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辰已法律研究所 講座案内

スタ論ゼミ

Ti 170821
製作・著作/ 名古屋本校

なごや塾【９期生】

10/14 名古屋本校開講
(土)

司法試験最終合格力育成！
素材はスタ論 1C&2C
＊申込締切日 2017年9月30日(土)

一人でも
実施確実

近時の本試験の出題傾向である
「基本的な判例の理解を問う」に即
した答練、それが辰已の「スタンダ
ード論文答練」。多くの受験生から選
ばれる辰已のスタ論を使用した「な
ごや塾」で合格のための最終実践力
を養成し、あなたを司法試験合格へ
導きます。もちろん添削はゼミ講師
が担当。指導方針がぶれません！

＊購入教材 肢別本(民法)

＊定員６名（調査票提出順）

①論文作成力

②肢別本(民法)利用 ③解き方の「型」

どこまで書けばいい？
答案分量のバランスを確認！

『民法の総合力』
『条文の使い方』『択一対策』はこれ！

未知の問題でも難なく対応
着実にみにつく「型」を身につける

6 つの特色！なごや塾で 2018 年司法試験に挑む！
④弱点の発見・修正

⑤仲間ができる

⑥修得!鍛錬!徹底!

論文・択一指導全１５回
自分では気づけない弱点を修正しま
す

合格可能性の高い仲間ができます
切磋琢磨してモチベーションアップ

三段論法等の法律論文作法を
使いこなす

ゼミを試そう！プレゼミ
無料・予約制

9/24(日) 15：00-17：00

検討課題を通じて、ゼミの進行概要をご説明いたします。
プレゼミ中は、実際に起案し持参いただいた答案の中から数通を指名し、
プレゼミ参加者にその場で一読していただきます。その上で、答案に対する
指摘・感想等の発言を求めますので、ゼミに参加される方は、事前に検討課
題を起案ご提出うえご参加下さい。9/23(土)までに、事前に名古屋本校窓
口もしくはお電話(TEL:052-588-3941)にてご予約下さい。

なんでも
ＯＫ！
受験勉強についてのお悩みなど、なごや塾担当講師が個別相談を以下の日時で予定しております。
（予約制・無料）
。
講師のご都合が合えば、別日時でも承りますのでその旨ご相談ください。
各日程お一人３０分程度を１枠として４枠ほどの設定を予定しております。
★予約方法★

☆9/16（土）12：00～、17：30～
☆9/17（日）12：00～

各日程枠の前日 16 時までに名古屋本校窓口もしくは電話

☆9/18（月・祝）9：00～

☆9/30（土）15：00～

辰已法律研究所
http://www.tatsumi.co.jp/

(052-588-3941)にてご予約下さい。
相談内容を有意義なものにするため、事前に講師へ提出用
の調査票を記入頂きます。

□名古屋本校
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-23-3 第２アスタービル4Ｆ
TEL:052-588—3941(9:00-19:30)
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★２名の実務家講師の徹底的指導で司法試験最終合格へと導く・・・・
★なごや塾では、常にメールを利用します。お申込の際には

カリキュラム概略
論文

受信可能なメールアドレスとゼミ当日メール送信された答

択一

案を閲覧（印刷物の持参または ipad 等の電子機器媒体の持

スタ論の答案を教室枠で作成、

指定範囲の肢別本（民法）の

提出日までに提出

肢を各自しっかり予習

参も可）できる環境をご用意下さい。

★答案の提出が全員分揃った段階で、全員分の答案とその答
案を検討・添削するための添削シートをＰＤＦ化した上で、
提出答案を全員分ＰＤＦでメ
ール回覧、ゼミ当日までに各自
検討

ゼミ当日はゼミ開始前に、肢
別本指定範囲からセレクト
した問題を解く(30 分)

ゼミ開始、まず肢別本セレクト問題の検討
ゼミを行い、条文の使い方や基礎力の確認

全員にメールで配信します。ゼミ生は、各自プリントアウト
等して、事前検討してきてください。

★答案書きについては、現場のリアリティを追求するため
に、手書きでの作成を必須とし、出来る限りスタ論教室受講
枠で受けるようにして下さい。諸事情により窓口提出が出来
ない場合に限り、手書き答案をＰＤＦ化してメールまたは

スタ論答案の検討・指導

FAX での提出も可能です。

※適宜、個別カウンセリングや特別講義も実施
★ゼミ当日終了後は、全員分の講師添削済みの答案と添削シ
ートを全員宛にメール送信します。添削前後の答案及び添削

講師より次回の課題等について指示
添削済み答案は全員分ＰＤＦでメール回覧、各自復習

シートを見比べることによって、講師の問題意識と一致して
いるところずれているところを確認することができ、より学

※ゼミ生の学修・進捗状況等を踏まえ，適宜，より効果
的な内容に調整する場合もございます。

★担当講師
弁護士

安井

習効果を図ることができます。

なごや塾は実務家２名の強力タッグで実施。
一大

弁護士

先生

小出

和之

先生

平成２５年司法試験合格

平成２５年司法試験合格

同志社大学法学部法律学科卒業

静岡大学人文学部卒業

平成２２年同志社大学法科大学院修了

名城大学法務研究科卒業

１年目受け控えから、自己の能力、試験、勉強法を徹底的

正しい司法試験の勉強の仕方を発見し、平成２４年度司法

に分析し、毎年全科目の成績を着実に上げていき、最終合

試験総合成績上位９５％からの奇跡の最終合格を果たす。

格を果たす。

受講生の弱点分析や勉強法やスケジュールの改善に精通。

～安井一大先生からのメッセージ～
司法試験対策の勉強においては、過去問を徹底的に分析し、司法試験で求められている能力を把握した上で、現在の自分に不足する能力
は何かを理解してその能力を伸ばすことが非常に重要です。
また、その能力を発揮するためには、解き方の「型」があります。しかし、「型」を全く準備していないと、往々にして、能力を十分に
発揮できず、無駄に時間を消費してしまったり、点数が安定しないなどの事態に陥ってしまいがちです。
なごや塾は、ゼミを通して本番に近い問題に取り組むことで、不足する能力を把握し、伸ばすことを目指します。また、各々が「型」を
見つけ、その「型」が客観的にも妥当かを精査したり、練習したりする場として最適です。
スタ論と併せて短答の対策もします。短答が苦手な方でも克服するための勉強法を指南します。毎回短答の検討を丁寧に行い、論文試験
は勿論実務に出てからも必要な法的思考回路を養います。
定期的に問題を解き、徐々に点数が上がって実力の向上を肌で感じることが、合格への架け橋になると確信しています。皆様、是非ご参加
ください！
～小出和之先生からのメッセージ～
スタ論には三つの機能があります。一つは知識確認をして実力を図ること、もう一つは司法試験本番を想定し、難しい問題に対応しつつ、
バランスを考えていかに論文を作成するかという本番をシュミレーションすること、さらにもう一つは、三段論法などいわゆる法律論文の
作法ができているかをチェックすることです。特に後の二つは、独善的に陥りやすく、単純な添削では修正できないことがままあります。
なごや塾を受講することで、スタ論が単に問われた知識を答えることができて点が取れているかという単純な受講の仕方から脱却し、ゼ
ミ形式で自己が作成した答案に潜む問題点を洗い出すことができます。それに加えて、私たち合格者がいかなる知識が必要か、逆に知識と
して押さえる必要がなく本番で対応できればいい知識がなにか、どのような思考で合格者が難問を切りぬけたか、法律論文の作法がしっか
り守れているのかをメンタル面も含めて徹底的に指導いたします。
そして、毎回の答案添削による講師の指摘やゼミによる他のゼミ生の指摘によって、自分ではなかなか見抜けない自分の癖や弱点を発見
し、修正していくことで不合格要因を徹底的に排除していきます。
さらに、毎回の民法の肢別問題を解くことで、民法の総合力だけでなく、条文の正しい使い方ができているかを常に検証します。私たち
と共に自己の癖を・弱点を修正して最終合格目指して頑張っていきましょう！！
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●なごや塾【９期生】スケジュール

なごや塾【９期生】価格・コード

講座コード

名古屋本校
講義内容

ガイダンス日程

時間割

9/24(日)

15:00-17:00

17ZA2N

\198,000

スタ論提出締切

ゼミ日程

ゼミ時間割

なごや塾生割※

\185,000

プレゼミ
科目

担当講師

辰已価格

公法系 1

安井一大

10/4(水)

10/14(土)

15:00-18:00

※過去になごや塾を受講した方。

公法系 2

安井一大

10/18(水)

10/28(土)

15:00-18:00

◎各種割引制度はご利用できません。

民事系 1

小出和之・安井一大

11/1(水)

11/11(土)

14:00-18:00

民事系 2

小出和之・安井一大

11/15(水)

11/25(土)

14:00-18:00

刑事系 1

小出和之

11/29(水)

12/9(土)

15:00-18:00

刑事系 2

小出和之

12/13(水)

12/23(土)

15:00-18:00

公法系 1

安井一大

1/11(木)

1/20(土)

15:00-18:00

公法系 2

安井一大

1/18(木)

1/27(土)

15:00-18:00

民事系 1

小出和之・安井一大

1/25(木)

2/3(土)

14:00-18:00

民事系 2

小出和之・安井一大

2/1(木)

2/10(土)

14:00-18:00

刑事系 1

小出和之

2/8(木)

2/17(土)

15:00-18:00

刑事系 2

小出和之

2/15(木)

2/24(土)

15:00-18:00

公法系 3

安井一大

2/22(木)

3/3(土)

15:00-18:00

民事系 3

小出和之・安井一大

3/1(木)

3/10(土)

14:00-18:00

刑事系 3

小出和之

3/8(木)

3/17(土)

15:00-18:00

第 1 クール

第 2 クール

通学部

◎代理店でのお申込はできません。

◎別途、スタンダード論文答練第１クール+第２クール
のお申込が必要です。

☆ゼミ当日は、予め短答肢別復習問題の検討を行う為、ゼミ開始時刻の30分前には集合して下さい。
☆ゼミ日程ついては、講師のご都合により若干変更する場合がございます。

（なごや塾【８期生】アンケート抜粋）
★合格のコツを教えてもらえた、メンタルトレーニングまでしてくれた
★目指すべき答案の形と合格に仕方について明確に指示してくれてた
★勉強の方向性が定まった、自分の答案や思考の弱点がわかった、他の受講生と意見交換できた
★勉強の仕方考え方の方向性をかなり具体的に教えてもらった、思った以上にアットホームな雰囲気でか
といってゆるいわけでもなくよいモチベーション維持になった
★答案作成だけでなくメンタル面等合格に必要な要素を繰り返し確認でき、勉強のモチベーションが著し
く下がった時期もなごや塾だけは参加するようにしたことでモチベーション維持にもつながった
★自分では気がつけなかった弱点がわかった
★メンタルの大切さについての講義では人生観が変わるほどよかった

★ご案内★
●名古屋本校ツイッター

フォロー
宜しく

お願いします
セール情報、ガイダンス情報はツイッターが一番早いです。
是非、フォローしてください！
⇒【 tatsumi_nagoya 】
--------------------------------------------------------------◎『辰已 BOOK メイト会員募集中』
書籍販売の優待制度として「ブックメイトカード」を発行しています。
ブックメイト会員に登録することにより、当校で実施する書籍に関する
各種のご優待（割引等）を受けられます。
※登録費・更新費無料
---------------------------------------------------------------
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