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司法書士
５ヶ月合格の講師だからできることがある

2018年 合格目標

合格コース8ヶ月
本コースは、 「リアリスティック一発合格松本基礎講座」＋答練＋模試のパックに、

『松本講師によるスケジューリング個別相談』をパッケージした特別コースです。
2017.10 2018.1 2018.5

リアリスティック一発合格
松本基礎講座（全 121 回）★
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※ 『松本講師によるスケジューリング個別相談』を受けるか否かは任意です。
※ 『松本講師によるスケジューリング個別相談』は予約枠制です。先着順ですので、ご希望の方は早めにご予約することをお勧め
します。ご予約に関する詳細は本パンフレットP.1をご覧ください。

★「リアリスティック一発合格松本基礎講座」のみの「６ヶ月速習コース」もあります。

●Web上でのクレジット決済
　1回払い。JCB、VISA、MasterCardのご利用のみとなります。
●コンビニエンスストアを利用した決済
　Web上でのお申し込み後、お客様番号・確認番号を取得し、コンビニエン

スストアにてお支払い。ご利用金額の上限があります（30万円まで）。
●銀行ATM（ペイジー対応）による決済
　Web上でのお申し込み後、収納機関番号、お客様番号、確認番号を取得

し、銀行でのお支払い。ご利用金額の上限があります（10万円まで）。

●辰已法律研究所各本校の窓口でのお支払い
　辰已法律研究所各本校（東京本校・横浜本校・大阪本校・名古屋本校・京

都本校・福岡本校）のみでのお申込みとなります。

WEB スクールはこちらから

受講者特典マイページ
はこちらから

自分でチャプターを管理
●自分で重要と思うところ（も

う一度聴きたいところ）等を
チャプターとして自由に指定
し、自由な名前をつけて管理
できます。削除も自由です。

● Play ボタンで任意のチャプ
ターから再生できます。

再生スピード自由自在
【速聴き】
標準速度 1.0 を基準として▲ク
リックで 1.2 倍速→ 1.4 倍→ 1.6
倍→ 1.8 倍→ 2.0 倍へと段階的に
速く再生できます。
【遅聴き】
▼クリックで0.8→0.6→0.4→0.2
へと段階的に遅くできます。
＊ 0.2 及び 0.4 では音声は再生さ
れません。

WEBスクール視聴画面

WEBスクールのお申込みにはオンライン決済をご利用いただけます。
※お急ぎの場合は、クレジット決済をお勧めいたします。

●講義音声ダウンロードサービス

●通学部生のWEBフォロー

講座を受講中の方が特典として動画の視聴や音声ダウンロードをするためのページです。
WEB スクールと同じID・パスワードでログイン可能です。

ご自分の（MP3 対応の）ポータブルプレイヤーに、講義の音声データをダウンロードできます。講義
を持ち歩いていつでもどこでも耳で聴くことが可能です。
対象：松本基礎講座全科目一括受講生（通学部・通信部）
LIVE講義の7日後からダウンロード可能です。

通学部申込の方も、WEBで講義が視聴できます。欠席してしまった場合やもう一度講義を聴きたい場
合にご利用ください。
対象：松本基礎講座全科目一括受講生（通学部）
LIVE講義の2日または3日後から視聴可能です。

WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内

受講者特典マイページのご案内受講者特典マイページのご案内受講者特典マイページのご案内受講者特典マイページのご案内受講者特典マイページのご案内受講者特典マイページのご案内

ＰＣ、スマホ視聴可

ＰＣ、スマホ視聴可

ＰＣ、スマホ視聴可ＰＣ、スマホ視聴可

ＰＣ、スマホ視聴可

今すぐ無料で視聴できる！松本基礎講座ガイダンス
※講座の申込を決めた方は、オリエンテーション講義と導入講義を必ず受講してください。

第 1弾　司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入
第 2弾　これが司法書士試験だ！‐データで徹底解剖
第 3弾　合格者を多数輩出するリアリスティック勉強法とは？

受験勉強を始めるにあたって
知っておきたい情報を提供して
います。

講義を始める前のウォーミング
アップとして全体像を学んでい
ただきます。

辰已HPのストリーミングチャンネルにて配信中です。
【アクセス方法】
　辰已HP＞ TATSUMI ストリーミングチャンネル＞司法書士入門＞司法書士入門動画
　※右記二次元バーコードを読み取ると視聴ページへ直接アクセスできます。　

WEBでの
視聴（無料）

DVDでの
視聴（無料）

授業の受け方を説明しています。 第 4弾　オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～

第 5弾　リアリスティック導入講義　民法の全体像①
第 6弾　リアリスティック導入講義　民法の全体像②
第 7弾　リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像
第 8弾　リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像

リアリスティック 8 ヶ月合格コースガイダンス
「たった 8 ヶ月で間に合うのか？」松本講師

2017秋のガイダンス

9/30（土）東京
LIVE

NEW 無料

◆ Live は事前予約不要		◆辰已ストリーミングチャンネルにて後日配信（WEB）
通信は実費を申し受けます（お申込が辰已に到達後、約 1 週間でお届けする予定です）。通信 DVD はＤＶＤ－Ｒ対応機種でのみご利用
いただけます。ご自身のプレーヤーをご確認のうえお申し込み下さい。また、E ショップやデリバリーサービスでのお申込はできません。

※通信部は実費をご負担いただきます。
●辰已価格  ￥1,100　代理店価格  ￥1,045 
●通信部コード DVD（DVD-R）：17GCAR

ガイダンステーマ 担当講師 東京本校 通信部（DVD)

（敬称略） LIVE 発送日 最終

アネックス校舎 以降随時発送 申込締切

リアリスティック8ヶ月合格コースガイダンス
「たった8ヶ月で間に合うのか？」 松本雅典 9/30(土) 10/9(月) 11/30(木)

14:00-15:00 ※通信部は、発送日以降のお申込みも受け付けます。

お申込受付後、随時発送いたします。

14:00-15:00

お申込みには以下の通信部申込コードが必要です。
第 1 〜 3 弾 DVD:16GDRR 　第 4 〜 6 弾 DVD:16GDSR　第 7 弾 DVD:16GDTR　第 8 弾 DVD:16GDWR
通信部DVDのお申込みは、辰已HPからが便利です。
辰已HP＞司法書士＞初学者向け講座＆ガイダンス＞無料ガイダンス申請フォーム
http://www.tatsumi.co.jp/shihou_shosi/index_b.html より
※ガイダンスDVDのお申込みは上記HP受付の他、各本校の窓口、電話（代表）、郵送のいずれかに限ります。デリバリーサービスでのお申込はできません。

「８か月」という期間は、一般的にはギリギリで間に合う準備期間です。しかし、それは勉強時間がどれくらい取れ
るかと勉強法で決まります。このガイダンスでは、「どれだけの勉強時間が必要か？」「どのような勉強法を採れば
いいか？」を考えていきます。特にどのような勉強法で学習するかで間に合うかが決まります。５か月で合格した
講師だからこそお伝えできる勉強法があります。

アネックス校舎

※初めてガイダンスにご参加の方は東京本校で手続き
をしてからアネックス校舎にお越し下さい。教材は
アネックス校舎１階でお渡しいたします。



　「リアリスティック 8 ヶ月合格コース」「６ヶ月速習コース」限定サービス

松本講師によるスケジューリング個別相談60分

1

2016年度も合格者を多数輩出！

2016年11月3日、松本基礎講座出身の皆様と撮影。ここに写っていない多くの方々からも合格報告をいただいています。

平成28年度司法書士試験

受験界最短・5 ヶ月で合格した松本講師が、
あなたが 8 ヶ月で合格するための学習スケジュールについて直接ご相談に乗ります。

左のページをご覧いただくと分かるように、多くの合格者の皆様が松本
講師への報告のために合格祝賀会に参加をされます。これは、松本基礎
講座出身の合格者が増えていることを示すものであり、また、松本講師
が個別相談等を通じて、日頃から多くの受講生を受講前後にわたって直
接指導してきたことの結果でもあります。
本コースでは、受講開始前に60 分と長めの時間をかけて、あなたが来
年の試験に合格するための学習スケジュールを松本講師が直接ご相談に
乗ります。8ヶ月間闇雲に勉強をするのではなく、受講開始前に合格へ
の道筋を明確にしておきましょう。

◇対象者
①「リアリスティック 8 ヶ月合格コース」または「6 ヶ月速習コース」をお申し込みの方（相談は任意）
②「リアリスティック 8 ヶ月合格コース」または「6 ヶ月速習コース」を申込予定の方
※①②共に科目別受講は対象外となります。
※上記①または②に該当しない方については、ご予約をお断りさせて頂きます。ご了承下さい。
※通常より短い受講期間であることを考慮したスケジューリング相談ですので、既に 2018 年向けの松本基礎講座をご受講中の方はご遠慮

下さい。

◇相談方法（無料）
1．個別面談方式で相談 （会場は東京本校。事前予約制） 
ご予約をいただいた日時に、個別対面方式で、松本講師と直接相談することができます。
事前に下記東京本校の電話番号宛てに予約を入れて下さい。
2．電話で相談（事前予約制） 
ご予約をいただいた日時に、電話で、松本講師と直接話すことができます。
　＜電話相談の手順＞
　① 下記の東京本校の電話番号に予約の電話を入れる。
　② 予約を入れた日時に、下記の東京本校の電話番号に宛てて相談の電話を掛ける。通話料は相談者の負担となります。
　※電話による相談は、必ず事前予約が必要となります。事前予約があった場合に限り松本講師が東京本校に待機しておりますので、予約

なしに電話をされても相談に応じることができません。ご注意ください。 

◇予約枠（1. 個別面談、2. 電話相談共通）
木曜：① 17：15 ～ 18：15 ② 16：15 ～ 17：15　　③ 15：15 ～ 16：15
日曜：12：30 ～ 13：30
※ご予約は原則上記予約枠に従って承ります（木曜枠は①→③の順）が、予約枠は受付状況によって増設していきますので、最新の予約状

況を辰已 HP またはお電話にてご確認下さい。

予約受付期間：2017 年 9 月 15 日（金）～ 2017 年 10 月 28 日（土）

【ご注意】
※ 「リアリスティック 8 ヶ月合格コース」または「６ヶ月速習コース」受講にあたり、松本講師によるスケジューリング相談が必須と考え

ている方は、必ず事前に予約枠を確保のうえ、お申し込み下さい。
※多数の方からの相談を受ける関係上、お１人様 1 枠 60 分とさせていただきますので、ご了承願います。
※予約は相談希望日の前日までにお願いいたします。
※予約は先着順ですので、希望通りの日時にならない場合がございます。予約に関する詳細は受付時にご案内いたします。
※予約後、予約者様のご都合によるキャンセルがあった場合、再度の予約枠の確保を保証するものではございません。
※松本基礎講座の受講を前提としない相談（独学のスケジューリング等）には応じられません。

予約先：TEL	03-3360-3371（東京本校代表）　【受付時間】11：00〜17：00		
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guests
Interview 

リアリスティック一発合格松本基礎講座出身

2016 年司法書士試験合格者

平成 28 年度司法書士試験合格者　西
にしおか

岡 伸
しんすけ

介 さん

平成 28 年度司法書士試験合格者　大
おおくら

倉 康
こ う た ろ う

太郎 さん

平成 28 年度司法書士試験合格者　竹
たけたに

谷 糾
ただし

 さん

平成 28 年度司法書士試験合格者　中
な か む た

牟田 貴
た か お

夫 さん

■受講のきっかけ
松本）
私の講座をどこで知りましたか？
西岡さん）
インターネットで

「司法書士試験」「講
座」などと検索して
知りました。僕は受
験することを 12 月
に決めたので、今か
らでも間に合うよと
いう期間設定をしてくれているのが先生の
講座しかなかったんです。パンフレットに
4 月までのスケジュールが具体的に書いて
あったのが決め手でした。その後で先生の
ブログや本、また YouTube のガイダンス
なども見て決めました。
大倉さん）
僕はブログですね。
僕は先生の講座を受
ける前に他の予備校
の 講 座 テ キ ス ト を
持っていて、それで
勉強をしていたんで
すが、直前期の先生
のブログの記事に「模試はどことどこの予
備校をセットで受けたほうがいい」という
ような記事があって、そういうことを言う
講師はあまりいないので、ブログをよく見
るようになりました。その年の試験で不合
格になったのを機にガイダンスに参加して
先生にお会いし、それで受講を決めました。
竹谷さん）
僕は赤い本、5 ヶ月合
格法を 11 月に本屋
で見つけて読んで、

「この人いいな」と
直感的に思って、さ
らに講座をやってい
るということも知っ
て、それで決めました。時期的にも「間に
合わせようと思ったらこれしかないな。こ
れは僕のためにある講座だ」と直感的に思
いました。届いた DVD を見て「やっぱり
大丈夫だな」と思いました。以前別の資格
の講座を受けていた時には倍速で聴いてい
たんですけど、松本先生の講義は話すペー

スが速いので倍速にしなくてもちょうどい
い速さでした。
中牟田さん）
本試験会場で配られ
ていた「5 ヶ月合格
法」を抜粋した薄い
冊子をもらって読ん
でみて、最初は「本
当かなあ」とか思っ
ていたんですけど、
インターネットで検索してみたら動画が出
てきて、「この若さでどんな講義をするん
だろう」と半信半疑で見ていたら、理由付
けなんかが結構しっかりしていて「分かり
易いなあ」と思いました。でも動画だけで
は分からないので、辰已の本校に行って 1
回目の講義を見せてもらって、それで決め
ました。

■講義について
松本）
私はテキストを画面に映して書き込みをし
ながら講義を進めていくのですが、そのや
り方についてはどうでしたか？
西岡さん）
テキストのどこに何を書いていいのか、大
事なところはいっぱいあるし、テキストに
書いてないこともあるし、ということが普
通だと思うんですけど、この講座の場合は、
講義が終わったらみんな同じテキストが出
来上がっている。それで必要十分なことが
書かれているというところが非常に良いと
思います。
大倉さん）
僕もテキストだけで進めていくというのは
非常に良かったと思います。というのも、
以前使っていた他の予備校のテキストはめ
ちゃくちゃ分厚くて、テキストの他にノー
トやレジュメがあって、机の上がすごい
状態になるんです。先生の講座ではテキス
トの他には数枚のレジュメがあるだけなの
で、非常にやり易かったです。
竹谷さん）
その形式は本当にありがたいと思います。
以前別の資格の講座を受けていた時には、
講師の先生ばっかり映っていて、「今喋っ
たことが大事です」とかって言うんですけ

ど、それがどこのことなのかが分からない
ことが結構あって、講義が終わった後で、
その講義の内容をちゃんとテキストに落と
し込めているか不安で、もう一度聴き直し
たりする作業があったんです。先生の講座
では書くべきことは全部書いてくれます
し、どこに線を引くということも明らかな
ので、講義を聴いた後は安心してテキスト
の復習に集中できるのでありがたかったで
す。
中牟田さん）
その形式は僕もよかったです。赤い線が覚
えるところ、青い線が覚え方・理由みたい
に 4 色で分けてくれますし。個人的にはも
う少し先生の顔が見たかったですが（笑）。

■モチベーションが上がる話について
松本）
講義の３コマ目の冒頭で雑談というか、モ
チベーションが上がる話をしているんです
けど、あれはいかがでしたか？
西岡さん）
3 時間の講義の中に息抜きがあってよかっ
たと思います。
大倉さん）
僕はいつも楽しみにしてました。やっぱり
モチベーションはかなり上がりますよね。
逆に無い時はさみしいです。憲法の最後の
回で話されていたことは特に良かったの
で、あれは毎年話してほしいです。
竹谷さん）
よかったです。僕は毎回入れてほしいと思い
ます。DVD で連続で聴いている時はしんど
いので、途中で休憩みたいな雑談があるのは
助かりました。僕はよかったと思う雑談のと
ころだけ引っ張り出して後でまた聴いてモチ
ベーションを上げたりしていました。
中牟田さん）
楽しくて笑いながら聴いていました。もっ
と増やしてほしいと思います。

■テキストについて
松本）
テキストの情報量はどうでしたか？また、
テキストはどのくらい回しましたか？
西岡さん）
他の講座を受けたことがないので他とは比

べられないんですけど、コンパクトになっ
ていて「これで足りるのかな？」と思うく
らいでしたが、結果的には僕は別のテキス
トを使っていないので、これで十分だった
なと思います。
大倉さん）
最初は「大丈夫なのか？」と思いましたけ
ど、先生が毎年の本試験後に「テキストで
何問解けるのか」という分析をされている
ので信頼できました。他の講師の先生のほ
とんどはそういう発表をされていないの
で。分量的にはあのテキストで結局足りま
したから、他の予備校のテキストよりは少
ないですが、全然問題なかったと思います。
竹谷さん）
僕は他の講座を受けていないので比べられ
ないんですけど、少ないということも多過
ぎるということもなかったです。会社法・
商登法は少し多かったですけど、結果的に
はその量でなければ足りなかったと思うの
でよかったと思います。
中牟田さん）
以前は他の予備校のテキストを使ってい
て、一通り基礎をやったからあとは中上級
でいいだろうと思っていたんですが、合格
するまで一度も択一の基準点を突破したこ
とがなくて、ある予備校で「やり方を根本
的に変えなさい」と言われて、中上級や答
練だけではなくて基礎からやり直そうと
思っていろいろ調べて、松本先生の講座で
やることにしました。

■過去問について
松本）
解くべき過去問は講義で指摘するんですけ
ど、全部解きましたか？また、何回くらい
解きましたか？
全員）解いてました。
西岡さん）
2 回。あとは間違えた問題だけをさらに 1
～ 2 回。
大倉さん）
僕は講座受講時以外では直前期に 1 回だけ
でした。それ以前には何度も解いたことが
あるんですが、今年はほぼ過去問はやる気
がないという感じでした。
竹谷さん）
僕は講義を聴いている間に 1 回、直前期に
1 回で合計 2 回です。
中牟田さん）
僕も講義を聴いた後に 1 回と、そのあとに
2 回くらいです。
松本）
やはり私のクラスでは何十回も繰り返すと
いう人はいないんですね。

■シャドウイングについて
松本）
講座で全科目一括申込みの方に音声データ
を提供しているんですが、あれは使いまし
たか？
西岡さん）
使ってました。僕は通勤で 30 分くらい歩
くんですけど、その時に申請書の音声を聴

きました。座って聴いたことはなくて、移
動中や家事をしている時などに使っていま
した。
大倉さん）
ちょっと使いました。不動産の申請書をご
飯を食べながらとか歯を磨きながらとか、
何かをしながら聴いていました。条文は頑
張って 1 周まわしました。
竹谷さん）
使ってました。申請書だけです。朝と晩に
聴いていました。僕も歯を磨きながらとか
何かをしながら聴いて、最初は普通に喋り
ながら、その後は申請例やテキストを思い
出しながらやっていました。
中牟田さん）
申請書は使いました。もっと早くやればよ
かったなと思います。申請書はそれまでも
勉強していたので大丈夫だと思っていたん
ですが、ちょっと間に合わないなと思って
5 月くらいから声に出してやり始めたら、
先生の 5 ヶ月合格法に書いたあったとおり
書くよりもいいなあと思って。僕は昼ごは
んを食べて眠くなる時にやってました。テ
キストを読んだり問題を解くよりは眠くな
らないので。5 月 6 月はそればっかりやっ
ていました。あれをやらなければ今年の午
後の 37 問目はできてなかったですね。

■記述式について
松本）
講義で記述式の解法を指定しているんです
が、あのやり方で解きましたか？ 
西岡さん）
他のやり方は知らないので先生のやり方でや
りました。あれでよかったと思います。答案
用紙に先に書いておくというやり方は仕事に
も応用させていただいて役立ってます。
大倉さん）
独自のやり方でやっていたんですが、先生
のやり方にシフトチェンジして、あれをマ
スターしました。
竹谷さん）
先生のやり方でやってました。一部自分な
りに変えた部分もあります。
中牟田さん）
先生がこのやり方でと言われたので、先生
のやり方にチェンジしようと思って、それ
で本試験当日もやりました。初めは「こん
な風に書くんだ」と思いましたが。一番い
いなと思ったのは、「これが出てきたら思
い出す論点 5 個、これが出てきたら思い出
す論点 6 個」ということを知れることです。
松本）
講座の一括受講者の方には直前期に記述式
の推測採点基準をお送りしているんです
が、ご覧になりましたか？
西岡さん）
本試験では商業登記を書く時間が 40 分く
らいしかなかったんですけど、先生の推測
採点基準を読んで配点が分かっていたの
で、配点の低いところは飛ばしました。
大倉さん）
答案に書く字の話とか、「地雷」の話とか。
現場では落ち着いて考えられませんが、あ

の一冊を読んでいたから心理的にすごくラ
クになったんだと思います。他の人はみん
な知らないんで。
竹谷さん）
僕も本番ではあまり余裕はないんですけ
ど、試験を受ける時の安心材料になりまし
た。ここはこれだけ点が入るんだとか、み
んなができるところを確実に埋めるとか、
そういうのを気にしてやっていました。
中牟田さん）
見ました。でも、僕の場合は、先生の講義
のほうがよかったです。今年の本試験では
商業登記の答案で第 1 欄と第 2 欄を反対に
書いちゃったんですけど、そういう場合に
はこうしたほうがいいよというのを教わっ
ていたので、その通りにやりました。

■最後にひとこと
松本）
来年以降の合格を目指す方にメッセージを
お願いします。
西岡さん）
いま勉強している人は再来年でなくて絶対
来年の合格を目指して勉強してほしいと思
います。目標は近くにという意味で、5 ヶ
月合格法、リアリスティック一発合格松本
基礎講座というのは良い講座だったと思い
ます。
大倉さん）
勉強するに当たってみんな一人なのですご
くさみしいと思うんです。答練に行ったら
みんな賢そうに見えるとか、自分がいい感
じの時はみんなができなそうに見えると
か、気分の上がり下がりもあると思います。
めちゃめちゃ勉強したからといって必ず合
格できるわけでもないとは思いますが、で
も、合格する人は必死で勉強していると思
うので、試験を受けると決めた人は 7 月の
第 1 日曜日までは後悔のないように勉強し
てほしいと思います。
竹谷さん）
範囲が広い試験でしんどいですし、これ
何回見たんだろうとか、覚えられなくて
チェックをしておいたのにまだ覚えられな
いとかいうことが何回もあると思うんです
けど、そこを淡々と歯を食いしばって頑張
るしかないので、やると決めたら最後まで
やったほうがいいと思います。
中牟田さん）
僕は他の皆さんよりも長く受験経験を積ん
でいるので、ほんとうに「絶対合格できな
い試験なんじゃないか」とか思っていたん
ですよね。一番重要なのはモチベーション
を維持することだと思いますので、家族と
か、恋人とか、奥さんとかお子さんとかが
いらっしゃる人は、そういう人が応援して
くれるということでやったらいいと思いま
すし、何かそういうモチベーションを上げ
るきっかけがあったら強いと思います。僕
も 2 年前にそういうきっかけがあって絶対
合格しようという気になったので、そうい
うことを励みに頑張ってほしいと思います。
松本）
今日はどうもありがとうございました。

2 3
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社会人の方も無理なく受講できる！
● L I V E は週２日の木曜・日曜！
● 日曜は 14:00 開始　木曜は遅めの 18:45 開始
● LIVE を欠席してもビデオブース（VB）でフォロー（予
約制。詳細は各校でご確認ください）。受講者特典マイ
ページ（WEB）でもフォローできます。

● 音声ダウンロードで講義音声を持ち歩き（詳細は裏表
紙参照）。

DVDで講義を視聴
●DVDで繰り返し講義
を視聴できる。

●教材は一定期間分をま
とめて配送。

●音声ダウンロードで講
義音声を持ち歩き（詳
細は裏表紙参照）。

WEBで講義を視聴
●パソコンやスマホで繰り返
し講義を視聴できる（視聴
期間あり）。

●教材は一定期間分をまとめ
て配送。ページ数の少ない
レジュメはPDFで閲覧。

●音声ダウンロードで講義音
声を持ち歩き（詳細は裏表
紙参照）。

LIVE ビデオブース DVD WEB スクール

※お申込み時にDVD、WEB、WEB+DVDのいずれかをお選びください。

便利な「通学＆通信 相互乗り入れ制度」

通学部 通信部

リアリスティック一発合格 松本基礎講座を全科目一括でお申込みの方には、
下表の通り、「通学＆通信 相互乗り入れ制度」が適用されます。

※1　通学受講（LIVE・ビデオブース）を希望する方は事前にご登録
いただきます。また、講義への出席は事前予約制とさせていただ
きます。登録・予約等の詳細はお申込み後にご案内いたします。
なお、ビデオブースのご利用につきましては、通学部の方を優先
する関係で、ご希望の日時にご予約いただけない場合がございま
す。あらかじめご了承願います。

※2　通学部の方がWEB視聴をご希望の場合には、受講者特典マイ
ページからご視聴ください（裏表紙参照）。

※3　通信部の方が通学受講をする（要登録）に際してテキスト等の
教材をお受け取りになった場合には、その教材については発送は
いたしません。

※4　オプション講座の司法書士オープン・全国総合模試につきまし
ては、お申込みの受講形態に従ってご受講いただきます。
オプション講座については、相互乗り入れ制度は適用されません。

リアリスティック一発合格松本基礎講座　受講システム

DVDを申込

可　※ 1

可（要予約）
※ 1

DVDのみの申込みなら
不可。WEB＋DVDを
お申込みなら可

発送　※ 3

可

可
（要予約）

可　※ 2

手渡し

LIVE 講義への出席

ビデオブース視聴

WEB講義視聴

教材のお渡し方法

WEBを申込

可　※ 1

可（要予約）
※ 1

可

発送　※ 3

通信部を申込
通学部を申込

申込内容

受講方法

2017 年 10 月 Start

リアリスティック一発合格 松本基礎講座（全126回 ※導入講義4回、　オリエンテーション講義1回を含む） 答練・模試

８ヶ月合格 コース
6ヶ月速習コース

※8ヶ月合格コースまたは6ヶ月速習コースをお申込みになった方も
左記「導入講義」「オリエンテーション講義」（全5回）をご受
講ください（通学部はビデオブース受講。通信部は一括発送）。

民法

26 回

松本講師による
スケジューリング
個別相談

不動産登記法

20 回

会社法（商法）  　　
商業登記法  　　

31 回 　　

　不動産登記法　　　
（記述式）　　

7 回　　

商業登記法（記述式）

７回

刑法

7 回

憲法

6 回

　
司
法
書
士

　
オ
ー
プ
ン
総
合
編 

８
回

　
全
国
総
合
模
試　
２
回

　
　
　

 
司
法
書
士
試
験　
筆
記
試
験

※根抵当権については不動産登記法で
取り扱います。

民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
12 回

供託法
司法書士法

5 回
　
　
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

　
　
導
入
講
義

　
　
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
講
義

4 回 1 回

無料体験可
詳細は裏表紙

※司法書士オープン総合編・全国総合模試の解説
講義は辰已講師陣が担当します。
※司法書士オープン総合編・全国総合模試のスケ
ジュール詳細につきましては、P.14をご覧ください。

2018年
7 月

■学習のモデルスケジュール
学習スケジュールについては、８ヶ月合格コースおよび 6ヶ月速習コースに含まれる「松本講師によるスケジューリング個別相談」
の利用をお勧めします。各人の可処分時間や学習進度に応じたスケジュールを組むことができます。
以下には、本講座を受講して平成 30年度合格を目指すための一般的なモデルスケジュールを掲載いたしますので、参考にしてく
ださい。
全科目を３回繰り返して学習する（３周する）のが基本となっています。
他資格も含め一定の学習経験（例えば宅建・行政書士での民法等の学習経験など）がある方は、科目ごとの配分を変えるなど、ア
レンジをしてご使用ください。
２周目以降の時期には、演習講座（答練講座や模擬試験）をご受講ください。８ヶ月合格コースには、司法書士オープン総合編・
全国総合模試が含まれています。

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

最初のインプット
（講義を視聴しながら、講義で指摘された重要箇所について、テキストに

書き込みをしていく。）

２周目
（テキストを使用
してインプットと
松本式アウトプッ
トを繰り返す。
適宜講義を再確
認。）

3周目
（直前期の仕
上げ）

平成30年度
筆記試験

具体的には

初回
インプット
割当日数

初回
インプット
割当日数

初回
インプット
割当日数

民法 26回 78時間 41日 38日 35日

不動産登記法 20回 60時間 31日 29日 28日

会社法・商業登記法 31回 93時間 59日 56日 53日

不動産登記法（記述式） 7回 21時間

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 12回 36時間 23日 22日 21日

商業登記法（記述式） 7回 21時間

供託法・司法書士法 5回 15時間 10日 9日 9日

刑法 7回 21時間 13日 13日 12日

憲法 6回 18時間 11日 11日 10日

合計 121回 363時間 188日 178日 168日

科目 講義
回数

講義
時間数
（h）

インプット期間
の目安

インプット期間
の目安

インプット期間
の目安

10/10 ～ 11/19 10/20 ～ 11/26 10/30 ～ 12/3

11/20 ～ 12/20 11/27 ～ 12/25 12/4 ～ 12/31

12/21～ 2/17 12/26 ～ 2/19 1/1 ～ 2/22

会社法・商業登記法と並行 会社法・商業登記法と並行 会社法・商業登記法と並行

2/18 ～ 3/12 2/20 ～ 3/13 2/23 ～ 3/15

民事訴訟法～憲法と並行 民事訴訟法～憲法と並行 民事訴訟法～憲法と並行

3/13 ～ 3/22 3/14 ～ 3/22 3/16 ～ 3/24

3/23 ～ 4/4 3/23 ～ 4/4 3/25 ～ 4/5

4/5 ～ 4/15 4/5 ～ 4/15 4/6 ～ 4/15

※「講義回数」は導入講義 4 回、オリエンテーション講義 1 回を除いたものです。上記以後にスタートする場合のスケジュール表は辰已ホームページに掲載いたします。



第２節 法の下の平等

１ 「法の下の平等」の意味

「平等」の意味

総説

憲法 条 項の「平等」とは，どのような意味で用いられているのだろうか。

人間は，能力や財産等，各人によって異なる。このような差異を無視して，た

だ等しい扱いをすればよいか。それとも，異なる人は異なる扱いをして結果的

に等しい状態を作り出すべきなのかが問題となる。

実質的平等と形式的平等

憲法には実質的平等と形式的平等の両方の要請が含まれているが，憲法 条

項の規定は，一義的に形式的平等を保障したものと解されている。

形式的平等（機会の平等） 実質的平等（結果の平等）

意義

各人の自由な活動の機会を保障す

る。

社会的・経済的弱者に対して，より

厚く保護を与え，それによって他の

国民と同等の自由と生存を保障す

る。

結論

現実の様々な差異を捨象して原則

的に一律均等に取り扱う。

現実の差異に着目してその格差是正

を行い，配分ないし結果の均等まで

求める。

理由

形式的平等の方が自由の理念と調

和する。

資本主義の進展に伴って生じた富の

偏在，労働者の貧困，失業等の重大

な社会問題に対処する必要がある。

憲法１４条

１ すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社会的身分又は門地によ

り，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。

（設例）

憲法 条を根拠に，すべての国民の収入を平等とすることを求める

ことができるか？

TEXT
松本講師監修による本講座専用「リアリスティックテキスト」

本講座では、民法・不動産登記法の講義を除き（これらの科目については P. ８をご覧ください）、松本講師監修による本講
座専用テキスト「リアリスティックテキスト」を使用します（講座外では販売していません。リアリスティックテキストの
教材費はすべて受講料に含まれています。）。
松本講師の勉強法を理解している専門チームが作成したもので、内容については松本講師が全面的にチェックをするととも
に、特に重要な項目については、松本講師本人が執筆にあたりました。
テキストの記載内容は、本試験過去問を徹底的に分析した結果をもとに吟味されており、無駄な記載を省きつつも、本試験
での出題領域を十分にカヴァーするものとなっています。
なお、民法の講義では、2016 年より刊行を開始した松本雅典著「司法書士試験リアリスティック」シリーズの民法Ⅰ～Ⅲ
を使用します。不動産登記の講義においても 2017 年夏刊行の「司法書士試験リアリスティック」不動産登記法Ⅰ・Ⅱを使
用します。詳細は本パンフレット P. ８をご覧ください。

テキストの見開き見本
る。

ダムを作るため，用地を収用する。

従って，公共の福祉のためにする一般的な制限である場合には，原則的には

何人もこれを受忍すべきであり，補償を要しない。

がけ崩れの危険性があるため，一定面積を国が管理する。

憲法 条 項に基づく損失補償請求

補償請求は通常，関係法規の具体的規定に基づいて行うが（ 土地収用法

条以下参照），公用収用を定めた法律が補償規定を欠いている場合にどのよう

に考えればよいかが問題となる。

判例＜最大判昭 ○マ（河川附近地制限令事件）＞

・事案

河川敷で民有地を借りて砂利を採取してきた業者が，河川附近の土地利用

を制限する河川附近地制限令が施行された後も，無許可で砂利採取を続けた

ため起訴された。そこで被告人は，補償規定のない河川附近地制限令が憲法

条 項に違反し無効であるとして争った。

・判旨

本件規制は，河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するための制

限であり，補償は不要であるが，以前から砂利を採取してきた被告人との関

係では補償請求を肯定する余地があると論じつつ，被告人は，直接憲法 条

項を根拠に補償請求をする余地があるから，補償規定をもたない河川附近地

制限令を合憲とした。

３ 「正当な補償」の意味

（設例）

憲法 条 項の「正当な補償」とは完全な補償を意味することから，そ

の当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算

出された相当な価額は「正当な補償」に当たらないか？

（設例）

憲法上補償が必要とされる場合であるにもかかわらず，財産権の制限を

規定した法律が補償に関する規定を欠いているときは，当該法律は，当然

に違憲無効となるか？

財産権の規制に対して与えられる「正当な補償」（憲法 条 項）とはいかな

るものか。補償を要するとされた場合，具体的にいかなる補償をすれば正当な補

償といえるのかが問題となる。

完全補償説

（最判昭 ○マ）

相当補償説

（最大判昭 ）

完全な補償を意味する。 当該財産に対して国が制限を加え

る目的や必要の程度，その制限を

必要とする社会的・経済的事情か

ら総合的に考えられる相当な補償

額であるとする。

判例＜最大判昭 （農地改革事件）＞

・事案

自作農創設特別措置法による農地改革の際の旧地主に対する補償（田 反の

対価が鮭 匹分にも及ばなかった）が「正当な補償」といえるかが争われた。

・判旨

正当な補償とは，その当時の経済状態において成立することを考えられる

価額に基づき，合理的に算出された相当な額をいうのであって，必ずしも常

にかかる価格と完全に一致することを要するものではない。財産権の内容は，

公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから，公共の

福祉を増進・維持するため必要ある場合は，財産権の使用収益又は処分の権

利にある制限を受けることがあり，また財産権の価格についても特定の制限

を受けることがあって，その自由な取引による価格の成立を認められないこ

ともあるからである。本件の買収対価は正当な補償にあたる。

【敗戦直後の特殊な話】

農地改革は， の占領政策の一つでした。戦前は，裕福な地主が貧困層

の小作人を使って農業を行っていたことが大きな問題でした。そこで，地

主から農地をタダ同然の価格で取り上げ，小作人に与えました。このよう

に敗戦直後の特殊な話ですし，農地を取り上げるのが目的ですので，完全

な補償がされるわけがなかったのです。

　テキストの両サイドにはメ
モ欄があるので、講義を聴き
ながらメモを採ったり、復習
をしながら「検索先の一元化」
のための加工をするのに便利。

　各テーマの冒頭でそのテーマの基本
となる重要ポイントを会話形式で分り
やすく解説します。法律は言葉が難し
いことが多いですが、それに惑わされ
なければ攻略は容易になります。
　よって、まず法律を日常用語で解き
ほぐすことにより、一見難しく見える法
律のハードルを下げることができます。

第１編 総論

学生 「何が今までの法令と違うんですか？」

学生 「憲法は，国家が守るものなんですね。そのために，憲法はどのようなこと

を規定しているんですか？」

「憲法」という今までの法令とは，“少し違った”ものを見ていきます。

憲法は，他の法令の上位に位置するものです（憲法 条 項）。

民法や刑法が基本的に自然人・法人などを規制する法律であるのに対し

て，憲法は法律を制定し（国会），執行し（内閣），判断する（裁判所）

国家を規制するものです。つまり，憲法は，原則として“国民ではなく国

家が守るべきもの”です。憲法 条にも「天皇又は摂政及び国務大臣，

国会議員，裁判官その他の公務員は，この憲法を尊重し擁護する義務を負

ふ」と規定されています。よって，たとえば，国会議員全員が同意したと

しても，「国会議員の批判をした者は，死刑」という法律は作れません（表

現の自由〔憲法 条 項〕に反します）。

憲法

法律

不動産登記法

命令

（政令・省令など）

不動産登記令・不動産登記規則

憲法のほとんどが，国民の「人権」を守るために規定されています。よく

「人権」（憲法 条～ 条）と「統治」（憲法 条～ 条）と分けて

説明されますが，「統治」の規定は「人権」を守るためにあります。「統

治」には，国会，内閣，裁判所などが守るべきことが規定されていますが，

それも，ひいては「人権」のためなのです。よって，この つを完全に分

けて考えることはしないで下さい。

政令：内閣が制定する命令

省令：各省の大臣が主任の行政事務について発する命令

意義・保護法益

本罪は，他人の身体に対する侵害を内容とする犯罪で，保護法益は，身体の

安全である。

行為

「傷害」の概念

「傷害」とは，人の生理的機能に，障害を加えることである（生理的機能障

害説。最判昭 ）。

傷害に当たる 傷害に当たらない

①髪の毛・陰毛を毛根の部分から抜く

行為（大阪高判昭 ）

①婦人の髪の毛を根元から切る行為

（大判明 ）

②皮膚の表皮を剥離する行為（大判大

）

③下痢を起こさせる行為

④中毒症状を起こさせ，めまい，嘔吐

させる行為（大判昭 ）

⑤故意に風邪薬を大量に服用させ，肝

機能障害に陥らせる行為

傷害の方法

傷害は有形的方法によるのが一般であるが，刑法は，「人の身体を傷害し」と

定め何ら限定を加えていないから，傷害結果を発生させ得る方法であれば無形

的方法も含む。

嫌がらせの電話で精神衰弱となった場合にも，傷害罪が成立する（東京

地判昭 ）。精神障害は脳の機能障害であるからである。

故意

傷害罪が成立するには，暴行についての認識があれば足りる（結果的加重犯

説。最判昭 ）。

傷害未遂

傷害の結果が発生しない場合，すなわち傷害罪の未遂は，これを処罰する規

定がない。設例（ ）のように，暴行を加えたが傷害結果が生じなかった場合に

は，暴行罪が成立する。

刑法２０４条（傷害）

人の身体を傷害した者は， 年以下の懲役又は 万円以下の罰金に処する。

民法・不動産
登記法を除く〔 〕

　重要条文は、ボックス
に挿入。

第６節 共犯

Ⅰ 総論

今までは犯罪者が単独で犯罪行為をした場合の問題について扱ってきた。こ

こでは，複数人が犯罪行為に関与する場合について見ていく。

１ 総説

複数人が つの犯罪行為に関与することを共犯関係にあるという。そして，共

犯には，以下の つがある。

①必要的共犯：複数人が関与することが予定されている（ 人ではできない）

犯罪類型

収賄罪（刑法 条～ 条の ）と贈賄罪（刑法 条）

②任意的共犯：法律上単独の行為者が予定されている（ 人でできる）犯罪

類型に複数人が関与した場合

殺人罪（刑法 条）

必要的共犯は犯罪類型が条文上個別に明示されているので，解釈論上あまり

問題となることはない。これに対して，任意的共犯は単独犯の犯罪類型を刑法

条から 条により修正して適用するので，解釈論上多くの問題がある。また，

現代社会では複数の者が何らかの形で つの犯罪に関わり合い，共働することが

多く，その態様も複雑になってきている。

任意的共犯には，以下の つの類型がある。

①共同正犯（刑法 条）： 人以上が共同して犯罪を実行する

②教唆犯（刑法 条）：犯罪を決意させ実行させる

③幇助犯（刑法 条）：犯罪の実行を援助し容易にする

【正犯と共犯の概念】

正犯 広義の共犯

単独正犯

間接正犯

（狭義の共犯）

教唆犯

幇助犯（従犯）

共同正犯

間接正犯

間接正犯

正犯：自ら犯罪を実行した者又は自己の犯罪を行った者のこと。

意義

本条は，刑法 条 項・ 条 項の罪の結果的加重犯であり，それぞれ各条

項の罪を犯しより重い結果を生じさせたが，延焼の結果について予見・認識の

ない場合に限られる。延焼結果について予見･認識があった場合は，それぞれ刑

法 条・ 条 項・ 条 項が成立する。

他人の住宅を焼損する目的で，これに隣接する人のいない納屋に放火し，

住宅に延焼させようとしたところ，納屋を焼損しただけで住宅に延焼す

るに至らなかった場合，現住建造物放火未遂罪が成立する（大判大

）。

客体

刑法１１１条（延焼）

１ 第 条第 項又は前条（ 条）第 項の罪を犯し，よって第 条又は第

条第 項に規定する物に延焼させたときは， 月以上 年以下の懲役に処す

る。

２ 前条（ 条）第 項の罪を犯し，よって同条（ 条）第 項に規定する物に

延焼させたときは， 年以下の懲役に処する。

【延焼の客体】【放火の客体】

自己所有

非現住建造物等

（刑法 条 項）

自己所有

建造物等以外の物

（刑法 条 項）

他人所有

建造物等以外の物

（刑法 条 項）

他人所有

非現住建造物等

（刑法 条 項）

現住建造物等

（刑法 条）

　重要ポイントについて
は、図を記載。

　この講座のテキストは、「当たる」「認められる」などその
事項に該当するものは左に、「当たらない」「認められない」
など該当しないものは右に配置するという一貫した方針で作
成されています。これは、本番の試験でテキストを思い出す
時に、「この知識はテキストの表の左に書いてあったな。だか
ら、『当たる』だ」といったことができるようにするためです。
　この講座のテキストには、他にも “ 本試験で頭の中での検
索のしやすさ ” という観点での工夫が多数あります。「分かり
やすさ」を追求したテキストはありますが、同程度に重要な

「思い出しやすさ」を追求したテキストは、この講座のテキス
ト以外にはありません。

（理由）

規範は構成要件という形で一般国民に与えられているから（罪刑法定主

義），法定の構成要件において符合している限り，故意があるというべきで

ある。

※以下，判例・通説である法定的符合説を前提として，説明する。

具体的事実の錯誤

処理の方法

法定的符合説の考えを徹底すると，構成要件的に符合する複数の客体に結果

が発生した場合にもそれぞれの客体に対して故意犯が成立し，それらは観念的

競合の関係に立つことになる。

（設例）

ＸがＹを殺害しようとしてＺをＹと勘違いして殺害してしまった場

合，Ｘに，Ｙに対する殺人未遂罪，Ｚに対する殺人既遂罪は成立するか？

ＸがＹを殺害しようとしてＹに対してピストルを発砲したが，弾が外

れてＺに命中しＺを殺害してしまった。この場合，Ｘに，Ｙに対する殺

人未遂罪，Ｚに対する殺人既遂罪は成立するか？

ＸがＹを殺害しようとしてＹに対してピストルを発砲したが，弾がＹ

だけでなくＺにも命中し， 人とも殺害してしまった。この場合，Ｘに，

Ｙ・Ｚに対する殺人既遂罪は成立するか？

Ｘ

Ｙ

Ｚ

Ｘ

Ｙ

Ｙ

Ｚ

狙い

実際の弾道

Ｘ

Ｙ

Ｙ Ｚ

狙い

実際の弾道

第４節 財産に関する罪

Ⅰ 窃盗罪

１ 窃盗罪

総説

意義

窃盗罪とは，他人の財物を窃取することによって成立する犯罪である。

保護法益

窃盗罪の保護法益は，財物に対する他人の所有権，その他の本権であるか（本

権説），占有（所持）それ自体であるか（占有説），争いがある。

占有説（現在の判例） 本権説

内 容 占有（所持）それ自体 財物に対する他人の所

有権，その他の本権

窃盗の被害者が犯

人から財物を取り

戻した場合の窃盗

罪の成否

原則成立 不成立

理 由 ①自救行為は禁止されてい

る。

②現代の複雑化した社会で

は，占有そのものを保護す

る必要がある。

窃盗罪をはじめとする奪取

罪は，他人の財物の占有を

侵害する犯罪ではあるが，

究極的にはその占有の基礎

となっている法律上の権

利，つまり，本権が保護法

益である。

客体

他人の占有する「他人の財物」である。

なお，自己の財物といえども，他人の占有に属し（ 賃貸している物），又

は公務所の命令によって他人が看守している（ 差押物件）ものは，他人の

財物とみなされる（刑法 条）。

刑法２３５条（窃盗）

他人の財物を窃取した者は，窃盗の罪とし， 年以下の懲役又は 万円以下の罰

金に処する。
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２ 趣旨 

原告に訴えの併合・変更が認められることに対応して，被告にも同一訴訟手続

の利用を認めるのが公平であり，また，本訴請求と一定の関連性を有する請求を

同一訴訟手続で併合審理することにより審理の重複と裁判の不統一を回避するこ

とができる。このような考慮から反訴が認められた。 

 

【反訴とは？】 

反訴も，テニスにたとえて考えてみましょう。テニスは，通常はサーバー

（原告）が打ったボールで試合をしますが（これが本訴），途中からレシー

バー（被告）もサーブを打ってきて（これが反訴）ボールが2つになるよう

なものです。反訴は，レシーバー（被告）が売ったボールですから，あく

まで別の訴えです。 

　イメージの湧きにくい法律用語を、随所
で、たとえや実務の話を交えて解説。

事前抑制禁止の法理と検閲の禁止との関係

判例＜最大判昭 ○マ（税関検査事件）＞

憲法 条 項の検閲禁止規定を憲法 条 項の表現の自由の保障とは別に設

けたのは，「検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるも

のであることにかんがみ，…公共の福祉を理由とする例外の許容…をも認め

ない…検閲の絶対的禁止を宣言した趣旨と解される」。

事前抑制禁止・検閲禁止が問題となった事案

税関検査

判例＜最大判昭 ○マ（税関検査事件）＞

・事案

Ｘの輸入した雑誌等を税関が検査したところ，男女の裸体が撮影・掲載さ

れている輸入禁制品だったので，税関長はその旨Ｘに通知した。この関税定

率法に基づく税関検査が，検閲に当たるのではないかが争われた。

・判旨

検閲を以下のように定義した上で，税関検査は，国外において既に発表

（設例）

検閲は，絶対的に禁止されるか？

（設例）

税関検査により国外のある特定の雑誌の輸入を認めないことは，当該雑

誌を国内で発表する機会を奪うものであるから，税関検査は検閲に該当し，

憲法に違反しないか？

【珍しい？】

判例が「絶対的」などという断定表現を使うことは，非常に珍しいです（よ

って，判例が断定表現を使っている場合は必ず記憶してください）。大抵

の判例は，「特段の事情のない限り…」などと，“余地”を残します。

→○テ 断定表現の場合は×とする

しかし，上記の判例は，検閲は「絶対的禁止」であると言っています。よ

って，合憲の判決を出すためには，「検閲ではない」と言う必要がありま

す。

　記憶の仕方など、ワンポイントアドバイスを適宜記載。

　司法書士試験には、学説問題というものが出題され
ます。簡単に言うと、条文の記載があいまいな点につ
いて、どういう意味なのかという考え方（＝学説）が
複数あります。この講座のテキストでは、このように
対立している点が明確に判るようにしています。

　多くの人がイメージできる具体例で説明。
　世にある法律書は、普通の人に馴染みのない具
体例で説明されていることがほとんどですが、こ
の講座のテキストは、多くの人がイメージできる
具体例で説明しています。

6 7



8 9

学 説 問 題 対 策

　 　 　 音 声 学 習 用 教 材

判例対策 記述式対策

択一過去問本

判例まんが本

Shadowing（シャドウイング）とは…

【申請書シャドウイング】 【条文シャドウイング】

松本雅典著
リアリスティック不動産登記法 記述式
リアリスティック商業登記法 記述式

　法律（特に民法・憲法）は曖昧な規定が多いため、判例や学者に
よって考え方が異なる点があり、本試験では、それも出題されます。
　この「学説問題」というものは、最低限の知識は必要ですが、とて
も知識では対応できない問題が必ず出題されます。この「学説問題」
には知識だけに頼らない解き方があります。
よって、講義の復習として解いて頂いた『司法書士試験択一過去問本』
の中から、（学説問題がある時は）講義の冒頭で解説します。（本教
材は各自でご購入ください。全科目一括でお申込みの方には全 9 冊
をプレゼントいたします。）

　本講座では、副教材として『判例まん
が本』（辰已法律研究所刊）を使用しま
す。この『判例まんが本』は、重要判例
の事案をプロの漫画家が分かりやすく描
いたものです。法律の学習だけではあり
ませんが、勉強していることをイメージ
できるということは非常に重要です。（本
教材は各自でご購入ください。全科目一
括でお申込みの方には判例まんが本①を
プレゼントいたします。）

　英会話の学習法として頻繁に利用されているもので、通常はネイティブの人が話す英語を収録した媒体を聴きながら、それに影（shadow）の
ように後から追いかけて発音することをいいます。文章を見ずに、耳から聴き取った音をそのまま自らの口で再現するのが本来のやり方です。
　再現するためには、当然、聴き取る能力が要求されますし、同じスピードで喋る能力も要求されます。このような能力を少しずつ高めることに
より、英語力を高めるのが英語学習におけるシャドウイングの目的です。
　松本式学習法においては、このシャドウイングの手法を、司法書士試験において重要な申請書と条文の学習に利用します。

　本講座では、シャドウイングの手法を記述
式対策（申請書）に利用します。喋ることは
書くことよりも短時間で行えるので、当然、
勉強時間の節約になります。
　しかも、この方法を利用することには、英
語学習の場合にはない重要な意義がひとつあ
ります。それは、日本語では発音と平仮名が
一致するので、ほとんどの場合、喋れれば書
けるということです（英語では「ウェンズデイ」
と喋れても、「wednesday」と書けるとは限
りません。）。申請書の中には漢字も含まれま
すが、あまり難しい漢字はありませんし、難
しい漢字については書きとりの練習をすれば
足りるのです。

　法律学習において、法律の条文は
最も大事なもののひとつです。条文
自体を書かされるような試験はあり
ませんが、条文がしっかり頭に入っ
ていることは、本試験において非常
な威力を発揮します。
　本講座では、条文についても上記
のシャドウイングの手法を利用して
学習効率を高めます。シャドウイン
グに使用する条文は、松本講師自身
がセレクトした重要条文です。

■シャドウイング用音声データの配付方法
①辰已法律研究所のホームページからダウン
ロードしていただけます。別途料金はかかり
ません（通信料は各自ご負担ください）。配
信に関する詳細はお申込み後にご案内しま
す。

②ご自身のMP3プレーヤーをお持ちでない方は
「MP3プレーヤー付き」コースをお申し込み
ください。音声データをMP3プレーヤーに入
れてお渡しいたします。コース別の受講料に
つきましては、P.15をご覧ください。

■ファイル形式：MP3

類書とは異なり、講師レベルではなく、合格
者レベルを目指すことにより、目標到達地
点を明確にするとともに、そこから確実に合
格者になる方法を提示しています。不動産登
記法、商業登記法（記述式）の講義でそれ
ぞれ使用。（本教材は各自でご購入ください。
全科目一括でお申込みの方には 2冊ともプ
レゼントいたします。）

全科目一括
申込者限定特典

補助資料

【俯瞰レジュメ】
　各科目で、適宜、右のようなその科目を俯瞰できるレ
ジュメを配付します。このレジュメを切り取り、テキス
トに下記の写真のように貼って頂きます。このレジュメ
で配付するものは、そのテキストを読んでいる時に常に
基準とするべき事項です。たとえば、右は、「民事訴訟法
の 4 段階構造」という図です。民事訴訟法の学習におい
ては、常に「今どの段階の学習をしているのか？」を意
識しなければなりません。よって、下記の写真のように
テキストの最初のページに貼り付け、いつでも参照でき
るようにします。このような方法を採ることにより、テ
キストを読んでいる時に迷子になることがなくなります。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

請求 
 

民訴の 4 段階構造 
 
 

【原告】 
 

【被告】 
 

処分権主義 

 

 

権利自白 
 

権利自白 
 

弁論主義第 1テーゼ 

 弁論主義第 2テーゼ 

 

間接事実 
 

事 実 
 

補助事実 
 

証 拠 
 

訴えの提起 
 

請求の放棄 
 

請求の認諾 
 

法 律 
 

 

主要事実 
 

弁論主義第3テーゼ 

 

【裁判所】 
 

レジュメ見本

リアリスティックシリーズ
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  ⺠法は「財産法」「家族法」の２つからなる 
法律学習は早い段階で⼤枠をつかむことが重要ですので，まずは⺠法が何を規定

しているのかをみていきましょう。 
 
⺠法は，私⼈の「財産関係」と「家族関係」を規定しています。 
「財産関係」は，たとえば，お⾦を貸したら貸した⼈に返してもらう権利が発⽣

するなどというハナシです。「家族関係」は，たとえば，親が亡くなって兄弟の間で
相続について醜い争いが⽣じた場合にどう解決するかといったハナシです。 

少し雑なイメージですが，「￥」（財産関係）と「家」（家族関係）を規定したのが
⺠法です。 

 
⺠法の条⽂では，「財産関係」が規定されているのが第１編の総則，第２編の物権

および第３編の債権であり，「家族関係」が規定されているのが第４編の親族および
第５編の相続です。次のページの図が⺠法の条⽂の構造を⽰したものですが（＊），
次のページの⻘の線の上が財産関係を規定した「財産法」，下が家族関係を規定した
「家族法」と呼ばれるものです。 
＊これから⺠法の学習をしていきますので，次のページの図は，現時点では眺めておく程度で構いません。 

 
「財産法」と「家族法」は，かなり性質が異なります。「財産法」は，財産関係で

すから，最悪の場合は⾦で解決が可能なのです。それに対して，「家族法」は，婚姻，
親⼦関係，相続など近親者間の関係を定めた⽣活の根幹に関わるものなのです。た
とえば，「本当の親ではないが，１億円あげるからこの⼈と親⼦ということで我慢し
てね」と⾔われても，納得できないですよね。家族法が規定していることの⼤半は
⾦で解決が不可能なものなのです。 

 
よって，国によっては，この２つは別々の法律として規定されているくらいです。

⽇本では同じ⺠法という法律ですが，「財産法と家族法は別法律である」くらいの感
覚で学習したほうがよいです。この姿勢が学問上正しいかは議論のあるところなの
ですが，少なくとも試験対策上はこの姿勢が適切です。 
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【⺠法の構造（体系）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

（第４編） 
親族 

 
家族のつながりに関するルールを規定 

 財産法  

総則 
（第１編） 

⺠法全体（特に財産法）に共通するルールを規定 

物権 
（第２編） 

占有権 

本権 

所有権 

制限物権 

⽤益物権

担保物権 

留置権 
先取特権 

質権 
抵当権 

債権 
（第３編） 

債権総論 

契約総論 

契約各論 

債権に共通するルールを規定 

契約に共通するルールを規定 

 家族法  
相続 

（第５編）
死後の相続に関するルールを規定 

13 種類の契約を規定 

法定債権関係 
事務管理 
不当利得 
不法⾏為 ￥

家 

地上権 
永⼩作権 

地役権 
⼊会権 第１章 ⺠法が規定する世界 
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物権と債権の違いのイメージを図にすると，以下のようになります。以下の図は，

物権は⽇本中の誰に対しても主張できる権利であり，債権は特定の⼈にしか主張で
きない権利であることを表しています。 

 

 

 

 

 

 
 
少し雑なたとえですが，物権は「⽇本のどこでも使える標準語」，債権は「友⼈の

間でしか使えない造語」のようなものです。 
 

２．物権と債権はいくつある？ 
「物権は強くてすごく使えそうな権利だけど，債権は弱くてなんか使えなさそう

な権利だな」と思ったかもしれません。「強い」「弱い」のイメージはそのとおりで
すが，「使えそう」「使えなさそう」のイメージは必ずしも正しくはありません。 

物権は強くて債権は弱いのですが，その裏返しとして「数」の問題があります。 
 
物権は種類が法定されています。 

⺠法 175 条に，物権は法定されている旨が書かれています。 

 
 
 
 

物権 ⼈ ⼈
債権 

物権は，この法律その他の法律に定めるもののほか，創設することができない。 

「法定」とは，法令（法律など）で定まっているということです。 
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「その他の法律」とあるとおり⺠法以外にも物権を定めた法律はありますが，⺠
法には物権は 10 種類しか規定されていません。それ以外は「創設することができな
い」とガチガチに縛られています。その理由は，物権が⽇本中の誰に対しても主張
できる強い権利だからです。仮に，私が⾃分のボールペンに対して「松本権」とい
う物権を作れたとしましょう。松本権は「⽬的物（ここではボールペン）の半径 10
メートル以内に⼊った者は，物権を有している者に 100 万円を⽀払う必要がある」
という物権です。物権ですから，⽇本中の⼈に影響があります。誰でも，ボールペ
ンを持っている私の半径10メートル以内に⼊ると100万円を⽀払う義務が⽣じてし
まいます。それはおかしいですよね。このように，物権は⽇本中の⼈に影響が⽣じ
得るので，ガチガチに縛られているのです。 

つまり，物権は強い反⾯，⾃由に作ることができない不都合さがあるのです。 
 
それに対して，債権の内容は原則として当事者が決めたものとなります。世の中

には様々な債権があります。たとえば，コンビニでペットボトルを購⼊した買主に
⽣じる債権は，「商品を引き渡せ！」という債権です。予備校の講座を申し込んだ場
合にみなさんが有する債権は「講義を提供しろ！」という債権です。お互いが納得
するのであれば，原則として債権の内容を⾃由に変えることができます。受講料も
変更できますし，講義の回数も変更できますし，教材の内容も変更できます。この
ように，この国には数えきれない数の債権があります。原則として⾃由に債権を作
ることができるのは，債権が特定の⼈にしか主張できない弱い権利だからです。他
の⼈には関係ないので，当事者が納得しているのであれば構わないのです。 

つまり，債権は弱い反⾯，⾃由に作ることができる使い勝⼿の良さがあるのです。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

― Realistic １ ⽤語は記憶 ― 
「法定」という⽤語が出てきました。これは，法律の書籍にはよく出てくる⾔

葉ですし，試験でも学説問題でこの⽤語の意味がわかっていないと解けない問題
があるので，意味を記憶してください。 

このように，法律⽤語はきちんと記憶してください。たしかに，法律の書籍は
⽇本語で書かれています。しかし，そこには，⽇常⽤語では使⽤しない⽤語や⽇
常⽤語とは意味の違う⽤語が多数登場します。それらは，いわば英単語のような
ものなのです。英語学習であれば，英単語を記憶しない⼈はいません。しかし，
法律学習ですと，なまじ⽇本語で書かれているため，法律⽤語を軽視してしまう
⽅が多くいます。⽇常⽤語ではないという意味では英単語と同様なわけですか
ら，法律⽤語についてもきちんと「記憶」をしていってください。 

本講座では、松本雅典著、新教科書シリーズ「司法書士試験リアリ
スティック」を指定教材として使用します。

※「司法書士試験リアリスティック」民法Ⅰ～Ⅲは民法の講義にお
いて使用します。不動産登記法Ⅰ・Ⅱは不動産登記法の講義にお
いて使用します。
※「司法書士試験リアリスティック」は各自でご用意下さい。

本講座を全科目一括（またはそれを含むパック）でご購入いた
だいた方には「司法書士試験リアリスティック」民法Ⅰ～Ⅲお
よび不動産登記法Ⅰ・Ⅱをプレゼントいたします。

講師レジュメの利用の仕方にも
松本講師ならではの工夫あり！

な権利だな」と思ったかもしれません。「強い」「弱い」のイメージはそのとおりで
すが，「使えそう」「使えなさそう」のイメージは必ずしも正しくはありません。 

物権は強くて債権は弱いのですが，その裏返しとして「数」の問題があります。 

物権は種類が法定されています。 

⺠法 175 条に，物権は法定されている旨が書かれています。 

物権は，この法律その他の法律に定めるもののほか，創設することができない。 

「法定」とは，法令（法律など）で定まっているということです。 

債権 
（第３編） 

契約総論 

契約各論 

契約に共通するルールを規定 

13 種類の契約を規定 

法定債権関係 
事務管理 
不当利得 
不法⾏為 ￥

すから，最悪の場合は⾦で解決が可能なのです。それに対して，「家族法」は，婚姻，
親⼦関係，相続など近親者間の関係を定めた⽣活の根幹に関わるものなのです。た
とえば，「本当の親ではないが，１億円あげるからこの⼈と親⼦ということで我慢し
てね」と⾔われても，納得できないですよね。家族法が規定していることの⼤半は
⾦で解決が不可能なものなのです。 

よって，国によっては，この２つは別々の法律として規定されているくらいです。

1. 多すぎず、少なすぎない情報量。
2. 体系だった学習ができるように、見出し・小見出しのつけ方に
    かなり気を配りました。
3.「不正確な表現とならないよう、わかりやすい表現をする」これに可能な限り挑戦しました。
4. 説明順序は、基本的に「結論」→「理由」の順としています。
5. 講師が毎年講義をする中で調べ、ストックした相当数の理由付けを記載。
6.「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」など、“ 複数の知識を思い出すための思い出し方 ” を記載。
7. 図表を適宜掲載。

TEXT
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講 座 専 用 ブ ロ グ

講 座 専 用 ク ラ ス マ ネ ー ジ ャ ー
勉強内容以外でもきっちりフォローします！

受講生
限定

受講生
限定

参加
無料

相談
無料

◆専用Ｅメールアドレスは、講座お申し込み時（または初回発送資料と同梱）にお知らせいたします。
◆回答は、原則として1週間程度で返信いたします。ご質問の内容によっては、精査し10日～2週間ほどお時間をいた
だく場合もございます。この点、ご了承ください。

そ の 他 の フ ォ ロ ー 制 度
個別受講相談
合格アドバイザー（司法書士試験合格者）が受験相談にのります（要予約）。

24時間メール相談　受付システム（本講座受講生専用）
本講座受講生専用 / 講義内容・勉強方法に関するご質問 / 24時間対応

　辰已には多くの司法書士試験合格者スタッフ（司法書士）が詰めています。勉強に迷いがある、相談に乗ってほし
い、合格者の体験を生で聞きたいetc.　受験相談を承ります。
◆予約制：司法書士対策ホットライン　03-6380-2780で予約。　平日11:00-17:00
◆通学生/通信生を問わず、ご利用になれます。
◆相談方法：直接面談、電話相談。
◆期間：2018年6月30日（土）まで。

松本基礎講座では受講生だけが利用できるブログを開設しています（一般の方はアクセスできません） 。
このブログでは松本講師が講義で扱った内容についてフォローをしたり、復習してほしいポイントを伝えます。
また、受講生の側からも質問・交流の場として活用できます。

利点①　カコ問の全肢についてテキストの根拠ページを記載
カコ問を解いたら、その根拠となるテキストの該当箇所に戻るということが重要です。たしかに、テキ
ストにカコ問番号が記載されているテキストはありますが、それでは「テキストからカコ問を探す」と
いうことはできても、「カコ問からテキストの根拠を探す」ということができません。そこで、本講座で
は講師自らが、カコ問の全肢についてテキストの根拠ページを講座専用ブログに記載します。
なお、カコ問知識でも不要なものがあることなどから、すべてのカコ問知識がテキストに掲載されてい
るわけではありません。そこで、テキストに掲載されていない肢も、すべて記載します。
また、講義でまだ触れていない肢である場合もあります。それも、すべて記載します。
さらに、（すべての問題ではありませんが）カコ問の簡単な解説や解法などのワンポイントアドバイスも
記載します。

利点②　ご質問・ご相談に講師が直接回答し、かつ、回答が早い
ほとんどの講座においては、ご質問・ご相談はスタッフが回答するという形式となっていますが、実際
に講義をしていない者が回答をしても的外れな回答となることがほとんどです。
しかし、本講座では、講座専用ブログのコメント欄を通して、講師自身がご質問・ご相談に回答します。
しかも、1日～2日で回答することがほとんどです（昨年度までの回答に要した一般的な日数です。ご質問・
ご相談の数・内容によっては、それ以上の時間を要する場合があります）。

【注】
・基本的に松本講師が一人で回答しているため、コメ
ントを制限する場合がございます。

・法律には答がないこともあるため、答えられない場
合がございます。あらかじめご了承ください。

・講座への要望等は、別のメールアドレスにお送り頂
きます（講座お申込者に別途ご案内）。

・本ブログへのご質問等は、平成 30年司法書士試験
の前日まで可能です。

受講生フォロー記述式対策

本講座には「講座専用ブログ」を使った質問制度、「メール相談受付システム」を使った質問制度という学習内容に関する充実
した質問制度があります。

でも、受験勉強を続ける上では学習内容以外のことについて次のような悩みを持たれる方も多いことでしょう。
「LIVE講義全部に出席するのは難しいけれど、どうすればいいだろう」
「仕事をしながら勉強時間を確保するにはどうしたらいいだろう」
「通信部で一人で勉強していると、他の人がどれくらい勉強しているのか気になる」
「7月の筆記試験後にも念のため勉強を継続したいので、試験後の講座のことが知りたい」etc.

このような受験環境に関する様々な悩みについて辰已スタッフがご相談に応じます。

対象者：リアリスティック一発合格松本基礎講座受講者（通学部または通信部（DVD・WEB）受講者。科目別受講者を含む。）

実施校舎：辰已東京本校

ご利用方法：事前予約制。専用メールアドレスにまずはご連絡をお願いします。折り返し、クラスマネージャーから相談可能な
日時などをご連絡いたします。

　　　　　　※専用メールアドレスにつきましては、講座申込者に別途ご案内いたします。

記述式には十分な対策が必要
右に掲載したのは、平成 29 年度司法書士試験記述
式問題のごく一部です（実際には、記述式だけで問題
文が 29 ページありました）。記述式問題では、この
ような多数の書面から事案を読み解き、登記の申請
書の記載事項などを解答しなければなりません。

松本講師は、記述式の解法について、次の２冊（不動産登記・商業登記それぞれ１冊ずつ）の著書を執筆しています。
①リアリスティック不動産登記法 記述式（日本実業出版社刊）
②リアリスティック商業登記法［記述式］解法（日本実業出版社刊）
これらはいずれも、いかに速く、いかに正確に記述式問題を解くかをテーマに書かれており、書き忘れ、勘違い
を減らし、合格基準点を超えるためのノウハウが詳細に解説されています。
本講座では、これら２冊の著書を使用して、著者である松本講師自身が記述式の解法を徹底指導しますので、
記述式の対策も万全です。
※「リアリスティック不動産登記法　記述式」は、不動産登記法の講義において使用します。
※「リアリスティック商業登記法［記述式］解法」は、商業登記法（記述式）の講義において使用します。
※「リアリスティック不動産登記法　記述式」、「リアリスティック商業登記法［記述式］解法」は、各自でご用
意ください。
本講座を全科目一括（またはそれを含むパック）でご購入いただいた方には、「リアリスティック不動産登記法　
記述式」「リアリスティック商業登記法［記述式］解法」をプレゼントいたします。

司法書士試験においては、記述式の各解答欄の配点や採点の方法が全く公表されていません（ただし、択一式の基準点に達して記述
式答案の採点がなされた受験生に対しては、記述式の得点が通知されます）。
辰已法律研究所では、受験生の皆様に法務省への答案開示請求をしていただき、開示された答案（開示答案）を集めて、松本講師
による分析を行っています。
開示答案とは…受験生が実際に試験において提出した答案のコピーで、採点処理がなされる前の解答のみが書かれた答案です。
多数の開示答案が集まれば（実際、平成 28 年度の答案は135 通ほど集まりました）、これと、各受験生の成績表にある記述式の得
点を照合することにより、採点基準を推測することができます。

松本講師の分析によって、記述式の採点基準がかなり明らかになってきました。
採点基準と聞くと、試験後に自分のおおよその得点を推測できるだけだと思う方もいるかもしれませんが、推測採点基準を知ること
の真の威力はそのようなものではありません。
推測採点基準を知れば、点数のつき易い解答の仕方で本試験答案を書いてくることができますし、配点が分かれば、時間切れにな
りそうなときに配点の高い部分の解答だけを書いてくることもできます。つまり、同じ実力をもった受験者でも、推測採点基準を知っ
ているか否かで記述式の得点に大きな違いが出てくることになるのです。

なお、次のいずれかの場合には「推測採点基準」の配付を行いませんので、あらかじめご了承願います。
・記述式の採点基準を法務省が公表した場合
・開示制度の変更等により開示答案の募集が行えなくなった場合
・司法書士試験の成績通知が行われなくなった場合
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表 題 部(主である建物の表示) 調製 【省略】 不動産番号 【省略】 

所在図番号 【省略】 

所 在 中央区銀座九丁目 1 番地 余白 

家屋番号 1 番 余白 

① 種 類 ② 構 造 ③ 床 面 積  ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕 

店舗 
鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板ぶき 2 階建 

1 階  165 

2 階  165 

10

10 

平成 18 年 5 月 3 日新築 

〔平成 18 年 5 月 10 日〕 
 
権 利 部（ 甲 区 ）（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項 

1 所有権保存 平成 18 年 5 月 15 日 

第25877号 

所有者 東京都港区六本木八丁目１番１号 

甲野太郎 

2 所有権移転 平成 29 年 5 月 23 日 

第26555号 

原因 平成 28 年 10 月 2 日相続 

共有者 

東京都港区六本木八丁目 1 番 1 号 

持分 6 分の 3 

甲野花子 

東京都港区六本木八丁目 1 番 1 号 

6 分の 1 

甲野一郎 

東京都港区六本木八丁目 2 番 2 号 

6 分の 1 

甲野次郎 

東京都港区六本木八丁目 3 番 3 号 

6 分の 1 

甲野三郎 

代位者 財務省 

代位原因 平成 29年 5月 22日甲野次郎持分滞納

処分の差押 

3 甲野次郎持分差押 平成 29 年 5 月 23 日 

第 26556 号 

原因 平成 29 年 5 月 22 日麻布税務署差押 

債権者 財務省 
 
権 利 部（ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

1 抵当権設定 平成 18 年 5 月 15 日 

第 25878 号 

原因 平成 18年 5月 15日金銭消費貸借同日設定 

債権額 金 2 億 2,100 万円 

利息 年 2・15％ 

損害金 年 14・50％ 

連帯債務者 

東京都港区六本木八丁目 1 番 1 号 

甲野太郎 

東京都港区六本木八丁目 1 番 1 号 

甲野一郎 

抵当権者 東京都千代田区丸の内四丁目 1番 1号 

株式会社すみれ銀行 

(取扱店 銀座支店) 
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最後の住所 東京都港区六本木八丁目 1 番 1 号 

 

被 甲野太郎 

平成 28 年 10 月 2 日死亡 

 

長男 甲野一郎 

生年月日 昭和 35 年 10 月 13 日生 

 

二男 甲野次郎 

生年月日 昭和 37 年 8 月 17 日生 

 

三男 甲野三郎 

生年月日 昭和 48 年 8 月 28 日生 

 

妻 甲野花子 

生年月日 昭和 12 年 7 月 12 日生 

以上 
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【平成 29 年 3 月 10 日現在の第一電器株式会社に係る登記記録の抜粋】 

 

商号 第一電器株式会社 

本店 東京都中央区西京橋一丁目 1 番 1 号 

公告をする方法 官報に掲載してする。 

会社成立の年月日 平成 4 年 6 月 26 日 

目的 1．家庭用電器製品の製造及び販売 

2．文房具，玩具の販売 

3．前各号に附帯関連する一切の事業 

発行可能株式総数 8000 株 

発行済株式の総数並びに種類及び数 

発行済株式の総数 2400 株 

各種の株式の数 普通株式 2400 株 

資本金の額 金 1 億 2000 万円 

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 

普通株式 6000 株 

甲種株式 2000 株 

甲種株式は，毎事業年度において，普通株式に先立ち年 3％の剰余金の配当を受けるものとする。 

株式の譲渡制限に関する規定 

当会社の普通株式及び甲種株式を譲渡により取得するには，当会社の承認を要する。 

役員に関する事項 取締役 Ａ 平成 27 年 5 月 20 日重任 

取締役 Ｂ 平成 27 年 5 月 20 日重任 

取締役 Ｃ 平成 27 年 5 月 20 日重任 

東京都渋谷区北渋谷九丁目 8 番 7 号 

代表取締役 Ａ 平成 27 年 5 月 20 日重任 

監査役 Ｄ 平成 28 年 5 月 25 日就任 

支配人に関する事項 東京都新宿区下新宿七丁目 8 番 9 号 

Ｅ 

営業所 東京都中央区西京橋一丁目 1 番 1 号 

支店 1  東京都中央区築地台八丁目 9 番 1 号 
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【平成 29 年 3 月 10 日現在の第一電器株式会社の定款】 

 

第 1 章 総 則 

(商号) 

第 1 条 当会社は，第一電器株式会社と称する。 

 

(目的) 

第 2 条 当会社は，次の事業を営むことを目的とする。 

1．家庭用電器製品の製造及び販売 

2．文房具，玩具の販売 

3．前各号に附帯関連する一切の事業 

 

(本店の所在地) 

第 3 条 当会社は，本店を東京都中央区に置く。 

 

(公告をする方法) 

第 4 条 当会社の公告は，官報に掲載してする。 

 

(存続期間) 

第 5 条 当会社の存続期間は，会社成立の日から満 25 年とする。 

 

第 2 章 株 式 

(発行可能株式総数) 

第 6 条 当会社の発行可能株式総数は，8000 株とする。 

 

(発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容) 

第 7 条 当会社の発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容は，次のとおりとする。 

普通株式 6000 株 

甲種株式 2000 株 

甲種株式は，毎事業年度において，普通株式に先立ち年 3％の剰余金の配当を受ける

ものとする。 

 

(株券の不発行） 

第 8 条 当会社の株式については，株券を発行しない。 

 

　記述式の解法について２冊の著書をもつ松本講師が一貫した考え方に基づく『リアリスティック式解法』を徹底指導

　本講座独自のアイテム、松本講師分析による「推測採点基準」を提供

本講座では、松本講師の分析にかかる「推測採点基準」を冊子にして、平成 30 年度司法書士試験の直前期に、受講者の皆様
に配付します（全科目一括またはそれを含むパック購入者限定）。

開示答案

成績通知

推測採点基準 記述式対策に使用

複雑な事案を読み解く方法が合否のカギを握る
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スケジュール（10月スタート） スケジュール（10月スタート）東京本校 辰已各本校・通信部DVD・ＷEBスクール

 ※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは２コマです。

回数 タイトル 東京本校 回数 科目 東京本校

1 LIVE ビデオブース

2 木曜 日曜 利用開始 利用終了

3 18:45～22:00 ①14:00-17:15

科目別講義 記述講義 ②18:15-21:30

55 会社法・商業登記法8 10/8(日) 10/11(水) 3/30(金)

回数 タイトル 東京本校 56 不動産登記法（記述）2 (①＋②)

LIVE ビデオブース 57 会社法・商業登記法9 10/12(木) 10/15(日)

実施日 時間 利用開始 利用終了 58 会社法・商業登記法10 10/15(日) 10/18(水)

59 会社法・商業登記法11 (①＋②)

4 10/1(日) 1/31(水) 60 会社法・商業登記法12 10/19(木) 10/22(日)

5 61 会社法・商業登記法13 10/22(日) 10/25(水)

6 62 不動産登記法（記述）3 (①＋②)

7 63 会社法・商業登記法14 10/26(木) 10/29(日)

8 64 会社法・商業登記法15 10/29(日) 11/1(水)

65 会社法・商業登記法16 (①＋②)

66 会社法・商業登記法17 11/5(日) 11/8(水)

※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは原則２コマです。 67 不動産登記法（記述）4 (①＋②)

回数 科目 東京本校 68 会社法・商業登記法18 11/9(木) 11/12(日)

LIVE ビデオブース 69 会社法・商業登記法19 11/16(木) 11/19(日)

木曜 日曜 利用開始 利用終了 70 会社法・商業登記法20 11/19(日) 11/22(水)

18:45～22:00 ①14:00-17:15 71 不動産登記法（記述）5 (①＋②)

科目別講義 記述講義 ②18:15-21:30 72 会社法・商業登記法21 11/23(木) 11/26(日)

1 民法1 10/1(日) 1/31(水) 73 会社法・商業登記法22 11/26(日) 11/29(水)

2 民法2 74 会社法・商業登記法23 (①＋②)

3 民法3 75 会社法・商業登記法24 11/30(木) 12/3(日)

4 民法4 76 会社法・商業登記法25 12/3(日) 12/6(水)

5 民法5 77 不動産登記法（記述）6 (①＋②)

6 民法6 78 会社法・商業登記法26 12/7(木) 12/10(日)

7 民法7 79 会社法・商業登記法27 12/10(日) 12/13(水)

8 民法8 80 会社法・商業登記法28 (①＋②)

9 民法9 81 会社法・商業登記法29 12/14(木) 12/17(日)

10 民法10 82 会社法・商業登記法30 12/17(日) 12/20(水)

11 民法11 83 不動産登記法（記述）7 (①＋②)

12 民法12 84 会社法・商業登記法31 12/21(木) 12/24(日)

13 民法13 85 民訴・民執・民保1 12/24(日) 12/27(水) 3/30(金)

14 民法14 86 商業登記法（記述）1 (①＋②)

15 民法15 87 民訴・民執・民保2 12/28(木) 1/7(日)

16 民法16 88 民訴・民執・民保3 1/4(木) 1/7(日)

17 民法17 89 民訴・民執・民保4 1/7(日) 1/10(水)

18 民法18 90 商業登記法（記述）2 (①＋②)

19 民法19 91 民訴・民執・民保5 1/11(木) 1/14(日)

20 民法20 92 民訴・民執・民保6 1/14(日) 1/17(水)

21 民法21 93 民訴・民執・民保7 (①＋②)

22 民法22 94 民訴・民執・民保8 1/18(木) 1/21(日)

23 民法23 95 民訴・民執・民保9 1/21(日) 1/24(水)

24 民法24 96 商業登記法（記述）3 (①＋②)

不動産登記法の全体像 不動産登記法の全体像については上記「導入講義」の日程をご覧ください。 97 民訴・民執・民保10 1/25(木) 1/28(日)

25 民法25 98 民訴・民執・民保11 1/28(日) 1/31(水)

26 民法26 99 民訴・民執・民保12 (①＋②)

27 不動産登記法1 10/1(日) 3/30(金) 100 供託法・司法書士法1 2/1(木) 2/4(日) 3/30(金)

28 不動産登記法2 101 供託法・司法書士法2 2/4(日) 2/7(水)

29 不動産登記法3 102 商業登記法（記述）4 (①＋②)

30 不動産登記法4 103 供託法・司法書士法3 2/8(木) 2/11(日)

31 不動産登記法5 104 供託法・司法書士法4 2/11(日) 2/14(水)

32 不動産登記法6 105 供託法・司法書士法5 (①＋②)

33 不動産登記法7 106 刑法1 2/15(木) 2/18(日) 3/30(金)

34 不動産登記法8 107 刑法2 2/22(木) 2/25(日)

35 不動産登記法9 108 刑法3 2/25(日) 2/28(水)

36 不動産登記法10 109 商業登記法（記述）5 (①＋②)

37 不動産登記法11 110 刑法4 3/1(木) 3/4(日) 4/3(火)

38 不動産登記法12 111 刑法5 3/4(日) 3/7(水) 4/6(金)

39 不動産登記法13 112 刑法6 (①＋②)

40 不動産登記法14 113 刑法7 3/8(木) 3/11(日) 4/10(火)

41 不動産登記法15 114 憲法1 3/11(日) 3/14(水) 4/13(金)

42 不動産登記法16 115 商業登記法（記述）6 (①＋②)

43 不動産登記法17 116 憲法2 3/15(木) 3/18(日) 4/17(火)

会社法・商業登記法の全体像 会社法・商業登記法の全体像については上記「導入講義」の日程をご覧ください。 117 憲法3 3/18(日) 3/21(水) 4/20(金)

44 不動産登記法18 118 商業登記法（記述）7 (①＋②)

45 不動産登記法19 119 憲法4 3/22(木) 3/25(日) 4/24(火)

46 不動産登記法20 120 憲法5 3/25(日) 3/28(水) 4/27(金)

47 会社法・商業登記法1 10/1(日) 3/30(金) 121 憲法6 (①＋②)

48 会社法・商業登記法2

49 会社法・商業登記法3 ■オプション講座　　2018年司法書士オープン総合編と全国総合模試は2018年4～6月に実施いたします。

50 不動産登記法（記述）1               　　  詳細はP.14および2018年対策中上級者向けパンフレットをご覧ください。

51 会社法・商業登記法4

52 会社法・商業登記法5 10/1(日) 10/4(水)

53 会社法・商業登記法6 (①＋②)

54 会社法・商業登記法7 10/5(木) 10/8(日)

司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入

辰已ホームページのストリーミングチャンネルにてご視聴下さい。これが司法書士試験だ！‐データで徹底解剖

合格者を多数輩出するリアリスティック勉強法とは？

リアリスティック導入講義　民法の全体像①

リアリスティック導入講義　民法の全体像②
ビデオブースまたは辰已ホームページの
ストリーミングチャンネルにてご視聴下
さい。

開講直前ガイダンス
「オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～」

リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像

リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像

既に終了した回はビデオブースにてご
受講下さい。 
※全科目一括申込の方は受講者特典マ
イページでも視聴できます。 
（視聴期限2018/7/1） 

既に終了した回はビデオブースに
てご受講下さい。 

※全科目一括申込の方は受講者特
典マイページでも視聴できます。 
（視聴期限2018/7/1） 

既に終了した回はビデオブースに
てご受講下さい。 

※全科目一括申込の方は受講者特
典マイページでも視聴できます。 
（視聴期限2018/7/1） 

ガイダンス 本編

本編

リアリスティック導入講義＆オリエンテーション講義
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※辰已各本校（横浜・大阪・京都・名古屋・福岡本校）のビデオブース利用日程は各校とも全て共通です。

回数 タイトル 辰已各本校 通信部 回数 科目 辰已各本校 通信部

DVD WEBスクール ビデオブース DVD WEBスクール

1 9/28(木) 利用開始 利用終了 発送日 配信日程

2 ※別途申込者のみ
　発送(無料） 以降随時発送 以降随時視聴可能

3 講座コード
16GDRR 科目別講義 記述講義

55 会社法・商業登記法8 10/14(土) 3/30(金) 10/26(木) 10/11(水)

56 不動産登記法（記述）2

回数 タイトル 辰已各本校 通信部 57 会社法・商業登記法9 10/18(水) 10/14(土)

ビデオブース DVD WEBスクール 58 会社法・商業登記法10 10/21(土) 10/18(水)

利用開始 利用終了 発送日 配信日程 59 会社法・商業登記法11

以降随時発送 以降随時視聴可能 60 会社法・商業登記法12 10/25(水) 10/21(土)

4 10/1(日) 1/31(水) 9/28(木) 配信中 61 会社法・商業登記法13 10/28(土) 11/2(木) 10/25(水)

5 62 不動産登記法（記述）3

6 63 会社法・商業登記法14 11/1(水) 10/28(土)

7 64 会社法・商業登記法15 11/4(土) 11/16(木) 11/1(水)

8 65 会社法・商業登記法16

※導入講義・オリエンテーション講義は辰已ホームページのストリーミングチャンネルでもご覧いただけます。 66 会社法・商業登記法17 11/11(土) 11/8(水)

67 不動産登記法（記述）4

68 会社法・商業登記法18 11/15(水) 11/11(土)

回数 科目 辰已各本校 通信部 69 会社法・商業登記法19 11/22(水) 11/30(木) 11/18(土)

ビデオブース DVD WEBスクール 70 会社法・商業登記法20 11/25(土) 11/22(水)

利用開始 利用終了 発送日 配信日程 71 不動産登記法（記述）5

以降随時発送 以降随時視聴可能 72 会社法・商業登記法21 11/29(水) 11/25(土)

科目別講義 記述講義 73 会社法・商業登記法22 12/2(土) 12/14(木) 11/29(水)

1 民法1 10/1(日) 1/31(水) 9/28(木) 配信中 74 会社法・商業登記法23

2 民法2 75 会社法・商業登記法24 12/6(水) 12/2(土)

3 民法3 76 会社法・商業登記法25 12/9(土) 12/6(水)

4 民法4 77 不動産登記法（記述）6

5 民法5 78 会社法・商業登記法26 12/13(水) 12/9(土)

6 民法6 79 会社法・商業登記法27 12/16(土) 12/28(木) 12/13(水)

7 民法7 80 会社法・商業登記法28

8 民法8 81 会社法・商業登記法29 12/20(水) 12/16(土)

9 民法9 82 会社法・商業登記法30 12/23(土) 12/20(水)

10 民法10 83 不動産登記法（記述）7

11 民法11 84 会社法・商業登記法31 12/27(水) 12/23(土)

12 民法12 85 民訴・民執・民保1 1/7(日) 3/30(金) 1/11(木) 12/27(水)

13 民法13 86 商業登記法（記述）1

14 民法14 87 民訴・民執・民保2 1/7(日) 1/6(土)

15 民法15 88 民訴・民執・民保3 1/10(水) 1/6(土)

16 民法16 89 民訴・民執・民保4 1/13(土) 1/25(木) 1/10(水)

17 民法17 90 商業登記法（記述）2

18 民法18 91 民訴・民執・民保5 1/17(水) 1/13(土)

19 民法19 92 民訴・民執・民保6 1/20(土) 1/17(水)

20 民法20 93 民訴・民執・民保7

21 民法21 94 民訴・民執・民保8 1/24(水) 1/20(土)

22 民法22 95 民訴・民執・民保9 1/27(土) 2/8(木) 1/24(水)

23 民法23 96 商業登記法（記述）3

24 民法24 97 民訴・民執・民保10 1/31(水) 1/27(土)

不動産登記法の全体像 不動産登記法の全体像については上記「導入講義」の日程をご覧ください。 98 民訴・民執・民保11 2/3(土) 1/31(水)

25 民法25 99 民訴・民執・民保12

26 民法26 100 供託法・司法書士法1 2/7(水) 3/30(金) 2/3(土)

27 不動産登記法1 10/1(日) 3/30(金) 9/28(木) 配信中 101 供託法・司法書士法2 2/10(土) 2/22(木) 2/7(水)

28 不動産登記法2 102 商業登記法（記述）4

29 不動産登記法3 103 供託法・司法書士法3 2/14(水) 2/10(土)

30 不動産登記法4 104 供託法・司法書士法4 2/17(土) 2/14(水)

31 不動産登記法5 105 供託法・司法書士法5

32 不動産登記法6 106 刑法1 2/21(水) 3/30(金) 2/17(土)

33 不動産登記法7 107 刑法2 2/28(水) 3/8(木) 2/24(土)

34 不動産登記法8 108 刑法3 3/3(土) 4/2(月) 2/28(水)

35 不動産登記法9 109 商業登記法（記述）5

36 不動産登記法10 110 刑法4 3/7(水) 4/6(金) 3/3(土)

37 不動産登記法11 111 刑法5 3/10(土) 4/9(月) 3/22(木) 3/7(水)

38 不動産登記法12 112 刑法6

39 不動産登記法13 113 刑法7 3/14(水) 4/13(金) 3/10(土)

40 不動産登記法14 114 憲法1 3/17(土) 4/16(月) 3/14(水)

41 不動産登記法15 115 商業登記法（記述）6

42 不動産登記法16 116 憲法2 3/21(水) 4/20(金) 3/17(土)

43 不動産登記法17 117 憲法3 3/24(土) 4/23(月) 4/5(木) 3/21(水)

会社法・商業登記法の全体像 会社法・商業登記法の全体像については上記「導入講義」の日程をご覧ください。 118 商業登記法（記述）7

44 不動産登記法18 119 憲法4 3/28(水) 4/27(金) 3/24(土)

45 不動産登記法19 120 憲法5 3/31(土) 4/30(月) 3/28(水)

46 不動産登記法20 121 憲法6

47 会社法・商業登記法1 10/1(日) 3/30(金) 9/28(木) 9/20(水)

48 会社法・商業登記法2 9/23(土) ■オプション講座　　2018年司法書士オープン総合編と全国総合模試は2018年4～6月に実施いたします。

49 会社法・商業登記法3 10/12(木) 9/27(水)            　       詳細はP.14および2018年対策中上級者向けパンフレットをご覧ください。

50 不動産登記法（記述）1

51 会社法・商業登記法4 10/4(水) 9/30(土)

52 会社法・商業登記法5 10/7(土) 10/4(水)

53 会社法・商業登記法6

54 会社法・商業登記法7 10/11(水) 10/7(土)

リアリスティック導入講義　民法の全体像②

開講直前ガイダンス
「オリエンテーション講義～効果的な授業の受け方～」

リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像

リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像

司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入

辰已ホームページのストリーミングチャ
ンネルにてご視聴下さい。

辰已ホームページ
のストリーミング
チャンネルにてご
視聴下さい。

これが司法書士試験だ！‐データで徹底解剖

合格者を多数輩出するリアリスティック勉強法とは？

リアリスティック導入講義　民法の全体像①

通信部の商品内容について 
■発送日以降のお申込みも受け付けます。既に発送日が経過した回の教材については、次回発送日に一括発送します。 
■上記表の各発送日は、各発送日の5日前までのお申込みに適用されるものです。 
■通信部の最終申込締切は2018年6月17日（日）です（DVD・WEB共通）。 
　※「リアリスティック・フルパック」については2018年4月20日（金）。 
■WEBスクールの視聴期限は2018年7月1日（日）です。 

※WEBスクール受講生への教材送付について 
テキストと記述式教材については現物発送、ページ数の少ないレジュメは視聴ページにてPDFの閲覧・ダウンロードとなります。なお、
板書図はございません。 

ガイダンス 本編

本編

リアリスティック導入講義＆オリエンテーション講義

月
ス
タ
ー
ト

10

月
ス
タ
ー
ト

10

月
ス
タ
ー
ト

10

月
ス
タ
ー
ト

10

★ WEB フォローの視聴期限は 2018/7/1 です。 ★ WEB スクールの視聴期限は 2018/7/1 です。



2018年度の司法書士試験に見事最終合格された暁に、お祝いといたしまして「リアリスティック一発合格松本基礎講座」への
お支払金額（オープン・模試の部分は含まず）の半額を司法書士会の研修費用などに活用していただくために贈呈いたします。
2018年合格を果たすべく頑張ってください。

◆対象者：2018年度の司法書士試験に最終合格された方
◆対象講座：リアリスティック一発合格　松本基礎講座 全科目一括以上のパック・コースをお申込みの方　
◆必要書類：詳細については、2018年11月上旬に当研究所のＨＰで告知。
※割引を活用して申し込まれた場合は、割引価格を算定の基準とします。
※本制度は、代理店で講座をお申込みになった場合には適用されません。
※本制度の適用には申請が必要となります。申請期限は2018年度司法書士試験最終合格発表から1ヶ月です。
ローンをご利用の場合、申請日までにローンが完済されていることが申請の条件となります。

お申込み額の
50％

受講料（税込）その他 ※下記割引制度と特典につきましては、すべて「リアリスティック一発合格
松本基礎講座」全科目一括以上のお申込者が対象となっております。

各 種 割 引 制 度

合格者・研修費用贈呈

書籍プレゼント

※下記の 1～ 3については代理店申込の場合には適用になりません。
※ 1～ 3の割引は併用できません。その他の割引とも併用できません。

他資格からのトライアル割引 受講料から
15%割引
受講料から
15%割引

受講料から
15%割引

3万円分の
図書カード
進呈

制度 特典内容 対象者・対象講座・必要書類等

在学生キャッシュバック

Re-Try 割引

スタディーメイト支援

1

2

3

4

対象者：行政書士、宅建士、社労士、など法律系国家資格をお持ちの方、または１年以内にこれらの資格の講座を
受講されている方

対象講座：リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括またはそれを含むパック・コース
必要書類：合格証、資格の保有を証明できる書類又は、受講証

対象①これまで予備校を利用せずに独学で勉強してきたが、松本式の学習法に共鳴し、この機会に直接松本講師の
指導を受けたいと思っている方（独学者支援）

対象②司法書士本試験受験経験のある方で、中々合格ラインに届かないので、これを機会に松本式の勉強法でもう
一度基礎固めをして一気にいきたい方（受験経験者支援）

対象③過去に司法書士の入門講座（辰已 or 他校）を受講したが、挫折した or 理解不十分なので、この機会に松本
式の勉法で、もう一度基礎からやり直してみたい方（基礎再受講者支援）

対象講座：リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括またはそれを含むパック・コース
必要書類：所定の申請書にご記入いただきます。

対象者：学生（大学生・短大生・大学院生・専門学校生）
対象講座：リアリスティック一発合格 松本基礎講座全科目一括またはそれを含むパック・コース
必要書類：学生証、キャッシュバック申請書

対象者：２名以上で一緒にお申込された方
対象講座：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括またはそれを含むパック・コース
必要書類：スタディーメイト申請書※代理店でのお申込みにも適用されますが、申請は辰已法律研究所に行って下
さい。（TEL.03-3360-3371）

下記書籍全冊をプレゼント（全科目一括以上の申込者に限る）

択一過去問本全冊（P.9参照）
リアリスティック民法 全3冊

（P.8参照）判例まんが本
（P.9参照）

リアリスティック
不動産登記法記述式
（P.10参照）

リアリスティック
商業登記法 記述式
解法（P.10参照）

リアリスティック
不動産登記法

全2 冊（P.8参照）
判例まんが本

講座コード 通学部受講料 通信部受講料

LIVE・ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾞｰｽ DVD WEB WEB+DVD

辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格

リアリスティック・フルパック（①+②） ＭＰ３プレーヤー付き 17L58＊ ¥444,900 ¥422,655 ¥501,800 ¥476,710 ¥478,700 ××× ¥523,500 ×××

（8ヶ月合格コース） ＭＰ３プレーヤーなし 17L59＊ ¥440,400 ¥418,380 ¥497,300 ¥472,435 ¥474,200 ××× ¥519,000 ×××

① リアリスティック一発合格 全科目一括 ＭＰ３プレーヤー付き 1731D＊ ¥388,700 ¥369,265 ¥444,000 ¥421,800 ¥416,300 ××× ¥458,200 ×××

松本基礎講座 （6ヶ月速習
コース） 1731E＊ ¥384,200 ¥364,990 ¥439,500 ¥417,525 ¥411,800 ××× ¥462,700 ×××

科目別 民法 1633C＊ ¥83,800 ¥79,610 ¥96,300 ¥91,485 ¥90,100 ××× ¥100,500 ×××

不動産登記法 1633D＊ ¥64,400 ¥61,180 ¥74,100 ¥70,395 ¥69,300 ××× ¥77,300 ×××

会社法（商法）・商業登記法 1633E＊ ¥99,900 ¥94,905 ¥114,900 ¥109,155 ¥107,400 ××× ¥119,900 ×××

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 1633F＊ ¥38,700 ¥36,765 ¥44,500 ¥42,275 ¥41,600 ××× ¥46,400 ×××

供託法・司法書士法 1633G＊ ¥16,100 ¥15,295 ¥18,500 ¥17,575 ¥17,300 ××× ¥19,300 ×××

刑法 1633H＊ ¥22,600 ¥21,470 ¥25,900 ¥24,605 ¥24,200 ××× ¥27,100 ×××

憲法 1633J＊ ¥19,300 ¥18,335 ¥22,200 ¥21,090 ¥20,800 ××× ¥23,200 ×××

不動産登記法（記述式） 1633K＊ ¥22,600 ¥21,470 ¥25,900 ¥24,605 ¥24,200 ××× ¥27,100 ×××

商業登記法（記述式） 1633L＊ ¥22,600 ¥21,470 ¥25,900 ¥24,605 ¥24,200 ××× ¥27,100 ×××

② オプション講座 一括 （解説講義あり） 17L12＊ ¥79,400 ¥75,430 ¥90,700 ¥86,165 ¥87,400 ××× ¥95,100 ×××

単体 司法書士オープン【総合編】解説あり※ 17201＊ ¥69,200 ¥65,740 ¥79,000 ¥75,050 ¥76,100 ××× ¥82,800 ×××

司法書士全国総合模試　解説あり※ 17101＊ ¥14,400 ¥13,680 ¥16,500 ¥15,675 ¥15,900 ××× ¥17,300 ×××

■お申込みの際は、下記の受講形態の選択と注意事項を必読の上で、上記受講料表にあてはめ、申込書へ記入をお願いします。

 受講形態が通学部の場合、受講会場（東京校・大阪校など）、通信部の場合、媒体（WEB・DVD・WEB+DVD）からお選びいただきます。
下記の会場記号一覧表から受講する会場記号（アルファベット）を上記受講料表中の講座コードの「＊」の部分にをあてはめてください。
　　例1）通学部東京校のLIVE又はﾋﾞﾃﾞｵﾌﾞｰｽで受講の場合→「講座コード17●●●＊」の「＊にH」を当てはめ→「17●●●H」
　　例2）通信部の媒体にDVDを選択した場合→「講座コード17●●●＊」の「＊にR」を当てはめ→「17●●●R」

　〔会場記号一覧表〕

　＜通学部会場記号＞⇒

　＜通信部媒体記号＞⇒

【注意事項】
※注１ 通信部WEB受講は、生協等の代理店でのお申込みはできません。辰已ＷＥＢスクール（辰已ＨＰ上）でお申込みいただくか、各本校窓口にお問い合わせください。
※注２ 通信部の媒体は、DVDはDVD-R対応機種でのみご利用いただけます。WEB視聴環境等ご自身のプレーヤーをご確認のうえお申し込みください。
※注３ パックに含まれる全国総合模試は6月スタートとなります。
※注４ リアリスティック一発合格 松本基礎講座の通信部受講を希望し、オプション講座を通学部での受講を希望する場合は、各本校へお問合せください。
※注５ シャドウイング音声データの無料ダウンロードは「MP3プレーヤー付き」コースでも「MP3プレーヤーなし」コースでもご利用いただけます。
　　　 ご自身のMP3プレーヤーをお持ちの方は「MP3プレーヤーなし」コースをお選びください。

京都本校はＭ

岡山校はＬ

ＤＶＤはＲ  ＷＥＢはＥ WEB+DVDはＷ

ＭＰ３プレーヤーなし
（教育訓練給付金対象講座）

東京本校はＨ 横浜本校はＹ 大阪本校はＫ

名古屋本校はＮ 福岡本校はＦ

�����������

回数 科目 担当講師 東京本校 横浜本校 大阪本校

Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程 ビデオブース(解説のみ) 演習のみ 演習のみ ビデオブース(演習含む) 演習のみ 演習＆ ビデオブース

演習＆ 演習のみ 演習のみ 解説VTR

解説LIVE 利用開始 利用終了 利用開始 利用終了 利用開始 利用終了

1 午前の部総合　＋　記述2問 辰已講師陣 4/7(土) 4/8(日) 4/12(木) 4/10(火) 5/11(金) 4/13(金) 4/14(土) 4/13(金) 4/13(金) 4/15(日) 4/16(月) 5/16(水)

2 午後の部総合　＋　記述2問 4/14(土) 4/15(日) 4/19(木) 4/17(火) 5/18(金) 4/20(金) 4/21(土) 4/20(金) 4/20(金) 4/22(日) 4/23(月) 5/23(水)

3 午前の部総合　＋　記述2問 4/21(土) 4/22(日) 4/26(木) 4/24(火) 5/25(金) 4/27(金) 4/28(土) 4/27(金) 4/27(金) 4/29(日) 4/30(月) 5/30(水)

4 午後の部総合　＋　記述2問 4/28(土) 4/29(日) 5/3(木) 5/1(火) 6/1(金) 5/4(金) 5/5(土) 5/4(金) 5/4(金) 5/6(日) 5/7(月) 6/6(水)

5 午前の部総合　＋　記述2問 5/5(土) 5/6(日) 5/10(木) 5/8(火) 6/8(金) 5/11(金) 5/12(土) 5/11(金) 5/11(金) 5/13(日) 5/14(月) 6/13(水)

6 午後の部総合　＋　記述2問 5/12(土) 5/13(日) 5/17(木) 5/15(火) 6/15(金) 5/18(金) 5/19(土) 5/18(金) 5/18(金) 5/20(日) 5/21(月) 6/20(水)

7 午前の部総合　＋　記述2問 5/19(土) 5/20(日) 5/24(木) 5/22(火) 6/22(金) 5/25(金) 5/26(土) 5/25(金) 5/25(金) 5/27(日) 5/28(月) 6/27(水)

8 午後の部総合　＋　記述2問 5/26(土) 5/27(日) 5/31(木) 5/29(火) 6/29(金) 6/1(金) 6/2(土) 6/1(金) 6/1(金) 6/3(日) 6/4(月) 7/4(水)

時間割 演習 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 ※VBは予約制です(利用日前日締切) 13:30-16:30 9:45-12:45

13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30 13:30-17:00 9:45-13:15
記述解説 16:30-18:00 13:30-15:00

17:00-18:30 14:00-15:30
択一解説 18:15-19:15 15:10-16:10

18:45-19:45 15:40-16:40

※解説なしコースの方も演習枠で受験が可能です ※解説なしコースの方も演習枠で受験が可能です

（横浜本校） （大阪本校）

回数 科目 担当講師 京都本校 名古屋本校 福岡本校

演習＆ ビデオブース 演習＆ 演習＆ ビデオブース 演習＆ ビデオブース

解説VTR 利用開始 利用終了 解説VTR 解説VTR 利用開始 利用終了 解説 利用開始 利用終了

1 午前の部総合　＋　記述2問 辰已講師陣 4/15(日) 4/16(月) 5/16(水) 4/13(金) 4/14(土) 4/15(日) 5/15(火) 4/14(土) 4/12(木) 5/13(日)

2 午後の部総合　＋　記述2問 4/22(日) 4/23(月) 5/23(水) 4/20(金) 4/21(土) 4/22(日) 5/22(火) 4/21(土) 4/19(木) 5/20(日)

3 午前の部総合　＋　記述2問 4/29(日) 4/30(月) 5/30(水) 4/27(金) 4/28(土) 4/29(日) 5/29(火) 4/28(土) 4/26(木) 5/27(日)

4 午後の部総合　＋　記述2問 5/6(日) 5/7(月) 6/6(水) 5/4(金) 5/5(土) 5/6(日) 6/6(水) 5/5(土) 5/3(木) 6/3(日)

5 午前の部総合　＋　記述2問 5/13(日) 5/14(月) 6/13(水) 5/11(金) 5/12(土) 5/13(日) 6/13(水) 5/12(土) 5/10(木) 6/10(日)

6 午後の部総合　＋　記述2問 5/20(日) 5/21(月) 6/20(水) 5/18(金) 5/19(土) 5/20(日) 6/20(水) 5/19(土) 5/17(木) 6/17(日)

7 午前の部総合　＋　記述2問 5/27(日) 5/28(月) 6/27(水) 5/25(金) 5/26(土) 5/27(日) 6/27(水) 5/26(土) 5/24(木) 6/24(日)

8 午後の部総合　＋　記述2問 6/3(日) 6/4(月) 6/30(土) 6/1(金) 6/2(土) 6/3(日) 6/30(土) 6/2(土) 5/31(木) 6/30(土)

時間割 演習 9:45-12:45 13:00-16:00 9:30-12:30 9:00-12:00 ※WEBフォローの視聴期限は2018年7月1日です。

9:45-13:15 13:00-16:30 9:30-13:00 9:00-12:30
記述解説 13:30-15:00 16:15-17:45 12:45-14:15 12:30-14:00

14:00-15:30 16:45-18:15 13:15-14:45 13:00-14:30
択一解説 15:10-16:10 18:00-19:00 14:30-15:30 14:10-15:10

15:40-16:40 18:30-19:30 15:00-16:00 14:40-15:40

※解説なしコースの方も演習の枠で受験が可能です

（名古屋本校）

回数 科目 通信部

WEBスクール DVD 申込締切

配信開始日 発送日 (WEB・DVD共通)

1 午前の部総合　＋　記述2問 4/14(土) 4/12(木) 4/6(金)

2 午後の部総合　＋　記述2問 4/21(土) 4/19(木) 4/13(金)

3 午前の部総合　＋　記述2問 4/28(土) 4/26(木) 4/20(金)

4 午後の部総合　＋　記述2問 5/5(土) 5/3(木) 4/27(金)

5 午前の部総合　＋　記述2問 5/12(土) 5/10(木) 5/4(金)

6 午後の部総合　＋　記述2問 5/19(土) 5/17(木) 5/11(金)

7 午前の部総合　＋　記述2問 5/26(土) 5/24(木) 5/18(金)

8 午後の部総合　＋　記述2問 6/2(土) 5/31(木) 5/25(金)

※WEBスクールの教材冊子発送日はDVDの発送日と同じです。

※WEBスクールの視聴期限は2018年7月1日です。

答案提出締切日 成績表＆記述式答案 返却日
回数 科目 通学部 通信部 回数 通学部 通信部

各校の演習日に 各校の演習日に 自宅作成答案

参加する場合 福岡本校 参加する場合 を提出した場合

1 午前の部総合　＋　記述2問 4/24(火) 4/21(土) 4/24(火) 1 5/3(木) 5/3(木)

2 午後の部総合　＋　記述2問 5/1(火) 4/28(土) 5/1(火) 2 5/10(木) 5/10(木)

3 午前の部総合　＋　記述2問 5/8(火) 5/5(土) 5/8(火) 3 5/17(木) 5/17(木)

4 午後の部総合　＋　記述2問 5/15(火) 5/12(土) 5/15(火) 4 5/24(木) 5/24(木)

5 午前の部総合　＋　記述2問 5/22(火) 5/19(土) 5/22(火) 5 5/31(木) 5/31(木)

6 午後の部総合　＋　記述2問 5/29(火) 5/26(土) 5/29(火) 6 6/7(木) 6/7(木)

7 午前の部総合　＋　記述2問 6/5(火) 6/2(土) 6/5(火) 7 6/14(木) 6/14(木)

8 午後の部総合　＋　記述2問 6/12(火) 6/9(土) 6/12(火) 8 6/21(木) 6/21(木)
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6/30(土)

解説講義はVBまたは受講者特典マ
イページをご利用下さい。

演習当日に教室
でご提出くださ

い。

各演習日から
7日後

5/19(土)

5/26(土)

自宅作成答案を提出する場合

4/28(土)

5/5(土)

5/12(土)

解説講義はVB
または受講者
特典マイページ
をご利用下さい

福岡本校を除く
辰已各校

※午前科目＋記述2問の回（灰色
の部分）は演習時間が3時間30
分となります。

4/14(土)

4/21(土)

※午前科目＋記述2問の回（灰色
の部分）は演習時間が3時間30
分となります。

6/2(土)

WEBフォロー

受講者特典マイページ

配信開始日

WEBでの講義視聴について 

WEBスクールでお申込みの方 
→WEBスクールのページから 

WEBフォローをご利用の方 
→受講者特典マイページから 

※WEB視聴ページへの入り口につい
ては裏表紙をご覧ください。 

辰已各本校（東京・横浜・大阪・京都・名古屋・福岡）、提携校（岡山）、通信部（WEB・DVD）で複数の日程がございます。 
実施日程については、2018年向け中上級者向けパンフレットでご確認下さい。 

スケジュール（司法書士オープン総合編 /全国総合模試）
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※本パンフレットにおいて「全科目一括」を要件とする制度は、「８ヶ月合格コース」「６ヶ月速習コース」のいずれにも適用されます。

合格Mate 適用不可



教育ローン
月謝感覚で分割払い…安心で便利な教育サービス

テレビなどでおなじみの『ジャックス』
との提携による教育クレジットです

月々￥3,000 から！　安心クレジット 無理なくお支払いいただけます。
（3万円以上のご利用よりお取扱いします）

予め設定されている支払回数（最大
60回）より選択できます。

手続はいたって簡単。
しかもスピーディー。

1
支払回数は最大 60 回　希望回数が指定できます2
原則保証人不要！ 手続簡単！スピーディー！！3

※ 1 但し、ジャックスより申し入れがあった場合は除きます。また、学生の方は親権者の連帯保証人にてお願いいたします。
※ 2 お申し込み戴ける方…①住宅及び勤務先に常設電話のある方②居住、勤続状況が安定している方③申込時年齢 20 才以上、

65 才未満の方（完済時年齢は原則として 70 才迄）④主婦の方　●配偶者情報（弊社教育ローン申込書のご主人・親権者欄
及び勤務先欄にご記入ください）に基づき総合的に判断させていただきます。

《取引条件》●支払回数３〜 60回　●支払期間３〜 60ヶ月　●実質年率 6％

※

銀行印（本人印および保証人印）・銀行支店名と口座番号・教
育クレジット申込書（必要事項記入済）を御用意のうえ、辰已各
本校まで御来所ください。

教育クレジット申込書をお取り寄せの上、
必要事項をご記入ください。

■申込手続きの流れ

※書類に不備があると受け付けられません。御注意ください。

クレジット会社による書類審査

会員証の発行→講座受講 商品の購入

指定期日に指定の銀行口座より料金の引き落としがされます

講座開講10日前迄に手続をお願いしま
す。審査完了まで、会員証の発行・講座の
受講ができません。予めご了承下さい。

講座 書籍・DVD

※下記の一例を参考に、よりご自身に
あった支払方法をご計画ください。利用モデル利用方法

辰已法律研究所 各本校取り扱い

お支払の開始月について

原則としてお申込みの翌月27日から開始

リアリスティック 8 ヶ月合格コース
（リアリスティック・フルパック）

●通学部・MP3 プレーヤーなし
［一括…￥440,400（税込・辰已価格）］

6ヶ月速習コース
（リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括）

●通学部・MP3 プレーヤーなし
［一括…￥384,200（税込・辰已価格）］

12 回払い
（月々均等払い）

12 回払い
（月々均等払い）

●支払い金額（税込）

●支払い金額（税込）

初           回 ....￥37,945
2 〜 12 回目 ....￥37,900
支払合計金額 ￥454,845

初           回 ....￥33,801
2 〜 12 回目 ....￥33,000
支払合計金額 ￥396,801
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●申込書・振替書・受講料などの送付は各本校へお願いします。

講座（通学・通信）をお申し込みの場合は、会員証を発行します。辰已窓口の場合、当日発行。大学生協・提携書店での通学部の場合は、申込書控と引換（各本校により受け
渡し方法が異なります／下欄【注意 -7】を参照）。同通信部の場合、申込書控え又はハガキを郵送してください。関西以西のエリアでは代理店より辰已に連絡が入りますので、
申込書控の送付は不要です。書籍・通信教育講義DVDをお申し込みの場合は、手続き完了後、商品をお渡しいたします（通信販売の場合は商品発送）。

辰已窓口
代金を御持参の
上、窓口にてご注
文ください。

各店舗専用の申込
書に必要事項をご
記入の上、代金を
お支払いくださ
い。

各店舗専用の申込
書に必要事項をご
記入の上、代金を
お支払いくださ
い。

代金お振替後、申
込書に領収書の原
本又はコピーを添
えて郵送、あるい
は辰已窓口までお
持ちください。

代金お振込後、申
込書に領収書の原
本又はコピーを添
えて郵送、あるい
は辰已窓口までお
持ちください。

申込書に代金を添
えて、辰已各本校
まで郵送してくだ
さい。

詳細はホームペー
ジをご覧ください。

大学生協 提携書店 郵便振替 銀行振込 現金書留 デリバリー
サービス

辰已専用の申込ハガキ付振替書に必要事項を明記
の上、受講料を添えてお振替またはお振込くださ
い。また添付されている辰已宛のハガキにも必要事
項を記入し、金融機関印を押印してもらい、辰已事
務局宛に投函してください（切手不要）。

辰已専用の申込ハガキ付振替書を
ご利用される場合

受講料をお振替またはお振込後、下記の必要事項を記
入した申込書に領収書の原本またはコピーを添えて郵
送するか辰已窓口までお持ちください。
●申込書の必要事項
郵便番号・住所・氏名・電話番号・申込希望の講座
（通信教育講義DVD・辰已刊行書籍）・講座コード（教
育講義DVDの場合は請求コード）・受講料・送料（書
籍の場合 /但し通信教育講義DVDと同時に申し込
む場合は不要）。

辰已専用の申込ハガキ付振替書を
お持ちでない場合

※旧東京三菱銀行のキャッシュカードはご使用で
きません。また、旧東海銀行のキャッシュカー
ドはご使用前に、銀行での手続きが必要です。

※ご利用は、キャッシュカードのお取り扱い時間
に限ります。

※辰已の講座・DVD・書籍にご利用になれますが、
書籍の場合は定価となります。

※手数料不要、面倒な手続きなサインも不要です。
※詳細は辰已各本校までお問い合わせください。

ご利用になれるキャッシュカード
郵便局・都市銀行・地方銀行・信用金庫など全
国600余りの金融機関のキャッシュカードです。

デビットカード
銀行のキャッシュカードでお支払い

東京	
●平日・土曜・祝日 ( 日曜除く )
　9:00 〜 19:30　
●日曜日		9:00 〜 19:00

横浜	
●平日・土曜・祝日 ( 日曜除く )
　9:00 〜 18:30　
●日曜日		9:00 〜 18:00

名古屋	
●平日・土曜・祝日 ( 日曜含む )
　9:00 〜 19:30　

大阪	
●平日・土曜・祝日 ( 日曜除く )	
　9:00 〜 18:30　
●日曜日		9:00 〜 18:00

京都	
●平日・土曜・祝日 ( 日曜除く )	
　9:00 〜 18:30　
●日曜日		9:00 〜 18:00

福岡	
●平日・土曜・祝日 ( 日曜除く )	
　9:00 〜 18:30　
●日曜日		9:00 〜 18:00

有料（実費含む）・無料
を問わず、ガイダンス・
シミュレーション・セミ
ナーの類は、デリバリー
サービスでお申込みでき
ません。ご了承ください。

通学講座・通信講座・辰
已刊行書籍・通信教育講
義 DVD のご購入に、ク
レジットカード・デビッ
トカードでのお支払いが
可能です。詳しくはお問
い合せください。

※福岡本校をご希望の方は大阪本校の振込、及び振替先にお願い致します。
※横浜本校をご希望の方は東京本校の振込、及び振替先にお願い致します。

〈郵便振替先〉
●東京本校	
　00190-9-65773
　辰已法律研究所
●大阪本校
　00970-9-1755
　辰已法律研究所大阪本校
●京都本校
　01030-3-41849
　辰已法律研究所京都本校
●名古屋本校
　00840-8-32229
　辰已法律研究所名古屋本校

〈銀行振込先〉
●東京本校	
　■三菱東京UFJ 銀行新宿通支店
　	 ( 普 )2083805			辰已法律研究所
　■三井住友銀行飯田橋支店
　	( 普 )		596098		辰已法律研究所
　■みずほ銀行新宿西口支店
　	( 普 )1085881		辰已法律研究所
●大阪本校
　■三井住友銀行江坂支店
　	( 普 )1532995		辰已法律研究所大阪本校
●京都本校
　■三井住友銀行四条支店
　	( 普 )1433319		辰已法律研究所京都本校
●名古屋本校
　■三菱東京UFJ 銀行柳橋支店
　	( 普 )1829074		辰已法律研究所名古屋本校

フリーダイヤル
0120-017-035
●平日・土曜（日祝除く）
　10:00〜18:00

代金引換扱いをご利用の
場合は、商品代金に加え
てヤマト便所定の代金引
換手数料をご負担いただ
きます。詳しくはホーム
ページをご覧下さい。

5％off5％ off 電話一本で
お申込み、
お支払いは
ご自宅で！

東京本校	 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-3-6 TEL.03-3360-3371（代表)  
横浜本校	 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-5 銀洋第2ビル4F TEL.045-410-0690(代表)  
大阪本校	 〒530-0051 大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パークビル3F TEL.06-6311-0400(代表)  
京都本校	 〒604-8187 京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435
  京都御池第一生命ビルディング2F TEL.075-254-8066（代表）
名古屋本校	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-23-3第2アスタービル4F TEL.052-588-3941（代表）
福岡本校	 〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-49 ヒューリック福岡ビル8F TEL.092-726-5040（代表）

申込
方法

1	受講料は消費税が含まれています（辰已事務局受付価格。書店・生協によっては、
消費税による端数の処理が異なり、価格が1円単位で異なる場合があります）。尚、
税率変更の際は、差額をご負担いただく場合がございます。予めご了承ください。

2	受講申込み後、解約の必要が生じた場合には、受付にお申し出下さい。講座開
始前の返金金額は、パック料金、割引き料金、代理店（生協含む）での申込み
金額から、解約金を差し引いた金額です。解約金は講座受講料の20％を原則と
し、上限を50,000円と致します。講座開始後の返金金額は、受講料から受講済
み部分に相当する受講料及び解約金を差し引いた金額です。受講済み部分に相
当する受講料は、パック料金、割引き料金、代理店（生協含む）での申込み金
額を基礎に、通学講座では時の経過分、通信講座では発送終了分として算出し
ます。解約金は講座受講料の20％を原則とし、上限を50,000円と致します。
また教育ローンをご利用の場合は返金金額より、当社のローン会社に支払わな
ければならないキャンセル手数料相当額を控除させていただきます。

3	通学部講座には教室の収容人員の関係上、定員が設定されています。満席になりま
すとお申し込みをお受けできないことがあります。お早めにお申し込みください。

4	地震・火災・講師の急病等、やむをえず休講・代講をする場合があります。予めご
了承ください。

5	辰已窓口でお申込みの場合、VISA／Master	Card ／ JCB／AMEXの各カードが
お使いになれます。

お
申
込
上
の
注
意

●書籍お買い上げ合計が5,000円以上の場合、送料無料。
●書籍お買い上げ合計が5,000円未満の場合、

　◇本州→500円、◇北海道・四国・九州→700円、◇沖縄→1000円。
　その他の地域（淡路島・佐渡島等）は、辰已・東京本校へお問い合わせ下さい。

6	郵便振替・銀行振込・現金書留の場合、通信部は申込締切日、通学部は開講日一週間前ま
での必着です。

7	生協・提携書店での通学／通信講座をお申込みの場合、会員証発行までの手続が各本校に
より異なります。

辰已刊行書籍は全国有名書店及び大学生協にて取扱中です（一部辰已法律研究
所・事務局のみの取扱となるものがあります）。郵送にてお申込みの場合は、定
価に送料を加えた額を添えてお申込みください。

＊

生協・書店で受け取った申
込書控をもって3日以内に
各講座会場の事務局（東京
本校・横浜本校）へお越し
ください。

申込書控えを投函してください。但し関西以西のエリアに限り、申込書控えの送付は不要です。

生協・書店での申込受付を
確認後、辰已大阪・京都・
福岡本校より会員証など送
付いたします。
＊但し一部代理店のみ異なります。

生協・書店で受け取った
申込書控をもって3日以
内に辰已名古屋事務局へ
お越しください。

東京・横浜本校
通学部

通信部

大阪・京都・福岡本校 名古屋本校

通学講座・通信講座・通信教育講義
DVDなどと書籍を通信販売で同時に
お申し込みになる場合、書籍の送料は
無料になります。

★以下の申込方法がその対象です。
●郵便振替	 ●銀行振込	
●現金書留	 ●デリバリーサービス
● Eショップ
＊ Eショップとは、辰已HP内のイン
ターネット販売サービスです。

教育ローン

辰已各本校で取扱い
※詳細はお問い合せください

最大
60 回払い
まで OK

株式会社ジャックス提
携


