
ゼロから学習する方でも理解しやすいように
基本事例を素材にしたOutput型の基礎学習
276時間と比較的短時間で基礎を一気に終わらせることが
できる集中Web講義です。

辰已法律研究所★予備試験合格への1st Step

当講義の特色 当基礎集中講義では、OUTPUTから始めるINPUTと呼ぶべき学
習スタイルを採用しています。

毎回の講義で、理解を助ける「基本事例問題」を検討し（OUTPUT）、問題を解くために
必要となる基本的な知識を、試験で使える形でINPUTしていくという、理解しやすい⽅法
論で進めていきます。

基礎集中講義
法律基本7科目＋実務基礎2科目

全科目配信中

講義時間 約276時間
1日4時間✕4日なら約4カ月で修了
1日3時間✕4日なら約６か月で修了

憲法30h/民法66ｈ
刑法45ｈ/行政法27ｈ
商法30h/民訴27h
刑訴27h
民事実務基礎12h
刑事実務基礎12h

全276時間

約1時間を1ユニットとして、270個のユニットで構成
（例︓憲法30ユニット、⺠法66ユニット、刑法45ユニット等）

ユニット構成

ご自分のスケジュールに合わせて、
時間のないときは１ユニットだけ視聴、余裕のある時は４ユニット視聴、というように学習
計画の進捗にあわせて視聴して頂けます。
※当講義はＷｅｂ視聴専用であり、ＰＣ、スマホ等の通常の視聴環境が必要です。

原孝至（はらたかし）講師が
全科目を一貫指導
科目毎に講師が変わりませんので
科目間の学習連携がスムーズです

担当講師

原先生が語る「予備試
験・司法試験に必要な
基礎ってなに？」
動画約15分

辰已専任講師・弁護士
・早稲田大学法学部卒
・早稲田大学法科大学院
既修者コース修了

・司法試験合格

司法試験段階まで使っていける「スタンダードテキスト」
＆当講座独特の「基本事例問題レジュメ」テキスト

スタンダードテキストPDF→
合格に必要な知識すべてを網羅した基礎講座専用の⾠已オリジナルテキスト「スタン
ダードテキスト」（非売品）を使用します。これに加え、基本問題事例を学ぶ、学習
用サブレジュメを使用（約100の基本的事例を扱って、基礎知識の習得を促進）。

2021.3-2022.4の最新収録版

通信Web講座

基礎集中講義

短答過去問基礎演習

論文過去問基礎答練

基礎から学びたい「基礎生」のための

※法律実務基礎科目（⺠事/刑事）については、⾠已法律研究所刊⾏「法律実務基礎科目ハンドブック第5版」
➀⺠事実務基礎②刑事実務基礎の２冊をテキストとして使用します（受講料に含まれます）。←基本事例問題レジュメPDF

辰已法律研究所 https://www.tatsumi.co.jp/



短答過去問パーフェクト直近3年分で学ぶ

短答過去問基礎演習

週末に5時間頑張れば、約4カ月で修了

●なぜ直近3年分なのか？→
合格者体験談YouTubeが
参考になります。動画約5分

通信Web講座

基礎集中講義

短答過去問基礎演習

論文過去問基礎答練

解説講義６０時間＋各自解答時間約21時間

総所要時間 約81時間

辰已法律研究所★基礎生＆基礎修了生

各自問題を解く
❶論点の解説
➋短答問題の解き方
❸試験レベルの知識の
仕入れ方
❹短答学習の方法論 等

●当講座は、基礎生・基礎修了生にも取り組みやすい様に設計されています

予習講義

予習講義で指摘され
た出題論点のポイン
トを、各自の基礎テ
キストや基本書で確
認して事前学習

事前予習

本試験と同じ試験時間
（1問2分～2分30秒）で
過去問を体系順に解き
合計582問を潰す

本試験問題にぶつかる 短答は学習素材の宝庫

原講師の短答講義
各回30分

各回60分

＊⾏政法・商法・⺠訴・刑訴については、論点網羅の為に、予備試験直近過去問3年分に過去の司法試験問題をプラスして出題します

基礎生・基礎修了生のための

辰已法律研究所 https://www.tatsumi.co.jp/

論文過去問基礎答練
基礎生・基礎修了生のための

法律基本科目7科目＋法律実務基礎2科目

解説講義78時間＋各自答案作成時間約60時間

全27回45問

直近5年分の過去問45問と趣旨・規範ハンドブックで学ぶ
通信Web講座

基礎集中講義

短答過去問基礎演習

論文過去問基礎答練

本試験指定の時間内
で答案を書く。

講師の解説講義

講義内容

予習講義
趣旨・規範ハンドブックを
使用します。

2問で1時間程度
答案を書く前に必ず視
聴して下さい。

各自答案を書く

東京通学部会場では、
1回に2問ずつ書きます。
通信で行う場合には、1回1
問ずつ２日に分けて

書等書き方は自由です。
R3→H29の年度順に進行

➀論点の解説
②論文答案の解き方
③論文学習の方法論等

素材は
➀本試験問題②論点③出題趣旨
④合格者が再現したリアルなA評
価答案、場合によってＣ答案

1問につき約60分1問につき約30分

※別売り

●原講師が語る
講座コンセプト
動画約15分→

●基礎修了直後でも「論文答案の書き方」を学びやすいく設計



講座名 受講形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

H2001E ¥405,900 ¥385,605
憲法 H2002E ¥46,400 ¥44,080
民法 H2003E ¥102,200 ¥97,090
刑法 H2004E ¥69,700 ¥66,215
商法 H2005E ¥46,400 ¥44,080

民事訴訟法 H2006E ¥41,800 ¥39,710
刑事訴訟法 H2007E ¥41,800 ¥39,710

行政法 H2008E ¥41,800 ¥39,710
民事実務 H2009E ¥18,600 ¥17,670
刑事実務 H2010E ¥18,600 ¥17,670

H2011E ¥128,200 ¥121,790
憲法 H2012E ¥19,300 ¥18,335
民法 H2013E ¥28,400 ¥26,980
刑法 H2014E ¥19,300 ¥18,335
商法 H2015E ¥16,200 ¥15,390

民事訴訟法 H2016E ¥16,200 ¥15,390
刑事訴訟法 H2017E ¥16,200 ¥15,390

行政法 H2018E ¥19,300 ¥18,335
H2011R ¥154,100 ¥146,395

憲法 H2012R ¥23,200 ¥22,040
民法 H2013R ¥34,250 ¥32,538
刑法 H2014R ¥23,200 ¥22,040
商法 H2015R ¥19,450 ¥18,478

民事訴訟法 H2016R ¥19,450 ¥18,478
刑事訴訟法 H2017R ¥19,450 ¥18,478

行政法 H2018R ¥23,200 ¥22,040

H2019E ¥143,700 ¥136,515
憲法 H2020E ¥16,800 ¥15,960
民法 H2021E ¥16,800 ¥15,960
刑法 H2022E ¥16,800 ¥15,960
商法 H2023E ¥16,800 ¥15,960

民事訴訟法 H2024E ¥16,800 ¥15,960
刑事訴訟法 H2025E ¥16,800 ¥15,960

行政法 H2026E ¥16,800 ¥15,960
法律実務 H2027E ¥33,700 ¥32,015

H2019R ¥160,700 ¥152,665
憲法 H2020R ¥18,800 ¥17,860
民法 H2021R ¥18,800 ¥17,860
刑法 H2022R ¥18,800 ¥17,860
商法 H2023R ¥18,800 ¥17,860

民事訴訟法 H2024R ¥18,800 ¥17,860
刑事訴訟法 H2025R ¥18,800 ¥17,860

行政法 H2026R ¥18,800 ¥17,860
法律実務 H2027R ¥37,600 ¥35,720

H2019H ¥143,700 ¥136,515
憲法 H2020H ¥16,800 ¥15,960
民法 H2021H ¥16,800 ¥15,960
刑法 H2022H ¥16,800 ¥15,960
商法 H2023H ¥16,800 ¥15,960

民事訴訟法 H2024H ¥16,800 ¥15,960
刑事訴訟法 H2025H ¥16,800 ¥15,960

行政法 H2026H ¥16,800 ¥15,960
法律実務 H2027H ¥33,700 ¥32,015

基礎集中講義

短答過去問基礎演習

通信部Web

通信部DVD＊
Web視聴も可能

科目別申込

科目別申込

論文過去問基礎答練

申込形態

全科目一括申込

全科目一括申込

全科目一括申込

全科目一括申込

全科目一括申込

全科目一括申込

科目別申込

科目別申込

科目別申込
東京校通学部

通信部DVD＊
Web視聴も可能

通信部Web

科目別申込
通信部Web

辰已法律研究所【講座受講料/税込】



短答過去問基礎演習通信＋ 論文過去問基礎答練（東京通学）

受講形態 申込形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

[短答]通信部Web
＋[論文]通学

全科目
一括申込

H2030Ｈ ¥258,305 ¥245,390

短答過去問基礎演習通信＋ 論文過去問基礎答練（Web受講）

受講形態 申込形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

[短答]通信部Web
＋[論文]通信部Web

全科目
一括申込

H2030E ¥258,305 ¥245,390

基礎集中講義＋短答過去問基礎演習

受講形態 申込形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

通信部Web
全科目

一括申込
H2028E ¥507,395 ¥482,025

基礎集中講義＋論文過去問基礎答練（東京通学）

受講形態 申込形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

[集中]通信Web
＋[論文]通学

全科目
一括申込

H2029Ｈ ¥522,120 ¥496,014

基礎集中講義＋論文過去問基礎答練（Web受講）

受講形態 申込形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

通信部Web
全科目

一括申込
H2029E ¥522,120 ¥496,014

基礎集中講義＋短答過去問基礎演習＋論文過去問基礎答練（東京通学）

受講形態 申込形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

[集中][短答]通信部Web
＋[論文]通学

全科目
一括申込

H2031H ¥643,910 ¥611,715

基礎集中講義＋短答過去問基礎演習＋論文過去問基礎答練（Web受講）

受講形態 申込形態 講座コード 辰已定価 当代理店価格

通信部Web
全科目

一括申込
H2031E ¥643,910 ¥611,715

辰已法律研究所【パック受講料/税込】


