◆辰已口述模試の申込方法 ※Webのみでの受付となります（スマホ可）
❶事前の登録が 1 回と❷論文発表後の 1 回の本申込（先着順）が必要です。
予備論文発表日の翌日 10/8( 金）00:00 ～ 23:59（先着順）の間に先着順で受付
本口述模試に先着順で申し込むためには、事前に仮登録をして頂きます。この事前の仮登録者の中で論
文に合格された方が、上記先着順 Web 申込ができるというシステムになりますので、論文試験終了の現
させて頂いた上での先着順とさせて頂くことに致します。どうぞご了承下さい。

◎仮登録期間 2021 年 7 月 11 日（日）18:00 ～ 7 月 25 日（日）23:59
◎口述模試（及び申込）の詳細情報は、上記仮登録者にのみお知らせします。
※辰已指定講座（以下のいずれかの講座を受講された方のみお申込みできます）
予備試験スタンダード論文答練 / 予備試験スタンダード短答オープン / 論文予想答練 / 論文公開模試
受講年度、一括 / 科目別は問いません

●送信先アドレス

の受信許可設定をお願いいたします。
※辰已法律研究所からのメールが届かない件につきましてマイクロソフト社（以下 MS 社）独
自の方針で、MS 社以外からのメール送信については、メールが届かない事例が散見されており
ます。hotmail をお使いの方は、特にメールが届きにくいようです。
辰已法律研究所からのメールを確実に受け取るためには hotmail（※下記ドメインを含む）以外のメールアドレスのご
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ガイダンス

/ @outlook.com / @live.jp / @live.com

昨年（2020年）予備試験合格者による

無料

口述試験ガイダンス60分
論文受験～口述当日までの学習スケジュールを公開。
口述模試での反省、本試験での緊張 ･ 反省。すべて語ります。

YouTube 8/1（日）配信開始
昨年（2020 年）予備試験合格者による口述ガイダンスです。
論文試験終了後の口述対策はどのようにすべきか、自らの口述試験の経験を踏まえた試験の実際と合格者自らの学習方法
を話します。
受験した人しか知らない会場の雰囲気や宿泊先や服装、事前準備の仕方など、いざ受験する前に非常に気になることも話
します。
口述試験受験予定の方はぜひお聞きください。

●担当

昨年（2020 年）予備試験最終合格者

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

辰已予備試験
講座利用者の
ための

口述模試

予告 東京会場＆関西会場

有料

予備試験の口述対策は辰已の口述模試で！
東京では元司法研修所教官による口述模試が受験できます。

※ ドメイン指定受信設定をされている場合、辰已からメールをお送りできません。tatsumi.co.jp

※ @outlook.jp

予備試験 2021 最終突破

※無料の「口述ガイダンス」のご案内が末尾にあります。

tatsumi.kjmoshi2021@fofa.jp

使用をお願いいたします。

Ti 21071102
制作 著作 / 東京本校

Real

段階で権利確保のために奮ってご登録下さい。なお、本年も「辰已講座受講生」（講座は下欄参照）に限定

N

辰已法律研究所 講座案内

完全予約制定員

（予定）

68 名（東京会場）
&

8 名（関西会場）

受付開始

辰已の口述模試は、旧司法試験時代から毎年実施している伝統の模擬
試験です。
本年も口述指導経験豊富な一流講師陣を迎え（東京では元司法研修所
教官も加わります）、本番さながらの緊張感溢れるリアルな口述模擬試
験を実施します。毎年当模試受験生から「受けておいてよかった」との
声が必ず寄せられます。口述必勝を期し是非とも当模試に御参加下さい。
【ご注意】従来、論文発表直後から単純な先着順とした結果、長年辰已
をご利用頂いていた受験生が先着順の選にもれるという現象が起こり、
その対応に苦慮しておりました。
そこで、昨年と同様に本年も「辰已講座受講生」
（講座は下欄参照）に
限定させて頂いた上での先着順とさせて頂くことに致します。どうぞご
了承下さい。

※ Web のみでの受付となります（スマホ可）

予備論文発表日の翌日 10/8( 金）00:00 ～ 23:59（先着順）の間に先着順で受付
本口述模試に先着順で申し込むためには、事前に仮登録をして頂きます。この事前の仮登録者の中で論文に合格された方が、
上記先着順 Web 申込ができるというシステムになりますので、
論文試験終了の現段階で権利確保のために奮ってご登録下さい。
◎仮登録期間 2021 年 7 月 11 日（日）18:00 ～ 7 月 25 日（日）23:59
◎口述模試・本申込の詳細情報は、上記登録者にのみお知らせします。

※実施枠が限られることから、大変恐縮ですが、本年度の口述模試は過去に辰已法律研究所の下記のいずれかの
講座をご受講いただいた方に限らせていただきます（受講年度及び一括 / 科目別は問いません）。
・予備試験スタンダード論文答練（夏期・第 1 クール・第 2 クールのいずれかで OK）
・予備試験スタンダード短答オープン（夏期・第 1 クール・第 2 クールのいずれかで OK）
・予備試験 論文予想答練
・予備試験 論文公開模試

※ご予約方法のご案内について本チラシ最終面をご覧下さい。

辰已法律研究所
https://www.tatsumi.co.jp/

コンセプト

指導日程…半日で法律実務基礎科目（民事・刑事）が終了します

▼

①辰已独自のシステムによる一流講師陣のマンツーマン指導。
②法律実務基礎科目（民事・刑事）を半日で消化するコンパクトシステム。

元試験委員、元司法研修所教官
による本試験さながらの模試

辰已の口述模試は元司法試験委員、元司法研修所教官を含
む一流講師（弁護士）が担当します。出題内容も雰囲気も
本試験さながらの体験ができます。

▼

辰已の口述模試は、二人一組の対面式で実施します。限ら
れた定員制ですが、実務家による、きめ細かで実戦的な指
導を特色とします。

対面式・定員制

▼

（東京会場＋関西会場）

解答例・参考成績表を送付
二人一組制で効果倍増
他の受験生を観察できる辰已独自の形式

自分の出番

■会話形式に慣れる。
■緊張感のある雰囲気に慣れる。
■一流講師の指導による本番レベルを体感
すると同時に、弱点を指摘してもらう。

このシステムは、限られた時間で最大の効果をあげるため
に、旧司法試験実施時に辰已が独自に開発したシステムで
す。1 回の受験で、2 倍の学習効果が得られ、多くの合格
者がそのシステムを絶賛しています。

効果倍増

パートナーの出番

※本申込時に、希望日時をご指定いただきます。

10/10（日）〜 10/17（日）で実施予定
時間

10/10（日）・16（土）・17（日）
→①午前枠 9:00 集合【9:30 〜 13:05】又は②午後枠 13:30 集合【14:00 〜 17:35】
10/11（月）・12（火）・13（水）・14（木）・15（金）
→夜枠 18:30 集合【19:00 〜 20:50】

関西会場

※本申込時に、時間帯をご指定いただきます。

10/16（土）で実施予定
時間

① 13:00 集合【13:10 〜 14:40】② 15:00 集合【15:10 〜 16:40】

会場
東京会場

10/10（日）〜 10/17（日）で実施予定
全日程とも辰已法律研究所・東京本校を予定
■住所
〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-3-6
TEL 03-3360-3371（代表）

至目白↑

早稲田通り

辰已法律研究所/東京本校
ヒューマン
アカデミー

ＫＳビル

改札：早稲田口

ＪＲ高田馬場駅

▼

本番に向けて最大の指針を得る！

各科目最高の講師陣があなたの口頭試問の結果を客観的に評価、本番への
的確なアドバイスを提供します。さらに本口述模試では、注意すべきポイ
ントのすべてにつき 5 段階評価がされ試験終了後の講評のみならず成績
表を後日郵送します。現在の弱点を確認して下さい。また、出題した問題
の解答例は全員に当日配付します。模試の後の復習にお役立てください。

東京会場

改札：戸山口

BIG
BOX

・ファミリーマート
・セブンイレブン

・駐車場

■他の受験生のレベルを知る。
■パートナーがどのように答えるかを客観的に観察する。
■パートナーの姿を自分にフィードバックさせ、
自分をより客観的に捉える。

至新大久保↓

関西会場

10/16（土）で実施予定

担当講師（弁護士）

京都経済センター

実務家一流講師陣が徹底指導 !!
東京会場では元司法研修所教官が刑事実務基礎を担当！（※）

■住所
〒 600-8009 京都府京都市下京区四条通東入函谷鉾町 78 番地
• 京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札出てすぐ
• 阪急電車京都線「烏丸駅」26 番出口直結
お問い合わせ先 TEL 06-6311-0400（辰已大阪本校代表）

●東京 刑事実務基礎担当

元東京高検検事・元司法研修所教官弁護士

新庄 健二先生

[PROFILE]

慶應義塾大学法学部卒。元検事 ( 司法修習第 36 期 )。元司法研修所検察教官・元司法試験考
査委員。社会の耳目を集めたオウム事件をはじめ検察 実務の最前線で活躍される一方、刑事
実務教育にも携わり、実務と法曹教育の双方に通暁される。

ほか、実務家一流講師陣が担当します。
※東京会場では刑事実務基礎で元司法研修所教官による指導が受けられます。
ただし、全日程で元司法研修所教官による指導が受けられるとは限らないことを予めご了承下さい。

受講料
受講料

￥15,000（税込）

☆実際に口述模試を受験された方には、辰已法律研究所の司法試験対策講座割引券【￥15,000 相当】を進呈します。
※受講料のお支払い方法は後日発表いたします。

