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［受講歴］ 新入門講座西口クラス
スタ論西口クラス
西口ゼミ　他

私の受験生活は「西口入門」に始まり、
「スタ論西口クラス」で終わった。

V司法試験合格

長い間勉強をしていると考え方にも迷いやブレが生じことがありま
す。そのような場合、自分の信じる合格者や指導者のアドバイスに素
直に従ってみると案外簡単に解決できることがあります。わたしはあ
れもこれもどれが正しいのかがわからなくなってきたとき、西口講師
の「そんなもん、いらん！」という言葉で、自分が余計なことに時間
を割いて悩んでいたことに気がつき、先に進めたことが何度もありま
した。良き指導者との出会いは合格への近道です。

甲南大学法科大学院
既修者コース　受験１回

夛田  有里さん
［受講歴］ 西口小教室

スタ論西口クラス
西口ゼミ　他

神戸大学法科大学院
既修者コース　受験３回

秋山  由貴さん（仮名）

西口クラスで、答案の書き方、点のとり方、
かけがえのない友人を得ました。

V司法試験合格

私は，スタ論西口クラスやゼミで，法律の理解を示す答案の書き方，点数の
乗りやすい答案の書き方，細かく点数を取りにいくテクニックを学びました。
答案の書き方が分からない人は，スタ論とゼミでの反復練習を通じて，合格

水準の答案が書けるようになります。自分の知識に自信がある人，自分の答案
に自信を持っている人でも，あと１０点，２０点上を目指すことができます。
また，西口クラスの仲間と一緒に最後まで駆け抜けることで，合格を勝ち得

たと同時に，かけがえのない友人も得ることができました。一人で勉強するよ
り，絶対お勧めです。

［受講歴］ スタ論西口クラス
西口先生　民訴百選解説講義　他

京都大学法科大学院
既修者コース　受験２回

Ｔ・Ｔさん

スタ論・西口クラスで
本試験の相場感覚を養う。

V司法試験合格

スタ論西口クラスは、自分と同じ教室で受講した学生の答案数通を
西口竜司講師がその場で採点していき、よい点・悪い点の指摘や、本
試験ならば何番と評価されるのかについて講評していくというスタイ
ルです。西口講師は多数の受験生の再現答案を読み込まれていて、ど
の様に書けば採点者にアピールでき、他の受験生と差をつけられるの
かを熟知しておられ、受講生にフィードバックしてくれる点でも優れ
た講義であったと思います。

［受講歴］ スタ論西口クラス
全国公開模試
西口ゼミ　他

大阪市立大学法科大学院　
既修者コース　受験２回

塚井  一将さん

ただ西口先生の指導に従うことで
合格することができた。

V司法試験合格

家族の協力や奨学金の返還の猶予を得て、西口小教室を受講するこ
とで２回目の受験による合格を目指すことになりました。実は、辰已
専任講師・弁護士　西口竜司先生の講座をすすめられる前にも、西口
先生の無料ガイダンスを１回目受験の直前期に受講したことがあり、
それによって短答の点数をグンと伸ばすことに成功していましたか
ら、西口先生の指導に従えば合格できるのではと秘かに思っていたの
です。

平成26年度  司法試験合格者

私たちは西口先生を推奨します！

■無料ガイダンス

2016司法試験
関西の受験生の皆さんに

をご提案します

合格者の声＆ガイダンス

講師書き下ろし答案で示す。1500人時代の書き方。

答案の作法 2016＿民法答案の書き方

勝利の方程式

×××
受験界

最強・最大の答練
Pro

熟練と熱血の指導

スタンダード
論文答練

西口 竜司
講師××××××

辰已スタ論
西口クラス
10/3Sat10/3Sat OPEN週1週1 大阪校Live合格者減が予想されるH28年度本試験はこう勝ち抜け。

西口式答案の作法をH27本試験民法の問題と講師作成答案を使って，具体
的に解説します。
担当講師 東京本校 大阪本校 京都本校 名古屋本校 通信部

（敬称略） LIVE LIVE LIVE LIVE 発送日 最終

以降随時発送 申込締切

西口竜司 9/11(金) 9/13(日) 9/12(土) 9/12(土) 9/18(金) 10/31(土)

14:30-16:00 16:30-18:00 13:00-14:30 16:30-18:00 ※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。

※通信部は実費をいただきます。
申込コード（DVD）：15GC1R
価格（税込）辰已価格￥1,100　代理店価格￥1,045



辰已専任講師・弁護士　西口 竜司先生

２０１６年から司法試験の合格者数は１５００人を目
安にすると発表されました。受験生にとっては厳し
い発表かと思います。１５００人時代に確実に合格す
るラインを見定めるべく，私は皆様方の答案を多数
徹底的に添削し研究させて頂きました。結果として，
１５００人に合格者数が変更されたとしても本質は変
わらないし，私が今回提唱する方法論を実践して頂け
れば何の問題もないと確信しました。
ところで，従来からスタ論西口クラスを実施してきま
したが，今年の講座は何が違うのでしょうか。端的に
申し上げて微に至り細に至る指導をする内容に切り替
えました。
具体的には，パンフレットに掲載されていますが，第
１Ｃはインプットの時期と考えており，特別な補強
講義を用意しました。ここでは，オリジナル論証集を
使用して各科目の基本論点の書き方を修得して頂きま
す。
本編では，まず予習講義を設け，答練で失敗をしない
ようにするために，基本論点・基本論証をきっちり準
備して頂きます。「知識がないから書けなかった」と
いう状況は私のクラスでは無縁の話という状態にしま
すから，「答案をいかにして書くのか」に集中し，答
練を受講して下さい。
そして，解説講義に入るのですが，今回の解説講義は
一風変わったものになります。知識面での話をするの
ではなく，問題文を書画カメラに写しながら答案構成
をしていきます。実際の思考過程を体感して頂こうと
思います。難問や現場思考問題に関しては，私自身が
書いた答案もお示ししますので，期待して下さい。

さらに，私が採点した答案を使用した優秀答案分析講
義を実施します。同講義においても新しい視点が盛り
込まれています。
答案の中で修正が必要な部分を抜粋し，当該部分を実
際に私が書き換えるという作業をお見せし，単なるダ
メ出しに終始しない答案の書き方講義をお見せいたし
ます。
また，受験生の皆様を徹底的にサポートさせて頂くた
め，Facebook のグループを開設し，受講生の皆様方
のご質問にお答えし，それを共有し，旧司法試験過去
問，予備試験過去問の解答例等の資料をアップしたり
と全力でフォローさせて頂きます。
他方で，第２Ｃでは実践力をつけて頂くためのカリ
キュラムを策定しておりますし，直前期も様々なサ
ポートをさせて頂く予定になっております。スタ論を
中心にスタ論のエッセンスを完全に抽出し，そして，
合格レベルに到達して頂くのが本講座のコンセプトに
なってくるのです。
最後に，私は，新司法試験世代の第１期生として，後
進の受験指導に全力をあげてきました。2006 年から
今に至るまで，指導に当たらせて頂いた全ての受験生
から私は大きなプレゼントを受け取ってきました。そ
れは，『経験』です。例えば，10月に「えんしゅう本」
レベルの問題に苦戦していた受験生を，諦めず指導し
続け，翌 5月の試験で合格へ導くことができた経験。
逆に「なぜこの人が」という人が不合格になってしま
い，一緒に涙した経験。ひとりひとりの経験を蓄積し
たことが，今の私の財産です。今年のスタ論西口クラ
スは，この『経験』を活かし，可能な限りあなたのポ
テンシャルを引き出し，合格へ導きます。祈！合格！

辰已専任講師・弁護士　西口竜司

講師西口は語る－
第１クールは皆さんの背中を押します，第２クールは皆さんの前を走って引っ張ります。
どうぞ、私と、全力投球で合格への最後の一歩を進めましょう。

１５００人時代が来る。この大波を、絶対に、一緒に乗り切りましょう！
スタ論の西口クラスを立ち上げました。１０月から直前まで、私が徹底的にサポートします。 スタ論第1クール スタ論第 2クール 西口クラス特別講義

総まくり講義

西口クラス特別講義
予習・復習・優答分析

西口クラス特別講義
予習・復習・優答分析

西口クラス特別講義
直前予想講義

西口クラス特別講義
論証補強講義（オプション）

10月 10月 3月 4月 5月 9月
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スタ論西口クラス
第１クール

スタ論西口クラス
第 2クール

スタ論西口クラス
直前総仕上げ

①

①

②

③

① ④

② ⑤

⑥

もう一息！４月まで・週１回・西口と頑張り切れば合格！

①業界最大の「答練」でペースメイキングし、最後は業界最大の「模試」で仕上げる。

②予習講義→復習講義→優答分析。基礎知識も答案の書き方もフルサポート。

③年内は論証補強講義を実施。全科目の基本論点を論証形式で叩き込む！

④趣旨規範ハンドブックで重要ポイントを高速リピート。

⑤辰已を３年振り返れば，本試験に当たる。答練・模試から出そうな問題を選んで解説。

⑥ SNSフル活用！講師との距離をグンと近く。合格まで徹底フォローします。

業界最大母数９年連続ナンバー１。毎年本試験に的中し，「あれ辰己で出たやつ」「受けないと不利」と言われる辰
己の「スタンダード論文答練（スタ論）」と「全国公開模試」。西口クラスでは「スタ論」を年内は隔週，年明けは毎
週受験。そして，「全国公開模試」できっちり仕上げる。全国の受験生に遅れをとることなく，勉強のペースもきっち
り掴んでいただくことができます。

答案は 10月から書きたい。でも，知識や書き方が定着していないから，それが固まってからのほうが・・・。そん
な心配は西口クラスには無用です。予習講義で基礎知識を，復習講義と優秀答案分析で答案の書き方を，西口先
生がきっちりフォローしていきます。答案を書くのが早ければ早いほど，合格に近づきます。答練参加に尻込みをす
るのではなく，西口クラスの門を叩いてください。それが合格への第一歩です。

スタ論西口クラス第 1クールはオプションで論証補強講義を実施します。本講義では，オリジナル論証集を使用して，
各科目の基本論点を論証形式，すなわち答案に書ける形で叩き込んでいきます。答案の書き方がなかなか実につか
ないなと悩んでいる方にピッタリの講義です。また基本論点を一気に確認することで，基礎知識の確立にも役立ちま
す。

「本試験会場に行くとみんな持ってました」と言われる「趣旨規範ハンドブック」。直前期の復習に最適なツールでは
ありますが，みんな持っているからこそ差をつけたいところです。そこで，西口クラスでは，直前期に趣旨規範ハン
ドブックを使用して，「総まくり講義」を行います。旧司法試験・新司法試験の出題実績を盛り込んだ論点表を配布し，
頻出分野と出そうな分野に絞って，効率的な総仕上げを行います。

毎年高い的中率を誇る辰己の答練と模試。実は当年だけでなく，昨年実施分，一昨年実施分が的中することも多々
あります。そこで，過去３年分の答練と模試の中から，出そうなものを西口先生がピックアップ。各科目２年分を「直
前徹底予想問題集」として配布し，講義します。２年分の模試問題集としても使えますので，直前にもっと答案を
書きたいなという方にもオススメの講義です。

スタ論西口クラスでは毎年Facebook 上にグループを作り，西口先生と受講生が情報を交換したり，質問を共有した
り，過去問の答案を受験生がアップし，みんなで添削したりという活動をしています。毎年，いい意味で先生を利用
した人が合格しています。また，Facebookを利用できない方もサポート用メールアドレスが配布されますのでご安心
下さい。言葉は悪いですが「図 し々い受験生」が合格します。遠慮せず，利用可能なものは利用しつくして，合格を
勝ち取ってください。（各種フォロー制度のご案内は講座初回に配布いたします）

必要な基礎知識全部・合格できる答案への補修全部・メンタル全部

1

西口サポート（Facebook メンバー交流，メール質問受付）

スタ論西口クラス　合格体系



スタ論西口クラス　第1クール スタ論西口クラス　第2クール&直前総仕上げ
　■合格する人は１０月から書いている。西口先生が背中を押します！恐れることなくスタ論に参加して下さい。 　■年明けは仕上げの時期。一番実力が伸びる直前期を絶対に無駄にしない！そんなプランを策定しました。

スタ論西口クラス　第１クール  の特徴

スタ論西口クラス　直前総仕上げ  の特徴

スタ論西口クラス　第 2クール  の特徴

年内の答練は２週に１回の隔週実施。空いた週は自分でじっくり勉強。 毎週の答練をペースメーカーとして，実力を一気に伸ばす。

直前期が合否を分ける！実力を一番伸ばす直前期の使い方。

答練のない日に論証補強講義でインプット。空いた週も一緒に勉強。

予習講義
基礎知識補充

予習講義
基礎知識補充

辰已全国
公開模試

総まくり
講義①

総まくり
講義②

直前予想
講義①

直前予想
講義②

司法試験
本試験

予習講義
基礎知識補充

復習講義
問題処理手順
現場思考方法

復習講義
問題処理手順
現場思考方法

復習講義
問題処理手順
現場思考方法

優秀答案
分析講義
答案の書き方

優秀答案
分析講義
答案の書き方

優秀答案
分析講義
答案の書き方

スタ論
答案練習会

スタ論
答案練習会

スタ論
答案練習会

スタ論
添　削

スタ論
添　削

スタ論
添　削

スタ論
解説講義

スタ論
解説講義

スタ論
解説講義

スタ論
みんなの答案

スタ論
みんなの答案

スタ論
みんなの答案

答練が
ある週

答練が
ある週

答練が
無い週

答練が
無い週

自分でじっくり勉強
西口講師が予習講義・復習講義・優秀答案分析講義で

指示した学習を進めて下さい

論証補強講義　毎回6時間・全36時間
西口講師がオリジナル論証集を使って，
全科目の基本論証を叩き込みます。

WEBでご受講下さい WEBでご受講下さい

WEBでご受講下さい

第1クール  標準クラス 第 2クール

直前総仕上げ

第1クール  論証補強クラス

第１クールの予習講義は，予習講義レジュメを使用し，答案を書
く上で必要となる基本的な知識を事前に補充します。これによっ
て，「何を書けばよいのかわからない」という状況に陥ることはな
くなります。「知識がないから答案を書く練習にならないんじゃな
いか？」「まだ答練に参加する実力がないんじゃ？」そんな心配は
西口クラスには無用です。合格する人は１０月から書いている。恐
れることなく，スタ論に参加して下さい。
※第２クールの予習講義は内容が異なります。

優秀答案分析講義は，西口先生が採点した西口クラス生の答案を
ピックアップし，どこをどう修正すれば，合格答案になるのかを具
体的に指導します。単なるダメ出しに終始するような講義ではなく，
該当箇所を実際に西口先生が書き換える様子を書画カメラに映しな
がら講義します。また，西口先生の提唱する「答案の作法」が守ら
れているかも適宜チェックしていきます。本講義を繰り返し，受講
することで，合格する答案の「型」，評価される答案の書き方を修
得していただきます。難しい問題に関しては，先生が自ら答案を書
き，具体例をきっちり示します。

復習講義は，１・２クール共通して，知識の話ではなく，問題の読
み方や答案構成の仕方といった答案を書くための下準備のやり方，
そして現場思考の方法を学んで頂きます。書画カメラを使って，西
口先生が問題文に書き込みをしながら，問題の読み方，実際に答案
構成する様子を余すところなく，お見せします。その中で，「ここ
は難しいからこうやって守る」「ここはみんな書いてくるからこう
やって差をつける」といったいわゆる現場思考の方法も伝授してい
きます。先生のノウハウを全力で盗み取ってください。

第１クールの答練は隔週実施。そこで，本講義は，答練のない週に
基本論点のインプットと書き方を補充します。具体的には，オリジ
ナル論証集を配布し，各科目の基本論点を論証形式で叩き込み，理
解を深めるとともに，基本論点がスラスラかける瞬発力を付けてい
きます。「本試験で時間が足らなかった」という声をよく聞きますが，
「時間が足らなかった」のではなく「時間内に処理する訓練が足ら
なかった」だけです。当講義で培う瞬発力はあなたを途中答案の危
機から救ってくれる大きな武器になります。

■予習講義

■優秀答案　分析講義

■復習講義

■論証補強講義（有料オプション）

あなたがある会社に就職しようと思えば，その会社の理念や求め
る人物像をきっちり調べますよね。司法試験もいわば法曹になる
ための就職試験。司法試験委員会が求めるのはいかなる人材なの
かをきっちり把握しなければなりません。そこで，第２クールの
予習講義は，「出題趣旨・ヒアリング・採点実感」を各科目３年
分検討し，いかなる人材が求められているのかを明らかにします。
さらに，西口先生が監修した答案例も配布しますので，ご自身が
答案を書いた際に見比べて，検討素材としてください。

受験会場で最も多くの受験生が持っているといわれる「趣旨規範
ハンドブック」。直前期にこそ最適なツールですが，ただ闇雲に
前から読んでいても効果は少ないです。本講座では，旧司法試験
の論文，新司法試験の短答・論文の出題実績を盛り込んだオリジ
ナル論点表を配布し，頻出分野・今後出題が予想される分野から
順に，「趣旨規範ハンドブック」を高速で回していきます。みん
なが使っている本だからこそ一歩二歩差をつける。直前期の総復
習及び有効活用に本講座をご利用下さい。
※趣旨規範ハンドブックは各自ご準備下さい

復習講義・優秀答案分析のスタイルは基本的に第１クールと変わ
りません。引き続き，問題の読み方，答案構成の仕方，現場思考
の方法，答案検討をしていきます。ただし，本試験が近いので，
１クールに比べて「点をもぎ取る」技術に重きを置いた解説とな
ります。また，第２クールは第１クールに比べて，より実践的な
問題が出題される傾向があります。そこで，そのような問題に関
しては，西口先生が自ら答案を書き，講師作成答案を示します。
ライバルの多くが受講する「スタ論」で一歩二歩差をつけるため
の講義を提供します。

「辰已の答練・模試を３年振り返れば，本試験に当たる」そんな言
葉があるくらい，辰已の答練・模試は高い的中率を誇ります。ま
た，西口先生も毎年ブログで行う出題予想が的中し，受験生から
感謝の声が寄せられます。本講座は辰已・西口先生の本試験的中
コンビがタッグを組み，辰已の過去３年間の答練・模試の中から，
出そうな問題を各科目２問，セレクトし，直前予想問題集として
配布します。問題のセレクト・解説は西口先生が責任を持って担
当します。直前予想問題集は２年分の模擬試験問題としても使用
できます。直前期にもっと答案を書きたい方に最適です。

■予習講義

■総まくり講義

■復習講義・優秀答案分析講義

■直前予想講義

毎  週
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オリジナル論証集＆論点表 スケジュール

受講料（税込）

■基本論点を論証形式で押さえる。－「オリジナル論証集」。
　司法試験の論文，新司法試験の短答・論文の出題実績が一発でわかる。－「オリジナル論点表」

■スタンダード論文答練　西口クラス　第１クール
回数 大阪本校 辰已各本校 通信部

LIVE ビデオブース（講義のみ） DVD
試験 復習講義 優答分析 予習講義 論証強化講義 利用開始 利用終了 答案締切 発送開始 スタ論 答案締切 申込締切

オプション 16:00まで 講義のみ 教材発送 必着
1 10/3(土) - - - 公法系１ 公法系１ 10/10(土) 11/10(火) - 10/9(金) - - 10/6(火)
2 10/10(土) 公法系１ 公法系１ - 公法系２ - 10/17(土) 11/17(火) 10/23(金) 10/16(金) 10/9(金) 10/23(金)
3 10/17(土) - - - - 公法系２ 10/24(土) 11/24(火) - 10/23(金) - - 締切以降
4 10/24(土) 公法系２ 公法系２ 公法系１ 民事系１ - 10/31(土) 12/1(火) 11/6(金) 10/30(金) 10/23(金) 11/6(金) 随時発送
5 10/31(土) - - - - 民事系１ 11/7(土) 12/8(火) - 11/6(金) - - 致します
6 11/7(土) 民事系１ 民事系１ 公法系２ 民事系２ - 11/14(土) 12/15(火) 11/20(金) 11/13(金) 11/6(金) 11/20(金)
7 11/14(土) - - - - 民事系２ 11/21(土) 12/22(火) - 11/20(金) - -
8 11/21(土) 民事系２ 民事系２ 民事系１ 刑事系１ - 11/28(土) 12/29(火) 12/4(金) 11/27(金) 11/20(金) 12/4(金)
9 11/28(土) - - - - 刑事系１ 12/5(土) 1/5(火) - 12/4(金) - -
10 12/5(土) 刑事系１ 刑事系１ 民事系２ 刑事系２ - 12/12(土) 1/12(火) 12/18(金) 12/11(金) 12/4(金) 12/18(金)
11 12/12(土) - - - - 刑事系２ 12/19(土) 1/19(火) - 12/18(金) - -
12 12/19(土) 刑事系２ 刑事系２ 刑事系１ 優答刑事系２ - 12/26(土) 1/26(火) 1/4(月) 12/25(金) 12/18(金) 1/4(月)

選択科目１ 10月期パンフレットの該当ページをご覧下さい。 ※辰已各本校･･･横浜・大阪・京都・名古屋・福岡本校

選択科目２

時間割
第1問試験 9:30-11:30 14:30-16:00 16:05-17:05 17:10-18:10 10:00-13:00
第2問試験 11:45-13:45 14:00-17:00
第1問試験 9:30-11:30 16:40-18:55 19:00-20:30 20:35-22:05
第2問試験 11:45-13:45
第3問試験 14:30-16:30

■スタンダード論文答練　西口クラス　第2クール
回数 大阪本校 辰已各本校 通信部

LIVE ビデオブース（講義のみ） DVD
試験 復習講義 優答分析 予習講義 利用開始 利用終了 答案締切 発送開始 スタ論 答案締切 申込締切

16:00まで 講義のみ 教材発送 必着
1 1/16(土) - - - 公法系１ 1/23(土) 2/23(火) - 1/22(金) - - 1/19(火)
2 1/23(土) 公法系１ 公法系１ - 公法系２ 1/30(土) 3/1(火) 2/5(金) 1/29(金) 1/22(金) 2/5(金)
3 1/29(金) 公法系２ 公法系２ 公法系１ 民事系１ 2/6(土) 3/8(火) 2/12(金) 2/5(金) 1/29(金) 2/12(金) 締切以降
4 2/6(土) 民事系１ 民事系１ 公法系２ 民事系２ 2/13(土) 3/15(火) 2/19(金) 2/12(金) 2/5(金) 2/19(金) 随時発送
5 2/13(土) 民事系２ 民事系２ 民事系１ 刑事系１ 2/20(土) 3/22(火) 2/26(金) 2/19(金) 2/12(金) 2/26(金) 致します
6 2/19(金) 刑事系１ 刑事系１ 民事系２ 刑事系２ 2/27(土) 3/29(火) 3/4(金) 2/26(金) 2/19(金) 3/4(金)
7 2/27(土) 刑事系２ 刑事系２ 刑事系１ 公法系３ 3/5(土) 4/5(火) 3/11(金) 3/4(金) 2/26(金) 3/11(金)
8 3/5(土) 公法系３ 公法系３ 刑事系２ 民事系３ 3/12(土) 4/12(火) 3/18(金) 3/11(金) 3/4(金) 3/18(金)
9 3/12(土) 民事系３ 民事系３ 公法系３ 刑事系３ 3/19(土) 4/19(火) 3/25(金) 3/18(金) 3/11(金) 3/25(金)
10 3/19(土) 刑事系３ 刑事系３ 民事系３ 優答刑事系３ 3/26(土) 4/26(火) 4/1(金) 3/25(金) 3/18(金) 4/1(金)

選択科目１ 10月期パンフレットの該当ページをご覧下さい。 ※辰已各本校･･･横浜・大阪・京都・名古屋・福岡本校

選択科目２

時間割
第1問試験 9:30-11:30 14:30-16:00 16:05-17:05 17:10-18:10
第2問試験 11:45-13:45
第1問試験 9:30-11:30 16:40-18:55 19:00-20:30 20:35-22:05
第2問試験 11:45-13:45
第3問試験 14:30-16:30

■スタンダード論文答練　西口クラス　直前総仕上げ
回数 大阪本校 各本校 通信部

LIVE VB DVD
内容 科目 時間割 利用開始 利用終了 発送開始 申込締切

1 4/1(金) 総まくり１ 公法系 10:00-13:00 4/8(金) 5/10(火) 4/8(金) 4/1(金)
2 刑事系 14:00-17:00
3 4/8(金) 総まくり２ 民事系１ 10:00-13:00 4/15(金) 4/15(金) 締切以降
4 民事系２ 14:00-17:00 随時発送
5 4/17(日) 予想講義１ 公法系 10:00-12:00 4/24(日) 4/22(金) 致します
6 民事系 12:30-15:30
7 刑事系 16:00-18:00
8 4/24(日) 予想講義２ 公法系 10:00-12:00 5/1(日) 4/29(金)
9 民事系 12:30-15:30
10 刑事系 16:00-18:00

スタ論【西口クラス】 通学部 通信部
第1クール+第2クール+直前総仕上げ 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格

スタ論解説 年末年始 3月末 年末年始 3月末
論証補強 一括（選択科目付） WEB受講 ¥405,100 ¥384,845 15XQ◆R 15XR◆R ¥445,700 ¥423,415
クラス 一括（選択科目無） WEB受講 15XQ9＊ ¥382,500 ¥363,375 ¥420,900 ¥399,855
標準 一括（選択科目付） WEB受講 ¥347,300 ¥329,935 15XS◆R 15XT◆R ¥382,400 ¥363,280
クラス 一括（選択科目無） WEB受講 ¥324,800 ¥308,560 ¥357,500 ¥339,625

スタ論【西口クラス】 通学部 通信部
第1クール+第2クール 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格

スタ論解説 年末年始 3月末 年末年始 3月末
論証補強 一括（選択科目付） WEB受講 ¥377,200 ¥358,340 15QW◆R 15QX◆R ¥415,100 ¥394,345
クラス 一括（選択科目無） WEB受講 ¥353,400 ¥335,730 ¥388,900 ¥369,455
標準 一括（選択科目付） WEB受講 ¥316,400 ¥300,580 15QY◆R 15QZ◆R ¥348,400 ¥330,980
クラス 一括（選択科目無） WEB受講 ¥292,700 ¥278,065 ¥322,200 ¥306,090

スタ論【西口クラス】 通学部 通信部
第1クール 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格

スタ論解説 年末年始 3月末 年末年始 3月末
論証補強 一括（選択科目付） WEB受講 ¥212,100 ¥201,495 15XA◆R 15XB◆R ¥233,400 ¥221,730
クラス 一括（選択科目無） WEB受講 ¥187,100 ¥177,745 ¥205,900 ¥195,605
標準 一括（選択科目付） WEB受講 ¥148,200 ¥140,790 15XC◆R 15XD◆R ¥163,200 ¥155,040
クラス 一括（選択科目無） WEB受講 ¥123,200 ¥117,040 ¥135,700 ¥128,915

スタ論【西口クラス】 通学部 通信部
第2クール 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格 選択科目受講時期 辰已価格 代理店価格

スタ論解説 年末年始 3月末 年末年始 3月末
一括（選択科目付） WEB受講 ¥209,900 ¥199,405 15XY◆R 15XZ◆R ¥231,000 ¥219,450
一括（選択科目無） WEB受講 ¥184,900 ¥175,655 ¥203,500 ¥193,325

スタ論【西口クラス】 通学部 通信部
直前総仕上げ 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格

一括 ¥49,200 ¥46,740 ¥54,100 ¥51,395
科目別 総まくり講義 ¥25,900 ¥24,605 ¥28,500 ¥27,075

直前予想講義 ¥25,900 ¥24,605 ¥28,500 ¥27,075

※注１ スタンダード論文答練で受講する選択科目をお選びいただきます。
※注２ 通学部は、受講会場（東京校・大阪校など）を申込段階でお選びいただきます。
※注３ 通信部の媒体はＤＶＤのみです。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ください。
※注４ 注１・注２・注３での選択を、上記受講料表中の「講座コード」の「◆」の箇所に下記表の選択科目コードを、「＊」の箇所に下記表の会場コードによって
          記入してください。
　例1）選択科目を倒産法で、東京校のLIVE又はVideoBoothで受講の場合→「講座コード15●●◆＊」の「◆に2」、「＊にH」を当てはめ→「15●●2H」
　例2）選択科目を倒産法で、通信で受講し、媒体にDVDを選択した場合→「講座コード15●●◆＊」の「◆に2」、「＊にR」を当てはめ→「15●●2R」
※注５ 選択科目の答練には解説講義はございません。
※注６ 選択科目は第１クールと第２クール同一内容です。科目別はございません。
※注7 下記の講座を含む場合は、受講時期がいくつかございますので希望の受講時期をお選びください。
　●スタンダード論文答練　第２クール　　　〔１月スタート・２月初旬スタート・２月中旬スタート〕
　●スタンダード論文答練　選択科目　　　　〔年末年始・３月末〕
※注8 選択科目については、西口先生による講義はございません。

15XY9＊ 15XY9R

15QW◆＊
15QW9＊
15QY◆＊
15QY9＊

15XA◆＊
15XA9＊
15XC◆＊
15XC9＊

15XQ◆＊
15XQ9R

15XS◆＊
15XS9＊ 15XS9R

15XY◆＊

15QW9R

15QY9R

15XA9R

15XC9R

15R54＊
15R55＊
15R56＊

15R54R
15R55R
15R56R
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⑵ おとり捜査 

おとり捜査とは，捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が，その

身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ，相手方がこ

れに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査を

いう。本件捜査は，○○○ため，これに当たる。 

↓ まず， 

おとり捜査は，あくまで相手方が任意に行為するものであるため，強制

処分（１９７条１項ただし書き）には当たらない。 

↓ そして， 

おとり捜査については，特に密行性の高い犯罪について，任意捜査（１

９７条１項本文）としての必要性は否定できない。 

↓ もっとも， 

おとり捜査は，国家が一種の詐術を用いるものであり，また国家が犯罪

を創出する側面を有するため，司法の廉潔性の観点から，捜査比例の原則

を厳格に適用すべきである。 

↓ そこで， 

必要性，相当性などを考慮して，具体的状況のもとで相当な限度である

かを厳格に判断すべきである。 

↓ 具体的には， 

犯罪摘発の困難性，犯罪の反復継続性，新たな犯行が生じる蓋然性，機

会があれば犯罪を行う意思の有無，働きかけの強弱等を考慮して判断すべ

きである。 

 

＊ 従来は，「犯意」の有無で，類型分けをして論じる見解が有力であった。

かかる見解からは，判例（最決１６・７・１２）は自説を採用したと論

じられることもある。しかし，判例は，「犯意」という言葉を使ってはい

ないし，単純な類型化をしているのではなく，実質的な認定をしている

ように見える。そこで，事例問題では，形式的な類型化によるのではな

く，具体的な利益考量をすることが妥当であろう（いわゆる客観説）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 新司法試験平成２２年刑事系出題趣旨〔第２問〕 

「まず，前提となる捜査の適法性については，おとり捜査の意義を定義

し，おとり捜査一般の問題の所在や適法性の判断基準を示した上で，

いわゆる機会提供型か犯意誘発型かというだけではなく，本件で当該

捜査手法をとるべき必要性・補充性や働きかけ行為の相当性を考慮し，

設問で与えられた具体的事実を踏まえて，本件における乙を通じての

被疑者甲へのけん銃譲渡の働きかけが適法であるか否か詳細に検討す

る必要がある。」 

 

答案上は，当該事

案に現れたファ

クターだけを列

記すればよい。 

まずは，おとり捜

査を定義付けるこ

とが重要である。 
 

答案上は，当該事

案に現れたファ

クターだけを列

記すればよい。

論点表（民法） 
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過去問（論文） 

論 点 

新司 旧司 

過去問（短答） 入門民法（全） 

6法律行為総説     

(1) 総説    33頁 

(2) 法律行為の解

釈 
21-2,24-1   35頁 

(3) 法律行為と強

行規定及び公序

良俗 

 48-2 25-1 48頁,51頁 

7意思表示    33頁,95頁 

(1) 序説   プレ-7,19-1 33頁 

(2) 意思の不存在    39頁 

①心裡留保 プレ-1 59-1,14-1 20-30 39頁 

②虚偽表示 サン-1 

48-1,59-1,62-1, 

6-2,18-2,19-1 

21-4 40頁 

③錯誤 21-2,26-1 

40-2,44-2,11-

2,12-1 

プ レ -9,20-5,21-

5,24-3 

42頁 

(3) 瑕疵ある意思

表示 
  プレ-26,23-1,26-2 44頁 

①詐欺  18-1,20-2 22-3 44頁 

②強迫   22-3 45頁 

(4) 意思表示の効

力発生 
  21-23,22-1,23-2  

8代理     

(1) 総説 22-2 41-1 サン-6,20-6,24-4 60頁 

(2) 代理権 22-2 39-1,3-1,21-1, 23-4,26-3 64頁 

(3) 代理行為 22-2 

40-1,52-2,59-1, 

14-1 

 61頁 

(4) 無権代理   21-6  

①無権代理 25-1 

40-1,42-2,2-1, 

18-2 

プレ-28,18-33,22-

4,23-3,24-5,26-4 

68頁 

②表見代理 プレ-1,22-2 

42-2,46-1,54-1, 

2-1,5-1,21-1 

プレ-15,18-25,25-

4 

71頁 

9無効及び取消し     

(1) 総説   18-32 53頁 

(2) 無効         25-5 54頁 

(3) 取消し  17-1 22-3,23-5 56頁 

(4) 追認   25-3 58頁 

【出題実績を一発で把握】
どんな試験でも過去の出題実績を把握
することは大切です。旧司論文からの
リバイバル出題も多いことから，西口
先生の意向で当該実績もきっちり収録
しています。

【常に本試験を意識】
闇雲に論点を収録するのではなく，常
に本試験の出題実績・傾向を踏まえ，
必要な論点のみを収録しています。

【合格者のコメント入り】
司法試験・予備試験ダブル合格者のコ
メント入り。本試験・日ごろの勉強に
ちょっと役立つ情報が盛り込まれてい
ます。

【流れとキーワードを重視】
論証は闇雲に暗記するものではなく，
思考方法とキーワードをしっかり押さ
えるためのものです。当論証はその点
を意識し，キーワードはゴシック体で
表記。接続詞の部分で改行し，流れを
意識しやすいレイアウトにしていま
す。
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講座コードの「◆」に当てはめる、選択科目の記号の一覧表

講座コードの「＊」に当てはめる、通学部の会場選択・通信部の媒体選択の記号の一覧表
通学 東京校はＨ 通学 横浜校はＹ 通学 大阪校はＫ 通学 京都校はＭ

通学 名古屋校はＮ 通学 福岡校はＦ 通学 岡山校はＬ

選択科目　労働法は１ 選択科目　倒産法は２ 選択科目　知的財産法は３ 選択科目　経済法は４
選択科目　租税法は５ 選択科目　環境法は６ 選択科目　国際私法は７ 選択科目　国際公法は８

★本講座の申込方法…詳細は専用パンフレットをご確認ください。
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