
①司法書士の“リアルな”

仕事・就職・収入

リアリスティック一発合格松本基礎講座リアリスティック一発合格松本基礎講座リアリスティック一発合格松本基礎講座リアリスティック一発合格松本基礎講座

―松本松本松本松本 雅典雅典雅典雅典―
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講座講座講座講座 リアリスティック一発合格松本基礎講座リアリスティック一発合格松本基礎講座リアリスティック一発合格松本基礎講座リアリスティック一発合格松本基礎講座

著書

『司法書士５ヶ月合格法』（自由国民社）

『司法書士 リアリスティック不動産登記法 記述式』

（日本実業出版社）

『予備校講師が独学者のために書いた 司法書士

５ヶ月合格法』（すばる舎）

ネット

メディア

『『『『ＡｌｌＡｌｌＡｌｌＡｌｌ ＡｂｏｕｔＡｂｏｕｔＡｂｏｕｔＡｂｏｕｔ』』』』で連載中で連載中で連載中で連載中

http://allabout.co.jp/gm/gt/2754/

ホーム

ページ

『『『『リアリスティック司法書士試験リアリスティック司法書士試験リアリスティック司法書士試験リアリスティック司法書士試験』』』』

http://shihousyoshi.sakura.ne.jp/

ブログ

『『『『司法書士超短期合格法研究ブログ司法書士超短期合格法研究ブログ司法書士超短期合格法研究ブログ司法書士超短期合格法研究ブログ』』』』

http://blog.livedoor.jp/sihousyosi_5month/

司法書士試験司法書士試験司法書士試験司法書士試験 オールアバウトオールアバウトオールアバウトオールアバウト 検索検索検索検索

司法書士試験司法書士試験司法書士試験司法書士試験 検索検索検索検索

司法書士司法書士司法書士司法書士 ブログブログブログブログ 検索検索検索検索

資格（司法書士）の資格（司法書士）の資格（司法書士）の資格（司法書士）の特徴特徴特徴特徴

①①①① １回取れば死ぬまで使える１回取れば死ぬまで使える１回取れば死ぬまで使える１回取れば死ぬまで使える

②②②② その業界のパスポートその業界のパスポートその業界のパスポートその業界のパスポート

（原則，その業界でしか使えない）（原則，その業界でしか使えない）（原則，その業界でしか使えない）（原則，その業界でしか使えない）

③③③③ 女性が働きやすい（評価の面で）女性が働きやすい（評価の面で）女性が働きやすい（評価の面で）女性が働きやすい（評価の面で）

④④④④ 定年がない定年がない定年がない定年がない
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②②②② その業界のパスポートその業界のパスポートその業界のパスポートその業界のパスポート
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２２～２４歳２２～２４歳２２～２４歳２２～２４歳

資格業界資格業界資格業界資格業界

３０３０３０３０歳歳歳歳

５０５０５０５０歳歳歳歳

一般一般一般一般企業企業企業企業

年齢は？年齢は？年齢は？年齢は？

①①①① 不動産登記不動産登記不動産登記不動産登記

②②②② 商業登記商業登記商業登記商業登記

③③③③ 簡易裁判所の訴額簡易裁判所の訴額簡易裁判所の訴額簡易裁判所の訴額１４０１４０１４０１４０万円以下の万円以下の万円以下の万円以下の

民事訴訟における訴訟代理人民事訴訟における訴訟代理人民事訴訟における訴訟代理人民事訴訟における訴訟代理人

④④④④ 成年成年成年成年後見後見後見後見

⑤⑤⑤⑤ 裁判裁判裁判裁判書類書類書類書類作成作成作成作成

⑥⑥⑥⑥ 企業法務企業法務企業法務企業法務 etc.

司法書士の仕事司法書士の仕事司法書士の仕事司法書士の仕事
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従来からのメイン業務従来からのメイン業務従来からのメイン業務従来からのメイン業務

司法書士試験合格後司法書士試験合格後司法書士試験合格後司法書士試験合格後

に研修に研修に研修に研修を受け，を受け，を受け，を受け，認定を認定を認定を認定を

取得する取得する取得する取得する必要必要必要必要

①①①① 不動産登記（住宅の売買）不動産登記（住宅の売買）不動産登記（住宅の売買）不動産登記（住宅の売買）
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売主売主売主売主

Ａ銀行（抵当権者）Ａ銀行（抵当権者）Ａ銀行（抵当権者）Ａ銀行（抵当権者）

引っ越したい引っ越したい引っ越したい引っ越したい

買主買主買主買主

Ｂ銀行（抵当権者）Ｂ銀行（抵当権者）Ｂ銀行（抵当権者）Ｂ銀行（抵当権者）

マイホームが欲しいマイホームが欲しいマイホームが欲しいマイホームが欲しい

司法書士司法書士司法書士司法書士

依頼依頼依頼依頼 依頼依頼依頼依頼

依頼依頼依頼依頼依頼依頼依頼依頼

①①①①

②②②②

③③③③



①①①① 不動産登記不動産登記不動産登記不動産登記
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司法書士司法書士司法書士司法書士

法務局法務局法務局法務局

依頼者依頼者依頼者依頼者

申請申請申請申請

申請申請申請申請

依頼依頼依頼依頼

②商業登記②商業登記②商業登記②商業登記
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会社を会社を会社を会社を

作りたい作りたい作りたい作りたい

司法書士司法書士司法書士司法書士

法務局法務局法務局法務局

・本店・本店・本店・本店

・役員・役員・役員・役員

・資本金・資本金・資本金・資本金

・株式・株式・株式・株式

etc.

申請申請申請申請

依頼依頼依頼依頼

申請申請申請申請

変更が生じた変更が生じた変更が生じた変更が生じた

時にも登記時にも登記時にも登記時にも登記

司法書士のある１日司法書士のある１日司法書士のある１日司法書士のある１日（登記事務所の勤務司法書士）（登記事務所の勤務司法書士）（登記事務所の勤務司法書士）（登記事務所の勤務司法書士）
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9：：：：00

10：：：：00

銀行に銀行に銀行に銀行に電話でアポ取り電話でアポ取り電話でアポ取り電話でアポ取り

銀行で契約書などを受け取る銀行で契約書などを受け取る銀行で契約書などを受け取る銀行で契約書などを受け取る

昼食昼食昼食昼食

役所で役所で役所で役所で公文書（公文書（公文書（公文書（ex.住民票）取得住民票）取得住民票）取得住民票）取得

事務所で書類作成・確認事務所で書類作成・確認事務所で書類作成・確認事務所で書類作成・確認

12：：：：00
～～～～13：：：：00

14：：：：00

15：：：：00
～～～～18：：：：00



合格後の選択肢合格後の選択肢合格後の選択肢合格後の選択肢

①①①①司法書士事務所に就職司法書士事務所に就職司法書士事務所に就職司法書士事務所に就職

②②②② （配属研修を経て）開業（配属研修を経て）開業（配属研修を経て）開業（配属研修を経て）開業

③③③③ 合格前と変化なし合格前と変化なし合格前と変化なし合格前と変化なし

④④④④ 予備試験・法科大学院に予備試験・法科大学院に予備試験・法科大学院に予備試験・法科大学院に

⑤⑤⑤⑤ 企業の法務部に就職企業の法務部に就職企業の法務部に就職企業の法務部に就職

⑥⑥⑥⑥ 予備校講師予備校講師予備校講師予備校講師 etc.
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多い多い多い多い

少ない少ない少ない少ない

司法書士試験合格者の就職司法書士試験合格者の就職司法書士試験合格者の就職司法書士試験合格者の就職

①①①① 東京，神奈川，千葉，埼玉，東京，神奈川，千葉，埼玉，東京，神奈川，千葉，埼玉，東京，神奈川，千葉，埼玉，

大阪，京都，兵庫大阪，京都，兵庫大阪，京都，兵庫大阪，京都，兵庫

②②②② 上記①以外上記①以外上記①以外上記①以外
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→ 就職できないことはほとんどない就職できないことはほとんどない就職できないことはほとんどない就職できないことはほとんどない

→ ①よりは就職状況は良く①よりは就職状況は良く①よりは就職状況は良く①よりは就職状況は良くない（ない（ない（ない（地域による）地域による）地域による）地域による）

司法書士の収入司法書士の収入司法書士の収入司法書士の収入

① 初任給（月収）

・大規模法人

→ ２５万

・それ以外

→ ２０万（大卒の初任給程度）

② 年収１０００万以上（一流企業・公務員）

→ 勤務司法書士だと，かなり少数

③ 年収２０００万以上（役員・自営業）

→ 開業しない限り，ほとんど不可能

11



収入の推移のイメージ収入の推移のイメージ収入の推移のイメージ収入の推移のイメージ
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一流企業・公務員一流企業・公務員一流企業・公務員一流企業・公務員 一般的な勤務司法書士一般的な勤務司法書士一般的な勤務司法書士一般的な勤務司法書士

特定の勤務司法書士特定の勤務司法書士特定の勤務司法書士特定の勤務司法書士 開業司法書士開業司法書士開業司法書士開業司法書士

個人的なお願い・考え個人的なお願い・考え個人的なお願い・考え個人的なお願い・考え

（高収入を望む方は）

最低年収２０００万円を

目指して下さい。

できれば年収１億円を

目指して下さい。
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士業が開業で有利な点士業が開業で有利な点士業が開業で有利な点士業が開業で有利な点

①①①① 国家からの保護国家からの保護国家からの保護国家からの保護

②②②② 在庫リスクがない在庫リスクがない在庫リスクがない在庫リスクがない

③③③③ 開業費用が安い（開業費用が安い（開業費用が安い（開業費用が安い（100～～～～300万円）万円）万円）万円）

④④④④ B to Bに特化することも可能に特化することも可能に特化することも可能に特化することも可能

（特定の事務所に集中している）（特定の事務所に集中している）（特定の事務所に集中している）（特定の事務所に集中している）
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看板を掲げれば仕事がくる看板を掲げれば仕事がくる看板を掲げれば仕事がくる看板を掲げれば仕事がくる



開業形態の多様化開業形態の多様化開業形態の多様化開業形態の多様化
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①①①① 事務所を賃借して開業事務所を賃借して開業事務所を賃借して開業事務所を賃借して開業

※※※※マンションの１室を賃借する事務所も多いマンションの１室を賃借する事務所も多いマンションの１室を賃借する事務所も多いマンションの１室を賃借する事務所も多い

②②②② 他の先生から給与をもらいつつ自分の名前でも仕他の先生から給与をもらいつつ自分の名前でも仕他の先生から給与をもらいつつ自分の名前でも仕他の先生から給与をもらいつつ自分の名前でも仕

事をとる事をとる事をとる事をとる

③③③③ 他の先生の事務所内で開業他の先生の事務所内で開業他の先生の事務所内で開業他の先生の事務所内で開業

④④④④ 合同事務所として開業合同事務所として開業合同事務所として開業合同事務所として開業

※※※※他士業（税理士，行政書士など）との合同事務所他士業（税理士，行政書士など）との合同事務所他士業（税理士，行政書士など）との合同事務所他士業（税理士，行政書士など）との合同事務所

もあるもあるもあるもある

⑤⑤⑤⑤ 自宅開業自宅開業自宅開業自宅開業

※※※※自宅が知られるという欠点あり自宅が知られるという欠点あり自宅が知られるという欠点あり自宅が知られるという欠点あり

この資格の魅力この資格の魅力この資格の魅力この資格の魅力

自営業

1. （原則として）自分で仕事を選べる

2. （原則として）自由な時間に仕事ができる
3.転勤がない

4. リターンが自分に返ってくる
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フォロー制度（講座専用ブログ）フォロー制度（講座専用ブログ）フォロー制度（講座専用ブログ）フォロー制度（講座専用ブログ）
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（平成２６年向け講座の講座専用ブログ）（平成２６年向け講座の講座専用ブログ）（平成２６年向け講座の講座専用ブログ）（平成２６年向け講座の講座専用ブログ）



講座専用ブログの利点講座専用ブログの利点講座専用ブログの利点講座専用ブログの利点
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１１１１. 毎回毎回毎回毎回の講義終了後に解く過去問（すべてナンバーの講義終了後に解く過去問（すべてナンバーの講義終了後に解く過去問（すべてナンバーの講義終了後に解く過去問（すべてナンバーをををを

指定指定指定指定）の情報）の情報）の情報）の情報

①①①① テキストテキストテキストテキスト未掲載の知識・まだ講義で触れていない未掲載の知識・まだ講義で触れていない未掲載の知識・まだ講義で触れていない未掲載の知識・まだ講義で触れていない知知知知

識識識識の指摘の指摘の指摘の指摘

②②②② すべての肢についてテキストの根拠すべての肢についてテキストの根拠すべての肢についてテキストの根拠すべての肢についてテキストの根拠ページを記載ページを記載ページを記載ページを記載

③③③③ 一部一部一部一部の肢の解説（学説問題などの肢の解説（学説問題などの肢の解説（学説問題などの肢の解説（学説問題など））））

２２２２. コメント欄コメント欄コメント欄コメント欄でのご質問・ご相談でのご質問・ご相談でのご質問・ご相談でのご質問・ご相談

①①①① 回答回答回答回答が早いが早いが早いが早い（ほとんど（ほとんど（ほとんど（ほとんどの返信がの返信がの返信がの返信が2日以内）日以内）日以内）日以内）

②②②② 他他他他の受講生の方のご質問をご覧になれるの受講生の方のご質問をご覧になれるの受講生の方のご質問をご覧になれるの受講生の方のご質問をご覧になれる

今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス日程日程日程日程―東京①東京①東京①東京①

②②②② リアリスティックリアリスティックリアリスティックリアリスティックに見る司法書士試験とはに見る司法書士試験とはに見る司法書士試験とはに見る司法書士試験とは？？？？

＆＆＆＆シャドウイングシャドウイングシャドウイングシャドウイング学習法学習法学習法学習法

2月月月月1日（土）日（土）日（土）日（土）18：：：：30～～～～19：：：：30
③③③③ 従来従来従来従来の常識を覆すリアリスティック一発合格法とはの常識を覆すリアリスティック一発合格法とはの常識を覆すリアリスティック一発合格法とはの常識を覆すリアリスティック一発合格法とは? ①①①①
～～～～検索先の一元化，本当のアウトプット，カコ問至上検索先の一元化，本当のアウトプット，カコ問至上検索先の一元化，本当のアウトプット，カコ問至上検索先の一元化，本当のアウトプット，カコ問至上主主主主

義脱却など義脱却など義脱却など義脱却など～～～～

2月月月月15日日日日（土）（土）（土）（土）14：：：：00～～～～15：：：：00
④④④④ 従来従来従来従来の常識を覆すリアリスティック一発合格法とはの常識を覆すリアリスティック一発合格法とはの常識を覆すリアリスティック一発合格法とはの常識を覆すリアリスティック一発合格法とは? ②②②②
～～～～Recollect法，推理，学説問題，記述など～法，推理，学説問題，記述など～法，推理，学説問題，記述など～法，推理，学説問題，記述など～

3月月月月8日日日日（土）（土）（土）（土）18：：：：30～～～～19：：：：30

今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス日程日程日程日程―東京②東京②東京②東京②

⑤⑤⑤⑤ リアリスティックリアリスティックリアリスティックリアリスティック導入講義導入講義導入講義導入講義 民法の全体像①民法の全体像①民法の全体像①民法の全体像①

3月月月月22日日日日（土）（土）（土）（土）18：：：：30～～～～20：：：：00
⑥⑥⑥⑥ リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義 民法の全体像②民法の全体像②民法の全体像②民法の全体像②

3月月月月30日日日日（日）（日）（日）（日）14：：：：00～～～～15：：：：30
⑦⑦⑦⑦ リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義 会社法会社法会社法会社法のののの全体像①全体像①全体像①全体像①

4月月月月13日日日日（日）（日）（日）（日）14：：：：00～～～～15：：：：30
⑧⑧⑧⑧ リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義リアリスティック導入講義 会社法会社法会社法会社法のののの全体像②全体像②全体像②全体像②

4月月月月27日日日日（日）（日）（日）（日）14：：：：00～～～～15：：：：30
⑨⑨⑨⑨ 開講直前ガイダンス開講直前ガイダンス開講直前ガイダンス開講直前ガイダンス 「オリエンテーション講義「オリエンテーション講義「オリエンテーション講義「オリエンテーション講義

～効果的な授業の受け方～」～効果的な授業の受け方～」～効果的な授業の受け方～」～効果的な授業の受け方～」

5月月月月4日日日日（日）（日）（日）（日）14：：：：00～～～～15：：：：30



今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス今後の本講座のガイダンス日程日程日程日程―大阪・京都・福岡大阪・京都・福岡大阪・京都・福岡大阪・京都・福岡

【【【【大阪本校大阪本校大阪本校大阪本校】】】】

ガイダンス②③ガイダンス②③ガイダンス②③ガイダンス②③ 4月月月月6日（日）日（日）日（日）日（日）10：：：：00～～～～13：：：：00
ガイダンス⑤⑦ガイダンス⑤⑦ガイダンス⑤⑦ガイダンス⑤⑦ 4月月月月20日（日）日（日）日（日）日（日）10：：：：00～～～～14：：：：00

【【【【京都本校京都本校京都本校京都本校】】】】

ガイダンス②ガイダンス②ガイダンス②ガイダンス②③③③③ 4月月月月6日（日）日（日）日（日）日（日）16：：：：00～～～～19：：：：00

【【【【福岡本校福岡本校福岡本校福岡本校】】】】

ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス⑤⑤⑤⑤⑦⑦⑦⑦ 4月月月月19日（土）日（土）日（土）日（土）14：：：：00～～～～18：：：：00


