
一発合格者
も続出!

一発合格者
も続出!

　　　　　　　　セミナー・体験講義・お申込みまで

ぜんぶインターネットでできるんです！！

自宅にいながら、疑問解消！

じっくり相談できます。
資格・受講形態・コース選択etc.で迷っている方に！！

電話で これから始める相談ダイヤル

メールで 資格別質問メール

取扱いコースはサイト内にてご確認下さい。

0120-443-411

頼れる　　　の受講相談 ※入会の強要は一切致しませんので、ご安心ください。
※既に学習されている受講生向けの相談は承れません。

【受付時間】
9：30～19：00（月曜～金曜）　
9：30～18：00（土曜・日曜・祝日）

メール相談は24時間受付中

【支払方法】
豊富なバリエーションからご希望の支払方法をご選択いただけます。
■クレジットカード ※1 ■銀行振込 ■コンビニ ※2 
■ジャパンネット銀行（リンク決済）※3
※1…DC、VISA、Master、JCB、AMEX、Diners。1回、2回、ボーナス一括払いに加え、分割払

いがご利用いただけます。分割払いの回数は、3・5・6・10・12・15・18・20・24回払いの9種
類です（AMEXカードでの2回払いはご利用いただけません）。

※2…全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマートでお支払いが可能です。 
コンビニ決済は30万円までのお取扱いとなります。

※3…ジャパンネット銀行（リンク決済）なら手数料TAC負担でお振込みいただけます。

資格の悩みは尽きることがないのになかなか相談できない…。
資格取得を目指す方の疑問にお客様専任のアドバイザーがお答えします。

これから「通信講座」での受講をお考えの方へ！！
通信講座に興味はあるけど…、と迷っている方も、ご検討の講座内容の最終確認の
方も、お気軽にお電話ください。お客様が知りたい・聞きたい情報を、アドバイザーが丁
寧にお応えいたします。「○○資格って、どんな資格？」「今からでも学習できるの？」と
いう質問や「フォロー制度の内容は？」「教室講座との違いはあるの？」というご質問な
ど、お客様に合わせて情報を提供しております。ぜひ、ご利用ください。

体験講義・セミナー・講座説明会etc.役立つ情報が全て無料!

http://www.tac-school.co.jp/
▼TACホームページ

インターネットで各コースの第1回講義が視聴できます！

インターネット上でお申込みもできます。

簡 単 安＆ 心

TAC動画チャンネル

講座の詳細、合格者の声、試験情報、仕事内容など有益な情報を多数掲載。

http://www.w-seminar.co.jp/shisho/
▼Ｗセミナー司法書士講座ホームページ

インターネット上で情報収集ができます！

Ｗセミナー　司法書士

TAC　e受付

TAC資格別

通信講座　一発合格者座談会通信講座　一発合格者座談会
2013年度司法書士試験2013年度司法書士試験

▼詳細は表紙裏面の①、②をご覧ください。▼詳細は表紙裏面の①、②をご覧ください。

通信講座　合格者の声通信講座　合格者の声
2013年度司法書士試験2013年度司法書士試験

▼詳細はP6をご覧ください。▼詳細はP6をご覧ください。 2014.3 → 2015.3　　244-0902-1002-13
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司法書士通信講座



学習していて疑問点が出てきたら、質問しましょう。「質問メール」や「質問カー
ド」などはもちろん、Wセミナーなら「質問電話」も利用できます。質問内容を文章
で書くことで頭が整理されるので、メールやカードでの質問もおススメですが、や
はり口頭で質問したい時もありますよね。学習内容に関することはもちろん、勉強
方法についての相談にも対応しますので、安心して学習を進めてください。
また、ＴＡＣ・Wセミナー各校では受講生なら無料で利用できる司法書士合格者・実
務家司法書士による「学習相談コーナー」を実施。学習していく中で生じる不安
や悩みを一緒に考え、合格に向けたバックアップも行っています。

毎回の講義ごとに行われる「ミニテスト※」、講義の各段階で行われる
「基礎・応用演習※」、合格力養成・完成期に入ると、「ジャンプ答練※」
「全国公開模試※」など本試験の最新傾向・法改正部分を反映した“本番
シミュレーション”や、直前期対策も充実。本試験直前の大切な時期に何
をやるべきかも明確に示します。安心してＷセミナーにお任せください！

通信生も、ときには教室で生の講義を受講したい！直接講師に質問したい！と思うはず。そんな
時は「スクーリング制度」を活用してください！通信生も教室の講義に参加できます。模擬
試験ももちろん会場で受験できますから、本番さながらの環境でシミュレーションができ
ます。また、ＴＡＣ校舎の空き教室は「自習室」として開放しており、通信生も利用するこ
とが可能です。ライバルと机を並べて勉強することで、モチベーションもきっと高まる
はず。ぜひご活用ください。

答練・全国公開模試については、添削答案にコメントを添えて返却します。
さらに、あなただけの個人別成績表をパソコンやスマホ、タブレットでも
見られるWEBに掲載。成績表のWEB化により、返却もスピーディです。
あなたの本当の実力が分かる、Wセミナーならではのスケールメリット
を実感してください。

※TAC提携校での各種サービス等はTAC直営校と異なる場合がございます。詳細は各提携校へお問い合わせください。

通信生だって教室講義にも参加できる！模擬試験ももちろん会場で受験可能！

カリキュラムも教室講座と全く同じ！初学者も段階的に力がつきます。

丁寧な添削指導と、Wセミナーならではの全国規模の公開模試！ 

気になる質問・学習相談体制も万全！通信生だからってハンデはありません！

質問メール

学習相談コーナー

質問カード 質問電話

※質問制度の詳細はお問い合わせください。

※コースにより、カリキュラム内容が異なる場合がございます。予めご了承ください。

･ ･ ･ ･ ･ ･

「スクーリング制度」の利用は本科生に限ります。 なお答練・全国公開模試の試験部分は、スクーリングはできません。
※自習室は本科生・パック生の方が利用できます。

司法書士資格は、毎年約３万人が出願する人気の国家試験。難易度も高く、合格率は例年約2.8％となっており、合格するためには確固とした受験対策が必要です。独学や、テキストと
簡単な添削問題のみのお手軽な通信講座ではなく、確立された優れた合格ノウハウを持つスクールを利用しなければ、短期合格は難しいのが現実です。限られた時間を無駄にせず、
効率的に学習し、短期合格を勝ち取るためには、長年の受験指導ノウハウをもとに綿密なカリキュラムが組まれた、Wセミナーの通信講座を利用するのが合格への一番の近道です。

司法書士試験は甘くない！ 信じられる講師・教材・カリキュラムが必要不可欠

だから選ばれる！ だから短期合格できる！

全体像を
イメージする
科目のつながりを
確認する

テキストの内容の
理解と整理
本試験問題に慣れる

基礎力養成期 合格力養成・完成期

得点力を身につける
弱点の発見と克服

充実したアウトプットで強い基礎力を養成！

ここが 充実した母集団による、
信頼の実力判定！

第1回：2,185人
第2回：2,315人
第3回：2,350人6,850人

※2013年実施
　全国公開模試
　受験者数

※受験者数は第1回～3回を合算した延べ人数です。（択一午前の部、午後の部のいずれかを受験した方）
全3回累計受験者数
［全国公開模試］ 延

べ

33
理由理由

44
理由理由

55
理由理由

66
理由理由

※成績表のサンプルは2013年度のもの
です。デザインは変更となる場合があり
ます。

Ｗセミナーの通信講座は「入門コース」、「中上級コース・早稲田合格
答練」ともに確かな実力に裏打ちされた人気講師、そして講師ごとの
教材から選べるのが特長です。自分に合った講師・教材を選べること
で理解度も楽しさも高まり、グングン力が付いていきます。
さらに通信講座なら「いつでもどこでも何度でも」講義が受講できる
ので、忙しい社会人もスキマ時間を活用して効率良く学習できます。

Wセミナーの通信講座では、ギリギリまで直近の本試験も踏まえた最新情報を盛り込ん
で教材を作成し、カリキュラムの進度に合わせて随時ご自宅にお届けします。教材の完
成度が上がると同時に、発送日程が学習進度の指針にもなります。最初に全科目の教
材を一括で送付し、法改正があった場合は情報誌だけでお知らせするようなことはあ
りませんので、ご安心ください！

教材の一括送付はしません！最新情報をギリギリまで反映します。

「Wセミナーの通信講座は、通学講座と全く同じ教材・講義・カリキュラム」
初学者も段階的に力が身に付くWセミナー独自の合格システムを、
通信でもそのまま提供！

「よくある一般的な通信講座」の場合…

だんだんとペースが遅れがちになり、気づいたら未開封の教材が山積みに…。
手軽に始めたのは良いけど、結局最後まで続かず、お金と時間も無駄になってしまう結果に。

★講師だけじゃない！ 選べる学習メディア！ ２タイプから選択できる！

自分に合う講師・教材が選べる！→勉強が楽しくなる！→グングン力がつく！の好循環！

●質問が思うようにできない。
　学習相談をする機会がない。
●山積みのテキストを前に、
　自分で学習計画を立てなければならない
●他の受験生の進捗状況が分からず、
　情報交換もできないので孤独になりがち

学習のペースがつかみにくい
●受験者数の少ないテストしか受けられず、
　順位等も発表されないので、
　客観的な自分の実力がつかめず、
　やる気も続かない。

テストや模擬試験の規模が小さい
●受講してみたものの、話し方や講義の進め方が
　自分に合わない。
●送られてきたテキストの内容が頭に入ってこない。
●結果として「理解」ではなく、「丸暗記」するしかなくなる
　→ますますやる気が起きない。

自分に合う講師・教材が選べない

11
理由理由

22
理由理由

だからだから
短期合格短期合格

でも、Wセミナーは違います！

他とは違う、Wセミナーの　　　  ！通信講座

各メディアの詳細は総合パンフレットをご確認ください。

※iPod®はApple.incの商標です。

講義音声ＤＬフォローを
利用すれば、

外出先で講義を聴くなど
空き時間を有効利用できます！

DVD通信講座・Web通信講座ともに
講義音声DLフォロー標準装備！

ダウンロードDVD通信講座 Web通信講座

Wセミナー通信講座一発合格者座談会はコチラ裏面へ→

1 2
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選べる受講メディア（DVD通信講座・Web通信講座）
Wセミナーの通信講座は高画質・高音質のDVD通信講座、利便性の高いWeb通信講座の２種類からお選びいただけます。
Wセミナーでは、無理なく学習を継続していただけるよう利便性の高い学習メディアをご用意していますのでご自身のライフスタイル
に合わせてお選びいただくことが可能です。

選べる講師・教材ラインアップ
Wセミナー通信講座は超一流の講師・教材のみ！
Wセミナーの通信講座は不動の人気・実力を誇る超一流の講師・教材を取り揃えています。
その中からご自身に合った講師・教材をお選びいただくことが最短合格への“大切な最初の一歩”となります。

インプットとアウトプットを一体
化した効率的な学習体系を構築！
わずか6ヵ月で合格した著者の
記憶法の全てが、ここに！

記述式対策は『オートマチックシステム記述式講座』のみで十
分と平成24年度 司法書士筆記試験総合２位（午後の部記述式
単独でも２位）合格者がお勧め！

択一式の知識を記述式に転換させながら、記述式
試験を攻略！ 平成24年度司法書士筆記試験総合
1位合格者に「記述式はブリッジさえやっておけば
解ける」と言わしめたテキスト！

テキスト・カリキュラムに完全連動！ 各学
習段階での理解を促進。一問一答形式
で理解度を確認することができます！

基本テキスト「新版デュープロセス」と完全連動！ 
多くの合格者が支持する、情報集約・知識整理
ツールの決定版！

入門コース・中上級コース 入門コース・中上級コース 入門コース

竹下 貴浩講師
（Ｗセミナー専任講師）

プロフィール
司法書士試験の常識とされた5年の勉強を1年に縮め
た元祖“司法書士試験合格指導の権威”。リズム
ある口調、試験を熟知した無駄のない講義で
毎年多くの合格者を輩出。「新版デュー
プロセス」シリーズをはじめ、「新版
直前チェック」シリーズ、「ブリッ
ジ」シリーズなど著書多数。

［山本オートマチックの使用テキスト・教材］ ［竹下合格システムの使用テキスト・教材］ ［スタンダードの使用テキスト・教材］

山本浩司の
オートマシステムシリーズ<記述式>

受験生から絶大なる支持を得ている受験本
「山本浩司のオートマシステム」の著者である
受験界のカリスマ講師、
山本浩司が指導するカリキュラム！

山本オートマチック

プロフィール
37歳の失業中の時に、司法書士試験にわず
か6ヵ月で一発合格。司法書士及び講師
を務める傍ら、独自の理論「オートマ
チックシステム」に基づき、現在も
宅建・行政書士・マンション管理
士など法律系資格試験に挑戦
し続け一発合格を継続中。「山
本浩司のオートマシステム」
シリーズなど著書多数。

20年以上の受験指導歴を持ち、
司法書士試験を知り尽くした受験界の先駆者、
竹下貴浩が、合格理論をさらに
極めた学習システムと
圧倒的な指導力で合格へと導く！

竹下合格システム スタンダード

担 当 担 当

山本 浩司講師
（司法書士・Ｗセミナー専任講師）

「合格」だけを常に考える理論派講師！
片口講師自身の体験に基づく一発合格のための秘訣を
随所にちりばめた熱い講義を展開！
人気急上昇中の若手ホープ！

片口 翔太講師
（司法書士・Wセミナー専任講師）

プロフィール
平成20年司法書士試験に合格。株式会社起業後、
司法書士に転向。全くの初学者から１年で合格し
た実績をもつ。初学者にわかりやすく理解
させる講義を徹底して実施。現在は実務
家（勤務司法書士）としても活躍中。

担 当

中上級コース・
早稲田合格答練
常に過去問を意識した視点からの解説で受講生から“絶
賛”されている中上級対策のエキスパート、姫野寛之をはじ
めとするプロフェッショナルが、真の合格力を養成します。

姫野 寛之講師
（Ｗセミナー専任講師）

プロフィール
平成14年度 司法書士試験合格。司法書士試験合格に
必要な知識を鋭く講義する若手実力派講師。常に過去
問を意識した視点からの解説は、受講生から“絶賛”され
ている。「Model Notes（モデルノート）」（早稲田経営
出版刊）などの著者でもあり、Ｗセミナー中上級コース
の教材も執筆している中上級対策のエキスパート。

担 当

みるみるわかる！
不動産登記法・商業登記法

山本浩司の
オートマシステム 総集編 
短期合格のツボ

※表紙デザインは変わる場合があります。

　山本先生は、朝型生活にしたほうがいいとか、登記の目的や原因を２０回以上書く（素振
りと呼ばれていました）など細部にまでアドバイスをくださり、また、とても優しい先生だなと感
じられたので、そういったアドバイスを素直に受け入れられました。山本先生の講座を受講し
て良かったと思います。また、オートマシステムのテキストは初学者でも理解しやすかったの
で、最初から拒否反応を起こさずに勉強を始められました。インプットとしては、オートマシステ
ム以外は何も使いませんでしたが、合格に必要な知識としては十分だったと感じています。
　フォロー制度としては自分で解決できない疑問点は質問電話の制度を利用して質問しま
したが、アドバイザーの方は丁寧に教えてくださり、不明な点は調べてかけなおしてくださると
きもありました。また、学習計画についても相談に乗っていただき、とても心強かったです。

一発合格者の声

佐藤 亜希さん

2013年合格目標　山本オートマチック 
8ヵ月速修コース（現 8ヵ月速修本科生）
DVD通信講座

一発

山本浩司の
オートマシステムシリーズ

元祖“短期合格指導の権威”！ 
司法書士試験を知り尽くした竹下貴浩
執筆の司法書士受験本のロングセラー！

ブリッジシリーズ

新版 直前チェックシリーズ

新版デュープロセスシリーズ

※表紙デザインは変わる場合があります。

　竹下講師の講義は重要な部分を繰り返し強調してくださり、独学で学習するよ
りも間違いなく効率的に学習できます。言われた通りのことをやっていれば上位
合格できるだけの力が身につきますので、自信を持って本試験に臨めます。講義
で使用した教材はデュープロセス、直前チェック、ブリッジですが、これらには必要
十分な知識が載っているため、手を広げ過ぎずに学習することができました。特
に、ブリッジは択一と記述の学習が一度にできるため無駄がありません。
　受講生はi-supportを利用して質問ができるので、疑問が生じてもすぐに質問・
解決ができることが良かったです。また、講義音声ＤＬフォロー制度を積極的に利用
することにより、外出先で講義を聴いて空き時間を有効利用することができました。

一発合格者の声

小林 郁也さん

2013年合格目標　竹下合格システム　
20ヵ月総合コース（現 20ヵ月総合本科生）
DVD通信講座

一発 一発

司法書士受験指導の草分け・W
セミナー講師陣の、長年教え続
けてきた歴史と、そこで培った豊
富な知識と経験の結晶！

スタンダード
合格テキストシリーズ

トレーニングシリーズ

記述式演習講座

※表紙デザインは変わる場合があります。

　Web受講でしたが、配信された講義動画を次の配信日まで等分して、毎日見る・学
習するようにしました。その他は、テキストを読み直して復習、過去問集にできるだけ早
めに取り掛かり問題を解く、これらをひたすら繰り返していました。その際科目数が多く、
ある科目を集中して行うと他の科目を忘れる・勘がにぶることがあるので、一日にいろい
ろな科目をやることを意識して行いました。配付教材・市販の過去問集以外の市販の
問題集等の購入も検討しましたが、手を広げすぎると全部が中途半端になりかねない
と危惧し、一切使いませんでした。短期合格を狙う上で、この判断は結果的に成功だっ
たと思います。教材についてはテキストはもちろん司法書士試験に特化しているので
過不足のない内容であり、短期合格を目指す上で、よくできた内容だと思います。

一発合格者の声

吉田 将太さん

2013年合格目標　スタンダード　
1年総合コース（現 1年総合本科生）
Web通信講座

担 当 講 座

プロフィール
民訴系科目を中心に講座を担当。
実務では、裁判事務のエキスパートとして
活躍中。実務経験をもとにした設例を用い
た講義で、受験生の“考える力”を養い、
合格へと導く。「司法書士実例で学ぶ民
訴の礎」の著者。

担 当

●弱点克服講座
●簡裁訴訟代理等
　能力認定考査対策講座

担 当 講 座

木村 一典講師
（Ｗセミナー専任講師）

プロフィール
平成11年度司法書士試験合格。大学講
師の経験を基に、Ｗセミナーで講師就任
後から何人もの合格者を輩出し続けてい
る、人気・実力とも兼ね備えた講師。初学者
から上級者まで、受講生の立場に合わせたわ
かりやすい講義は人気が高く、徹底した過去
問分析のもと、最新傾向まで視野に入れた講
義を実施。

担 当

●年内登記法Skill Up講座

担 当 講 座

※中上級コース・早稲田合格答練の教材等詳細は、専用案内書をご覧ください。

講義音声DLフォロー標準装備

記述式の実戦力を段階を追って無理なく身につける
ことができます！

●択一式対策講座　●記述式対策講座
●択一予想論点マスター講座
●年内重要論点・ホップ・ステップ・ジャンプ答練解説講義
●全国公開模試解説講座

小山 弘講師
（司法書士・Ｗセミナー専任講師）
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コミュニケーション学習を可能にします！

外出先での学習も可能！

インターネットを利用してパソコン等で学習するスタイルです。教室の生講義を収録した映像をストリーミング
配信。ご自身のペースに合わせて24時間いつでもどこでも臨場感溢れる講義を受講することが可能です。

自宅、学校、外出先やネットカフェでも一定の視聴環境があれば、
いつでもどこでも、何度でも学習できます！

いつでも・どこでも・何度でも学習できます！

見て学ぶ
Mac®
でも！

Windows®
でも！

スマート
フォンでも！
タブレット
でも！

便利で快適！充実の機能！

講義を収録し、インターネット配信します。お好
きな時間にお好きな場所で、講義を受講でき
ます。

「10秒」「30秒」「60秒」の3段階で前後の
スキップが可能。聞き逃した内容の確認や
細かい頭出しもボタン1つで行えます。

0.8～2.0倍までの7段階から再生スピード
を選択できます。予習はじっくりと、復習は高
速再生でなど、学習スタイルに合わせた使
い方ができます。

途中で視聴を停止しても、次回視聴時に「続
きから再生」ボタンをクリックすれば、前回停止
時間から続きを再生できます。

お使いのパソコンの画面いっぱいに講義動画
を表示させることができます。板書も見やすくな
り、臨場感あふれる講義をご受講いただけます。

しおりをはさむように、受講中の動画の好きな時
点を記憶させることができます。「しおりから再
生」ボタンでその場所からすぐに再生できます。

※1: iOS®、Android™OS搭載のスマートフォン、タブレットその他端末から視聴の場合は、OS標準の動画プレーヤー
によるストリーミング再生となり、上記プレーヤー内の各種機能はご利用いただけません。
※2:「高速再生機能」は、Windows®、Vista、7、8、8.1デスクトップモードの各OS環境で、かつInternet Explorer8以
降からの視聴の場合のみご利用いただけます。その他のOSおよびブラウザからの視聴では動作いたしません。

※3:「再生スキップ機能」「続きから再生」ボタン、「しおり機能」のMac®OS上での動作につきましては、サービス開始と
同時にご利用可能となります。

講義動画

再生スキップ機能（※3）

高速再生機能（※2）

「続きから再生」ボタン（※3）

全画面表示機能

しおり機能（※3）

※Mac®は、Apple Inc.の商標です。　※iOS®の商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。 　※Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。　※Android™は、Google Inc.の商標です。
※スマホ・タブレット端末をご利用の場合、一定期間に定められた（データ）通信量以上の通信を行うと、ご契約の各キャリア・プランにおいて通信速度の制御を実施される可能性があります。なお、TAC WEB SCHOOLの動画は「約400MB／2時間半」となります。

▶注意事項　●お申込み前に必ず動作環境およびご利用になるPCでの無料デモ・体験版講義の動作を「TAC WEB SCHOOL」にてご確認ください。

TACホームページの
受講生専用サイトにログイン

パソコンに講義音声データを
ダウンロード保存
※圧縮ファイルのため、解凍作業が必要です。

お持ちのポータブルデジタルオーディオ
プレーヤーにデータを移せば
外出先で学習できます!
※パソコン上でも学習できます。
※音声ファイルはWMA形式となります。
※iPod®はApple.incの商標です。

講義音声DLフォロー

標準
装備

「持ち運べる講義」が
学習場所の可能性を拡げます！

ダウンロード

i-support

なら、毎日の学習がこんなに便利に！

Web講義

A

Q

学習内容の疑問点などを
質問したい場合、いつでも
メールで質問ができます。疑
問点や不明な点は早めに
解決することが大切です。
講師またはスタッフがわかり
やすく丁寧にお答えします。

質問メール

※質問はご受講中の合格目標年度の
コースの講義内容、及び講義・答練
で使用する教材に関するものに限ら
せていただきます。

※各コースにより質問回数の制限があ
ります。詳細はお申込み時にお渡しす
る「受講ガイド」にてご確認ください。

FAQ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

!疑問点や不明点があったら、まず
「よくある質問」をご覧ください。一般
的に多い質問や他の方がすでに質
問した事項をデータベースに集めて
ありますので、疑問に思う項目を探
すことができます。

よくある質問

i-supportの動作環境は、TACホームページ内
「WEB SCHOOL」（http://portal.tac-school.co.jp）をご覧ください。
答練・公開模試の成績表閲覧時にも必要です。

i-support動作環境

同じ試験を目指す仲間の情報交換の
場がi-コミュニティ。言ってみればイン
ターネット上に設けられたコミュニケー
ションの場です。受講生同士で試験
のことや学習方法など、自由にディス
カッションを行うことができます。

i-コミュニティ（掲示板）
TACのインターネットフォローシステム「i-support」は、受講生
とTAC、受講生同士といった双方向のコミュニケーション学
習を可能にします。メールで疑問点を質問できる「質問メー
ル」、よくある質問をデータベース化した「よくある質問」、Web
上で情報交換ができる「i-コミュニティ」（掲示板）など、フォ
ロー体制は万全です。
（i-supportは本科生の他、単科・科目申込みの方もご利用いただけます。）

標準
装備

インターネット上で
知りたい情報を素早く入手し、
疑問を解消できる！

（講義音声DLフォロー本科生の他、単科・科目申込みの方もご利用いただけます。）

司法書士試験は範囲も広く、覚える量も膨大です。そのためいかに効率
よく勉強するかが重要になります。受験指導校に通うとしても、講師や
コースなど選択肢はたくさんあります。しかし最終目的は「司法書士試験
合格」であることは皆一緒です。自分に最適な勉強法と出合い、それを
信じぬけば、必ず合格できると思います。これは山本先生のオートマチッ
クシステムと出合い、その勉強方法を信じ抜いた私が出した結論です。
どうか頑張って来年度の合格を勝ち取ってください。応援しています。西村 英美さん

DVD通信講座

最終目的は「司法書士試験合格」！

１年目は独学だったので、特に、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法など
の手続き法が理解しづらかったことと、受験仲間がいなかったのでモチベー
ションを維持することがなかなかできずに苦労しました。それらの失敗を糧
に、２年目以降は、Ｗセミナーの講座を取り、受験仲間を作り、お互いにモチ
ベーションを高めていきました。私みたいに、目先の出費をけちって、結果的
に合格が遅れてしまうことにならないためにも、できる限り受験指導校の利用
をおすすめします。講師の評判を参考にすることはもちろん、それを鵜呑みに
しないよう、数多く、体験受講し、自分に一番合う講師を見つけてください。

田淵 雄太さん
DVD通信講座

できる限り受験指導校の利用をおすすめします！

この試験は努力すれば誰でも合格できる。多くの合格者の方々がそう
おっしゃいますが、私もまさしくその通りだと感じました。しかし、せっか
く努力しても勉強方法が間違っていたり、偏った勉強をしていれば、他
の人より合格までに時間がかかり、遠回りすることになってしまいかねま
せん。短期合格を目指すのであれば、受験指導校を利用し、無駄を省き
効率良く勉強することをお勧めします。

田口 晋也さん
DVD通信講座

無駄を省き、効率よく勉強することをおすすめします！

答練は毎週本試験レベルの問題が送られてくることにより、１週間の勉強のリズムが保
たれることが良かったと思います。また、ステップ答練から毎週記述式の問題が付いて
くるので、独学者では手薄になりがちな記述式対策もバッチリ行うことができます。調
子がいい時でも悪い時でも問題に向き合うということは、本試験で実力を発揮するた
めの良い練習になると思います。Web通信講座は答練の解説講義はネットの環境があ
ればいつでも見られるし、再生の速度も変えられるので時間がない時にはスピードを速
くして、気になったところだけを視聴することができます。択一の解説だけ、記述式の解
説だけ、といろいろできるので自分のペースに合わせて利用できる点が良かったです。

柴崎 理恵さん
Web通信講座

Web通信講座は自分のペースに合わせて利用できる点が良かった！

Wセミナーの講座では年内、年明け、直前期と、それぞれの時期に合わ
せてちょうど良い講座が開講されるので、とても良いペースメーカーにな
りました。本試験までの１年間中だるみすることなく、カリキュラムに沿っ
て学習することでベストな状態で本試験に臨むことができました。私は結
果的にはフォロー制度は使う機会がなかったのですが、いざという時に
質問ができるとか、通信生でも一定回数までライブ講義に参加できるな
どの仕組みが整っていたことで、安心して本試験までの学習を進めるこ
とができました。

栗原 庸介さん
DVD通信講座

フォロー制度が整っていたことで、安心して本試験までの学習を進めることができた！

仕事をしながら勉強をしていたので、勉強時間の確保と勉強と仕事の切
り替えが大変でした。でも自分は絶対司法書士になって、新しい道に進
みたいという強い情熱があったので、何とか合格までたどり着けました。
失敗談は一番最初に学習をした民法を甘くみていたため、毎年民法で失
点することが多かったことです。そのため、民法だけ択一式対策講座を
単科でとり、徹底的に勉強しました。そのおかげで、合格した年は民法は
満点を取ることができました。菅井 之央さん

DVD通信講座

新しい道に進みたいという強い情熱が合格への原動力！

Wセミナーの講義音声DLフォローや、質問カードなど自宅で一人で勉
強する事が多い通信生にとっては非常にありがたく、心強い制度であっ
たと思います。答練・模試は2年間続けていましたが、毎週本試験と同じ
量の問題を解けることが良かったです。通信講座でしたのでほとんどは
自宅での受験でしたが、公開模試では2度、金沢校で受験しました。や
はり自宅では感じることのできない緊張感や時間配分の方法などメリッ
トが多かったように感じました。択一の点数はあまり気にせず、主に記述
式対策と時間内に解く練習として役立ったと思います。

T  Mさん
DVD通信講座

Wセミナーのフォロー制度は通信生にとって心強い制度！

合格体験記通信講座

教室講座に通えないから資格取得は無理…なんて思っていませんか？そんな方はぜひWセミ
ナーの通信講座で学習することをオススメします。Wセミナーのカリキュラム・教材は忙しい方が
効率的に合格を勝ち取るためのノウハウを凝縮。そのノウハウを余すところなくご提供します。平成25年度 司法書士試験

『合格者の喜びの声』Wセミナーホームページにて公開中！

www.w-seminar.co.jp 「司法書士」ページから「合格者の喜びの声」へ

Congratulations!平成25年度 司法書士試験161名のメッセージ

袖川 亮大さん
Web通信講座

田中 路之さん
Web通信講座

内藤 宏幸さん
Web通信講座

冨塚 慎也さん
DVD通信講座

Wセミナー

岡本 昌美さん
DVD通信講座

屋宜 敏治さん
DVD通信講座

丸尾 總恵さん
Web通信講座

溝部 麻由さん
DVD通信講座

山本 潤子さん
DVD通信講座

進藤 由子さん
DVD通信講座
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