エクステンションセンター

司法講座
提携専門学校による

在宅受講

【講座概要】
本コースは、司法試験専門予備校である辰已法律研究所との提携により、法科
大学院への進学や予備試験の受験など将来、法曹を目指されている方にとって、最
適なプログラムになっており、法科大学院入試に必要な試験対策や予備試験の対
策に必要な短答式試験対策や論文式試験対策など、短期間でレベルアップを図る
ことのできる内容になっています。
また、提携による特別価格で一般の受講料より、大幅に割引されていますので、
法曹を目指す方にとって大変お奨めのコースです。

●受講料：Ａ
Ｂ
C
D
Ｅ

法科大学院既修コース＆予備試験併願【短答＆論文完全】対策パック ３９４，３００円
予備試験専願【短答＆論文完全】対策パック ３７９，６００円
予備試験専願【短答完全】対策パック ２３６，９００円
予備試験専願【論文完全】対策パック ２３７，６００円
法科大学院既修コース＆予備試験併願【短答＆論文演習】対策パック ２０６，６００円

●申込期間： ２０１９年６月～２０２０年４月
※お申込の講座によって変動します。３ページをご確認ください。

○本コースは、辰已法律研究所と立命館大学エクステンションセンターとの
提携プログラムです。申込及び受講料の支払は、辰已法律研究所京都
本校にて直接行います。受講は、在宅での通信受講になります。

立命館大学エクステンションセンター
（衣笠キャンパス 研心館１階）
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
ＴＥＬ（075）465-8297 FAX（075）465-7870

司法講座の受講モデルについて
1.
2019 年度学内開講講座
【2019 年度入学者対象 1 回生受講スタートモデル】

1 回生で司法講座 1（民法①・憲法①）・司法講座 2（民法②・憲法②）を受講した上で、2 回生から司法講座 3(民法③、
刑法①)、司法講座 4(民法④、刑法②)、3 回生で司法講座 5(民法⑤、商法) を受講するモデルです。講座ごとの申
込となっていますが、1 回生のうちは、司法講座 1（民法①・憲法①）・司法講座 2（民法②・憲法②）を続けて受講する
ことをお勧めします。
※2019 年度からの講座カリキュラム変更に伴い、2018 年度以前入学者の経過措置として、刑法基礎コースを開講
します。刑法基礎コースは、１回生からの受講も可能です。ただし、刑法基礎コースは申し込み者数 20 名を最少催
行人数としています。申込者数が 19 名以下の場合は開講いたしません。

【2018 年度以前入学者対象 2 回生受講スタートモデル】

2 回生で司法講座 1（民法①・憲法①）・司法講座 2（民法②・憲法②）・刑法基礎コースを受講するモデルです。受講
可能な講座が複数ありますが、必要に応じてのコースごとの申し込みが可能であり、全てを受講する必要はありま
せん。
※2019 年度からの講座カリキュラムを変更に伴い、2018 年度以前入学者の経過措置として、刑法基礎コースを開
講します。ただし、刑法基礎コースは申し込み者数 20 名を最少催行人数としています。申込者数が 19 名以下の場
合は開講いたしません。

2. 専門学校との提携講座
司法試験対策のための各種講座を専門学校と提携しています。法律科目や法科大学院入試のための小論文対策
など、コース選択が可能です。詳細は 5 月から募集要項を配布します。
◆以下の募集要項は別冊子です。エクステンションセンター窓口・HP でご確認ください。
・司法講座 1(民法①・憲法①)、司法講座 2（民法②・憲法②）（主に 1・2 回生）
・刑法基礎コース（主に 2 回生以上、（1 回生も受講可能））
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コース詳細について
【 受講対象 】
立命館大学生 2 回生以上・院生（法科大学院を除く）・卒業生・修了生です。主対象は 3 回生です。

【 コース紹介 】
Ａ．法科大学院既修コース＆予備試験併願【短答＆論文完全】対策パック
法科大学院既修コース入試と予備試験を併願でお考えの方のためのコースです。講座紹介にある①②③④⑤⑥⑦⑧
⑨が含まれます。
Ｂ．予備試験専願【短答＆論文完全】対策パック
予備試験を専願で、短答と論文試験の完全対策をお考えの方のためのコースです。講座紹介にある①②③④⑤⑥⑦
が含まれます。
C．予備試験専願【短答完全】対策パック
予備試験を専願で、短答対策のみをお考えの方のためのコースです。講座紹介にある①②③④が含まれます。
D．予備試験専願【論文完全】対策パック
予備試験を専願で、論文対策のみをお考えの方のためのコースです。講座紹介にある⑤⑥⑦が含まれます。
Ｅ．法科大学院既修コース＆予備試験併願【短答＆論文演習】対策パック
法科大学院既修コース入試と予備試験を併願で、予備試験は演習対策のみをお考えの方のためのコースです。講座
紹介にある②③④⑥⑦⑧⑨が含まれます。

【 講座紹介 】
①短答完璧講座（オプション演習付）
講義中で押さえるべきポイントを明確に示していきながら、予備試験の短答合格に必要な知識・思考・解法を全て網羅
します。
講義 ●回数／全 55 回 ●科目／憲民刑・商訴行政 ●教材／短答合格ファイル（表裏一体 26 穴式）
演習 ●回数／全 17 回 ●科目／憲民刑 ●教材／辰已過去問精選冊子・正答率ＤＡＴＡ付解説冊子
②予備試験スタンダード短答オープン（第１クール）
司法試験の出題傾向・難易度はどこよりも本試験に近く、豊富なＤＡＴＡと緻密な分析による抜群の本試験即応性で、こ
れまでも多くの受講生から信頼されている択一の答案練習会です。各問題の内容を出題ポイントという視点で条文知識・
判例知識・学説理解・事務処理・論理その他で分類してポイント化した解説書、知識の徹底に役立つ肢別シートの予習・
復習シートなど、充実の教材となっています。
●回数／全 10 回 ●科目／憲民刑・商訴行政・一般教養 ●教材／問題・解説書
③予備試験スタンダード短答オープン（第２クール）
司法試験の出題傾向・難易度はどこよりも本試験に近く、豊富なＤＡＴＡと緻密な分析による抜群の本試験即応性で、こ
れまでも多くの受講生から信頼されている択一の答案練習会です。各問題の内容を出題ポイントという視点で条文知識・
判例知識・学説理解・事務処理・論理その他で分類してポイント化した解説書、知識の徹底に役立つ肢別シートの予習・
復習シートなど、充実の教材となっています。
●回数／全 10 回 ●科目／憲民刑・商訴行政・一般教養 ●教材／問題・解説書
④予備試験総択
「短答の辰已」が全精力を注いで実施する全国総合模擬試験です。これまでの短答答練を通じて得られた受験生の実
力状況を踏まえ、合否に影響する要所を全て網羅した成績表を開発。まさに予備試験の戦況をリアルに描く海図であり、
受験生の最後の直前対策を指し示す羅針盤となります。
●回数／全 1 回 ●科目／憲民刑・商訴行政・一般教養 ●教材／問題・解説書
⑤論文えんしゅう講義１００
法解釈と規範定立を鍛えることを狙いとした講座で、基本事例や基本論点の思考論述の流れが豊富に学べると大好評
のＮＥＷえんしゅう本を素材に、講師自身のオリジナル論証例も加えながら、具体的な論述方法や事案分析で重要となる
判例規範の射程まで幅広く解説します。
●回数／全 33 回 ●科目／憲民刑・商訴行政 ●教材／講師作成オリジナルレジュメ（別売教材としてＮＥＷえんしゅう
本シリーズを各自でご購入下さい）
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⑥予備試験スタンダード論文答練（第１クール）
司法試験の出題傾向・難易度はどこよりも本試験に近く、詳細な採点基準表に基づく客観的な採点添削で、これまでも
多くの受講生から信頼されている論文の答案練習会です。出題する問題は本試験での的中率も高く、正確な理解と知識
を得られるように工夫された解説書、いくつもの豊富な資料が載った答案参考集等、充実の教材となっています。
●回数／全 20 回 ●科目／憲民刑・商訴行政・民事実務・刑事実務・一般教養 ●教材／問題・解説・答案シート・参考
答案集
⑦予備試験スタンダード論文答練（第２クール）
司法試験の出題傾向・難易度はどこよりも本試験に近く、詳細な採点基準表に基づく客観的な採点添削で、これまでも
多くの受講生から信頼されている論文の答案練習会です。出題する問題は本試験での的中率も高く、正確な理解と知識
を得られるように工夫された解説書、いくつもの豊富な資料が載った答案参考集等、充実の教材となっています。
●回数／全 20 回 ●科目／憲民刑・商訴行政・民事実務・刑事実務・一般教養 ●教材／問題・解説・答案シート・参考
答案集
⑧法律科目模試
法律科目試験は単に知識のインプットができているだけでは乗り切ることができません。実際に答案を書き、採点者に評
価されるものになっているかどうかを確認する機会が必要です。本模試は、各法科大学院の法律科目試験問題をもとに、
過去問の傾向を精緻に分析、各法科大学院の学者教員の論文や著書を研究した上で指針を定め、問題を作成していま
す。
●回数／全 1 回 ●科目／憲民刑・商訴行政 ●教材/問題・解説書
⑨志望理由書・面接対策講座
志望理由書とは、「自己評価書」「申述書（ステートメント）」とも言われるもので、自分が法律に、また法科大学院進学に
ふさわしい人物であることを表現する書類です。ほとんどの法科大学院で出願書類として提出が求められます。出願書類
ですので、小論文試験や法律科目試験と異なり、事前に準備することが可能ですが、その分、準備で差がつきます。本講
座では、4 時間という短時間で、志望理由書には何をどのように書くべきなのか、資料収集から、整理、構成の仕方まで、
面接での問われ方についても考慮しながら、作成過程を具体的に講義します。
●回数／全 1 回
⑩小論文集中特訓講座
法科大学院全国統一適性試験の不実施により、法学未修者コースの入学選抜では、いっそう小論文の比重が高く設定
されることが予想されます。本講座では、課題文の読み方、要旨のとらえ方、要約の書き方、意見論述の仕方を丁寧に解
説していきます。2019 年度入学試験（2018 年実施）の出題傾向（設問形式・出題分野など）をふまえた最新版ですので、
安心して学習いただけます。
●回数／全 5 回
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【 受講料 】
No

講座名

対象

受講期間

法科大学院既修コース＆予備試験併願【短答＆論文完全】対策パック
Ａ
法科大学院入試＆予備試験対策
2019年6月～2020年4月
※下記①②③④⑤⑥⑦⑧⑨を含みます
予備試験専願【短答＆論文完全】対策パック
Ｂ
予備試験対策
2019年6月～2020年4月
※下記の①②③④⑤⑥⑦を含みます。
予備試験専願【短答完全】対策パック
Ｃ
予備試験対策
2019年6月～2020年4月
※下記の①②③④を含みます。
予備試験専願【論文完全】対策パック
Ｄ
予備試験対策
2019年6月～2020年4月
※下記の⑤⑥⑦を含みます。
法科大学院既修コース＆予備試験併願【短答＆論文演習】対策パック
Ｅ
法科大学院入試＆予備試験対策
2019年6月～2020年4月
※下記②③④⑥⑦⑧⑨を含みます。
1 短答完璧講座（オプション演習付・7科目一括）
予備試験対策
2019年6月～2020年4月
2 予備試験スタンダード短答オープン（第1クール）
予備試験対策
2019年10月～2019年12月
3 予備試験スタンダード短答オープン（第2クール）
予備試験対策
2020年1月～2020年4月
4 予備試験総択
予備試験対策
2020年4月
5 論文えんしゅう講義100（7科目一括）
予備試験対策
2019年6月～2020年4月
6 予備試験スタンダード論文答練（第1クール）
予備試験対策
2019年10月～2019年12月
7 予備試験スタンダード論文答練（第2クール）
予備試験対策
2020年1月～2020年4月
8 法律科目模試
法科大学院入試対策
2019年7月～2019年9月
9 志望理由書・面接対策講座
法科大学院入試対策
2019年6月～2019年12月
10 小論文集中特訓講座
法科大学院入試対策
2019年6月～2019年12月
※予備試験・法科大学院を受験する年度により、講座の受講期間をお選びいただけます。お申込時に窓口にてご相談下さい。
※特別受講料は、割引計算後に下二桁を四捨五入しております。

受講形態 辰已定価 特別受講料

割引率

通信

985,800

394,300 60％OFF

通信

948,900

379,600 60％OFF

通信

473,700

236,900 50％OFF

通信

475,200

237,600 50％OFF

通信

413,200

206,600 50％OFF

通信
通信
通信
通信
通信
通信
通信
通信
通信
通信

325,600
71,500
71,500
5,100
247,000
106,300
121,900
21,300
15,600
41,000

260,500
57,200
57,200
4,100
197,600
85,000
97,500
17,000
12,500
32,800

20％OFF
20％OFF
20％OFF
20％OFF
20％OFF
20％OFF
20％OFF
20％OFF
20％OFF
20％OFF

【受講相談】
プログラムの中身や、学習環境、講義時間帯など詳細について辰已法律研究所京都本校スタッフが相談に応じま
す。希望者は、この募集要項を持って辰已法律研究所京都本校を訪問してください。

辰已法律研究所京都本校：電話 075－254－8066
〒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

申込方法
STEP1 ：Ｗｅｂで仮申込み
➢➢➢ （https://challenge.ritsumei.ac.jp/）
※「司法講座」で検索してください。
※仮申込みの詳細は立命館大学エクステンション Web の「操作方法」を御覧ください。

▼
STEP2 ： 『申込書』 の印刷

▼
STEP3 ： 『申込書』をエクステンションセンターへ提出

▼
STEP4 ： 『割引証』 を受領し、受付完了
割引証と学生証（※学生証がない場合は、代わりとなる身分証明書）を持参の上、辰已法律研究所京都本
校で受講申込をしてください。受講料支払は辰已法律研究所に直接支払いとなります。申込締切り後は原則
として受講申込を受け付けません。
※Web で仮申込を行った後に印刷を行っていただく『申込書』には「0 円」と表示されます。
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＜エクステンションセンターにおける個人情報の取扱いについて＞
エクステンションセンターが取得した個人情報は、個人情報保護に関する法令および「学校法人立命館個人情報保護規程」に即し
て厳格な管理の下に取り扱います。
＜利用目的＞
取得した個人情報は、以下の目的のために利用します。
○受講証・出席簿等、講座運営のために必要となる書類及び名簿類の作成
○休講・日程変更・出欠・貸出物品の返却等の連絡業務、受験および合否等の確認、進路・就職状況の確認業務
○講座に関する連絡および指示のための講師への情報提供
○エクステンションセンターが実施するガイダンス・セミナー等の案内
○個人を特定できないように配慮した形式による統計資料の作成
○エクステンションセンターのサービス改善や新たな講座・プログラムの企画・開発・設計のための資
料作成等
○その他、エクステンションセンターの管理・運営に関する業務に必要な事項を処理するため

＜個人情報の提供を伴う業務委託＞
本学は、個人情報の取扱を含む業務の一部を個人情報の適切な取扱に関する契約を締結した上で、外部の事業者に委託すること
があります。

＜個人情報の第三者提供＞
エクステンションセンターは、本人の同意なしに個人情報を第三者に開示・提供することはありません（法令により開示が求められ
た場合は除きます）。

【問い合わせ先】
衣笠キャリアセンター（研心館１階）
〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1

TEL(075)465-8172

窓口時間

休憩時間

９：３０～１７：００

１１：３０～１２：３０

※閉室日及び時間
・土曜・日曜・大学が定める休業日
・毎週水曜日の午前中
※その他、窓口時間に変更がある場合は、エクステンションセンターの
掲示板やＨＰにてお知らせします。
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