を毎月、執筆者自
ら動画解説！
　本誌記事をテキストと
する超一流講師の「納得
の講義」が、いつでも無料
でご覧いただけます。

科 目 別 講 座科 目 別 講 座

10月号か
ら

新クール
！

　2021年10月号の「先
取 り 法 改 正」、2021年
11月 号 か ら2022年6
月号の「改正ポイント」、
7月号の「法改正総まと
め」お よ び9月 号 の「未
出題の2021・2020法
改正」を、執筆者の奥田
章博先生自ら動画解説！
　必 須 の 改 正 情 報 を
ガッチリ押さえます。

2022年度受験用
クールの講義動画と

記事PDFを
無料配信！

　本クールは2021年11月号から2022年８
月号に掲載する特別企画を執筆者が動画で解
説！ 毎月変わる豪華執筆陣が、記事では伝え
きれない試験対策上のコツをピンポイントで
お伝えします。

特 別 企 画特 別 企 画

法 改 正 ゼ ミ法 改 正 ゼ ミ
10月号 労基・安衛法 斎藤正美（クレアールアカデミー）
11月号 労災保険法 古川飛祐（労務経理ゼミナール）
12月号 雇用保険法 小川泰弘（セルズアカデミー）
 1月号 徴収法 渡邉勝行
 2月号 健康保険法 奥田章博
 3月号 国年・厚年法（1） 富田　朗
 4月号 国年・厚年法（2） 富田　朗
 5月号 国年・厚年法（3） 富田　朗

 6月号 白書対策 村中一英
  労一 古川飛祐（労務経理ゼミナール）
 7月号 社一 古川飛祐（労務経理ゼミナール）
 8月号 横断整理 斎藤正美（クレアールアカデミー）

講義
動画

記事
PDF

講義
動画

記事
PDF

講義
動画

記事
PDF
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についてのお問合せは 株式会社 日本法令　 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
購入について　 ☎03-6858-6960（会員担当）
内容について　 ☎03-6858-6959（編 集 部）　社労士Vポータルサイト▶https://www.sv-web.jp/

E-Mail：kaiin@horei.co.jp
E-Mail：sv@horei.co.jp

info@sv-web.jp

法改正については、2022（令和４）年度試験で初めて出題範囲に
加わる内容を、奥田章博先生が記事と動画で解説します (2021年
11月号～ 2022年７月号)。緻密な分析によるわかりやすい解説と
演習問題で、最新情報を確実に押さえることができます。

巻頭記事はフルカラー！ その他も2色！
見やすい誌面と動画・PDFで受験生を応援!!
巻頭記事はフルカラー！ その他も2色！
見やすい誌面と動画・PDFで受験生を応援!!

本クールの巻末カードは小川泰弘先
生（セルズアカデミー）が連載します

（2021年10月号～2022年８月号）。
重要事項について穴埋め式で論点を
チェックできるとともに、解答解説で
は他の制度との比較により、横断整理
をすることができます。

本クールは「特別企画」「科目別講座」「法改正ゼミ」の動画とPDFを無料配信！（詳しくは前ページ）

※社労士Ｖは、10月号から翌年９月
　号までが１クールです。
※記事タイトル・内容は変更となる
　場合がございます。

月々のお求めよりも定期購読がお得です！　2021年10月号以降のご希望の号から、６冊または12冊でのお申込みができま
す。毎月、発売日に合わせてお手元に配送いたします。

　■12冊……12,900円　■６冊……6,900円 （いずれも税込・送料込価格）

☞例えば、10月号～翌年９月号をご購読の場合、定価15,000円➡定期購読価格12,900円となり、2,100円（1.7冊分）
もお得となります。

☞定期購読会員には、過去２年分の動画視聴およびPDF閲覧サービスのほか、弊社書籍の割引購入などの特典もございます。
☞定期購読をお申し込みいただく場合は、巻末綴込みの郵便払込用紙をご利用ください。
☞その他の決済（銀行振込、クレジットカードまたはコンビニ）をご希望の場合は、下記の社労士Vポータルサイトからお申し込
みいただけます。

本
誌
定
期
購
読

の
お
す
す
め

巻頭の特別企画では、５人の先生が月替わりで、市販のテキスト
ではあまり深く解説されていないテーマを取り上げます（2021
年10月号～ 2022年９月号）。毎月独自の視点で、最近の試験傾
向を踏まえた受験対策の要所を動画とともに解説します。

〔掲載記事〕

LEC 東京リーガルマインドの講師陣が主に再受験者の方に向けて、
各科目でつまずきやすいところ、理解しにくいところをピックアッ
プし、重点的に解説します（2021 年 10 月号～ 2022 年７月号）。
掲載科目は下表のとおり、社会保険科目、労働科目と進むので、下記
の「科目別講座」と合わせて毎月２科目を学習することができます。

は2021年10月号から2022年度受験用

定価1,250円
（税込）

特別企画特別企画 改正ポイントと演習問題改正ポイントと演習問題

社労士試験の難所社労士試験の難所

巻末付録 重要論点&
比較整理カード

巻末付録 重要論点&
比較整理カード

 10月号 奥田章博 先取り法改正
 11月号 奥田章博 事例問題のテクニック
 12月号 古川飛祐 選択式の撃破策
 １月号 小川泰弘 労働保険×社会保険の違い
 ２月号 富田　朗 年金を掴むコツ
 ３月号 滝　則茂 判例攻略のカギ
 ４月号 古川飛祐 初見問題への対処法
 ５月号 滝　則茂 一般常識の攻略法
 ６月号 奥田章博 通達・行政手引のポイント
 ７月号 古川飛祐 社会保険共通事項の整理
 ８月号 富田　朗 時事問題の出題予想
 ９月号 奥田章博 未出題の2021・2020法改正

10
月号
健保

11
月号
国年

12
月号
厚年

１
月号
労一

２
月号
社一

３
月号
労基

４
月号
安衛

５
月号
労災

６
月号
雇用

７
月号
徴収

富田朗先生オリジナルの横断的なまとめ
ページを連載します（2021 年 10 月号～
2022 年７月号）。試験によく出る間違えや
すい数字から、該当する規定および内容を
検索することができます。

頻出数字 逆引き チェック頻出数字 逆引き チェック

神野沙樹先生と酒井明日子先生が毎月、本当に使
えるゴロ合わせを厳選し、イラスト入りで解説しま
す（2021 年 10 月号～ 2022 年７月号）。肩の力を
抜いて読みつつ、実戦にも役立ててください。

使えるゴロ合わせ丸暗記使えるゴロ合わせ丸暗記

記事
PDF

講義
動画

記事
PDF

講義
動画

本クールも本誌ならではの人気講師が名を連ね、記事と講義動画で合格へ導きます（2021 年
10 月号～ 2022 年８月号）。「Q＆A 実力養成ゼミ」では、学習する項目ごとに Q＆Ａを設け、最も
押さえておきたいポイントの確認をしやすいようにします。「レベル別問題演習 択一式 & 選択
式 」では、基本的な問題と難しめの問題に分け、レベルに応じた実戦演習をすることができます。

（掲載科目と担当講師は P.2 参照）

科目別
講　座

◆Ｑ&Ａ実力養成ゼミ
◆レベル別問題演習 択一式 & 選択式
◆Ｑ&Ａ実力養成ゼミ
◆レベル別問題演習 択一式 & 選択式

記事
PDF

講義
動画

さくらとひまわりの 
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