2021年 社会保険労務士試験 合格目標

こんな方に

★ 社労士受験がはじめての方。基礎学習が終了していない方。
★ クレアールでの学習がはじめての方。
★ 本試験の択一式自己採点が25点未満の方で基礎から学習したい方。

オススメ

社労士 一発ストレート合格パーフェクトコース

一日１時間〜2時間で、2021年試験一発合格を目指す！
王道の学習法を最新のオリジナル教材と、
合格請負人の講師陣が強力サポート！

り交ぜながら進む講義を展開。記憶定着のサポートをしてくれるから講義を

通

信

一般価格

教育訓練給付制度 指定番号

192,000円

136811920011

講義QR

4単元
（2時間）

●入学金は不要です。教材費・消費税は、受講料に含まれています。●講座内容、受講料等に

1月

3月

ハイレベル答練

ベーシック編 & アドバンス編

4月

学習のススメ方セミナー ④

社労士 一発ストレート合格パーフェクトコース 受講料

2021年

学習のススメ方セミナー ③

ることが直前期対策を制すカギとなります。

Webテスト付

11月

学習のススメ方セミナー ②

トのハイレベル答練を日程通りに着手できるように、学習スケジュールを立て

128単元
（105時間）

学習のススメ方セミナー ①

しっかりご視聴頂ければ基本事項がガッツリ身につきます。また、5 月スター

基本マスター講義

ついての詳細は、お問い合せください。●当コースは、厚生労働省指定の教育訓練給付制度

64単元
（40時間）
セルフチェックノート付

【一発ストレート合格パーフェクトコースのお手元に届く教材です】

成績処理あり

全1回
成績処理あり

2021年5月〜

5月〜

横断整理

対象講座です。受講料の一部が国から支給されます。

肢別過去問解説講義

全42回

5単元
（5時間）

7月〜

法改正対策
講義

横断整理
テキスト

白書対策
テキスト

2021年
1月〜

分野別完全過去問題集
（8冊）

セルフ
チェック
ノート

白書対策講義
6単元
（3時間）

40単元
（20時間）

マルチパス学習ルート（詳細P17）

完全合格テキスト
（10冊）

コンプ
リーション
ノート

7月〜

直前総まとめ
講義

10単元
（5時間）

法改正対策
テキスト

8月

7月

2021年 社労士本試験

ルの Web 講義は北村講師が初学者対象の講義だからこそ、学習法の指南を織

2021年5月〜

公開模擬試験

2020年9月 9月〜

板書〔資料〕の読み込み＆テキスト読み込み。王道の学習法ですが、クレアー

学習スタイル

「教育訓練給付制度」
対象講座

2021年目標 初学カリキュラム 266単元
（189時間）
全体構造入門講義

学習の進め方はまず、30 分 Web 講義視聴→30 分の演習問題取り組み→講義

266単元
（189時間）

基本マスター答練
問題・解説

ハイレベル
答練
問題・解説

NEW

基本マスター答練

合格

お祝い
金

9単元
（9時間）

制度

公開模擬
試験

※日程・内容につきましては、都合により変更となる場合がございます。

全体構造入門講義 4単元（2時間）
社会保険労務士試験で出題される法律の全体像をつ
かむ講座です。法律の全体像をつかむとともに各法
律相互間の関係を整理し、多面的な理解を図ります。
イメージしにくい法律用語をマスターすることによ
北村先生
りその後の学習効率が飛躍的にアップします。

★

肢別過去問解説講義

労働法規編…21 回
社会保険・一般常識編…21 回

講義で学習した範囲の過去問題は、講義を受けたら間を
空けずにすぐ解くことが合格への近道。基本マスター講
義と肢別過去問解説講義が連動していますので、講義を
聞いたら、即、問題演習とインプットとアウトプットが繰り 北村先生
返せます。再学習の方は、肢別過去問解説講義の該当問 岩崎先生
題を解いて確実に解けるようでしたら、基本講義を受けずに先に
進んでいけます。肢別過去問解説講義を活用いただければ、効率
よくアウトプットを意識した学習を進める事が出来ます。
【使用テキスト】●完全合格テキスト ●分野別完全過去問題集

★

基本マスター講義 128単元（105時間）

★★

Webテスト付 講義QR

本試験で出題が予想される基本的かつ重要な事項の習
得を目指し、科目ごとの基礎的事項をマスターしていく
講座です。全134単元の講義で各法律の理解が得られ
ます。学習到達度を過去問題集を利用して定期的に 北村先生
チェックしていくことにより、理解度が確認できます。ま 岩崎先生
た、一般常識は受講生からもわかりやすいと評判の岩崎講師が担
当します。
【使用テキスト】●完全合格テキスト ●分野別完全過去問題集

NEW

基本マスター答練 9単元（9時間）

社労士試験は科目数が多いため、十分な復習の時間
が取れないままに次の科目へと学習を進めていかざ
るをえません。しかし、学んだ知識の確認や定着には、
問題演習が不可欠です。そこで、この基本マスター
答練では、基本マスター講義の各科目が終了した直 北村先生
後に、答練を行い理解の促進と知識の定着を図ります。過去
問題を題材に、頻出するキーワードの確認なども行っていく
ことで、基本マスター講義で学んだ知識をしっかり整理した
上で次の科目へと進むことができます。
【使用テキスト】●基本マスター答練資料
※オプション答練資料追加申込で、印刷製本冊子を別途購入可能。

★★

★★★

★★★

★

同一法律内での関連項目の整理と、異なる法律間の
関連項目相違点をまとめます。直前期に本試験で問
われた「ひっかけポイント」「科目間に渡る重要キー
ワード攻略」を横断整理のプロフェッショナル北村
講師による講義および演習学習にて、知識を確実に
身に付けます。

社労士試験に頻出の 2 年分の法改正部分を A〜C ラン
クまでにランク分けしてまとめています。受験対策上
必要な改正項目についてはわかりやすく解説いたしま
すので、重要ポイントが容易に理解できます。また、
予想問題と詳しい解説からなる法改正対応問題により
十分な対策がとれます。

クレアールの公開模試は本試験と同じ時間帯、形式で行います。
個人成績表をお渡ししますので、自分がこれまで培ってきた力
を客観的に把握できます。

過去問題をベースとし
た一問一答・穴埋め式
問題を手軽に利用でき
ます。テキストと過去
問題で学習したキー
ワードを、まとまった
時 間 が な く て も Web
実力テストで、確認・
演習トレーニングすることで、合格に不可欠な繰り返し学習
が実現できます。

法改正対策講義 10単元（5時間）

横断整理 5単元（5時間）

北村先生

【使用テキスト】
●横断整理・横断答練 問題
●横断整理・横断答練 解答・解説

公開模擬試験 全1回

斎藤先生

【使用テキスト】
●法改正対策講義テキスト／対応問題

【使用テキスト】●模擬試験問題・解答解説

※成績処理あり

会場受験
会場受験がございます
（通信生の方も受験可能です）
。
実施場所は、東京のみとなります。詳細につきましては、
後日ご案内いたします。
※解説講義
（映像）
は、
ございません。

・択一式…3時間30分
・選択式…1時間20分

★★★

★★★

★★★

本試験同様の五肢択一式による演習講座です。べーシッ
ク編8回とアドバンス編8回の全16回の答練(各回につき
選択式4問 択一10問)で知識の整理はもちろん、各科
目の出題の特徴や実戦的な解答のテクニックを掴んでい
きます。一通りのインプットが終わった方の第2クールの 斎藤先生
実践学習のひとつとして有効です。実戦形式で問題を解くことによ
り、身に付いた知識の確認ができ、解法のコツがつかめます。どの
コースのカリキュラムにも組み込まれた本試験対策の決定版。

本試験での出題確率の高い部分をコンパクトにまとめ
たテキスト（コンプリーションノート）を使用いたし
ます。コンプリーションノートはポイント毎に格付け
表示がされておりますので、絶対に押さえなければい
けない項目のメリハリがつきます。A ランクの過去問 斎藤先生
題等も掲載されているため、初学者・中級者の方にオススメの
最終追い込み講座の決定版です。

合格に絶対必要な最新の労働統計資料、労働経済白書、
厚生労働白書の中から出題が予想される部分を抜粋
し、重要ポイントを示すとともに、選択式対策として
注意が必要な箇所の指摘・解説を行います。

ハイレベル答練 64単元 全16回（40時間）

【使用テキスト】
●ハイレベル答練･問題・解説
●コンプリーションノート
●セルフチェックノート
※オプション答練資料追加申込で、
印刷製本冊子を別途購入可能。

※成績処理あり（Web返却）

直前総まとめ講義 40単元（20時間）

【使用テキスト】
●コンプリーションノート
●セルフチェックノート

Webテスト（自習用コンテンツ）

白書対策講義 6単元（3時間）

【使用テキスト】
●白書対策講義テキスト

各講義の
学習目安
斎藤先生

★ … 基礎力養成
（基礎レベル）

★ ★ … 重要論点整理
（応用レベル）

★ ★ ★ … 解答力アップ
（発展レベル）

※各講義の板書ノート、 マークが付いている答練問題・解答解説は、
冊子でのご提供はございません。PDFファイルをダウンロードし、各
自プリントアウトしてご利用ください。
このマークのある講座の教材
（答練問題・解答解説）
については、
ダウンロードしていただき、各自プリントアウトをしてご利用くだ
さい。冊子での利用をご希望の場合は、別途オプション答練資料
（有料）
で対応いたします。

