
弱点克服講座《　　　》随時開講　　　　
2013年
合格目標中上級コース◆記述式対策コース司法書士2013年

合格目標中上級コース◆択一式対策コース司法書士

民訴・民執・民保・
供託・書士法

担当講師

コース名

弱点克服講座
《民訴・民執・民保・供託・書士法》

通学講座

上記受講料にはテキスト代は含まれておりません。本ページ記載の使用テキストの最新版をお買い求めください。
最新版の詳細はTAC出版ホームページ「Cyber Book Store」でご確認ください。また、使用テキストは全国書店、またはTAC出版ホームページ「Cyber Book Store」でご購入いただけます。
TAC出版ホームページ蛔http://bookstore.tac-school.co.jp/

※入会金¥10,000（5％税込）は不要です。
※受講料には消費税（5％税込）が含まれます。
※申込コースNo.クラスNo.の詳細はＰ62～をご覧ください。

開講　　

対策コ ス対策策コ ス

小山 弘講師
こ やま ひろし

司法書士・
Ｗセミナー専任講師

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。

担当講師

● 通常受講料● 通常受講料

● 開講日一覧● 開講日一覧

コース名

弱点克服講座
《民訴・民執・民保・供託・書士法》 全16回

通学講座

回数

※上記直営校の他、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わせください。（P71）

※日程、教材発送日等の詳細はP60をご覧ください。

民訴系等科目の正しい思考方法を養成！
民訴系科目に苦手意識のある方、試験において民訴系科目の正答率が70％に満たないまたは
基礎知識が確立されていない方を対象に、民訴系科目および供託・書士法の知識の理解と定着を目的とする講座です。
この講座の特徴は、設例を用いた講義を中心として楽しく学習します。
また、民訴系科目の基礎知識となる民法、不動産登記法との関連知識にも言及し、
講座独自の復習シートや確認テストで徹底して復習する環境を提供します。

記述式問題の解法から論点理解、
答案作成までの全てを凝縮！
本試験記述式対策はこれで万全！！

￥53,000￥64,000

通信講座
DVD通信講座

￥58,000

ビデオ（DVD）講座

￥58,000

教室講座

● カリキュラム● カリキュラム
弱点克服講座《民訴・民執・民保・供託・書士法》［全16回 ］講義形式（3時間／各回）

● カリキュラム● カリキュラム

● 開講日一覧● 開 講日一覧

● 通常受講料● 通 常受講料

記述式対策講座【不動産登記法】［全12回］

�第 1 回 民訴・民執・民保の全体構造、裁判所、 当事者・訴訟上の代理人

�第 2 回 訴え、訴訟上の請求、訴訟物、訴えの提起

�第 3 回 裁判所と当事者の役割、送達、口頭弁論とその準備、欠席手続

�第 4 回 証拠、訴訟手続の停止

�第 5 回 訴訟の終了、訴訟要件、申立事項と判決事項

�第 6 回 判決の効力、複数請求訴訟

�第 7 回 多数当事者訴訟、上訴

�第 8 回 簡易裁判所の特則、手形訴訟

�第 9 回 民事執行法の基本構造、債務名義、執行文、民事執行法上の救済手続、 執行開始の要件、強制執行の停止

�第10回 不動産執行、動産執行

�第11回 債権執行、非金銭執行、担保権の実行、執行停止に対する不服申立て

�第12回 仮差押え、仮処分

�第13回 供託制度の概説、供託の当事者、弁済供託

�第14回 供託の申請、払渡請求、執行供託、滞調法

�第15回 供託成立後の権利変動

�第16回 司法書士法

◎平成25年度本試験を目指す方 ◎民訴系等科目について苦手意識がある方
◎受験歴が長く、心機一転を図りたい方 ◎民訴系等科目の基礎知識のない方
◎合格後、認定司法書士として活躍したい方

DVD発送開始日 配信開始日

通信講座

随時発送中随時視聴可 随時配信中

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

講義内容

蜷「司法書士実例で学ぶ 民訴の礎」 定価3,570円（本体価格+税）
 （小山弘著／早稲田経営出版刊）

使用テキスト ※テキスト代は受講料に含まれておりません。別途ご購入ください。

蛔全コース・講座利用可！

奨学生選抜試験

※詳細はＰ6

受講料割引券  利用可!!復習強化でさらに効果的な学習ができる！
※詳細はＰ43

ダウンロード

月謝感覚で受講できる！　 ※詳細はＰ64

分 割 払 い O K !

月謝感覚 受講 き

ＴＡＣ教育ローン
「各種割引制度」利用でさらにお得！ ※詳細はＰ41
受講料割引制度

がんばる受験生を応援！Web・DLフォロー無料

蛔全コース・講座利用可！

奨学生選抜試験

※詳細はＰ6

受講料割引券  利用可!!復習強化でさらに効果的な学習ができる！
※詳細はＰ43

ダウンロード

月謝感覚で受講できる！　 ※詳細はＰ64

分 割 払 い O K !

月謝感覚 受講 き

ＴＡＣ教育ローン
「各種割引制度」利用でさらにお得！ ※詳細はＰ41
受講料割引制度

がんばる受験生を応援！Web・DLフォロー無料

対象者

Web通信講座

DVD通信講座ビデオ（DVD）講座

渋谷校

随時入学可

教室講座 Web通信講座

不動産登記法：’13.１月～開講　
商業登記法：’13.2月～開講

論点ごとの演習、複合論点の問題を通して、
答案作成能力を身につける

問題文から論点を読み取る能力を養成し、論点を
理解し、答案作成までの思考過程を身につける

講義では、各論点の解説はもちろん、問題文や別紙の「ここが重要！」という点を指摘
し、答案作成までの解法を伝授します。また、本試験で出題が予想される全ての問題
形式、別紙、論点を解説し、合格に必要な知識を確立します。

演習では、小問形式の演習を通して各論点ごとに申請書を作成していくことで、論点と申
請書のパターンを押さえ、実践力を身につけていきます。総合演習では複合論点の問題を
使い、講義で学んだ解法をもとに、本試験の総合問題に対応できる力を築きあげます。

コース名

記述式対策講座 【不動産登記法・商業登記法】 一括 
記述式対策講座【不動産登記法】
記述式対策講座【商業登記法】

通学講座

※上記直営校の他、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わせください。（P71）

配信開始日

通信講座

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

Web通信講座ビデオ（DVD）講座教室講座
渋谷校 なんば校梅田校

全24回
全12回
全12回

’13．1/12（ 土 ）
’13．1/12（ 土 ）
’13．2/23（ 土 ）

’13．1/22（ 火 ）
’13．1/22（ 火 ）
’13．3/  5（ 火 ）

’13．1/20（ 日 ）
’13．1/20（ 日 ）
’13．3/  3（ 日 ）

’13．1/21（ 月 ）～視聴開始
’13．1/21（ 月 ）～視聴開始
’13．3/  4（ 月 ）～視聴開始

’13．1/21（ 月 ）～配信開始
’13．1/21（ 月 ）～配信開始
’13．3/  4（ 月 ）～配信開始

DVD発送開始日

DVD通信講座

’13．1/10（ 木 ）～発送開始
’13．1/10（ 木 ）～発送開始
’13．3/13（ 水 ）～発送開始

記述式対策講座
記述式試験は論点と論点の組合せで出題されます。本
講座では、本試験の記述式において求められる「問題文
から論点を読み取る能力」を養うとともに、申請書のパ
ターンを徹底的に学び、2013年本試験で問われるであろ
う論点を確実に押さえていきます。本講座では、記述式試
験で問われるほぼ全ての論点を網羅することができます。
また、「論点」の理解は記述式に限って必要なものではあ
りません。むしろ、択一式で問われる論点が、記述式にお
いても問われます。本講座は、記述式はもちろん、択一の
知識整理にも役立つ「総合的な試験対策講座」です。

2013年
1月 2月 3月 5月4月

講義・演習［10回］
蜷【講　　義】Model Notes（モデルノート）不動産登記申請情報集 …………… 1冊 
　　　　　　オリジナルレジュメ ………………………………………………… 1冊
蜷【演　　習】問題冊子 ……………………… 1冊、答案冊子……………… 1冊
　　　　　　解答解説冊子 ………………… 1冊
蜷【総合演習】問題・解答冊子 ………………… 1冊、答案冊子……………… 1冊

配付教材 ※テキスト・教材は受講料に含まれております。

記述式対策講座【商業登記法】［全12回］
2013年
1月 2月 3月 5月4月

蜷【講　　義】Model Notes（モデルノート）商業登記申請書集（注）……………… 1冊 
　　　　　　オリジナルレジュメ ………………………………………………… 1冊
蜷【演　　習】問題冊子 ……………………… 1冊、答案冊子……………… 1冊
　　　　　　解答解説冊子 ………………… 1冊
蜷【総合演習】問題・解答冊子 ………………… 1冊、答案冊子……………… 1冊

配付教材 ※テキスト・教材は受講料に含まれております。

講義・演習［10回］

総合演習［2回］

コース名
記述式対策講座 【不動産登記法・商業登記法】 一括 
記述式対策講座【不動産登記法】
記述式対策講座【商業登記法】

通学講座 通信講座
教室講座

￥100,000
￥  60,000
￥  60,000

ビデオ（DVD）講座
￥100,000
￥  60,000
￥  60,000

DVD通信講座
￥110,000
￥  66,000
￥  66,000

Web通信講座
￥90,000
￥54,000
￥54,000

担当校舎・講座
●記述式対策講座［不動産登記法・商業登記法］
担当講座
姫野 寛之講師
ひめ の ひろ ゆき

Ｗセミナー専任講師

●教室講座／梅田校
担当校舎・講座
●記述式対策講座［不動産登記法・商業登記法］
担当講座

担当講師

藤岡隆男講師
ふじ おか たか お

司法書士・Ｗセミナー専任講師

●教室講座／なんば校
担当校舎・講座
●記述式対策講座［不動産登記法・商業登記法］
担当講座
中山慶一講師
なか やま よし かず

司法書士・Ｗセミナー専任講師

●教室講座/渋谷校●ビデオ（DVD）講
座●DVD通信講座●Web通信講座

※教材につきましては、配付冊数が変更となる場合があります。

※教材につきましては、配付冊数が変更となる場合があります。（注）2012年11月下旬刊行の改定版を使用します。

※左記コースのうち「記述式対策講座［不動産登記法・商業登記法］一括」をお申込みの
方で、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
の他に別途入会金￥10,000（5％税込）が必要です。その他講座は入会金不要です。
※受講料には消費税（5％税込）、教材費が含まれます。
※申込コースNo.、クラスNo.の詳細はＰ62～をご覧ください。     

※日程、教材発送日等の詳細はP55～をご覧ください。

回数

演習・
総合演習講  義

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）」、「Ankerアンカー過
去問分析の方法論」（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。

1年で一発合格した実績を持つ。本
試験直後に司法書士事務所へ就職、
翌年8月には即独立開業をする。講
義において丁寧・真摯に指導を行う
姿勢は受講生からの信頼も厚い。徹
底した過去問分析をもとに、出題予
想も含めた効率的な講義を提供。

「基本を正確に、そして大切に」が
合格への近道である、という自身の
合格した経験をもとに、圧倒的な指
導力で受講生を合格へと導く。
「親身に、身近に、そして丁寧に」を
モットーに講義を実施。

★教材費はすべて受講料に含まれています。
（六法・過去問集は除く）

総合演習［2回］


