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辰已法律研究所 講座案内

もう、読みにくいとは言わせない！
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
弁理士試験
東京 LIVE

10/8

（日）
17:00-19:00

辰已各本校ビデオブース

受験生のための

10/13（金）
通信部 DVD 発送

10/16（月）
申込締切 12/14

●講師

富澤敏彦先生
Ｎ Ｈ Ｋ 学 園・ 通 信 講 座
講 師 の ほ か、 全 国 の カ
ルチャーセンターなど
で多数のセミナーを担
当。 さ ら に は 社 員 研 修
や 専 門 学 校・ 大 学 で の
集 中 対 策 授 業、 就 職 対
策講座などの依頼もこ
なす。
六度法については、『簡
単ルールで一生きれい
な字』（ＮＨＫ出版）ほ
か多数の著書がある。
六度法の詳細は↓
http://rokudohou.com/

これまで参加
された方の声

制作 著作 / 東京本校

120 分で

字をきれいにする講座
3 つのルールで “ みるみる ” きれいな字に！
関する意見

平成 28 年司法試験の採点実感等に
（民事系科目第 3 問）
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10/14（土） 字が汚い ! 試験委員は怒っている !
通信部 WEB 配信

Ti17081101

平成 28 年司法試験の採点実感等に関する意見
（刑事系科目第１問）
例年指摘しているところではあるが，字が乱雑で判読しづ
らい答案も少数ながら存在したし，漢字に間違いのある答
案も散見された。時間的に余裕がないことは承知している
ところであるし，達筆であることまでを求めるものではな
いものの，採点者に読まれるものであることを意識し，大
きめで読みやすく丁寧な字で書かれることが望まれる。

平成 28 年司法試験の採点実感等に
関する意見
（公法系科目第１問）

字が雑に書かれたり小さかったりして読
みづらいもの，加除や挿入
がどの箇所になされているのか判読し難
いもの等，文書の体裁上問
題のある答案が相変わらず一定数あった
。時間がなくて焦って書い
たものと推察されるが，このような答案
は，受験生としての姿勢や
法律家としての資質を疑わせることにな
りかねない。他人に読ませ
る文章 である ことを 強く意 識して，大き
な字で 読みや すく， また，
加除や挿入が明確に分かるような形での
答案作成をお願いしたい。

平成 28 年司法試験の
採点実感等に関する意
見
（公法系科目第２問）

例年繰り返し指摘し，また
強く改善を求め続けている
ところであ
るが，相変わらず判読困
難な答案が多数あった。極
端に小さい字，
極端な癖字，雑に書き殴っ
た字で書かれた答案が少な
くなく，中
には「適法」か「違法」か
判読できないもの，
「…である」か「…
でない」か判読できないも
のすらあった。第三者が読
むものであ
る以上，読み手を意識した
答案作成を心掛けることは
当然であり，
丁寧に判読できるような文
字を書いていただきたい。

どうしますか ? 辰已は即効性のある方法を提案します。
司法試験・予備試験・弁理士試験の論文式試験、司法書士試験・行政書士試験の記述式試験では、
手書きでの解答が求められます。これらの試験で求められているのは、もちろん解答の内容が問いに
正しく答えているかどうかであって文字の巧拙ではありません。
しかし、上記に抜き出した「司法試験の採点実感等に関する意見（法務省が毎年発表する司法試験
採点委員による公式見解）」を読むと、事態はそう甘くはないようです。単に読みやすさといった採
点者の主観を左右するレベルを超えて、直接点数に影響しかねない判読困難な文字で書かれた答案が
氾濫していることが伺えます。
もしかしたらあなたの答案は採点者に正しく伝わっていないどころか、反対の意味にとられている
ことすらあるかもしれません。それも文章の構成や内容の善し悪し以前の文字の巧拙によって…。
本講座は、きれいな文字をめざして多くの方が挑戦してきたペン習字とは全く異なるアプローチを
とります。ペン習字では、お手本一文字一文字の書き方を覚えて練習することが求められ、きれいな
文字を身につけるには多くの時間が必要とされました。
しかし、今回ご紹介する「六度法」ではたった 3 つのルールを覚えるだけ。
「六度法」を開発した富澤先生のセミナーには、開始からたった 30 分でご自身の文字が見違えるほ
どきれいになったという声が数多く寄せられています。しかも、「六度法」の 3 つのルールは日々簡
単に実践可能なものですから、悪文字へのリバウンドもありません。
この 120 分のセミナーで、読みやすく、絶対に誤読されない文字の書き方を身につけてください。
・講義中に手を動かすという実践的な講義で良かったです。
・論文で実際に使うことの多い文字を速く書く方法を示してくれるのが実戦的で良かった。
・習ったことはすぐに身につかないと思われるが、練習用のノートが付いてきたのが良かった。
・具体的な基準を示してくれたので、非常に分かりやすかった。

辰已法律研究所
http://www.tatsumi.co.jp/

東京本校
横浜本校
大阪本校
京都本校
名古屋本校
福岡本校

〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-3-6
〒 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-5 銀洋第 2 ビル 4F
〒 530-0051 大阪市北区太融寺町 5-13 東梅田パークビル 3F
〒 604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町 435 京都御池第一生命ビルディング 2F
〒 450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-23-3 第 2 アスタービル 4F
〒 810-0001 福岡市中央区天神 2-8-49 ヒューリック福岡ビル 8F

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

03-3360-3371（代表）
045-410-0690（代表）
06-6311-0400（代表）
075-254-8066（代表）
052-588-3941（代表）
092-726-5040（代表）

六度法

Ｒ

を使うと「きれいな字」「きれいな文」が簡単に書けます。

「川・雨・け・さ・サ・ン」を見ながら以下をお読みください。

「右上がり六度法」
漢字は線や点の集まりで出来ています。
最も多いのは横の線で、一字平均５本あります。
これを右腕で書くと、文字の位置が右目の前なので右腕は左斜め上向
きとなり、横の線は右上がりになります。
「川」の書き出し（始筆）、「雨」の点の配置も右上がりです。
右上がりの角度は 6 度強で、これが「きれいな字」「きれいな文」の起
点です。

「右下重心法」
「右上がり六度法」だけでは文字が傾いてしまうので、
バランスをとるために右下に重心をかけます。
右サイドの縦画を左サイドよりも長くする、右払いを伸ばすなど、
重心のかけ方は 9 タイプあります。

「等間隔法」
平行する線や点の間隔を等しくします。
＊１ どの字も 3 ルールすべてを使うわけではありません。
＊２ ひらがなの 90％、カタカナの 80％が「右上がり六度法」だけで
書けます。
試しに、3 ルールを使って、お名前とご住所を書いてみてください。
これまでと違っていませんか ?

●教材（受講料に含む）
六度法マスターノート

お名前

カンタンな3 つのルー
ルできれいな字が書
けるようになる練習
用ノート。

ご住所

「効果あり」と思ったら、本講座をぜひご受講下さい。

六度法 Ｒ ホームページ

http://rokudohou.com/

●スケジュール
通学部
東京LIVE
10/8(日)

通信部

東京ビデオブース

各本校ビデオブース

WEBスクール

DVD

利用開始

利用終了

利用開始

利用終了

配信開始

配信終了

販売終了

発送日

最終申込締切

10/11(水)

12/24(日)

10/14(土)

12/24(日)

10/13(金)

12/24(日)

12/14(木)

10/16(月)

12/14(木)

17:00-19:00

●受講料（税込）
120分で

※本講座のお申込みにデリバリーサービス（代金引換）はご利用になれません。
講座ｺｰﾄﾞ

字をきれいにする講座

受講料
通学部（LIVE・ビデオブース）
辰已価格

一括

17W6K＊

¥3,000

代理店価格

通信部（DVD）
辰已価格

¥2,850

¥4,300

通信部（WEB）
代理店価格

辰已価格

¥4,085

通信部（WEB+DVD）
代理店価格

辰已価格

¥3,600

¥4,800

お申込みの際は、受講形態の選択と注意事項を必読の上で、上記受講料表にあてはめ、申込書へ記入をお願いします。
受講講形態を通学部の場合、受講会場（東京校・大阪校など）、通信部の場合、媒体（WEB・DVD・WEB+DVD）からお選びいただきます。
下記の会場記号一覧表から受講する会場記号（アルファベット）を上記受講料表中の講座コードの「＊」の部分にをあてはめてください。
例1）通学部東京校のLIVE又はﾋﾞﾃﾞｵﾌﾞｰｽで受講の場合→「講座コード17●●●＊」の「＊にH」を当てはめ→「17●●●H」
例2）通信部の媒体にDVDを選択した場合→「講座コード17●●●＊」の「＊にR」を当てはめ→「17●●●R」

会場記号一覧表
＜通学部会場記号＞⇒

＜通信部媒体記号＞⇒

東京本校はＨ

横浜本校はＹ

大阪本校はＫ

名古屋本校はＮ

福岡本校はＦ

岡山本校はＬ

ＤＶＤはＲ

ＷＥＢはＥ

WEB+DVDはＷ

京都本校はＭ

【注意事項】
※注１ 通信部WEB受講は、生協等の代理店でのお申込みはできません。辰已ＷＥＢスクール（辰已ＨＰ上）でお申込みいただくか、各本校窓口にお問い合わせください。
※注２ 通信部の媒体は、DVDはDVD-R対応機種でのみご利用いただけます。WEB視聴環境等ご自身のプレーヤーをご確認のうえお申し込みください。

代理店価格

