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公認会計士／税理士／簿記検定／社会保険労務士／中小企業診断士／証券アナリスト／
ファイナンシャル・プランナー／不動産鑑定士／宅地建物取引主任者／建築士／マンション管理士・管理業務主任者／
公務員（国家一般・地上・警察消防）・公務員（技術職）・就活対策／行政書士／通関士／弁理士／知的財産管理技能検定／
米国公認会計士／公認内部監査人（CIA）／情報処理技術者／パソコンスクール／CompTIA／ビジネスプロ養成スクール

司法試験／司法書士／公務員（国家総合・外専）／マスコミ
（WセミナーはTACのブランドです）

ネットで視聴
WセミナーホームページのTAC動画チャンネルで上記渋谷校実施の「公開セミナー」をご視聴いただけます（実施日より約1週間後に視聴可能）。
また、「本試験テクニカル分析講座 体験講義」、「キャッチアップ本試験解析講座 ガイダンス」もTAC動画チャンネルでご視聴いただけます。　
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テーマ 高津 笑講師
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木村 一典講師
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●全国公開模試実施日程

●全国公開模試開催会場【全国31会場で開催！】

●全国公開模試受験料

ＴＡＣ直営校
札幌校・仙台校・水道橋校・新宿校・早稲田校・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
松本校・金沢校・福山校・徳島校・
小倉校・熊本校・宮崎校

外部会場
AP西新宿・大宮ソニックシティ・
広島工業大学専門学校

2014年合格目標
早稲田合格答練

3回分一括申込
（第1回＋第2回＋第3回）

～2014年3月31日・5％税込 2014年4月1日～・8％税込
会場受験

￥18,000 ￥18,000

￥  7,000 ￥  7,000

自宅受験 会場受験

￥18,500 ￥18,500

￥  7,200 ￥  7,200

自宅受験

各回
※各回いずれか1日を選択してください。
※会場ごとの実施日程は「全国公開模試」専用パンフレットにてご確認ください。

※入会金￥10,000（消費税込）は不要です。
※全国公開模試には申込締切日がございますのでご注意ください。

本試験に向けた最終模試！ 本試験の予想模試で万全を期す！

会場受験6/29（日）開催！ 自宅受験も実施！

全国公開模試を最大限活用！ 重要論点の理解にとどまらず、派生する発展的な論点も伝授！

4・6月に開講！
全国公開模試・全国公開模試解説講座・直前予想模試の詳細は専用のパンフレットをご覧ください。

～本試験と同形式、同時間帯で開催！ 全国規模の模擬試験でプレ本試験を体験～

全国公開模試〈全3回〉

3/23（日）17：30～18：30 3/22（土）12：00～13：00

 会場受験 自宅受験

第1回 4/  4（金） ・ 4/  5（土） ・ 4/  6（日） 3/19（水）問題発送

第2回 6/  6（金） ・ 6/  7（土） ・ 6/  8（日） 5/21（水）問題発送

第3回 6/20（金） ・ 6/21（土） ・ 6/22（日） 6/  4（水）問題発送

ジャンプ答練を活用した直前期対策

校  舎 ◆渋谷校

担当講師
テーマ 姫野 寛之講師

ひめ の ひろ ゆき

3/8（土）17：30～18：30「万全を期す！ 直前期の択一式対策！」
～残り3ヵ月で仕上げる新講座！ そのすべてを公開（模擬体験あり）～

直前予想模試〈全1回・自己採点〉全国公開模試解説講座〈全3回〉
※大宮ソニックシティのみ実施時間帯が異なります。

LICENSE INFORMATION

無料公開セミナー 
講座説明会

ガ イ ダ ン ス
&

参加
無料

予約
不要

お気軽にお越しください。

無料公開セミナー＆
講座説明会参加者に
￥10,000
入会金免除券

2012年度
合格体験記

プレゼント!
※セミナー終了後、講座説明会を引き続き実施いたします。

司法書士 2014年
合格目標早稲田合格答練・直前対策コース

髙橋 裕史講師
たか はし ゆう じ

司法書士講座

☞4月答練パックに含まれる「全国公開模試」には申込締切日がございますので、
    お早めのお申込みをお勧めします（詳細はＰ17をご覧ください）。

本試験レベルの答練・模試がパックになった
お得なコースが特別価格にて受講できる！

4月答練パック
た

好評につき、
今年もやります！

特別価格！

～充実した直前期を過ごし、本試験で存分に力を発揮しよう！～
直前期の仕上げは本試験傾向を徹底分析したＷセミナーの教材・講座におまかせください！

東京会場 合格祝賀会：ホテルニューオータニ 2013/11/24東京会場 合格祝賀会：ホテルニューオータニ 2013/11/24

本試験テクニカル分析講座〈山本オートマチック〉
キャッチアップ本試験解析講座〈竹下合格システム〉
択一予想論点マスター講座

4月答練パック ジャンプ答練

本試験に直結しなければ意味がない！ 直前期の答練は
ズバリ的中・論点的中続出の答練で決まり！

本試験への総仕上げ！ 万全の態勢で本試験に臨む！

本試験テクニカル分析講座〈山本オ トマチ ク〉

本試験への総仕上げ！ 万全の態勢で本試験に臨む！

直前対策コース
4月答練パック ジャンプ答練
早稲田合格答練

直前対策コース
早稲田合格答練
〔平成25年度（2013年度）本試験ズバリ的中・論点的中情報〕は、中面（ⅰ）（ⅱ）をご覧ください。

年 合格目標

司法書士
3月・4月から順次開講！

早稲田合格答練・直前対策コース
SHIHO-SHOSHI LAWYER LICENSE GUIDE 2014.1-2014.6

TAC（株）司法書士　243-0902-1010-13
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平成25年度
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2013（平成25）年合格目標 早稲田合格答練 平成25年度 本試験2013（平成25）年合格目標 早稲田合格答練 平成25年度 本試験

ズズババリリ
的的的的的中中中中中！！！！

ズズババリリ
的的的的的中中中中中！！！！

ジャンプ答練［第8回 第3問］ 民訴・民執・民保法［午後の部 第5問］
　既判力の作用に関する次のアからオまでの記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っている
ものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。なお，前訴の判決が確定した後に，新た
な事由は生じていないものとする。
ア　Ｂ勝訴の後訴判決が，Ａ勝訴の前訴判決の既判力に抵触する場合，後訴判決の確定
前においても確定後においても，上訴又は再審によって後訴判決を違法な判決として取
り消すことができる。
イ　ＡがＢに対して売買代金の支払請求の訴えを提起し勝訴判決が確定した後，Ａが再び
Ｂに対して同一の支払請求をする場合，その請求は棄却される。

ウ　ＡがＢに対して建物の所有権確認訴訟を提起し勝訴判決が確定した後，Ｂから建物収
去土地明渡しを請求された場合，Ａは，自己が当該建物の所有者でないと主張すること
ができない。

エ　ＡがＢに対して貸金返還請求の訴えを提起し敗訴判決が確定した後，Ａが再びＢに対
して同一の貸金返還請求をする場合，訴えは却下される。

オ　Ａが自己所有の土地を不法占有しているＢに対して所有権確認の訴えを提起し勝訴判
決が確定したが，ＡがＢに対して当該所有権に基づく土地の引渡請求の後訴を提起した
場合，後訴は前訴の原告の所有権を前提として審理される。
１　アイ　　　　２　アオ　　　　３　イエ　　　　４　ウエ　　　　５　ウオ

　確定判決に関する次のアからオまでの記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものの組
合せは，後記１から５までのうち，どれか。
ア　金銭の支払請求を認容する判決が確定した場合でも，その金銭支払請求権について
他に時効中断の方法がないときは，再度，その金銭支払請求権の履行を求める訴えを提
起することができる。
イ　口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命ずる判決が確定した場合
においては，口頭弁論終結後に損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた
ときであっても，当該判決の変更を求める訴えを提起することができない。
ウ　所有権に基づく抹消登記手続請求を認容した確定判決は，その理由中で原告の所有
権の存在を認定していても，所有権の存否について既判力を有しない。
エ　当事者が前訴の既判力を援用しなかった結果，後訴の裁判所が誤って既判力に抵触
する判断をした場合には，当該判決は，無効となる。
オ　土地の所有権確認の訴えを提起して敗訴した者が，再度，同じ土地の所有権確認の訴
えを提起した場合には，前訴の口頭弁論終結後の事情を主張しているときであっても，
前訴判決の既判力により，後訴は不適法な訴えとして却下される。
１　アウ　　　２　アエ　　　３　イオ　　　４　イウ　　　５　エオ

全国公開模試［第2回 午後の部 第28問］ 商業登記法［午後の部 第32問］
　株式会社の取締役又は代表取締役の登記に関する次のアからオまでの記述のうち，正し
いものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。
ア　行政区画の変更に伴う地番の変更があったことにより代表取締役の住所に変更が生じ
たときは，代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。
イ　取締役が株主総会の席上辞任し，その直後，取締役を辞任した者が同じ株主総会に
おいて再び取締役に選任され，その席上就任を承諾したときは，取締役の重任の登記を
申請することができる。
ウ　就任日から２年を経過した取締役の辞任の登記の申請書には，取締役の任期を証する
定款を添付しなければならない。
エ　唯一の代表取締役を日本に住所を有しない日本人とする株式会社の設立の登記の申
請は，却下される。
オ　株式会社が破産手続開始の決定を受け，破産手続開始の登記の嘱託があったときは，
登記官は，取締役及び代表取締役に関する登記を抹消する記号を記録しなければならな
い。
１　アエ　　　　２　アオ　　　　３　イウ　　　　４　イエ　　　　５　ウオ

　株式会社の取締役又は代表取締役の変更の登記の申請に関する次のアからオまでの記
述のうち，正しいものの組合せは，後記１から５までのうち，どれか。
ア　住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には，代表取締役の住
所の変更の登記を申請しなければならない。

イ　取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したＡの後任として新たに代表取締役
に選定されたＢの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には，当該申請書に添
付された取締役会議事録にＡが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をＢが押印し
ているときは，当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成
した証明書を添付することを要しない。

ウ　代表取締役の就任による変更の登記の申請は，当該株式会社の代表取締役のうち少
なくとも１名が日本に住所を有している場合でなければ，することができない。

エ　取締役会設置会社において，退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する
者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は，することができない。

オ　ある取締役に欠格事由が生じた場合でも，これにより定款で定めた取締役の員数に満
たないこととなるときは，その後任者が選任されるまで，当該取締役の退任による変更の
登記の申請は，することができない。

１　アウ　　　２　アエ　　　３　イエ　　　４　イオ　　　５　ウオ

択一式は、各問題が「５肢の場合」は論点が同一でかつ肢の２つ以上の内容が同一の場合を、「その他の出題形式の場合（推論問題、会話問題、比較表の問題等）」は、論点が同一で出題形式がほぼ同一の場合を
『ズバリ的中』としています。記述式の不登法は申請すべき登記一件について、事実関係、別紙の内容が一致しているため、登記の目的、登記原因が同一である場合を、記述式の商登法は登記すべき事由のうち、２つ
以上について登記の事由が同一でありかつ原因、添付書面の種類も同一といえる場合または登記を申請すべきでない事由の１つ以上について同一である場合を『ズバリ的中』としています。

択一式は出題意図または出題論点が同一のため、１肢の内容が同一である場合を『論点的中』としています。記述式の不登法は申請すべき登記一件について、事実関係、別紙の内容が酷似しているため、登記の原因
が同一である場合を、記述式の商登法は登記すべき事由のうち、１つについて登記の事由が同一であり、他の申請情報も酷似している場合を『論点的中』としています。スバリ的中 論点的中

略記名称
重 ：年内重要論点答練 ホ ：ホップ答練 ス ：ステップ答練　

ジ ：ジャンプ答練 公開 ：全国公開模試 直 ：直前予想模試

2013（平成25）年合格目標「早稲田合格答練」出題実績

科目 本試験
問題番号 平成 25年度 本試験出題テーマ ズバリ的中 論点的中

憲法 第 3問 違憲審査権 ス ３回１問 ジ ３回３問

民法

第７問 相続と登記 重 ２回13問 直 11問
第９問 共有 ジ １回10問 ジ １回９問
第１０問 地上権と賃借権の異同 重 ３回４問
第１１問 留置権 ホ ３回９問

第１３問 抵当不動産の第三取得者
公開 ２回15問
直 14問

ホ ３回13問

第１４問 法定地上権 公開 １回13問 直 13問
第１５問 根抵当権の当事者の変更 ホ ３回18問 直 15問
第１６問 連帯債務 重 １回19問 ジ ５回18問 ジ １回17問
第１７問 第三者の弁済 公開 ２回16問
第１８問 建物賃貸借における費用償還請求 公開 ３回19問

第１９問 契約の終了又は物の返還時期 ス ３回18問
直 18問
重 ２回８問

ホ ５回９問

第２０問 婚姻又は協議離婚の無効・取消し
公開 １回20問
ホ ５回12問

公開 ２回20問
直 20 問

第２１問 認知 ス ３回20問 公開 １回21問 ジ ５回21問
第２３問 遺留分減殺請求 直 23問

刑法 第２５問 正当防衛 ホ ５回24問

商法・
会社法

第２７問 株式会社の設立 ジ ３回27問 公開 ３回27問 重 ８回１問
第２８問 公開会社における募集株式の発行 ホ １回34問 ジ ５回30問 ス ５回27問 重 ７回３問
第２９問 自己の株式と親会社株式との比較 公開 ２回28問
第３０問 株主総会の招集 ホ ３回27問
第３１問 取締役による著しい損害が生ずるおそれ ス １回29問 重 ８回７問

第３３問 債権者の異議手続 ス ３回33問
ホ ５回29問
重 ７回15問

重 ７回13問

第３４問 合名会社の社員の退社 公開 ２回34問 ス ５回32問 公開 ３回32問
第３５問 商行為 公開 ３回35問

2013（平成25）年合格目標「早稲田合格答練」出題実績

科目 本試験
問題番号 平成 25年度 本試験出題テーマ ズバリ的中 論点的中

民訴・
民執・
民保法

第２問 当事者の死亡 ホ ６回３問
第３問 弁論主義 公開 １回１問
第４問 文書提出命令 公開 ２回３問
第５問 確定判決 ジ ８回３問 ホ ４回５問

第６問 仮差押命令
重 10 回16問
ジ ６回６問

ホ ４回６問
公開 ２回６問

書士法 第８問 司法書士の義務 ジ ２回８問 公開 ３回８問

供託法

第９問 弁済供託
ス ４回９問
公開 １回10問

ホ ６回10問

第１０問 営業保証供託 公開 １回９問
公開 ３回11問
ス ２回９問

ジ ６回10問

第１１問 供託の受諾 ス ４回11問

不動産
登記法

第１２問 主登記又は付記登記
ホ ２回25問
重 ５回６問

ジ ６回26問

第１３問 一の申請情報による登記 ジ ４回23問
第１４問 抵当権又は根抵当権の登記 公開 １回27問
第１７問 相続の登記 公開 ３回22問
第１８問 判決による登記 ス ４回27問
第１９問 職権による登記 公開 ３回27問 重 ６回６問
第２０問 根抵当権の登記の回復 重 ６回８問
第２３問 登記事項 ホ ６回15問 重 ５回13問
第２４問 抵当権の登記 ジ ８回24問 重 ４回19問
第２５問 会社分割に関する登記 重 ５回７問 ジ ８回23問
第２６問 仮登記 ス ２回16問
第２７問 登録免許税 公開 １回24問 ジ ２回24問 重 ５回８問

商業
登記法

第２８問 登記期間 重 ９回２問 ジ ４回31問 重 ９回２問
第３１問 株式の併合による変更の登記 重 ９回９問
第３２問 取締役又は代表取締役の変更の登記 公開 ２回28問
第３３問 株式会社の会計監査人の登記 ス ２回32問
第３４問 清算人又は清算結了の登記 ジ ４回33問
第３５問 一般社団法人の登記 ス ６回35問 ホ ４回35問

記述式 第３６問 不動産登記法（記述式）
ジ ８回36問
ジ ２回36問

ホ ４回36問
ス １回記述１問

公開 ２回36問
ス ６回36問

ホ ４回36問

回３問
中

午 前 の 部

平成25年度本試験でズバリ的中の問題の一部を紹介！平成25年度本試験でズバリ的中の問題の一部を紹介！

午 後 の 部

★的中一覧表および的中例は「2013（平成25）年合格目標 早稲田合格答練」
　における的中箇所です。本試験に直結する答練！ そして、もちろん全問新作！ 合格するためには本試験傾向を徹底分析した答練はかかせません！

i ii

★的中 覧表および的中例は「2013（平成25）年合格目標 早稲田合格答して もちろん全問新作 合格するために 本試験傾向を徹底分析した答練 かかせません

※入会の強制やセ
※これから学習を始
※お電話での相談

資格取得を目
『資格別質問
悩みを解消し

携帯電話・P

【受付時間】 

そんな疑
ライセン
お気軽に

どんな
あるの

自
合
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早稲田合格答練 使用教材

合格に必要な知識を総整理できる解説レジュメ！
解説レジュメでは図解を駆使し、知識を整理できる「ポイント整理」を問題ごとに掲載しています。
「ポイント整理」に解説を付け加えたり、抜き出したりして自分専用のまとめ用レジュメを作成することができます。

▶知識を整理できるわかり
やすい解説レジュメ！
▶B5サイズで携帯に便利！完全詳細解説レジュメ完全詳細解説レジュメ

2014年合格目標

択一式解説レジュメ

記述式解説レジュメ

出題の指針と
出題傾向を記載
各問題には、今回の問題で押さ
えておくべき事項を記載します。
「この問題では何が問われてい
るのか」が端的に分かり、解答の
指針が分かります。また、類題とし
て過去問情報も掲載します。復
習として類題を解くことで、苦手な
分野を克服することができます。

出題の趣旨・
論点を掲載
解説では、まず出題の趣旨と論
点を掲載します。この問題では
どのような論点が出題され、何
を書くべきかが一目瞭然！ 復習
をする際には、趣旨・論点を確
認して書けなかったこと、分から
なかったことを整理しましょう。

関連知識も
整理できる解説
解説では、各問題で問われた
条文・判例・先例の情報を掲載
します。また、重要な条文は趣
旨まで掲載するので、知識の根
幹を整理することができます。さ
らに、比較して押さえておくべき
知識も掲載しますので、横断的
に知識を整理できます。

答案作成における過程、
論点を詳細に解説
解説では、論点の解説はもちろ
ん、「本問における展開」を掲
載。答案作成では別紙のどこ
に着目するのかが分かります。

ポイント整理
ポイント整理を各問題に掲載。
整理すべき事項をコンパクトに
まとめたポイント整理は、論点
の理解・派生論点の整理に活
躍。試験直前期の総まとめの
レジュメとしても効果を発揮し
ます。

登記記録例・登記事項
証明書を記載
問題の最後には登記記録例・
登記事項証明書を掲載。一連
の流れが完了した後の登記記
録例・登記事項証明書が分か
ります。

本問で確実に
押さえなくてはならない
先例・判例を掲載
「本問において重要な先例・判
例および条文」をまとめて掲載
しています。最後の総まとめとし
て、押さえるべき内容を確認す
る事ができます。

ジャンプ答練 全国公開模試 直前予想模試

各答練の実施時期が的確！
ジャンプ答練の実施は直前期で、かつ本試験レベルで考えさせる問
題設定が的確になされており良かったと思います。また、全国公開模
試の日程も本試験3か月前の4月上旬に1回目が設定されており、実
力レベルを測って、本試験までの3か月間に受験対策（弱点の補強）
を打つにはうってつけの時期設定であると考え、受講しました。佐藤 浩之さん

解説講義が知識の整理に役立った！
私は答練と全国公開模試を受けるとともに解説講義もあわせて取っ
ていました。解説講義は試験と解説というよりは試験に出た範囲の
関連知識についての講座といった感じで知識の整理に役立ちまし
た。何より記述式の自分なりの解法を見つけるのに非常に役立ちま
した。山岡 裕章さん

平成25年度
合格者の声 早稲田合格答練で合格を勝ち取る！

過去問から導き出される出題予測とその対策を伝授！ 過去から現在へと出題傾向をたどって目標年度へ追いつき、より深く本試験対策を行う！

〈竹下合格システム〉　　　　 （旧：過去問分析講座）

キャッチアップ本試験解析講座（全10回）

2014年
合格目標開講コース一覧

Ｗセミナーでは、本試験問題ズバリ的中・論点的中実績多数の答練、
本試験へ向けての総仕上げを行う直前対策コースを用意！
本試験傾向を徹底分析したＷセミナーが、自信を持って充実の直前期をご提供します！

2014年合格目標
早稲田合格答練・直前対策コース

4月答練パック（全14回）
本試験レベルの答練・模試がセットになったお得なパックコースを
特別価格にて受講できる！
☞4月答練パックに含まれる「全国公開模試」には申込締切日がございますので、お早めのお申込みをお勧めします（詳細はＰ17をご覧ください）。

好評につき、
今年もやります！

特別価格！

▶全国公開模試・全国公開模試解説講座・直前予想模試の詳細は専用のパンフレットをご覧ください。

早稲田合格答練

4月答練パック（全14回）★解説講義ありの場合
ジャンプ答練+全国公開模試+全国公開模試解説講座

本試験傾向を徹底分析した本試験レベルの問題を出題！
記述式も毎回出題し、直前期のシミュレーションに最適！

ジャンプ答練（全8回）
本試験と同形式、同時間帯で実施！ 全国規模の模擬試験でプレ本試験を体験！

全国公開模試（全3回）
全国公開模試を最大限活用！ 重要論点の理解にとどまらず、派生する発展的な論点も伝授！

全国公開模試解説講座（全3回）
本試験に向けた最終模試！ 本試験予想模試で万全を期す！

直前予想模試（全1回）

本試験に直結しなければ意味がない！
直前期の答練はズバリ的中・論点的中続出の新作問題で決まり！

パック ズバリ的中・論点的中続出の問題で本試験レベルの実戦力を養成！答練と全国公開模試がセットになったお得なパックコース

単科 個々の学習スケジュールに応じて受講できる単科コース

全国公開模試専用の
パンフレットをご覧ください

Ｐ5

Ｐ4
4月 開講

4月 開講

4月 開講

4月 開講

4月 開講

第1回 ： 4月上旬実施（自宅受験は3月中旬）
第2回 ： 6月上旬実施（自宅受験は5月下旬）
第3回 ： 6月下旬実施（自宅受験は6月上旬）

第1回 ： 4月上旬実施
第2回 ： 6月上旬実施
第3回 ： 6月下旬実施

6月下旬実施

全国公開模試専用の
パンフレットをご覧ください

全国公開模試専用の
パンフレットをご覧ください

※開講コース、開講時期は変更になる場合がございます。

3月 5月4月 6月 7月

平
成
26
年
度
司
法
書
士
筆
記
試
験

合格には「戦略が必要！」出題者の意図や取捨選択の判断など、合格のための「戦略」を過去問を題材に伝授！

〈山本オートマチック〉

本試験テクニカル分析講座（全10回）

択一式の出題予想論点の総チェックとともに、択一式科目を横断的に整理し、知識を磨き上げる！

択一予想論点マスター講座（全10回）
※開講コース、開講時期は変更になる場合がございます。

3月 5月4月 6月 7月

平
成
26
年
度
司
法
書
士
筆
記
試
験

直前対策コース 本試験への総仕上げ！ 万全の態勢で本試験に臨む！

Ｐ6

Ｐ7

Ｐ8

リニューアル

NEW!
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『2014年版山本浩司のautoma system総集編 短期合格のツボ』

歴史を用いて“戦略”を示し、数学を用いて“合格に必要な知識量”を
割出し、国語力をもって“解法”へ導くなど、司法書士試験の受験本とし
ては希有な例えもありますが、不思議なことに言われてみれば納得の
合理的分析結果、それらが凝縮されているのが『山本浩司のautoma 
system総集編 短期合格のツボ』です。
「試験問題はパズル、答えが出ればよいだけのゲーム。」という山本講
師と同じ考え方ができるようになれば、［基礎知識×解法テクニック］で
応用力が身に付き、得点を伸ばすことが出来るようになります。

直前期の総まとめ・総仕上げに 最適な直前対策コース教材直前期の総まとめ・総仕上げに 最適な直前対策コース教材！！
本試験テクニカル分析講座〈山本オートマチック〉　使用教材

直前対策コース 使用教材2014年合格目標

『2014年度版 竹下流過去問攻略 分析＆演習』

第１部で過去10年分の出題傾向を科目ごとに分析し、第２部では過去
５年分（平成21年度～平成25年度）の本試験問題と解説を年度ごと
に掲載。
過去問を年度別に解くことで、時間配分および本試験の出題の流れを
知り、平成26年度の本試験において出題される問題をより正確に予想
できます。

キャッチアップ本試験解析講座〈竹下合格システム〉　使用教材

出題予想論点の総整理！ 
直前期対策講座の決定版！
講座の実施は、本試験まで残り3ヵ月の直前期。
合格に必要不可欠な択一式対策のために、全11科目の出題が予想さ
れる論点に的を絞り、これを１冊のレジュメにまとめました。
最後の仕上げの時期に何をするべきかが、このレジュメでハッキリと分
かり、演習を通して全科目の予想論点を総整理することができます。
このレジュメには、各論点の重要事項を整理しやすい図表や関連する
過去問番号を、また復習用として「一問一答形式」の問題も掲載してお
り、直前期の総まとめとして最適な教材となっております。

択一予想論点マスター講座　使用教材

問題・解説・
論点解説
本試験と同形式の「多肢
択一式」問題の演習を行
います。この演習問題を通
して、出題予想論点の総
整理を行うとともに、「解法
テクニック」を学習します。
また、重要論点は表などで
わかりやすく掲載しますの
で、知識の整理を容易に
し、理解をさらに促進させ
ます。

出題実績
および予想

解法テクニックに
特化

「出題予想論点」を提示。時間の限られた直
前期に、どの論点を中心に学習すべきか、やる
べきところはどこかをはっきりさせ、復習効率を
高めます。

『短期合格のツボ』の目次に列記されている
のは、山本浩司講師が指導する解法テクニッ
クの数々です。解法テクニックに軸足を置い
ている教材であるため、過去問は科目を横断
する形で掲載されています。テキストには各問
題の解答時間の目安は記載されていません
が、講義内では解答時間が山本講師から示さ
れます。

出題傾向を
分析
午前の部と午後の部の
2冊に分かれており、各
巻の第１部で、過去10
年分の出題傾向を科目
ごとに分析しています。
受験対策をとるうえで重
要な、「どのような出題
がされたのか」がわかり
ます。

知識の整理に
役立つ工夫
選択肢ごとの正誤等の判断
の根拠となる事項を「正解の
アプローチ」として掲載してい
ます。
また、著者独自のデータから、
各問に合格者の推定正答
率、重要度を付しており、「講
評等」として、その問に対する
コメントも収録しています。

演習しておくべき
過去問・設問別問題
復習用として、一問一答式問題もご
提供いたします。
あわせて、関連する過去問番号も提
示されているので再度過去問を振り
返るとともに、出題が予想される論点
の問題を集中して復習することがで
きます。

取り外し可能な
別冊問題
過去５年分の本試験問題を
年度ごとに収録。問題は1年
ごとに取り外せるので、過去
の本試験問題の実戦的な演
習に最適です。

山本浩司の
雑談室２
「山本浩司の雑談室２」は、
同名の山本浩司講師の過去
のブログ記事から抜粋された
内容です。「雑談」というと、ど
ちらかといえば軽い印象を受
けるタイトルですが、山本オー
トマチックの受験指導の核と
なる部分が詰まっています。
受験センスといっても過言で
はない、感覚の部分を磨いて
ください。

最後の総仕上げ
もインアウト
一体で即実践
『短期合格のツボ』で示されて
いるインプットの内容は、試験
委員の出題傾向や意図を知
り、解法テクニックを学ぶとい
うものです。解法テクニックを
駆使して、即過去問でアウト
プットの練習をしてください。手
ごたえを感じながら応用力を身
に付けていくことができます。

試験は点取りゲーム！
試験に勝つための分析と
解法テクニックで合格へ導く！

問題は年度ごとに
取り外せる「別冊方式」で、
直前期の実戦的な演習に最適！

『択一予想論点マスター講座専用レジュメ』

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。

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。

教材費は受講料に含まれています。
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4月答練パック
ジャンプ答練 全国公開模試 全国公開模試解説講座 ※解説講義ありでお申込みの方のみ

☞4月答練パックに含まれる「全国公開模試」には申込
締切日がございますので、お早めのお申込みをお勧めし
ます（詳細はＰ17をご覧ください）。

好評につき、今年もやります！

特別価格！
（受講料については下記をご覧ください）

＋ ＋

ズバリ的中・論点的中続出の問題で本試験レベルの実戦力を養成！ 
答練と全国公開模試がセットになったお得なパックコース！
本試験傾向を徹底分析した本試験レベルの新作問題を出題します！ 記述式も毎回出題する「ジャンプ答練」、本試験と同形式・同時間帯にて全国規模
で開催する「全国公開模試」、全国公開模試の解説にとどまらず、派生する発展的な論点も伝授する「全国公開模試解説講座」がセットになったお得な
パックコースです。問題はもちろん全問新作！本試験に向けた直前期の実戦力養成に最適です！

受講形態 開講校舎 コース 開講日（注）

通学講座
（教室受験）

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・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

土曜コース
4/5（土）・4/6（日）

日曜コース

通信講座（自宅受験） 3/19（水）～問題発送

受講形態 開講校舎 コース 開講日（注）

通学講座
（教室受験）

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・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

土曜コース 4/12（土）

日曜コース 4/13（日）

通信講座（自宅受験） 3/26（水）～問題発送

⇒4月答練パックに含まれるジャンプ答練の詳細についてはＰ5を、全国公開模試・全国公開模試解説講座の詳細については専用のパンフレットをご覧ください。

●カリキュラム ●出題範囲

●開講日一覧 ●開講日一覧

●通常受講料 ●通常受講料

（注）上記開講日は全国公開模試第1回の日程となります。ジャンプ答練の開講日はP5をご覧ください。なお、全国公開模試の日程の詳細は専用パンフレットをご覧ください。
※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（P20）。

＊上記の校舎の他にTAC提携校で開講している校舎もございます。詳細は提携校各校に直接お問い合わせください（P20）。

全科目
②
全
国
公
開
模
試
第
1
回

4月 5月 6月 7月

実戦力が養えるジャンプ答練・解説が含まれている
4月答練パックのカリキュラムは全14回。
これだけ内容が充実していて、受講料はなんと
￥85,000～
※受講形態によって受講料は異なります。詳細は下記をご覧ください。
※受講料は消費税・5％税込で計算しております。

※０から始まる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。
※平成26年3月31日までの受講料は、TAC受付窓口および大学生協等代理店申込各受付の手続
き日、郵送申込は消印日、e受付（インターネット）申込は決済完了日が同日の場合有効となります。
※解説講義は「解説講義あり」をお申込みの方が受講できます。（通信講座は（DVD通信講座）の方
は解説講義を収録したDVDを送付、（Web通信講座）の方はWeb上で解説講義を視聴）
※申込コースNo.、クラスNo.の詳細はＰ17をご覧ください。
※左記受講料には、教材費・消費税が含まれています。
※全国公開模試につきましては、「書替手続」にて受験日、受験会場（自宅受験を含む）を別途
ご選択いただきます。なお、各会場とも定員になり次第、締め切りとなる場合がございます
ので、4月答練パックをお申込みの際は、お申込み時に併せまして「書替手続」もお願いい
たします。
※成績表はWEB掲載ですが、出力紙での成績表郵送を希望される方のため、別途「成績表郵送オ
プション」をご用意しております（有料）。詳細は2014年4月頃ご案内予定です。

※入会金￥10,000（消費税込）は不要です。
※左記受講料には、教材費・消費税が含まれています。
※平成26年3月31日までの受講料は、TAC受付窓口および大学生協等代理店申込
各受付の手続き日、郵送申込は消印日、e受付（インターネット）申込は決済完了日が
同日の場合有効となります。
※解説講義は「解説講義あり」をお申込みの方が受講できます。（通信講座は（DVD通
信講座）の方は解説講義を収録したDVDを送付、（Web通信講座）の方はWeb上で
解説講義を視聴）　
※申込コース№およびクラス№はP17をご覧ください。
※成績表はWEB掲載ですが、出力紙での成績表郵送を希望される方のため、別途「成
績表郵送オプション」をご用意しております（有料）。詳細は2014年4月頃ご案内予定
です。

※解説講義は「解説講義あり」をお申込みの方が受講できます。

※日程、教材発送日等の詳細はP12～をご覧ください。 ※日程、教材発送日等の詳細はP12～の日程表にてご確認ください。

受講形態 答練・全国公開模試 答練解説講義・
全国公開模試解説講座

通常受講料

～2014年3月31日・5％税込 2014年4月1日～・8％税込

解説講義あり

通学講座 教室（会場）受験
教室講座

¥  85,000 ¥  87,000
個別ＤＶＤ講座

通信講座 自宅受験
ＤＶＤ通信講座 ¥  99,000 ¥102,000
Ｗｅｂ通信講座 ¥  90,000 ¥  93,000

解説講義なし
通学講座 教室（会場）受験 ̶̶ ¥  80,000 ¥  82,000
通信講座 自宅受験 資料通信講座 ¥  84,000 ¥  86,000

受講形態 答練 答練解説講義
通常受講料

～2014年3月31日・5％税込 2014年4月1日～・8％税込

解説講義あり

通学講座 教室（会場）受験
教室講座

¥76,000 ¥78,000
個別ＤＶＤ講座

通信講座 自宅受験
ＤＶＤ通信講座 ¥88,000 ¥91,000
Ｗｅｂ通信講座 ¥80,000 ¥82,000

解説講義なし
通学講座 教室（会場）受験 ̶̶ ¥68,000 ¥70,000
通信講座 自宅受験 資料通信講座 ¥72,000 ¥74,000

「解説講義」について 「解説講義」について
※「解説講義あり」をお申込みの方が
　ご受講いただけます。

※「解説講義あり」をお申込みの方が
　ご受講いただけます。

【通学講座】
教室（ライブ）受講、または各校舎個別DVDルームで視聴
《教室（ライブ）》※全国公開模試解説講座の教室（ライプ）は渋谷校のみとなります。
渋谷校・新宿校・梅田校　
《個別DVDルーム視聴》※要予約
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・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
【通信講座】
（DVD通信講座）の方は解説講義を収録したDVDを送付
（Web通信講座）の方はWeb上で解説講義を視聴

【通学講座】
教室（ライブ）受講、または各校舎個別DVDルームで視聴
《教室（ライブ）》 
渋谷校・新宿校・梅田校
《個別DVDルーム視聴》※要予約
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・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
【通信講座】
（DVD通信講座）の方は解説講義を収録したDVDを送付
（Web通信講座）の方はWeb上で解説講義を視聴

★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）

★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）

4月答練パックは受講料がお得！ （教室（会場）受験解説講義ありの場合） ジャンプ答練「解説講義」担当講師

例） 4月答練パックに含まれる講座を別々に、お申込みいただいた場合

■「教室（会場）受験解説講義あり」の場合

ジャンプ答練
￥76,000

全国公開模試
3回分

￥21,000

全国公開模試
解説講座3回分
￥12,000

合計
￥109,000

￥24,000も
お得になります！

なんと

ここに
注目！

＋ ＋ ▶

平
成
26
年
度 

司
法
書
士
筆
記
試
験

②
全
国
公
開
模
試
第
2
回

②
全
国
公
開
模
試
第
3
回

①ジャンプ答練［全8回］ 

③全国公開模試解説講座［全3回］ 

4月答練パック 解説講義なし［全11回］ ①＋②

解説講義ありorなし

本試験と同形式、同時間帯で全国各地で大規模に開催！
本試験シミュレーション！

出題可能性のある問題をバランスよく出題します。
記述式も毎回出題し、解答力をアップさせることができます。 この解説講義では、重要論点・知識

の再確認にとどまらず派生する発展
的な論点にも触れます。

分割払いOK! TAC教育ローン
月々のお支払いに便利な「TAC教育ローン」をご利用いただけます。

月謝感覚で
受講できる！

1度に全額支払いは負担が大きい 分割の毎月支払いなら受講できる！でも、

分割払いOK! TAC教育ローン
月々のお支払いに便利な「TAC教育ローン」をご利用いただけます。

月謝感覚で
受講できる！

1度に全額支払いは負担が大きい 分割の毎月支払いなら受講できる！でも、

がんばる受験生を応援！ がんばる受験生を応援！

受講料割引制度 受講料割引制度
「各種割引制度」利用でさらにお得！ ※詳細はＰ9 「各種割引制度」利用でさらにお得！ ※詳細はＰ9

※詳細はＰ11「解説講義あり」をお申込みの方に標準装備！
Web・講義音声D

ダウンロード

Lフォロー
利用可能
受講形態

<通学講座>
Webフォロー・講義音声ＤＬフォロー 

<通信講座>
講義音声ＤＬフォロー

※詳細はＰ11「解説講義あり」をお申込みの方に標準装備！
Web・講義音声D

ダウンロード

Lフォロー
利用可能
受講形態

<通学講座>
Webフォロー・講義音声ＤＬフォロー 

<通信講座>
講義音声ＤＬフォロー

ジャンプ答練（全8回）
答 練 ▶択一式問題［全280問］ ▶記述式問題［全16問］

本試験傾向を徹底分析した本試験レベルの問題を出題！
記述式も毎回出題し、直前期のシミュレーションに最適！
本試験レベルの問題、そして本試験で出題可能性のある論点、基本を問う問題、推論問題、比較問題など、あらゆる新作問題をバランスよく出題します。
記述式問題も毎回2題出題しますので、本試験により近い状態での時間配分のシミュレーションも可能で、直前期に最適です。

早稲田合格答練 コース案内2014年合格目標

月開講
2 0 1 4

April4

●出題内容・タイムスケジュール

奇数回
1・3・5・7回

択一式〈実体法〉答練（2時間）
出 題 科 目： 択一式／実体法
 （憲法・民法・刑法・商法／会社法）
 記述式／不動産登記法・商業登記法
出題数［各回］： 択一式／35問、記述式／2問

記述式答練（1時間30分）

※解説講義

▶
▶

※解説講義は「解説講義あり」をお申込みの方が受講できます。

偶数回
2・4・6・8回

出 題 科 目： 択一式／手続法（民事訴訟法・民事執行法・民事
保全法・司法書士法・供託法・不動産登記法・商業登記法）

 記述式／不動産登記法・商業登記法
出題数［各回］： 択一式／35問、記述式／2問

択一式〈手続法〉答練 記述式答練 （3時間）＋

択一式・記述式（3時間）

択一式・記述式（3時間）

※解説講義

▶

教室講座（ライブ）担当講師
［通学］個別DVD講座、［通信］DVD通信・Web通信、
［Web・講義音声DLフォロー］ 収録講師

高
たか

津
つ

 笑
えみ

講師  
【司法書士・Ｗセミナー専任講師】

担当校舎  渋谷校

師】師】】】】
髙
たか

橋
はし

 裕
ゆう

史
じ

講師  
【司法書士・Ｗセミナー専任講師】

担当校舎  新宿校

師
講師】師】師】師】師】師】

木
き

村
むら

 一
かず

典
のり

講師  
【Ｗセミナー専任講師】

担当校舎  梅田校

師師  姫
ひめ

野
の

 寛
ひろ

之
ゆき

講師  
【Ｗセミナー専任講師】

師  

平成22年度司法書士試験合格。実務家とし
て活躍している実力派講師。
女性ならではのきめ細かい指導とわかりやすい
講義が評判の講師。

平成21年度司法書士試験合格。答練を有効
に活用し合格を果たす。自身が実践していた
答練の活用方法をもとに、得点が伸び悩む受
講生を親身にサポートする。

確実な知識の定着を目指し、木村講師独特の
テンポある講義で毎年多くの合格者を輩出。
法律を面白いと感じられる講義は受講生絶賛。

徹底した過去問分析から導きだされる解説講
義は受講生からも絶賛されている。中上級対策
のエキスパートとして中上級者向けのコース「上
級本科生」などの講義や教材を担当している。

4月答練パック 解説講義あり［全14回］ ①＋②＋③

（ ）全14回
解説講義なしは全11回

担当  通学個別DVD講座/通信DVD・Web/
Web・講義音声DLフォロー
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《山本オートマチック》

本試験テクニカル分析講座
《竹下合格システム》 （旧：過去問分析講座）

キャッチアップ本試験解析講座
知識があっても点が取れなければ意味がない！
過去問を題材に「解法テクニック」を伝授！

竹下講師が独自に過去の本試験問題を徹底分析し、
平成26年試験の出題予測とその対策方法を伝授します！

本講座は、一通り基礎学習を終えた方を対象とした＜山本オートマチック＞の直前対策講座です。
多様な試験問題にも自在に対応できるよう「解法テクニック」を身に付けることを修了目標としており、 本講
座を受講すると未出の問題も恐れる必要はありません。学説問題への苦手意識、時間配分の見極めの甘さな
ど、知識不足以外で合格を逃している方にとっても合格への『戦略』を示す講座です。

本講座では、竹下講師が独自の視点で過去の本試験問題を徹底的に分析します。
本試験の出題予測と対策を、具体的に指導します。
［特色］ ①今まで蓄積してきた知識が本試験ではどのような形式で問われる可能性があるのか、伝授します。
 ②出題者の意図を探る能力を身につけることにより、本試験会場での適応力を高めます。
 ③本試験で必須とされる知識の確認・総整理を行うことができます。

【講師からのメッセージ】
私は、司法書士試験ほか、宅建・行政書士・マンション管理士といった資格試験に一発合格しています。それぞれ
の資格試験で難易度や出題範囲・傾向は異なりますが、短期合格を実現する上で必要なことは決まっています。
受験の「戦略目標」は「合格すること」です。
そして、合格するために必要なことは「点を取ること」です。＜山本オートマチック＞のカリキュラムでは、本試験で
「点をとること」に役立つ内容に絞って講義を進めており、特に「本試験テクニカル分析講座」では今ある
知識を活かして1問でも多く正解するための方法を伝授します。

【講師からのメッセージ】
司法書士試験は、ごく一部の例外を除き、問題の大部分が過去の本試験問題の変形でしかありません。毎年、出
題者は、過去の出題実績にのっとって出題範囲、ないしは、傾向を変容させながら、その年の出題をしてきます。本
試験問題を何回も繰り返し解いているのに、実力が伸びないと思い悩んでいる方は、意外と多いのではないでしょ
うか。本試験問題を有効に活用するためには、ただ闇雲に繰り返し問題を解くだけは不十分です。その問題の関
連事項を調べるとともに、その問題を通して出題者は何を問いたいと考えているのか、次に類似の出題があると
すれば、いかなる問題が考えられるか等々の事項を考えていくことが非常に重要になってきます。受験生は、過去
の本試験問題をただ闇雲に解くだけではなく、過去の出題実績を十分に理解したうえで、出題者の微妙な
変化を予測しながら、受験対策を行っていくべきです。このキャッチアップ本試験解析講座で、過去の本試
験問題を有効に活用し、平成26年の合格を勝ち取ってください。

直前対策コース コース案内2014年合格目標

担当講師 担当講師講師 師

1960年大阪生まれ。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、宅建・行政書士など
法律系資格試験に挑戦し、一発合格
を果たす。「山本浩司のオートマシステ
ム」シリーズなど著書は多数あり、受験
生から熱い支持を受けている。

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無い講義で
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。

4月～開講 4月～開講

●カリキュラム ●カリキュラム

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。 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。講義内容 講義内容

2014年版
山本浩司のautoma system 総集編 短期合格のツボ
本体3,000円（税別）（山本浩司著／早稲田経営出版刊）

2014年度版 竹下流 過去問攻略 分析＆演習Ⅰ（午前の部）
本体2,200円（税別）（竹下貴浩著／早稲田経営出版刊）
2014年度版 竹下流 過去問攻略 分析＆演習Ⅱ（午後の部）
本体3,200円（税別）（竹下貴浩著／早稲田経営出版刊）

●短期合格の基本原理

●基礎とは何か

●学説問題の解法

●時間の配分

●実戦 その他　

①平成21～25年度の過去問を題材に、平成26年度本試験の出題予測とその対策を行います。
　●択一式：過去５年分を午前の問題と午後の問題に分けて、全10回の解説(教室におけるライブ講義)。
　●記述式：過去５年分の記述式問題のポイントを、年度ごとに解説(スタジオ収録［特典映像］)。
②スタジオ収録の講義では、年度ごとの記述式対策のポイントのほか、各年度の
それぞれの基準点がどれくらいであったか、あるいは予習の段階で何点ぐらいを
とるべきかなどの全体講評もお伝えします［特典映像］。

本試験テクニカル分析講座［全10回］講義形式（3時間／各回） キャッチアップ本試験解析講座［全10回＋特典映像］講義形式（3時間／各回）

山
やま

本
もと

 浩
こう

司
じ

講師  
【司法書士・Ｗセミナー専任講師】

竹
たけ

下
した

 貴
たか

浩
ひろ

講師  
【Ｗセミナー専任講師】

い。

部）

部）

）

コース名 回数

通信講座
個別DVD講座 DVD通信講座 Web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

DVD発送開始日 配信開始日

本試験テクニカル分析講座 全10回 4/8（火）～視聴開始 4/8（火）～発送開始 4/8（火）～配信開始

コース名 回数

通学講座 通信講座
教室講座 個別DVD講座 DVD通信講座 Web通信講座

渋谷校
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

DVD発送開始日 配信開始日

キャッチアップ本試験解析講座 全10回
択一式 特典映像

［全体講評（記述式含む）］（注）
択一式 特典映像

［全体講評（記述式含む）］（注）
択一式 特典映像

［全体講評（記述式含む）］
択一式 特典映像

［全体講評（記述式含む）］

4/1（火） 4/8（火）～配信開始 4/8（火）～視聴開始 4/8（火）～配信開始 5/7（水）～発送開始 5/7（水）～発送開始 4/8（火）～配信開始 4/8（火）～配信開始

コース名
～2014年3月31日・5％税込 2014年4月1日～・8％税込

通学講座 通信講座 通学講座 通信講座
個別DVD講座 DVD通信講座 Web通信講座 個別DVD講座 DVD通信講座 Web通信講座

本試験テクニカル分析講座 ¥45,000 ¥48,000 ¥41,000 ¥46,000 ¥49,000 ¥42,000

コース名
～2014年3月31日・5％税込 2014年4月1日～・8％税込

通学講座 通信講座 通学講座 通信講座
教室講座（渋谷校） 個別DVD講座 DVD通信講座 Web通信講座 教室講座（渋谷校） 個別DVD講座 DVD通信講座 Web通信講座

キャッチアップ本試験解析講座 ¥45,000 ¥45,000 ¥48,000 ¥41,000 ¥46,000 ¥46,000 ¥49,000 ¥42,000

●開講日一覧 ●開講日一覧

●通常受講料 ●通常受講料

※当講座はスタジオ収録となり、教室講座の実施はございません。　※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せください（P20）。 （注）特典映像［全体講評（記述式含む）］は、講義の性質上、通学講座(教室講座・個別ＤＶＤ講座)の設定がございません。教室講座・個別ＤＶＤ講座の方は、Ｗｅｂフォローにてご視聴ください。なお、日程の詳細はＰ16をご覧ください。
※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（P20）。

※平成26年3月31日までの受講料は、TAC受付窓口および大学生協等代理店申込各受付の手続き日、郵送申込は消印日、e受付（インターネット）申込は決済完了日が同日の場合有効となります。　※入会金￥10,000（消費税込）は不要です。
※上記受講料には消費税が含まれています。なお、テキスト代は含まれておりません。本ページ掲載の使用テキストをお買い求めください。　※申込コースNo.、クラスNo.の詳細はＰ17～をご覧ください。

※平成26年3月31日までの受講料は、TAC受付窓口および大学生協等代理店申込各受付の手続き日、郵送申込は消印日、e受付（インターネット）申込は決済完了日が同日の場合有効となります。　※入会金￥10,000（消費税込）は不要です。
※上記受講料には消費税が含まれています。なお、テキスト代は含まれておりません。本ページ掲載の使用テキストをお買い求めください。　※申込コースNo.、クラスNo.の詳細はＰ17～をご覧ください。

※日程、教材発送日等の詳細はP16をご覧ください。 ※日程、教材発送日等の詳細はP16をご覧ください。

分割払いOK! TAC教育ローン
月々のお支払いに便利な「TAC教育ローン」をご利用いただけます。

月謝感覚で
受講できる！

1度に全額支払いは負担が大きい 分割の毎月支払いなら受講できる！でも、

がんばる受験生を応援！

受講料割引制度
「各種割引制度」利用でさらにお得！ ※詳細はＰ9

※詳細はＰ11標準装備！
Web・講義音声D

ダウンロード

Lフォロー
利用可能
受講形態

<通学講座>
Webフォロー・講義音声ＤＬフォロー 

<通信講座>
講義音声ＤＬフォロー

上記使用テキストは
右記①～④の方法にて
購入いただけます。
⇒他にも多数「司法書士試験対策」の市販書籍を販売中！

❶インターネットでのお申込み
　http://bookstore.tac-school.co.jp/
❷全国の書店、主要大学生協
❸TAC各校書籍コーナー

Information（P6・7共通）

書籍に関するお問い合わせは　　　03-5276-9492（土日祝を除く 9：30～17：30）

❹お申込み（電話にてお受けいたします。）
　受注窓口（フリーダイヤル）

　7®0120-67-9625（土日祝を除く 9：30～17：30）

 RENEWAL!
※当講座は2014年合格目標山本オートマチック「20ヵ月総合本科生プラス」「1.5年総合本科生プラス」「1年総合本科生プラス」「直前パック総合本科生プラス型」に含まれております。
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択一予想論点マスター講座
受講料割引制度

本試験で出題可能性の高い論点を
直前期に総整理！
本試験直前期に出題可能性の高い論点を総整理する講座です。
本試験の出題傾向の分析に基づき、出題可能性の高い重要論点に絞って取りあげており、
本試験予想を十二分に含んだ講座です。

2012年、2013年度司法書士筆記試験において下記の点数以上を取られた方は、下記割引対象講座を15％または10％割引でお申込みいただけます。

2012年、2013年度司法書士筆記試験で、午前の部「75点（25問）以上」かつ午後の部
択一式「69点（23問）以上」の方 《早稲田合格答練》4月答練パック

当パンフレット記載の上記（15％割引対象講座）以外の
すべての講座（単科講座含む）
※「受講料・コースNo.一覧」に記載のある商品が対象となります。

◆対象者 ◆割引対象講座［2014年目標］

 がんばる受験生をお得な受講料割引で応援します！ぜひご利用ください！ 

【講師からのメッセージ】
択一予想論点マスター講座は、出題可能性の高い重要論点の習得を目的とする講座です。
基礎講座のように、一般的・網羅的な解説を行うのではなく、近年の過去問を徹底的に分析することにより導かれ
る出題可能性の高い論点に絞って、解説を行います。そして、論点解説の後には、その論点を題材とする多肢択
一式問題を演習していただきます。これにより、論点の習得がより確実なものとなり、また、本試験の実戦的なトレー
ニングをすることができます。最後に、問題演習の後には、論点解説のほか、本試験の現場で使える解法テクニッ
クの解説も行います。これにより、本試験の現場で求められる解答スピードも身に付けることができます。
そのすべてが本試験を想定した実戦的な内容である択一予想論点マスター講座を受講し、平成26年度
司法書士試験の合格を確実なものとしましょう。

担当講師（収録講師）師（収録講師）））

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。

4月～開講

姫
ひめ

野
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ひろ
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ゆき

講師  
【Ｗセミナー専任講師】

直前対策コース コース案内2014年合格目標

●カリキュラム

使用テキスト ※教材費は受講料に含まれています。講義内容

オリジナルレジュメ（問題・解説）●第 1 回 民法1
●第 2 回 民法2
●第 3 回 民法3
●第 4 回 不動産登記法1
●第 5 回 不動産登記法2
■論点解説（講義）▶演習▶問題解説（1問/10～15分程度・くり返し）

●第 6 回 商法・会社法・商業登記法1
●第 7 回 商法・会社法・商業登記法2
●第 8 回 民訴・民執・民保・供託・書士1
●第 9 回 民訴・民執・民保・供託・書士2
●第10回 憲法・刑法

択一予想論点マスター講座［全10回］講義形式（3時間／各回）

コース名
～2014年3月31日・5％税込 2014年4月1日～・8％税込

通学講座 通信講座 通学講座 通信講座
教室講座 個別DVD講座 DVD通信講座 Web通信講座 教室講座 個別DVD講座 DVD通信講座 Web通信講座

択一予想論点マスター講座 ¥45,000 ¥45,000 ¥48,000 ¥41,000 ¥46,000 ¥46,000 ¥49,000 ¥42,000

●開講日一覧

●通常受講料

★DVD通信講座およびWeb通信講座のオリジナルレジュメの発送は、4/8（火）となります。　※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（P20）。
※個別DVD講座、DVD通信講座、Web通信講座の収録担当講師は姫野寛之講師となります。

※入会金￥10,000（消費税込）は不要です。　※平成26年3月31日までの受講料は、TAC受付窓口および大学生協等代理店申込各受付の手続き日、郵送申込は消印日、e受付（インターネット）申込は決済完了日が同日の場合有効となります。
※上記受講料には教材費・消費税が含まれています。　※申込コースNo.、クラスNo.の詳細はＰ17～をご覧ください。

※日程、教材発送日等の詳細はP16をご覧ください。

分割払いOK! TAC教育ローン
月々のお支払いに便利な「TAC教育ローン」をご利用いただけます。

月謝感覚で
受講できる！

1度に全額支払いは負担が大きい 分割の毎月支払いなら受講できる！でも、

がんばる受験生を応援！

受講料割引制度
「各種割引制度」利用でさらにお得！ ※詳細はＰ9

※詳細はＰ11標準装備！
Web・講義音声D

ダウンロード

Lフォロー
利用可能
受講形態

<通学講座>
Webフォロー・講義音声ＤＬフォロー 

<通信講座>
講義音声ＤＬフォロー

★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）

コース名 回数

通学講座 通信講座
教室講座 個別DVD講座 DVD通信講座 Web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

DVD発送開始日 配信開始日

択一予想論点マスター講座 全10回 上記参照 4/10（木）～視聴開始 4/8（火）～発送開始 4/10（木）～配信開始

校舎（担当講師） 開講日 校舎（担当講師） 開講日
渋谷校（土屋武大講師） 4/12（土） 名古屋校（西垣哲也講師） 4/18（金）
新宿校（片口翔太講師） 4/14（月） 京都校（藤岡隆男講師） 4/13（日）
池袋校（水谷俊彦講師） 4/17（木） 梅田校（木村一典講師） 4/  8（火）
八重洲校（矢野森彦講師） 4/17（木） なんば校（吉田修三講師） 4/17（木）
横浜校（水澤大輔講師） 4/13（日） 神戸校（萬田英伸講師） 4/  8（火）
大宮校（中根荘八講師） 4/17（木） 広島校（並川雄一講師） 4/14（月）
津田沼校（小林謙太郎講師） 4/15（火） 福岡校（桧山泰浩講師） 4/17（木）

2014年合格目標

早稲田合格答練・直前対策コース

成績優秀者割引

申込時に成績通知書および受験票（共にコピー可）を提示（郵送の場合は申込書に
コピーを添付）

◆必要書類

10%%OFF!!

10%%OFF!!

15%%OFF!!

15%%OFF!!

下記、TAC・Ｗセミナー初学者コースを受講された方は、下記割引対象講座を15％または10％割引でお申込みいただけます。

2012年合格目標：「20ヵ月（総合）コース」「1年（総合）コース」「8ヵ月速習コース」
2013年合格目標：「20ヵ月（総合）コース」「1年（総合）コース」「8ヵ月速修コース」
2014年合格目標：「20ヵ月（総合）本科生（プラス）」「1.5年・1年（総合）本科生（プラス）」

「10ヵ月・8ヵ月速修本科生」

《早稲田合格答練》4月答練パック

当パンフレット記載の上記（15％割引対象講座）以外の
すべての講座（単科講座含む）
※「受講料・コースNo.一覧」に記載のある商品が対象となります。

◆対象者 ◆割引対象講座［2014年目標］

入門コース受講者割引

申込時に会員証（受講証）を提示（郵送の場合は申込書にコピーを添付）

◆必要書類

10%%OFF!!

10%%OFF!!

15%%OFF!!

15%%OFF!!

下記、TAC・Ｗセミナー中上級コース・早稲田合格答練を受講された方は、下記割引対象講座を15％または10％割引でお申込みいただけます。

2012年・2013年合格目標の下記講座を受講された方
《中上級コース》上級総合本科生、上級本科生、択一式対策講座〈理論・実践パック〉
《早稲田合格答練》答練総合本科生、答練本科生、1月答練パックA記述対策プラス、

1月答練パックA、1月答練パックB、2月答練パック、4月答練パック、
答練本科生A、答練本科生B、答練パック1～5

《早稲田合格答練》4月答練パック

当パンフレット記載の上記（15％割引対象講座）以外の
すべての講座（単科講座含む）
※「受講料・コースNo.一覧」に記載のある商品が対象となります。

◆対象者 ◆割引対象講座［2014年目標］

再受講割引

申込時に会員証（受講証）を提示（郵送の場合は申込書にコピーを添付）

◆必要書類

10%%OFF!!

10%%OFF!!

15%%OFF!!

15%%OFF!!

過去に司法書士試験を受験されたことがある方は、下記割引対象講座を10％割引でお申込みいただけます。

2013年10月にTAC・Ｗセミナーで実施した司法書士「第2回奨学生選抜試験」受講料割引券が利用可能です。

過去に司法書士試験を受験したことがある方

2013年10月実施のＷセミナー司法書士「第2回
奨学生選抜試験」の受講料割引券をお持ちの方

《早稲田合格答練》4月答練パック

TAC・Ｗセミナー司法書士講座で開講する2014年合格目標の全講座（単科、受講形態を問わず、すべての講座、コース）
※申込時に申込可能な講座、コースに限ります。　※2013年10月実施「第2回奨学生選抜試験」のご利用期限は、2014年6月30日（支払完了）までです。

※各割引制度の併用、キャンペーンとの併用はできません。
※上記各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、各割引制度の対象者である旨をお申し出し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。

［割引制度に関する注意事項］

◆対象者

◆対象者

◆割引対象講座［2014年目標］

◆割引対象講座

受験経験者割引

奨学生選抜試験

申込時に受験票（コピー可）を提示（郵送の場合は申込書にコピーを添付）

◆必要書類

10%%OFF!!

割引券利用可受講料

NEW!
※当講座は2014年合格目標スタンダード「20ヵ月総合本科生プラス」「1.5年総合本科生プラス」「1年総合本科生プラス」「直前パック総合本科生プラス型」に含まれております。
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充実した「フォロー制度」！
 安心して学習を続けられるよう、万全のサポートで受講生をバックアップします。 

2014年合格目標

早稲田合格答練・直前対策コース選べる「受講スタイル」！
 学習環境は人それぞれ。ライフスタイルに合わせて選べる学習メディアをご用意しています。 

2014年合格目標

早稲田合格答練・直前対策コース

お申込み前に必ず
ご確認ください

Ｗｅｂ通信講座、Ｗｅｂフォローや講義音声ＤＬフォローのご利用、
また答練や公開模試の成績表（個人別・総合）の閲覧などのために一定のＷＥＢ動作環境が必要です。
お申込み前に必ず下記にありますTAC WEB SCHOOLの動作環境ページをご確認ください。実際にご使用される端末からアクセスしていただき［TAC WEB SCHOOL動作環境のご案内］ボタンから、
動作環境チェッカーページへお進みください。

※「本試験テクニカル分析講座」はスタジオ収録の講義となります。

迫力のある生の講義を受講できる！
日程表に合わせて、教室で受講していただくスタイルです。
迫力あふれる講義をライブで体感し、受講生同士切磋琢磨しながら合格を目指します。

TAC WEB SCHOOL 検索

教室講座
通学講座

●自分のスケジュールに合わせた学習が可能。

●校舎に通って学習するので、学習のリズムを作りやすい。

●身近にいる受講生同士で、情報交換などが行える。

メリット

●ご自身のスケジュールに合わせて受講時間帯を決めることができる。

●わからなかった部分をリプレイできるなど、教室講座にはない融通性がある。

●講義録（板書の写し）が付くので、ノートに写す作業が省け、講義に集中できる。

メリット

標準装備 Webフォロー
講義音声DLフォロー

自分のスケジュールに合わせた学習が可能！
忙しくて決められた日程では通えないが、通信だと学習のリズムが掴めないという方におすすめの講座です。
自分のスケジュールに合わせた学習計画を立てられます。

【DVDルーム利用時間】①9：30～12：30／②12：30～15：30／③15：30～18：30／④18：30～21：30　※日曜日は④の時間帯はありません。

個別DVD講座 標準装備 Webフォロー
講義音声DLフォロー

※Web通信講座は、講義中の板書と配付レジュメを掲載した講義録の発送はございません。ダウンロードしてプリンタで出力ください。

迫力ある講義を自宅で再現！
教室またはスタジオ実施の講義を収録したDVDを見て学習するスタイルです。
忙しい方、遠隔地に住んでいてTACに通えない方におすすめの講座です。

DVD通信講座
通信講座

●サーチやスキップのラクラク操作で繰り返し学習が可能。

●ブロードバンド環境がなくても視聴できます。

●ポータブルDVDプレーヤーがあれば、外出先での映像学習も可能です。

メリット

標準装備 講義音声DLフォロー

いつでもどこでも学習可能！
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。
迫力ある講義映像をストリーミング配信しています。24時間いつでも臨場感あふれる講義を受講できます。

Web通信講座

●いつでも好きな時間に何度でも繰り返し受講できる。
●音声ダウンロード機能付きなので、ポータブルデジタルオーディオプレーヤーに音声データを移せば
　いつでもどこでも学習できる。
●インターネットの視聴環境が整えば、パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレット端末があれば外出先でも学習可能。

メリット

標準装備 講義音声DLフォロー

※Web通信講座の配信は、2014年7月31日までとなります。

※DVD-Rメディア対応のDVDプレーヤーでのみ受講が可能です。
　パソコン・ゲーム機等での動作保障はいたしておりません。

※TAC提携校では、各種フォローサービスの内容が異なる場合がございます。詳細は、各提携校へ直接お問い合わせください。

受講
システム

視聴日時の予約
日程は、視聴開始日以降であれば、自由に選んでいただけます。
受講の際は、予めご予約ください。

1 TAC DVDルームで受講
予約した日時に、TAC DVDルームで受講してください。
その際、レジュメなどをお渡しします。

2 DVDを返却
受付の所定の場所に
ご返却ください。

3

Webフォロー・講義音声D
ダウンロード

Lフォロー 標準装備

復習強化でさらに効果的な学習を！
インターネットを利用して、講義の映像を視聴できる「Webフォロー」と講義の音声をダウンロードできる
「講義音声DLフォロー」をご利用いただけます。復習の強化・欠席フォローとして、ご活用ください。

「質問メール」、司法書士受講生同士の情報交換の掲示板
「i-コミュニティ」、よくある質問をデータベース化した「よく
ある質問」などをご覧いただけます。
※質問はご受講中の合格目標年度のコースの講義内容、および講義で使用
する教材に関するものに限らせていただきます。
※「質問メール」は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。
※動作環境はTACホームページ内「TAC WEB SCHOOL」　　　　　
（http://portal.tac-school.co.jp/）にてご確認ください。
※答練は解説講義ありでお申込みの方のみご利用いただけます。

収録した講義をインターネット上
でご視聴いただけます。何度でも
視聴することができ、復習用として
大活躍します。
※配信は2014年7月31日までとなります。
※答練は解説講義ありでお申込みの方の
みご利用いただけます。

仕事や学校の都合などで、通常のクラスに出席できないときは他のクラスの同一講義に振り替えて
出席できます。
※教室講座で複数クラスを設定しているコースで、ご利用できます。　※日程はP12～をご覧ください。　
※答練の試験部分を他校舎に振替出席された場合、記述式添削済答案のご返却は登録校舎となります。

もう一度受講したい場合、教室講座の他のクラスに出席できる制度です（手続き不要）。
※教室講座で複数クラスを設定しているコースで、ご利用できます。　
※日程はP12～をご覧ください。　
※「早稲田合格答練ジャンプ答練」「全国公開模試」の試験部分はクラス重複出席フォロー対象外です。

欠席した教室講義を個別DVDルーム内の個別ブースに
て視聴することができます。個別DVD講座は午前9：30よ
り3時間ずつの4つの時間帯を設定しています。ご自身
の都合に合わせて予約の上、講義を視聴できます。（利
用時間はP10を参照）（要予約・1講義500円（税込））

一度受講した講義を、再度受講できます。
【教室講座受講生】
▶個別DVD講座で重複…要予約・1講義500円（税込）

【個別DVD講座受講生】
▶教室講座で重複………利用不可
▶個別DVD講座で重複…要予約・1講義500円（税込）
※「早稲田合格答練ジャンプ答練」、「全国公開模試」の試験部分は個
別DVD重複フォロー対象外です。

校舎間を自由に振り替えて個別DVD講座
を受講いただけます。平日は会社や大学の
近くの校舎で、休日は自宅近くの校舎で受
講するなど、フレキシブルに受講できます。
（要予約）
※ブース数は各校で限りがありますので、ご了承ください。
※TAC直営校とTAC提携校間、およびTAC各提携校
間での振替受講はできません。

講義の行われていない各校舎の教室を自習室として
開放しています。全国のTACの教室を自由に利用で
きます。予約も不要です。
※教室の使用状況によっては自習室として開放できない場合がござい
ます。予めご了承ください。
※4月答練パック以外をお申込みの方はご利用いただけません。
※一部提携校では自習室をご利用できない場合がございます。詳細は
各提携校へ直接お問い合わせください。

通信講座を受講の方も教室講座の講義に参加することができます。迫力ある講義を生で受講でき、
同じ目標を持つ受講生の中で講義を受けることは刺激になり、モチベーションの向上にもつながります。

【対象コース・回数制限】　▶4月答練パック…5回まで  
※「早稲田合格答練ジャンプ答練解説講義」「全国公開模試解説講座」の各ライブ講義のみスクーリングいただけます。試験部分は
スクーリングいただけません。
※上記「対象コース」以外の講座・コースはスクーリング対象外となります。

早稲田合格答練ジャンプ答練ならびに全国公開模試では、ご提出いただいた答案
を元に個人別成績表・総合成績表を作成し、インターネットサービス「TAC WEB 
SCHOOL」上でご提供します。
※TAC WEB SCHOOLの動作環境は、右記にてご確認ください。 http://portal.tac-school.co.jp/
※正規答案提出期限内に提出された答案に限り、TAC WEB SCHOOLに掲載いたします。なお、掲載日について
は、P15をご覧ください。 ※添削答案のWeb掲載はありません。

（注）別途、出力紙での郵送返却をご希望の場合は、講座受講申込みとは別に、答練種単位で「成績表郵送オプ
ション」（有料）のお申込みが必要です。「成績表郵送オプション」に関する詳細および申込開始は、2014年4月
のご案内を予定しております。 対象：早稲田合格答練ジャンプ答練全8回、全国公開模試全3回

学習上の質問に司法書士合格者であ
るアドバイザーが電話で直接お答えしま
す。疑問点をすぐに解決できます。
※質問電話はご利用いただける曜日・時間帯がござ
います。また、質問はご受講中の合格目標年度の
コースの講義内容、および講義で使用する教材
に関するものに限らせていただきます。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。

教室講座は開講日が過ぎてしまったコースに
ついては、既に実施された講義を個別DVD講
座にて無料で受講できます。教室講座の日程
に追いついたところで教室に出席することがで
きます。また、個別DVD講座は視聴開始日以
降、通信講座は教材送付日・配信開始日以降
ならいつでも受講を開始することができます。

学習に疑問点はつきもの。疑問点は質問カー
ドを利用して質問することができます。講師、
スタッフが分かりやすく丁寧にお答えします。
※質問はご受講中の合格目標年度のコースの講義内容、
および講義で使用する教材に関するものに限らせていた
だきます。

パソコンやスマホ、タブレットもOK！

合格者や実務家司法書士がアドバイ
ザーとして学習内容や悩みなどのご相談
にお答えします。
※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。

●Webフォロー…………教室講座、個別DVD講座
●講義音声DLフォロー…教室講座、個別DVD講座、
         　   　DVD通信講座、Ｗeb通信講座

※動作環境は右記にてご確認ください。 http://portal.tac-school.co.jp/
※音声はWMA方式です。 　※iPod®はApple Inc.の商標です。 　※配信は2014年7月31日までとなります。
※答練は解説講義ありでお申込みの方のみご利用いただけます。

利用可能
受講形態

教室講座

教室講座

個別DVD講座

個別DVD講座

DVD通信講座

DVD通信講座

Web通信講座

Web通信講座

通学講座・通信講座 共通のフォロー

通信講座のフォロー

通学講座のフォロー

 i-support

Ｗebフォロー

クラス振替出席フォロー
（旧：振替受講制度）

クラス重複出席フォロー
（旧：重複受講制度）

個別DVD振替フォロー
（旧：個別DVDフォロー制度）

個別DVD重複フォロー
（旧：重複受講制度）

校舎間自由視聴制度
（旧：振替受講制度）

自習室（4月答練パック対象）

スクーリング

成績表のWEB掲載

質問電話

追っかけフォロー
随時入学可

質問カード 学習相談コーナー
対象講座：

対象講座：

対象講座： 対象講座：

対象講座：対象講座：対象講座：

対象講座：

対象講座：

対象講座：

対象講座： 対象講座： 対象講座：

NEW
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通学講座　日程表

●札幌校 ●仙台校 ●水道橋校

コース名 回数

答　練 解説講義 答　練 解説講義 答　練 解説講義

教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴

土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第1回 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月）

ジャンプ答練

実施
時間

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

〈午前クラス〉奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　　　　　　　記述式　11：40～13：10
　　　　　　偶数回　　　　　  9：30～12：30

〈午後クラス〉奇数回　択一式　14：00～16：00
　　　　　　　　　　記述式　16：10～17：40
　　　　　　偶数回　　　　　13：00～16：00

下記時間帯から選択、
予約して受講

1 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土） ―― 4/13（日） 4/12（土） 4/12（土） ―― 4/12（土）

2 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土） ―― 4/20（日） 4/19（土） 4/19（土） ―― 4/19（土）

3 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土） ―― 4/27（日） 4/26（土） 4/26（土） ―― 4/26（土）

4 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） ―― 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） ―― 5/  3（土・祝）

5 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土） ―― 5/11（日） 5/10（土） 5/10（土） ―― 5/10（土）

6 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土） ―― 5/18（日） 5/17（土） 5/17（土） ―― 5/17（土）

7 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土） ―― 5/25（日） 5/24（土） 5/24（土） ―― 5/24（土）

8 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土） ―― 6/  1（日） 5/31（土） 5/31（土） ―― 5/31（土）

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第2回 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月）

第3回 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月）

■個別DVDルーム利用時間[要予約] … ①9：30～12：30　②12：30～15：30　③15：30～18：30　④18：30～21：30　※日曜日は④の時間帯はありません。
※個別ＤＶＤによる答練解説講義は姫野寛之講師となります。なお、新宿校教室における答練解説講義は髙橋裕史講師、渋谷校教室における解説講義は高津笑講師となります。
※全国公開模試解説講座は姫野寛之講師となります。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットをご参照ください。
※全国公開模試につきましては、「書替手続」にて受験日、受験会場（自宅受験含む）を別途ご選択いただきます。「書替手続」の詳細は2014年1月下旬よりホームページにてご案内いたします。
※新宿校、渋谷校の「全国公開模試」には金曜実施もございます。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットにてご確認ください。
※途中入学も随時受け付けております。詳しくは、各校窓口までお問合せください。
※水道橋校は「ジャンプ答練」から曜日が土曜日に変わります。ご注意ください。

●新宿校 ●渋谷校

コース名 回数

答　練 解説講義 答　練 解説講義

教室受験
教室受講

個別ＤＶＤ視聴 教室受験
教室受講

個別ＤＶＤ視聴

土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
18：30～21：30

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第1回 4/  5（土） 4/  6（日） ―― 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  9（水） 4/  7（月）

ジャンプ答練

実施
時間

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

14：00～17：00 下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

14：00～17：00 下記時間帯から選択、
予約して受講

1 4/12（土） ―― 4/12（土） 4/12（土） ―― 4/13（日） 4/13（日） 4/12（土）

2 4/19（土） ―― 4/19（土） 4/19（土） ―― 4/20（日） 4/20（日） 4/19（土）

3 4/26（土） ―― 4/26（土） 4/26（土） ―― 4/27（日） 4/27（日） 4/26（土）

4 5/  3（土・祝） ―― 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） ―― 5/  4（日・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝）

5 5/10（土） ―― 5/10（土） 5/10（土） ―― 5/11（日） 5/11（日） 5/10（土）

6 5/17（土） ―― 5/17（土） 5/17（土） ―― 5/18（日） 5/18（日） 5/17（土）

7 5/24（土） ―― 5/24（土） 5/24（土） ―― 5/25（日） 5/25（日） 5/24（土）

8 5/31（土） ―― 5/31（土） 5/31（土） ―― 6/  1（日） 6/  1（日） 5/31（土）

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
18：30～21：30

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第2回 6/  7（土） 6/  8（日） ―― 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  9（月）

第3回 6/21（土） 6/22（日） ―― 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/23（月）

早稲田合格答練2014年合格目標

●池袋校 ●八重洲校 ●立川校

コース名 回数

答　練 解説講義 答　練 解説講義 答　練 解説講義

教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴

土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第1回 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月）

ジャンプ答練

実施
時間

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　18：00～20：00
　　　　記述式　20：10～21：40
偶数回　　　　　18：00～21：00

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

1 4/12（土） ―― 4/12（土） 4/12（土） ―― 4/12（土） ―― 4/13（日） 4/12（土）

2 4/19（土） ―― 4/19（土） 4/19（土） ―― 4/19（土） ―― 4/20（日） 4/19（土）

3 4/26（土） ―― 4/26（土） 4/26（土） ―― 4/26（土） ―― 4/27（日） 4/26（土）

4 5/  3（土・祝） ―― 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） ―― 5/  3（土・祝） ―― 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝）

5 5/10（土） ―― 5/10（土） 5/10（土） ―― 5/10（土） ―― 5/11（日） 5/10（土）

6 5/17（土） ―― 5/17（土） 5/17（土） ―― 5/17（土） ―― 5/18（日） 5/17（土）

7 5/24（土） ―― 5/24（土） 5/24（土） ―― 5/24（土） ―― 5/25（日） 5/24（土）

8 5/31（土） ―― 5/31（土） 5/31（土） ―― 5/31（土） ―― 6/  1（日） 5/31（土）

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第2回 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月）

第3回 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月）

■個別DVDルーム利用時間[要予約] … ①9：30～12：30　②12：30～15：30　③15：30～18：30　④18：30～21：30　※日曜日は④の時間帯はありません。
※個別ＤＶＤによる答練解説講義は姫野寛之講師となります。
※全国公開模試解説講座は姫野寛之講師となります。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットをご参照ください。
※全国公開模試につきましては、「書替手続」にて受験日、受験会場（自宅受験含む）を別途ご選択いただきます。「書替手続」の詳細は2014年1月下旬よりホームページにてご案内いたします。
※池袋校、横浜校の「全国公開模試」には金曜実施もございます。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットにてご確認ください。
※途中入学も随時受け付けております。詳しくは、各校窓口までお問合せください。

●横浜校 ●大宮校

コース名 回数

答　練 解説講義 答　練 解説講義

教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴

土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第1回 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月）

ジャンプ答練

実施
時間

〈午前クラス〉奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　　　　　　　記述式　11：40～13：10
　　　　　　偶数回　　　　　  9：30～12：30

〈午後クラス〉奇数回　択一式　14：00～16：00
　　　　　　　　　　記述式　16：10～17：40
　　　　　　偶数回　　　　　13：00～16：00

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

1 4/12（土） ―― 4/12（土） 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土）

2 4/19（土） ―― 4/19（土） 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土）

3 4/26（土） ―― 4/26（土） 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土）

4 5/  3（土・祝） ―― 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝）

5 5/10（土） ―― 5/10（土） 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土）

6 5/17（土） ―― 5/17（土） 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土）

7 5/24（土） ―― 5/24（土） 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土）

8 5/31（土） ―― 5/31（土） 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土）

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第2回 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月）

第3回 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月）

通学講座　日程表

早稲田合格答練2014年合格目標4月答練パック
ジャンプ答練

4月答練パック
ジャンプ答練
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通学講座　日程表

●津田沼校 ●名古屋校 ●京都校

コース名 回数

答　練 解説講義 答　練 解説講義 答　練 解説講義

教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴

土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第1回 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月）

ジャンプ答練

実施
時間

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

1 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土） 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土） 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土）

2 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土） 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土） 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土）

3 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土） 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土） 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土）

4 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝）

5 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土） 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土） 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土）

6 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土） 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土） 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土）

7 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土） 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土） 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土）

8 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土） 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土） 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土）

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第2回 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月）

第3回 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月）

●梅田校 ●なんば校 ●神戸校

コース名 回数

答　練 解説講義 答　練 解説講義 答　練 解説講義

教室受験
教室受講

個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴

土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

下記時間帯から選択、
予約して受講

第1回 4/  5（土） 4/  6（日） ―― 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月）

ジャンプ答練

実施
時間

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

14：00～17：00 下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

1 4/12（土） 4/13（日） 4/13（日） 4/12（土） 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土） 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土）

2 4/19（土） 4/20（日） 4/20（日） 4/19（土） 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土） 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土）

3 4/26（土） 4/27（日） 4/27（日） 4/26（土） 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土） 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土）

4 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝）

5 5/10（土） 5/11（日） 5/11（日） 5/10（土） 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土） 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土）

6 5/17（土） 5/18（日） 5/18（日） 5/17（土） 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土） 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土）

7 5/24（土） 5/25（日） 5/25（日） 5/24（土） 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土） 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土）

8 5/31（土） 6/  1（日） 6/  1（日） 5/31（土） 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土） 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土）

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

第2回 6/  7（土） 6/  8（日） ―― 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月）

第3回 6/21（土） 6/22（日） ―― 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月）

早稲田合格答練2014年合格目標 4月答練パック
ジャンプ答練

■個別DVDルーム利用時間[要予約] … ①9：30～12：30　②12：30～15：30　③15：30～18：30　④18：30～21：30　※日曜日は④の時間帯はありません。
※個別ＤＶＤによる答練解説講義は姫野寛之講師となります。なお、梅田校教室における解説講義は木村一典講師となります。
※全国公開模試解説講座は姫野寛之講師となります。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットをご参照ください。
※全国公開模試につきましては、「書替手続」にて受験日、受験会場（自宅受験含む）を別途ご選択いただきます。「書替手続」の詳細は2014年1月下旬よりホームページにてご案内いたします。
※梅田校の「全国公開模試」には金曜実施もございます。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットにてご確認ください。
※途中入学も随時受け付けております。詳しくは、各校窓口までお問合せください。

通学講座　日程表 ／ 答案返却・成績表Ｗｅｂ掲載日

通信講座　日程表

●広島校 ●福岡校 ●答案返却・成績表Ｗｅｂ掲載日

コース名 回数

答　練 解説講義 答　練 解説講義 添削済答案
返却開始日 個人別成績表・総合成績表

教室受験 個別ＤＶＤ視聴 教室受験 個別ＤＶＤ視聴
通学講座・通信講座　共通

土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日 土曜クラス 日曜クラス 視聴開始日

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

郵送にて送付 下記日程からTAC WEB SCHOOL にて
成績表の閲覧が可能

第1回 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/  5（土） 4/  6（日） 4/  7（月） 4/16（水） 4/14（月） 左記日程の17：00～

ジャンプ答練

実施
時間

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講

奇数回　択一式　  9：30～11：30
　　　　記述式　11：40～13：10
偶数回　　　　　  9：30～12：30

下記時間帯から選択、
予約して受講 登録校舎にて返却 下記日程からTAC WEB SCHOOL にて

成績表の閲覧が可能

1 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土） 4/12（土） 4/13（日） 4/12（土） 4/19（土） 4/21（月）

左記日程の
17：00～

2 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土） 4/19（土） 4/20（日） 4/19（土） 4/26（土） 4/28（月）

3 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土） 4/26（土） 4/27（日） 4/26（土） 5/  3（土・祝） 5/  5（月・祝）

4 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） 5/  3（土・祝） 5/  4（日・祝） 5/  3（土・祝） 5/10（土） 5/12（月）

5 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土） 5/10（土） 5/11（日） 5/10（土） 5/17（土） 5/19（月）

6 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土） 5/17（土） 5/18（日） 5/17（土） 5/24（土） 5/26（月）

7 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土） 5/24（土） 5/25（日） 5/24（土） 5/31（土） 6/  2（月）

8 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土） 5/31（土） 6/  1（日） 5/31（土） 6/  7（土） 6/  9（月）

全国公開模試

実施
時間

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

午前の部　  9：30～11：30
午後の部　13：00～16：00

〈全国公開模試解説講座〉
下記時間帯から選択、
予約して受講

郵送にて送付 下記日程からTAC WEB SCHOOL にて
成績表の閲覧が可能

第2回 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/  7（土） 6/  8（日） 6/  9（月） 6/18（水） 6/16（月） 左記日程の
17：00～第3回 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 6/21（土） 6/22（日） 6/23（月） 7/  2（水） 6/30（月）

早稲田合格答練2014年合格目標 4月答練パック
ジャンプ答練

■個別DVDルーム利用時間[要予約] … ①9：30～12：30　②12：30～15：30　③15：30～18：30　④18：30～21：30　※日曜日は④の時間帯はありません。
※個別ＤＶＤによる答練解説講義は姫野寛之講師となります。
※全国公開模試解説講座は姫野寛之講師となります。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットをご参照ください。
※全国公開模試につきましては、「書替手続」にて受験日、受験会場（自宅受験含む）を別途ご選択いただきます。「書替手続」の詳細は2014年1月下旬よりホームページにてご案内いたします。
※途中入学も随時受け付けております。詳しくは、各校窓口までお問合せください。

※「解説講義あり（DVD通信講座）」をお申込された方は下記「解説レジュメ発送日」に解説レジュメとともに解説講義を収録したDVDをお送りいたします。「解説講義あり
（Weｂ通信講座）」をお申込みされた方は、右記「解説講義Web通信講座/Web・講義音声DLフォロー視聴開始日」よりWeb上で解説講義の視聴が可能です。

コース名 回数 問　題 答　案 解説レジュメ 添削済答案
返却開始日

発送日 締切日（TAC必着） 発送日 発送日
全国公開模試 第1回 3/19（水） 4/  2（水） 4/  3（木） 4/16（水）

ジャンプ答練

1 3/26（水） 4/  9（水） 4/  9（水） 4/23（水）
2 4/  3（木） 4/17（木） 4/16（水） 5/  1（木）
3 4/  9（水） 4/23（水） 4/23（水） 5/  7（水）
4 4/16（水） 4/30（水） 4/30（水） 5/14（水）
5 4/23（水） 5/  7（水） 5/  7（水） 5/21（水）
6 4/30（水） 5/14（水） 5/14（水） 5/28（水）
7 5/  7（水） 5/21（水） 5/21（水） 6/  4（水）
8 5/14（水） 5/28（水） 5/28（水） 6/11（水）

全国公開模試
第2回 5/21（水） 6/  4（水） 6/  4（水） 6/18（水）
第3回 6/  4（水） 6/18（水） 6/18（水） 7/  2（水）

※「Weｂフォロー」は通学講座、「講義音声DLフォロー」は資料通信を除く全受講形態の方がご利用いただけます。
※Ｗｅｂ通信講座、Ｗｅｂ・講義音声ＤＬフォローによる答練解説講義は姫野寛之講師となります。
※全国公開模試解説講座は姫野寛之講師となります。詳細は「全国公開模試」専用パンフレットをご参照ください。

コース名 回数 解説講義

Web通信講座/Web・講義音声DLフォロー視聴開始日
全国公開模試 第1回 4/  7（月）

ジャンプ答練

1 4/11（金）
2 4/19（土）
3 4/26（土）
4 5/  3（土・祝）
5 5/10（土）
6 5/17（土）
7 5/24（土）
8 5/31（土）

全国公開模試
第2回 6/  9（月）
第3回 6/23（月）

1. 答練受講にあたって
◎受講に際しては、会員証の提示をお願いしております。
◎答練の受講は登録校舎以外でも受講できますが、添削済答案の返却は登録校舎でのお渡しとなります。 
2. 答案提出について
◎答案回収時に答案を提出されなかった場合は、択一式は自己採点となりますが、記述式答案は提出いただけれ
ば添削のみ行い返却いたします。ただし、答案返却が通常より遅れ、また個人別成績表、総合成績表には反映さ
れませんのでご注意ください。
3. 答案返却について 
◎記述式の添削済答案は答練実施日の１週間後より返却いたします。
◎添削済答案は登録校舎でお渡しいたします。登録校舎以外の校舎でのお渡しは 出来かねます。
4. 解説講義について
◎解説講義は「解説講義あり」コースをお申込の方がご受講いただけます。「解説講義あり」コースをお申込の方は、
「Web・講義音声DLフォロー」もご利用いただけます。
◎各校TACDVDルームにてご受講の方はご予約の上、ご利用ください。パソコン、携帯電話からのご予約もできます。 
5. 成績表について［2014年目標からの変更点］
◎個人別成績表、総合成績表は、TAC WEB SCHOOLからの閲覧となります。登録校舎での配付はございません。
なお、別途有料の「成績表郵送オプション」をお申込みいただくことで、TACご登録住所へ個人別成績表、総合成
績表をご郵送いたします。「成績表郵送オプション」の詳細・申込開始は、2014年4月のご案内を予定しております。

通学講座 通信講座

1. 答案提出について
◎答案は本案内書記載の答案締切日（TAC必着）までに郵送にてお送りください。 
◎答案締切日までに答案を提出されなかった場合は、択一式は自己採点となりますが、記述式答案は提出いただけ
れば添削のみ行い返却いたします。ただし、答案返却が通常より遅れ、また個人別成績表、総合成績表には反
映されませんのでご注意ください。 
2. 解説講義について
◎解説講義は「解説講義あり（DVD通信講座）」をお申込みされた方は上記「解説レジュメ発送日」に解説レジュメ
とともに解説講義を収録したDVDをお送りいたします。 
　「解説講義あり（Weｂ通信講座）」をお申込みされた方は、上記「Web通信講座/Web・講義音声DLフォロー解
説講義視聴開始日」よりWeb上で解説講義の視聴が可能です。「解説講義あり」コースをお申込みの方は、「講
義音声DLフォロー」もご利用いただけます。 
3. スクーリングについて
◎総合本科生、本科生、パックをお申込みの方は解説講義を教室（ライブ）実施している校舎へ出席することがで
きます（回数制限あり）。手続きは不要ですが、会員証を必ず携帯の上、ご出席ください。ただし、答練（試験部分）
の教室受講はできませんので、ご自宅等で問題を 解いた上で解説講義にご出席ください。 
4. 成績表について［2014年目標からの変更点］
◎個人別成績表、総合成績表は、TAC WEB SCHOOLからの閲覧となります。なお、別途有料の「成績表郵送オ
プション」をお申込みいただくことで、TACご登録住所へ個人別成績表、総合成績表をご郵送いたします。「成績
表郵送オプション」の詳細・申込開始は、2014年4月のご案内を予定しております。

早稲田合格答練＜受講に関する注意事項＞

通信講座 早稲田合格答練 教材発送日程表 Web通信講座/Web・講義音声DLフォロー解説講義視聴開始日

※全国公開模試につきましては、「書替手続」にて受験日、受験会場（自宅受験含む）を別途ご選択いただきます。「書替手続」の詳細は2014年1月下旬よりホームページにてご案内いたします。
※途中入学も随時受け付けております。詳しくは、各校窓口までお問合せください。

※日程・カリキュラム等、やむを得ない事情により、変更する場合がございます。予めご了承ください。
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受講料・コースNo.一覧 ※お申込み可能コースはe受
付サイトをご覧ください。

http：//ec.tac-school.co.jp/
で申込めますネットでお申込み

できます。

■通学講座〔＋Webフォロー・講義音声DL（ダウンロード）フォロー〕

■個別DVD講座〔＋Webフォロー・講義音声DL（ダウンロード）フォロー〕

■教室講座〔＋Webフォロー・講義音声DL（ダウンロード）フォロー〕

■DVD通信講座〔＋講義音声DL（ダウンロード）フォロー〕

■DVD通信講座〔＋講義音声DL（ダウンロード）フォロー〕

■Web通信講座〔＋講義音声DL（ダウンロード）フォロー〕

■Web通信講座〔＋講義音声DL（ダウンロード）フォロー〕

■資料通信講座

※０から始まる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（消費税込）が必要です。但し、◆印が付いたコースは、入会金不要です。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。　
※平成26年3月31日までの受講料は、TAC受付窓口および大学生協等代理店申込各受付の手続き日、郵送申込は消印日、e受付（インターネット）申込は決済完了日が同日の場合有効となります。　

■クラス分類
当頁通学講座【4月答練パック】のクラス分類（「土曜午前」、「日曜午前」等）は、各校舎における「ジャンプ答練」の試験の曜日・時間帯設定を表します。
申込書には、「ジャンプ答練」を受講される予定の曜日・時間帯のクラスNo.を１つだけご記入ください。
「解説講義あり」でお申込みの方は、お申込み時に解説講義の受講形態（教室または個別DVD）をご選択いただく必要がございます（下記をご参照ください）。
答案のご返却は登録校舎受付窓口、個人別成績表・総合成績表はTAC WEB SCHOOL（マイページ）からの閲覧となります。各成績表は、資料としての配付・郵送はござ
いません。個人別成績表・総合成績表は、別途4月にご案内予定の有料「成績表郵送オプション」をお申込みいただくことで、TAC WEB SCHOOL（マイページ）への掲載
のほか、ご郵送いたします。
「全国公開模試」につきましては、受験に際して別途お手続き（書替手続）が必要となりますので、ここでは考慮不要です。

なお、お申込み時にご記入いただいたクラス以外での答練の受験も可能です。ただし、その場合の添削済答案の返却は登録校舎（お申込み時にご記入いただいたクラスの校
舎）となります。したがいまして、答練の種類、回数等によって曜日・時間帯を変えるご予定の場合には、答案の返却をご希望される校舎のクラスNo.をご記入ください。

■申込締切日
【4月答練パック】には、当コースに含まれる「全国公開模試3回分一括」申込締切日に合わせて、申込締
切日があります。「全国公開模試 3回分一括」申込締切日以降も【4月答練パック】をお申込みいただけま
すが、すでに実施された回（通信講座の場合は答案締切日が過ぎた回）の答練・模試の成績処理はいた
しません。

重 要 4月答練パック［クラス分類］と［申込締切日］につきまして【必ずご一読ください】

早稲田合格答練 【通常受講料】

直前対策コース 【通常受講料】

コース名

通常受講料

コースNo.

クラスNo.

～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

札幌 仙台 水道橋 新宿池袋渋谷八重洲立川 横浜 大宮 津田沼 名古屋 京都 梅田 なんば 神戸 広島 福岡
土曜
午前

日曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

土曜
午後

土曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
夜

日曜
午前

土曜
午前

土曜
午後

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

土曜
午前

日曜
午前

解説講義あり
４月答練パック ¥  85,000 ¥  87,000 141-811 K3 K5 J5 03 04 G3 23 L5 F4 M5 33 34 C3 C5 V3 V5 43 45 53 55 63 65 B3 B5 E3 E5 N3 N5 73 75

ジャンプ答練 ◆ ¥  76,000 ¥  78,000 141-851 K3 K5 J5 03 04 G3 23 L5 F4 M5 33 34 C3 C5 V3 V5 43 45 53 55 63 65 B3 B5 E3 E5 N3 N5 73 75

解説講義なし
４月答練パック ¥  80,000 ¥  82,000 141-812 K3 K5 J5 03 04 G3 23 L5 F4 M5 33 34 C3 C5 V3 V5 43 45 53 55 63 65 B3 B5 E3 E5 N3 N5 73 75

ジャンプ答練 ◆ ¥  68,000 ¥  70,000 141-852 K3 K5 J5 03 04 G3 23 L5 F4 M5 33 34 C3 C5 V3 V5 43 45 53 55 63 65 B3 B5 E3 E5 N3 N5 73 75

コース名

通常受講料

コースNo.

クラスNo.

～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

個別DVD講座

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

本試験テクニカル分析講座 ◆ ¥45,000 ¥46,000 141-703 K0 J0 20 G0 30 L0 F0 M0 Y0 A0 40 C0 V0 50 60 70 B0 E0 N0 80

キャッチアップ本試験解析講座 ◆ ¥45,000 ¥46,000 141-668 K0 J0 20 G0 30 L0 F0 M0 Y0 A0 40 C0 V0 50 60 70 B0 E0 N0 80

択一予想論点マスター講座 ◆ ¥45,000 ¥46,000 141-642 K0 J0 20 G0 30 L0 F0 M0 Y0 A0 40 C0 V0 50 60 70 B0 E0 N0 80

コース名

通常受講料

コースNo.

クラスNo.

～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

教室講座

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

キャッチアップ本試験解析講座 ◆ ¥45,000 ¥46,000 141-668 L1

択一予想論点マスター講座 ◆ ¥45,000 ¥46,000 141-642 G1 21 L1 F1 31 C1 V1 41 51 61 B1 E1 N1 71

コース名

通常受講料

コースNo. クラスNo.～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

解説講義あり
４月答練パック ¥  99,000 ¥102,000 141-813 96

ジャンプ答練 ◆ ¥  88,000 ¥  91,000 141-853 96

コース名

通常受講料

コースNo. クラスNo.～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

本試験テクニカル分析講座 ◆ ¥48,000 ¥49,000 141-707 96

キャッチアップ本試験解析講座 ◆ ¥48,000 ¥49,000 141-678 96

択一予想論点マスター講座 ◆ ¥48,000 ¥49,000 141-645 96

コース名

通常受講料

コースNo. クラスNo.～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

解説講義あり
４月答練パック ¥  90,000 ¥  93,000 141-814 W4

ジャンプ答練 ◆ ¥  80,000 ¥  82,000 141-854 W4

コース名

通常受講料

コースNo. クラスNo.～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

本試験テクニカル分析講座 ◆ ¥41,000 ¥42,000 141-711 W4

キャッチアップ本試験解析講座 ◆ ¥41,000 ¥42,000 141-688 W4

択一予想論点マスター講座 ◆ ¥41,000 ¥42,000 141-648 W4

コース名

通常受講料

コースNo. クラスNo.～2014年3月31日
（5％税込）

2014年4月1日～
（8％税込）

解説講義なし
４月答練パック ¥  84,000 ¥  86,000 141-815 91

ジャンプ答練 ◆ ¥  72,000 ¥  74,000 141-855 91

（注１）郵送にてお申込みの場合は、右記締切日にTAC必着となります。
（注２）e受付では、各種割引制度のご利用はできません。
※大学生協、書店等TAC取扱代理店でもお申込みいただけますが、代理店窓口でのお申込み後、右記期日までにTAC受付窓口または郵送にて申
込手続（受験票の発行手続）をしていただく必要がございます。代理店窓口でのお申込みだけでは手続完了となりませんので、ご注意ください。

答練を通学講座「解説講義あり」でお申込みの方は、お申込み時に

解説講義の受講形態（教室または個別DVD）をご選択ください。

例）「ジャンプ答練」を

パターン①：池袋校の「土曜・午前」で受講 　→　 クラスNo.「23」を記入
パターン②：梅田校の「日曜・午前」で受講 　→　 クラスNo.「65」を記入

通学講座・通信講座　日程表

直前対策コース2014年合格目標
本試験テクニカル分析講座

択一予想論点マスター講座
キャッチアップ本試験解析講座

担当講師：山本 浩司 教室講座 個別ＤＶＤ講座 Ｗｅｂ通信講座
Ｗｅｂ・講義音声ＤＬフォロー ＤＶＤ通信講座

回 内容

※教室講座は
ございません。

視聴開始日 配信開始日 ＤＶＤ発送開始日
1 第 1 回

4/  8（火） 4/  8（火） 4/  8（火）
2 第 ２ 回
3 第 ３ 回
4 第 ４ 回
5 第 ５ 回
6 第 ６ 回

5/13（火） 5/13（火） 5/13（火）
7 第 ７ 回
8 第 ８ 回
9 第 ９ 回
10 第10回

校舎 教室講座
渋谷校 新宿校 池袋校 八重洲校 横浜校 大宮校

担当講師 土屋　武大 片口　翔太 水谷　俊彦 矢野　森彦 水澤　大輔 中根　荘八

時間帯 無印　10：00～13：00
 C  　18：00～21：00 18：45～21：45 18：45～21：45 18：50～21：50 14：00～17：00 18：45～21：45

1 第 1 回 4/12（土） 4/14（月） 4/17（木） 4/17（木） 4/13（日） 4/17（木）
2 第 ２ 回 4/19（土） 4/21（月） 4/24（木） 4/24（木） 4/20（日） 4/24（木）
3 第 ３ 回 4/26（土） 4/28（月） 5/  8（木） 5/  8（木） 4/27（日） 5/  8（木）
4 第 ４ 回 5/10（土） 5/12（月） 5/15（木） 5/15（木） 5/11（日） 5/15（木）
5 第 ５ 回 5/17（土） 5/19（月） 5/22（木） 5/22（木） 5/18（日） 5/22（木）
6 第 ６ 回 5/24（土） 5/26（月） 5/29（木） 5/29（木） 5/25（日） 5/29（木）
7 第 ７ 回 5/31（土） 6/  2（月） 6/  5（木） 6/  5（木） 6/  1（日） 6/  5（木）
8 第 ８ 回 6/  7（土） 6/  9（月） 6/12（木） 6/12（木） 6/  8（日） 6/12（木）
9 第 ９ 回 6/14（土） 6/16（月） 6/19（木） 6/19（木） 6/15（日） 6/19（木）
10 第10回     6/21（土）  C 6/23（月） 6/26（木） 6/26（木） 6/22（日） 6/26（木）

校舎 教室講座
津田沼校 名古屋校 京都校 梅田校 なんば校 神戸校

担当講師 小林　謙太郎 西垣　哲也 藤岡　隆男 木村　一典 吉田　修三 萬田　英伸

時間帯 無印　18：45～21：45
 C  　18：00～21：00 18：30～21：30 13：00～16：00 18：30～21：30 18：30～21：30 18：30～21：30

1 第 1 回 4/15（火） 4/18（金） 4/13（日） 4/  8（火） 4/17（木） 4/  8（火）
2 第 ２ 回 4/22（火） 4/25（金） 4/20（日） 4/15（火） 4/24（木） 4/15（火）
3 第 ３ 回     4/29（火・祝）  C 5/  9（金） 4/27（日） 4/22（火） 5/  8（木） 4/22（火）
4 第 ４ 回 5/13（火） 5/16（金） 5/11（日） 4/29（火・祝） 5/15（木） 4/29（火・祝）
5 第 ５ 回 5/20（火） 5/23（金） 5/18（日） 5/  6（火・祝） 5/22（木） 5/  6（火・祝）
6 第 ６ 回 5/27（火） 5/30（金） 5/25（日） 6/  3（火） 5/29（木） 5/13（火）
7 第 ７ 回 6/  3（火） 6/  6（金） 6/  1（日） 6/10（火） 6/  5（木） 5/27（火）
8 第 ８ 回 6/10（火） 6/13（金） 6/  8（日） 6/17（火） 6/12（木） 6/  3（火）
9 第 ９ 回 6/17（火） 6/20（金） 6/15（日） 6/24（火） 6/19（木） 6/10（火）
10 第10回 6/24（火） 6/27（金） 6/22（日） 7/  1（火） 6/26（木） 6/24（火）

校舎 教室講座 個別ＤＶＤ講座 Ｗｅｂ通信講座
Ｗｅｂ・講義音声ＤＬフォロー ＤＶＤ通信講座

広島校 福岡校
担当講師 並川　雄一 桧山　泰浩 姫野　寛之 姫野　寛之 姫野　寛之

時間帯 18：40～21：40 18：30～21：30 視聴開始日 配信開始日 ＤＶＤ発送開始日

1 第 1 回 4/14（月） 4/17（木）

4/10（木） 4/10（木） 4/  8（火）

2 第 ２ 回 4/25（金） 4/24（木）
3 第 ３ 回 5/  9（金） 5/  8（木）
4 第 ４ 回 5/16（金） 5/15（木）
5 第 ５ 回 5/19（月） 5/22（木）
6 第 ６ 回 5/30（金） 5/29（木）
7 第 ７ 回 6/  6（金） 6/  5（木）
8 第 ８ 回 6/13（金） 6/12（木）
9 第 ９ 回 6/20（金） 6/19（木）
10 第10回 6/27（金） 6/26（木）

本試験テクニカル分析講座　日程表

択一予想論点マスター講座　日程表

※通信講座の「受講ガイド」発送は、4/8（火）となります。

（注）個別ＤＶＤ講座の視聴時間帯は右記の通りです（日曜日の④の時間帯はございません）。　①9：30～12：30　②12：30～15：30　③15：30～18：30　④18：30～21：30
※通信講座の「受講ガイド」および教材「択一予想論点マスター」オリジナルレジュメの発送は、4/8（火）となります。

担当講師：竹下 貴浩 教室講座（渋谷校） 個別ＤＶＤ講座 Ｗｅｂ通信講座
Ｗｅｂ・講義音声ＤＬフォロー ＤＶＤ通信講座

回 内容 14：00～17：00 視聴開始日 配信開始日 ＤＶＤ発送開始日
1 平成21年　午前択一 4/  1（火） 4/  8（火） 4/  8（火）

5/  7（水）

2 平成21年　午後択一 4/  8（火） 4/15（火） 4/15（火）
（※）特典映像［平成21年全体講評（記述式含む）］ ―― ―― 4/  8（火）
3 平成22年　午前択一 4/15（火） 4/22（火） 4/22（火）
4 平成22年　午後択一 4/22（火） 4/29（火） 4/29（火）

（※）特典映像［平成22年全体講評（記述式含む）］ ―― ―― 4/22（火）
5 平成23年　午前択一 4/29（火） 5/  6（火） 5/  7（水）

6/  3（火）

6 平成23年　午後択一 5/  6（火） 5/13（火） 5/13（火）
（※）特典映像［平成23年全体講評（記述式含む）］ ―― ―― 5/  7（水）
7 平成24年　午前択一 5/13（火） 5/20（火） 5/20（火）
8 平成24年　午後択一 5/20（火） 5/27（火） 5/27（火）

（※）特典映像［平成24年全体講評（記述式含む）］ ―― ―― 5/20（火）
9 平成25年　午前択一 5/27（火） 6/  3（火） 6/  3（火）

6/16（月）10 平成25年　午後択一 6/  3（火） 6/10（火） 6/10（火）
（※）特典映像［平成25年全体講評（記述式含む）］ ―― ―― 6/  3（火）

キャッチアップ本試験解析講座　日程表

（※）「特典映像」は講義の性質上、通学講座（教室講座・個別ＤＶＤ講座）での視聴はございません。教室講座・個別ＤＶＤ講座の方は、Ｗｅｂフォローにてご視聴ください。なお「特典映像」は１回あたり約30分の予定です。
※通信講座の「受講ガイド」発送は、4/8（火）となります。

択一式・記述式ともに、
事前に該当年度の問
題を解き、自己採点をし
てから、講義に臨んでく
ださい。

全国公開模試 3 回分一括

会場受験

窓口申込
TAC直営校受験

4 /  4（金）
外部会場受験
TAC提携校受験 3 /28（金）

郵送申込
TAC直営校受験

3 /24（月）外部会場受験
TAC提携校受験

自宅受験
窓口申込 3 /10（月）
郵送申込（注１）、e受付（注 2） 3 /  3（月）


