
ＴＡＣ直営校または提携校へ［ご来校＋ご相談］いただいた方への感謝企画！
2014年12月実施「師走の“法”力測定テスト」の問題・解説冊子を先着50名様限定プレゼント！
不動産登記法・商業登記法が含まれている司法書士試験「午後の部」の問題を実際に見てみませんか？

※校舎へのご来校のみで、ご相談がない場合は、当プレゼント企画の対象外となります。下記これから始める相談ダイヤルおよび資格別質問メールは、当プレゼント企画の対象外です。

特別プレゼント企画！
TAC各校 ●札幌校　●仙台校　●水道橋校　●新宿校　●池袋校　●渋谷校　●八重洲校　●立川校　●中大駅前校　●町田校　●横浜校　●大宮校　●津田沼校　●名古屋校　●京都校　

●梅田校　●なんば校　●神戸校　●広島校　●福岡校

TAC提携校 ●群馬校　●松本校　●富山校　●金沢校　●福山校　●高松校　●徳島校　●小倉校　●熊本校　●宮崎校　●鹿児島校　●沖縄校

先着50名様限定！

NEW!
はじめて書く

記述式パターンマスター講座
記述式を得意→得点源に！
「記述式って何を書くの？」「記述式ってどう書く

の？」その第一歩が当カリキュラムです。記述式学

習の基本は“申請パターン＝雛形”をしっかりと学

習することです。そのために当カリキュラムでは

講義中に実際に手を動かして雛形を書くことに重

点を置き、「視覚」「触覚」「聴覚」などさまざまな

感覚を使って、雛形を文字通り“体得”します。従来

の「守り」から点を稼ぐ「攻め」へと位置づけが変

化しつつある「記述式」。早い段階から取り組むこ

とで得点力アップに繋げていきます。

全12回

全12回・3時間／回　不動産登記法  7回　　商業登記法  5回 180分（演習＋解説講義）

《従来の合格パターン》 《近年の合格パターン》

択一式でできるだけ得点を稼ぎ、記述式は基準点を超えるくらいの得
点パターン（合格パターン）が多かったが、近年の択一式難化や受験
生レベルの高止まりにより上積み分を稼ぐことが難しくなってきた。

合格点への上積み分

基準点

択一式（午前）
105点満点 

合格点への上積み分

基準点

基準点

択一式（午後）
105点満点 

記述式
70点満点

合格点への上積み分

基準点

択一式（午前）
105点満点 

合格点への上積み分

基準点

択一式（午後）
105点満点 

記述式
70点満点

基準点

合格点への上積み分

択一式で合格点への上積み分が稼ぎにくくなった分、記述式で点数
を稼ぎ、合格点へ到達する。

※｢基準点」…合格のために最低限越えなくてはいけない点数。｢合格点」…合格に必要な点数（総合得点）。

※「はじめて書く記述式パターンマスター講座」の詳細はWセミナー司法書士講座ホームページをご覧ください。

オプション講座
要別途申込（有料）

カリキュラム内容 実施の流れ（時間は目安）

シンプルな問題と分かりやすい解説で記述式の初学者から
好評の問題集です。講義と合わせることで、１歩１歩着実に
パターンをマスターできます。

教材は専用の問題集を使用！
雛型を習得していただく講座ですので、本試験や答練のよう
な複合問題は出題しません。１つ１つ正確にマスターしていた
だけるように、１論点ごとに１つ申請書の習得を目指します。

１問につき１論点１申請！
「登記の目的」や「登記の事由」が同じでも、問題の事案によって
雛形は様々です。本講座では、本試験の傾向に合わせ、様々な
パターンの問題を扱い、多くの雛形をマスターしていただきます。

様々なパターンの問題を扱います！

●Wセミナー司法書士講座のパンフレットのご請求・お問い合わせはこちらから

0120-509-117
フリーダイヤル

［受付時間］
月～金 9：30～19：00
土・日・祝 9：30～18：00

●Wセミナーホームページからのご請求
Wセミナー　司法書士 http://www.w-seminar.co.jp/検索

Wセミナーホームページでは本試験「ズバリ的中」や「合格者 喜びの声」を大公開！

司法書士講座 2016年合格目標

司法試験の学習経験を活かして司法書士試験合格を勝ち取る！
司法試験の学習経験のある方、または憲法・民法・刑法の学習経験のある方が、司法書士試験特有
の科目である「不動産登記法」や「商業登記法」等について重点的に追加学習し、効率良く短期間で
司法書士試験の合格を目指すコースです。

大きなアドバンテージを
有する司法試験経験者！

司法試験経験者は、憲法、民法、刑法、商法（会社法含む）、民事訴訟法を既に学習されていること、
および法的思考法に慣れていることだけでなく、他の科目についても民法や商法（会社法含む）の知
識が活きる科目が多数あり、司法書士試験合格へ向けて大きなアドバンテージを有しています。

司法書士試験科目 択一式配点 記述式配点 全配点（280点）に
占める割合 司法試験経験者の学習経験との相関

憲法 　 3問（9点） − 3.2% ◎
司法試験の学習で対応可民法 20問（60点） − 21.4% ◎

刑法 　 3問（9点） − 3.2% ◎
不動産登記法 16問（48点） 1問（35点） 29.6% △ 民法の学習が活きるが、細かい部分を押さえる必要がある
商法（会社法含む） 　 9問（27点） − 9.6% △ 司法書士試験特有の細かい部分を押さえる必要がある
商業登記法 　 8問（24点） 1問（35点） 21.1% △ 商法（会社法含む）の学習が活きるが、細かい部分を押さえる必要がある
民事訴訟法 　 5問（15点） − 5.4% ○ 司法書士試験特有の分野を押さえる必要がある
民事執行法 　 1問（3点） − 1.1% △ 民法の学習が活きる
民事保全法 　 1問（3点） − 1.1% △ 民法の学習が活きる
供託法 　 3問（9点） − 3.2% △ 民法の学習が活きる
司法書士法 　 1問（3点） − 1.1% − −

合計
70問（210点） 2問（70点）

100%
択一式70問+記述式2問=280点

「司法試験経験者用 速修総合本科生」のカリキュラム・開講日・受講料など詳細は中面へ！

司法試験受験経験者

司法試験学習経験者

その他法律資格受験経験者

「司法試験経験者用 速修総合本科生」は
 このような方にお勧めです！

2015年7月〜随時開講
受験経験者対象 独学者対象

通常受講料から

最大4万円
割引

早割キャンペーン実施！

※詳細
は当パ

ンフレ
ット中

面を

ご確認
くださ

い。

司法試験経験者用
速修総合本科生

245-0302-1002-18

司法試験経験者はこんなに有利です！！

司法試験受験経験者は、司法書士試験の択一式全体の配点の６割に当
たる内容を既に学習しており、択一式では端的に条文知識や判例の結論
を問うなど基礎的な問題が大半を占めているため、司法試験での学習経
験をそのまま活かすことができます。合格の要となる不動産登記法、商業
登記法に関しては、手続法という性質上、初学時は慣れるまで多少時間
はかかりますが、条文と先例等の基礎事項の正確な理解により択一式は

もちろん、記述式での合格点も十分に取ることが可能です。また、いわゆ
るマイナー科目と呼ばれる民事執行法・保全法、供託法、司法書士法は
合計６問しか出題されず、問われる内容も基礎事項がほとんどで、短期で
の学習が可能です。司法書士試験では論理的思考力や法的評価能力よ
りも、条文知識の網羅性、判例と先例の正確な記憶が重視されるため、
司法試験の学習で培った基礎知識が大きなアドバンテージとなります。

出題実績は2014年度のものです。
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2月
2015年
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

2016年
3月 5月 6月4月

　基礎講座〈不動産登記法・商業登記法〉
【全38回・3時間/1回】
不動産登記法（25回）、商業登記法（13回）

1

　基礎講座
〈商法・会社法〉
【全17回・3時間/1回】
商法・会社法（17回）

2

INPUT・OUTPUT

司法試験経験者用 速修総合本科生
登記法限定速修パック

司法試験経験者対象2016年合格目標

カリキュラム

配付教材一覧

※写真は配付教材の一部です。

スタンダード合格テキスト

スタンダード合格テキスト

スタンダード合格テキスト

スタンダード合格テキスト

スタンダード合格テキスト

問題・解説 

問題・解説冊子 

問題・解説冊子

問題・解説冊子 

問題・解説冊子

問題・解説冊子 

2冊

1冊

1冊

1冊

1冊

73回相当分

6冊

12回分

2回分

6回分

3回分

2冊

1冊

ー

ー

ー

38回相当分

3冊

12回分

ー

ー

ー

不動産登記法

商業登記法

商法・会社法

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

供託法・司法書士法

❹ミニテスト

❺トレーニング

❻記述式演習講座

❼全国実力Check模試

❽早稲田合格答練 ジャンプ答練

❾全国公開模試

テキスト名等

❶❷❸基礎講座

講座名 司法試験経験者用
速修総合本科生 登記法限定速修パック

当コースは、司法試験経験者等学習経験のある方向けに、司法書士試験科目のうち「憲法」「民法」「刑法」を省略したカリキュラムと
なっていることが特長です。これにより１年未満という短期間で効率良く司法書士試験合格を目指すことができます。また、3科目を省略
することで全てを含んだコースよりも大きく受講料を抑えることも実現しました。

すでに学習済みの「憲法」「民法」「刑法」を省略! 効率・スピード・経済性を重視！

7月

基 礎 力養 成 期 合 格力養 成・完 成期

平
成
28
年
度 
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U
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※「全国実力Check模試」｢全国公開模試」の解説講義はWebでの受講となります。※上記カリキュラム図は7月学習スタートの実施イメージです。

　基礎講座〈マイナー科目編〉
【全18回・3時間/1回】
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法（13回）、供託法・司法書士法（5回）

3

　記述式演習講座
【全12回・3時間/1回】
不動産登記法・商業登記法

6

　ミニテスト【73回相当分】 ・ 　トレーニング*【73回相当分】　
不動産登記法、商法・会社法、商業登記法、民事訴訟法・民事執行法・民事保全法、供託法・司法書士法
 *トレーニングは自宅復習用問題集
※登記法限定速修パックの方は、ミニテスト・トレーニングはそれぞれ38回相当分となります。
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INPUT・OUTPUT INPUT・OUTPUTINPUT・OUTPUT

　全国
公開模試
【全3回】
※解説講義あり

9

はじめて書く記述式パターンマスター講座【全12回・3時間/1回】
不動産登記法・商業登記法

さらに記述式を強化！ ➡詳細はP5

※個別DVD講座、DVD通信講座、Web通信講座で開講

オプション講座
要別途申込（有料）

❶

❷

❸

早稲田合格答練
　ジャンプ答練
【全6回】
※解説講義あり

8

　全国実力
Check
模試【全2回】
※解説講義あり

7

開講一覧
通 学 メ デ ィ ア 通 信 メ デ ィ ア

教室講義日程および講義視聴・講義配信・教材発送日程の詳細は、P2、3をご覧ください。

※視聴講義は渋谷校収録（片口翔太講師）の講義となります。なお、「全国実力Check模試」「ジャンプ答練」「全国公
開模試」の解説講義の担当講師は片口翔太講師ではありません。

司法試験経験者用 速修総合本科生
登記法限定速修パック 

資料教材発送開始日

DVD発送開始日

　7/6（月）～発送開始

　7/6（月）～発送開始

受講料・コースNo . 教材費はすべて受講料に含まれています！（六法・過去問題集等は除く）！

※０から始まるTAC会員番号またはWセミナー会員番号をお持
ちでない方は、受講料のほかに別途入会金￥10,000（消費
税8％込）が必要です。会員番号につきましては、TAC各校ま
たはカスタマーセンター（0120-509-117）までお問い合わせ
ください。ただし◆印が付されたコースは、入会金不要です。 
※受講料には、教材費・消費税8％が含まれています。
※早割キャンペーンは再受講割引制度、受験経験者割引
制度、他資格受講者割引制度、他校学習経験者割引制
度、他資格合格者割引制度、合格サポート制度、奨学生
割引券との併用はできません。その他割引制度、TAC取
扱代理店（大学生協・書店等）割引のいずれか1つとの併
用は可能です。

※早割キャンペーンの対象コースは、「司法試験経験者用
速修総合本科生」となります。各期間内にTAC各校受付
窓口、郵送またはインターネットにてお申込みください（郵
送の場合は消印有効）。期間を過ぎますとキャンペーンが
適用になりませんので、早めのお手続きをお願いいたしま
す。特にTAC各校受付窓口でのお申込みの場合、期間
終了直前は混雑する場合がございますので、お早めにお
申込みください。
※TAC提携校でお申込みの場合、営業時間その他詳細は
直接各提携校へお問い合わせください。

DVD通信講座 

※視聴講義は渋谷校収録（片口翔太講師）の講義となります。なお、「全国実力Check模試」「ジャンプ答練」「全国公
開模試」の解説講義の担当講師は片口翔太講師ではありません。

司法試験経験者用 速修総合本科生
登記法限定速修パック 

資料教材発送開始日 　7/6（月）～発送開始

配信開始日 　7/6（月）～配信開始

Web通信講座

開講地区…札幌校、仙台校、水道橋校、新宿校、池袋校、渋谷校、八重洲校、立川校、中大駅前校、 
町田校、 横浜校、大宮校、津田沼校、名古屋校、京都校、梅田校、なんば校、神戸校、 広島校、福岡校
※その他TAC提携校でも開講している校舎もございます。詳細は直接提携校にお問い合せください。

司法試験経験者用 速修総合本科生
登記法限定速修パック 7/6（月）～視聴開始

個別DVD講座

※視聴講義は渋谷校収録（片口翔太講師）の講義となります。なお、「全国実力Check模試」「ジャンプ答練」「全国公開模試」の
解説講義の担当講師は片口翔太講師ではありません。

「全国実力Check模試」「全国公開模試」の解説講義はWebでの受講となります。
【時間帯】①9：30～12：30 ②12：30～15：30 ③15：30～18：30 ④18：30～21：30
※上記①～④の時間帯から選択、予約の上ご視聴ください。　※日曜日は④の時間帯はございません。
※各提携校での開講状況は、各提携校まで直接お問い合わせください。

司法試験受験経験者の司法書士試験へのチャレンジを応援する制度です。過去にＷセミナー
以外の他の受験指導機関を含む司法試験講座を申し込まれた方は、「司法試験経験者用 速修
総合本科生」を通常受講料の10％割引で受講することができます。
必要書類・・・司法試験講座（他校を含む）受講証
※ＴＡＣ各校舎窓口でお申込みの際は司法試験講座（他校を含む）受講証をご提示ください。郵送でのお申込みの場合は、司
法試験講座（他校を含む）受講証のコピーを申込書に添付してください。

他資格受講者割引制度・他校学習経験者割引制度<司法試験学習者割引>
※当割引制度は早割をはじめとした他の割引制度、キャンペーンとの併用はでき
ません。
※当割引制度のご利用はＴＡＣ各校舎窓口または郵送でのみご利用いただけま
す。ＴＡＣ取扱代理店等またはe受付からのお申込みではご利用いただけません。
※通常受講料でお申込み後、当割引制度の対象者である旨をお申し出いただ
いても差額の返金等には応じることはできません。

注
意
事
項

司法試験経験者用 速修総合本科生、登記法限定速修パックをお申込みいただいた方は、Webフォローまたは音声
DLフォローをご利用いただけます。復習の強化として、また外出先でも利用して学習できるすぐれものです。

標準装備！
【利用可能学習メディア】
▶Webフォロー…個別DVD講座

▶音声DLフォロー…個別DVD講座、DVD通信講座、Ｗeb通信講座

Webフォロー・音声DLフォロー
ダウンロード

復習強化でさらに効果的な学習を！

■カリキュラム対応表

コース

司法試験経験者用 速修総合本科生

登記法限定速修パック

○

̶

全国公開模試

9

○

̶

ジャンプ答練

8

○

̶

全国実力
Check模試

7

○

○

記述式
演習講座
6

不登法・商登法のみ

○

○

トレーニング

5

○

○

ミニテスト

4

○

̶

1
基礎講座

〈左記　以外〉
2 3

○

○

基礎講座
〈不登法・商登法〉

1

不登法・商登法のみ

コース名 学習メディア 通常受講料
7/5（日）～7/31（金） 8/1（土）～8/31（月）

早割受講料 早割受講料

司法試験経験者用
速修総合本科生
（全96回）

個別ＤＶＤ講座（クラス№は下記参照） 受講料 ¥353,000 ¥313,000 ¥323,000
コース№ 161- 603 161- 601 161- 602

ＤＶＤ通信講座（クラス№96） 受講料 ¥362,000 ¥322,000 ¥332,000
コース№ 161- 606 161- 604 161- 605

Ｗｅｂ通信講座（クラス№W4） 受講料 ¥330,000 ¥290,000 ¥300,000
コース№ 161- 609 161- 607 161- 608

登記法限定
速修パック
（全50回）

個別ＤＶＤ講座（クラス№は下記参照） 受講料 ¥169,000
コース№ 161- 61A

ＤＶＤ通信講座（クラス№96） 受講料 ¥174,000
コース№ 161- 61B

Ｗｅｂ通信講座（クラス№W4）
受講料 ¥153,000
コース№ 161- 61C

はじめて書く
記述式
パターンマスター講座
不動産登記法＆
商業登記法
（全12回）

個別ＤＶＤ講座（クラス№は下記参照）
受講料 ¥34,000
コース№ 161- 631

ＤＶＤ通信講座（クラス№96）
受講料 ¥45,000
コース№ 161- 634

Ｗｅｂ通信講座（クラス№W4）
受講料 ¥34,000
コース№ 161- 637

はじめて書く
記述式
パターンマスター講座
不動産登記法
（全7回）

個別ＤＶＤ講座（クラス№は下記参照）　 ◆
受講料 ¥21,000
コース№ 161- 632

ＤＶＤ通信講座（クラス№96）　 ◆
受講料 ¥28,000
コース№ 161- 635

Ｗｅｂ通信講座（クラス№W4）　 ◆
受講料 ¥21,000
コース№ 161- 638

はじめて書く
記述式
パターンマスター講座
商業登記法
（全5回）

個別ＤＶＤ講座（クラス№は下記参照）　 ◆
受講料 ¥15,000
コース№ 161- 633

ＤＶＤ通信講座（クラス№96）　 ◆
受講料 ¥20,000
コース№ 161- 636

Ｗｅｂ通信講座（クラス№W4）　 ◆
受講料 ¥15,000
コース№ 161- 639

個別ＤＶＤ講座　クラス№
札幌 仙台 水道橋 新宿 池袋 渋谷 八重洲 立川 中大駅前 町田 横浜 大宮 津田沼 名古屋 京都 梅田 なんば 神戸 広島 福岡
K0 J0 20 G0 30 L0 F0 M0 Y0 A0 40 C0 V0 50 60 70 B0 E0 N0 80

1 4



日程表  2016年目標　司法試験経験者用速修総合本科生　登記法限定速修パック
個別ＤＶＤ講座/Ｗｅｂ通信講座/Ｗｅｂフォロー/ＤＬフォロー 視聴開始・配信開始日程

●基礎講座
不動産登記法、商法・会社法、商業登記法 本科生 登記法パック

担当講師：片口　翔太 視聴・配信開始日 視聴・配信開始日

1 不動産登記法 第1回

個別ＤＶＤ受講
'15　7/6（月）より
随時視聴可

個別ＤＶＤ受講
'15　7/6（月）より
随時視聴可

2 不動産登記法 第2回

3 不動産登記法 第3回

4 不動産登記法 第4回

5 不動産登記法 第5回

6 不動産登記法 第6回

7 不動産登記法 第7回

8 不動産登記法 第8回

9 不動産登記法 第9回

10 不動産登記法 第10回

11 不動産登記法 第11回

12 不動産登記法 第12回

13 不動産登記法 第13回

14 不動産登記法 第14回

15 不動産登記法 第15回

16 不動産登記法 第16回 7/10（金） 7/10（金）

17 不動産登記法 第17回 7/14（火） 7/14（火）

18 不動産登記法 第18回 7/17（金） 7/17（金）

19 不動産登記法 第19回 7/24（金） 7/24（金）

20 不動産登記法 第20回 7/28（火） 7/28（火）

21 不動産登記法 第21回 7/31（金） 7/31（金）

22 不動産登記法 第22回 8/　　7（金） 8/　　7（金）

23 不動産登記法 第23回 8/11（火） 8/11（火）

24 不動産登記法 第24回 8/14（金） 8/14（金）

25 不動産登記法 第25回 8/18（火） 8/18（火）

26 商法・会社法 第1回 8/29（土）

※登記法
パックには
含まれて
おりません。

27 商法・会社法 第2回 9/　　2（水）

28 商法・会社法 第3回 9/　　5（土）

29 商法・会社法 第4回 9/　　5（土）

30 商法・会社法 第5回 9/　　9（水）

31 商法・会社法 第6回 9/12（土）

32 商法・会社法 第7回 9/12（土）

33 商法・会社法 第8回 9/16（水）

34 商法・会社法 第9回 9/25（金）

35 商法・会社法 第10回 9/29（火）

36 商法・会社法 第11回 9/29（火）

37 商法・会社法 第12回 9/30（水）

38 商法・会社法 第13回 10/　　3（土）

39 商法・会社法 第14回 10/　　3（土）

40 商法・会社法 第15回 10/　　7（水）

41 商法・会社法 第16回 10/10（土）

42 商法・会社法 第17回 10/10（土）

43 商業登記法 第1回 10/17（土） 10/17（土）

44 商業登記法 第2回 10/24（土） 10/24（土）

45 商業登記法 第3回 10/31（土） 10/31（土）

46 商業登記法 第4回 11/　　7（土） 11/　　7（土）

47 商業登記法 第5回 11/14（土） 11/14（土）

48 商業登記法 第6回 11/21（土） 11/21（土）

49 商業登記法 第7回 11/28（土） 11/28（土）

50 商業登記法 第8回 12/　　5（土） 12/　　5（土）

51 商業登記法 第9回 12/12（土） 12/12（土）

52 商業登記法 第10回 12/19（土） 12/19（土）

53 商業登記法 第11回 12/26（土） 12/26（土）

54 商業登記法 第12回 '16　1/16（土） '16　1/16（土）

55 商業登記法 第13回 1/23（土） 1/23（土）

●基礎講座　民訴・民執・民保・供託法・司法書士法 本科生 登記法パック

担当講師：片口　翔太 視聴・配信開始日 視聴・配信開始日

1 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第1回 '15　10/14（水）

※登記法
パックには
含まれて
おりません。

2 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第2回 10/17（土）

3 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第3回 10/21（水）

4 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第4回 10/24（土）

5 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第5回 10/28（水）

6 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第6回 10/31（土）

7 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第7回 11/　　4（水）

8 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第8回 11/11（水）

9 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第9回 11/18（水）

10 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第10回 11/25（水）

11 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第11回 12/　　2（水）

12 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第12回 12/　　9（水）

13 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 第13回 12/16（水）

14 供託法・司法書士法 第1回 12/19（土）

15 供託法・司法書士法 第2回 12/23（水・祝）

16 供託法・司法書士法 第3回 12/26（土）

17 供託法・司法書士法 第4回 '16　1/　　6（水）

18 供託法・司法書士法 第5回 1/13（水）

●記述式演習講座 本科生 登記法パック

担当講師：片口　翔太 視聴・配信開始日 視聴・配信開始日

1 記述式演習講座・不動産登記法 第1回 '15　11/　　7（土） '15　11/　　7（土）

2 記述式演習講座・不動産登記法 第2回 11/14（土） 11/14（土）

3 記述式演習講座・不動産登記法 第3回 11/21（土） 11/21（土）

4 記述式演習講座・不動産登記法 第4回 11/28（土） 11/28（土）

5 記述式演習講座・不動産登記法 第5回 12/　　5（土） 12/　　5（土）

6 記述式演習講座・不動産登記法 第6回 12/12（土） 12/12（土）

7 記述式演習講座・商業登記法 第1回 '16　2/　　6（土） '16　2/　　6（土）

8 記述式演習講座・商業登記法 第2回 2/13（土） 2/13（土）

9 記述式演習講座・商業登記法 第3回 2/20（土） 2/20（土）

10 記述式演習講座・商業登記法 第4回 2/27（土） 2/27（土）

11 記述式演習講座・商業登記法 第5回 3/　　5（土） 3/　　5（土）

12 記述式演習講座・商業登記法 第6回 3/12（土） 3/12（土）

●全国実力Check模試 本科生 登記法パック

日程・時間帯・解説講師・学習メディア・会場などの詳細は、
「早稲田合格答練」パンフレットの日程表をご覧ください。 模試開催時期 ※登記法

パックには
含まれて
おりません。

1 午前の部（実体法択一）
'16.4月初旬

2 午後の部（手続法択一＋記述）

●ジャンプ答練 本科生 登記法パック

日程・時間帯・解説講師・学習メディア・会場などの詳細は、
「早稲田合格答練」パンフレットの日程表をご覧ください。 答練実施時期

※登記法
パックには
含まれて
おりません。

1 実体法択一＋記述

4月上旬～
5月中旬

2 手続法択一＋記述

3 実体法択一＋記述

4 手続法択一＋記述

5 実体法択一＋記述

6 手続法択一＋記述

●全国公開模試 本科生 登記法パック

日程・時間帯・解説講師・学習メディア・会場などの詳細は、
「早稲田合格答練」パンフレットの日程表をご覧ください。 模試開催時期

※登記法パックに
は含まれておりま

せん。
1 午前の部・午後の部 5月中旬

2 午前の部・午後の部 6月初旬

3 午前の部・午後の部 6月中下旬

※「全国実力Check模試」「ジャンプ答練」「全国公開模試」の解説講義の担当講師は片口翔太講師ではありま
せん。
※「全国実力Check模試」「全国公開模試」の解説講義は通学メディアでご受講の場合もＷｅｂでのご受講とな
ります。

日程表  2016年目標　司法試験経験者用速修総合本科生　登記法限定速修パック
教材発送日程　【ＤＶＤ通信講座・Ｗｅｂ通信講座】

本科生
Ｗｅｂ通信講座・ＤＶＤ通信講座 ＤＶＤ通信講座

資料教材 ＤＶＤ教材

1 '15.7/　 　6（月）

・受講ガイド★
・『スタンダード合格テキスト④不動産登記法Ⅰ』（第2版）
・『スタンダード合格テキスト⑤不動産登記法Ⅱ』（第2版）
・「トレーニング　不動産登記法Ⅰ」
・「トレーニング　不動産登記法Ⅱ」

基礎講座　　 不動産登記法　 1回～12回
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　不動産登記法Ⅰ」
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　不動産登記法Ⅱ」

2 7/28（火） ・『スタンダード合格テキスト⑥商法・会社法』（※）
・「トレーニング　商法・会社法」

基礎講座　　 不動産登記法　 13回～18回
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　商法・会社法」

3 9/　　1（火） 基礎講座　　 不動産登記法　 19回～25回

4 9/18（金）

・『スタンダード合格テキスト⑦商業登記法』（※）
・「トレーニング　商業登記法」
・『スタンダード合格テキスト⑧民訴・民執・民保法』（※）
・「トレーニング　民訴・民執・民保法」

基礎講座　　 商法・会社法　 1回～7回
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　商業登記法」
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　民訴・民執・民保法」

5 10/16（金） ・「記述式演習講座　不動産登記法①」　問題・解説
・「記述式演習講座　不動産登記法②」　問題・解説

基礎講座　　 商法・会社法　 8回～16回

6 11/　　6（金）
・「記述式演習講座　不動産登記法③」　問題・解説
・「記述式演習講座　不動産登記法④」　問題・解説
・「記述式演習講座　不動産登記法⑤」　問題・解説

基礎講座　　 商法・会社法　 17回
基礎講座　　 商業登記法　 1回～3回
基礎講座　　 民訴等　 1回～6回

7 11/27（金）

・『スタンダード合格テキスト⑨供託法・司法書士法』（※）
・「トレーニング　供託法・司法書士法」
・「記述式演習講座　不動産登記法⑥」　問題・解説

基礎講座　　 商業登記法　 4回～6回
基礎講座　　 民訴等　 7回～9回
記述式演習講座　 不動産登記法　 1回～3回
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　供託法・司法書士法」

8 12/18（金）
基礎講座　　 商業登記法　 7回～9回
基礎講座　　 民訴等　 10回～12回
記述式演習講座　 不動産登記法　 4回～6回

9 '16　1/20（水）
・「記述式演習講座　商業登記法①」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法②」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法③」　問題・解説

基礎講座　　 商業登記法　 10回～11回
基礎講座　　 民訴等　 13回
基礎講座　　 供託法・司法書士法　1回～5回

10 2/17（水）
・「記述式演習講座　商業登記法④」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法⑤」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法⑥」　問題・解説

基礎講座　　 商業登記法　 12回～13回
記述式演習講座　 商業登記法　 1回

11 3/　　9（水） 記述式演習講座　 商業登記法　 2回～4回

12 3/18（金） 記述式演習講座　 商業登記法　 5回～6回

− 4月上旬頃～ ・全国実力Check模試　問題発送開始予定 ※「全国実力Check模試」「ジャンプ答練」「全国公開模試」の教材発送日程の詳
細は、「早稲田合格答練」パンフレットの日程表をご覧ください。− 4月中旬頃～ ・ジャンプ答練　問題発送開始予定

− 5月中旬頃～ ・全国公開模試　問題発送開始予定

【司法試験経験者用速修総合本科生】

登記法パック
Ｗｅｂ通信講座・ＤＶＤ通信講座 ＤＶＤ通信講座

資料教材 ＤＶＤ教材

1 '15.7/　　6（月）

・受講ガイド★
・『スタンダード合格テキスト④不動産登記法Ⅰ』（第2版）
・『スタンダード合格テキスト⑤不動産登記法Ⅱ』（第2版）
・「トレーニング　不動産登記法Ⅰ」
・「トレーニング　不動産登記法Ⅱ」

基礎講座　　 不動産登記法　 1回～12回
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　不動産登記法Ⅰ」
・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　不動産登記法Ⅱ」

2 7/28（火） 基礎講座　　 不動産登記法　 13回～18回

3 9/　　1（火） 基礎講座　　 不動産登記法　 19回～25回

4 9/18（金） ・『スタンダード合格テキスト⑦商業登記法』（※）
・「トレーニング　商業登記法」

・ＤＶＤ生用「ミニテスト集　商業登記法」

5 10/16（金） ・「記述式演習講座　不動産登記法①」　問題・解説
・「記述式演習講座　不動産登記法②」　問題・解説

6 11/　　6（金）
・「記述式演習講座　不動産登記法③」　問題・解説
・「記述式演習講座　不動産登記法④」　問題・解説
・「記述式演習講座　不動産登記法⑤」　問題・解説

基礎講座　　 商業登記法　 1回～3回

7 11/27（金） ・「記述式演習講座　不動産登記法⑥」　問題・解説 基礎講座　　 商業登記法　 4回～6回
記述式演習講座　 不動産登記法　 1回～3回

8 12/18（金） 基礎講座　　 商業登記法　 7回～9回
記述式演習講座　 不動産登記法　 4回～6回

9 '16　1/20（水）
・「記述式演習講座　商業登記法①」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法②」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法③」　問題・解説

基礎講座　　 商業登記法　 10回～11回

10 2/17（水）
・「記述式演習講座　商業登記法④」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法⑤」　問題・解説
・「記述式演習講座　商業登記法⑥」　問題・解説

基礎講座　　 商業登記法　 12回～13回
記述式演習講座　 商業登記法　 1回

11 3/　　9（水） 記述式演習講座　 商業登記法　 2回～4回

12 3/18（金） 記述式演習講座　 商業登記法　 5回～6回

【登記法限定速修パック】

【備考】本科生・登記法パック共通	
★受講ガイドは「2016年合格目標1.5年・1年・10ヵ月速修・8ヵ月速修本科生」用受講ガイドと共通のものを送付いたします。
※	日程･カリキュラム･講師等は、やむをえない事情により変更されることがございます。
※	パック・単科講座をお申込いただいた方には、上記表のうち、対象となる資料教材およびＤＶＤ教材が送付されます。
※	教材費は受講料に含まれております。ただし六法等はご自身で用意してください。
※	Web通信講座の場合、「ミニテスト」は使用した各回の講義録としてＷｅｂに掲載されています。ＤＶＤ教材欄に記載された「ミニテスト」は、ＤＶＤ通信生用にまとめたものです。
（※）このマークの書籍は、科目開講時点での最新版を使用します。版が決まり次第、随時送付明細等でご案内いたします。なお法改正の影響等により、刊行時期がずれて発送日程が上記予定から変更となることもございますので、予めご了承ください。
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