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稲田 拓真さん
23歳 岡山大学法学部卒業
2017 年予備試験合格（大学 4
年在学中）【受講歴】入門講座

（通信）赤木クラス、論文力完成
講座（現合格答案作成講座）等

豊島 健司さん
24歳 京都大学法学部卒業
京都大学法科大学院修了

【受講歴】入門講座（通学）赤木
クラス、論文力完成講座（現合
格答案作成講座）等

Aさん
24歳京都大学法学部卒業
2017年予備試験合格（京都大学
法科大学院在学中）【受講歴】入門
講座（通学）赤木クラス、論文力完
成講座（現合格答案作成講座）等

津田 里沙子さん
24歳 神戸大学法学部卒業
大阪大学法科大学院修了

【受講歴】入門講座（通学）赤木
クラス、論文力完成講座（現合
格答案作成講座）等

深江 元哉さん
26歳 立命館大学卒業
神戸大学法科大学院修了

【受講歴】入門講座（通学）赤木
クラス通学、論文基礎力養成答
練、法科大学院対策講座等

満村 和樹さん
26歳 京都大学卒業
大阪大学法科大学院修了

【受講歴】入門講座（通学）赤木
クラス、論文力完成講座（現合
格答案作成講座）等Congratulations!

予備試験・司法試験
合格者に聞く！
LECの講座を受けて
合格したその軌跡を
語っていただきました

2018年

司法試験
合格者
座談会

LEC入門講座
赤木クラス出身！

自己紹介
大学在学中 
予備試験合格
出身は岡山大学の法学
部です。2017年予備試
験に大学4年次に合格
し翌年の司法試験に合
格しました。

自己紹介
京都大学 
法科大学院修了
出身は京都大学の法学
部です。2013年の入門
講座を受講し、2年目の
論文力完成講座（現合
格答案作成講座）を受
講しました。京都大学の
ロースクールを修了し司
法試験に合格しました。

自己紹介
法科大学院在学中 
予備試験合格
出身は京都大学法学部
です。2015年入門講座
を大学 3回生の時に受
け、4 回生の時に論文
力完成講座（現合格答
案作成講座）を受けまし
た。京都大学法科大学
院に進学し2017 年予
備試験に合格、今年司
法試験に合格しました。

自己紹介
大阪大学 
法科大学院修了
出身は神戸大学の法学
部です。大学 3 回生の
ときに入門講座を受け、
大阪大学法科大学院を
修了し司法試験に合格
しました。

自己紹介
神戸大学 
法科大学院修了
出身は立命館大学の法
学部です。2013年の入
門講座を受講しました。
大学3回生の時に入門
講座を受講し始め、神
戸大学法科大学院を修
了後、昨年一度司法試
験に不合格でしたが、今
年の司法試験に合格し
ました。

自己紹介
大阪大学 
法科大学院修了
出身は京都大学法学部
です。大学4回生のとき
に入門講座を受け始め
ました。大阪大学法科
大学院を修了し司法試
験に合格しました。
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学習開始1年目で学習する入門講座について

赤木講師　LECの2 年合格カリキュラムでは1 年目に入門講
座で基本知識をインプットしていきます。その入門講座をどのよ
うに受けていましたか。また復習はどのようにしていまいしたか。
深江さん（神戸大学法科大学院修了）

通学で毎週土曜日に2回続けて講義がありそれを受けていまし
た。土曜日の講義を受けた後に、翌日日曜日に復習をしていま
した。
赤木講師　講義と復習を土日にまとめることができるのです

ね。今は日曜日に2回講義があります。今だと平日に分けて

行い土曜日も活用するとよいですね。

津田さん（大阪大学法科大学院修了）

日曜日の講義を受けていましたが、大学の講義の関係からなる
べく水曜日にやろうと心がけていました。
赤木講師　平日の特定の日を復習日と決めるのもよいですね。

赤木講師　復習の内容をお聴きします。
満村さん（大阪大学法科大学院修了）

基礎固めということで講義を聴いた箇所をもう一回読み1講義
につき1時間程度復習をしていました。
赤木講師　稲田さんはWebで講義を受ける通信受講だと思う
のですがどのようなスタイルで受けていらっしゃったのですか。
稲田さん（大学在学中予備試験合格）

始めたのが遅く秋だったため、既に収録されたストックが多くあ
りました。そのストックを消費するためまとめて講義を受けてい
ました。1日に2 ～ 3コマ（6時間～ 9時間分）受けていたこと
もあります。
赤木講師　通信受講だと自分のペースで聴けるメリットがあ

りますね。復習時間を取るのは大変ではなかったですか。
稲田さん（大学在学中

予備試験合格）

インプット講義の復習
だけの時間を取らずに
基本的にアウトプット

とセットで復習をやっ

ていました。それが結

果的に良かったのだと
思います。

赤木講師　LECのカリキュラムでは1年目から入門講座と併行

して論文基礎力養成答練でアウトプットを行います。それと同
時に行っていたわけですね。
豊島さん（京都大学法科大学院修了）

私はしっかりと復習していました。先生に言われたことを忠実に
守り1講義について3 ～ 4回は復習をするようにしていました。
赤木講師　理想の復習回数は豊島さんのように1講義につい
て2週の間に3 ～ 4回だと思いますが、復習の仕方は人それぞ
れですね。Aさんはどうですか。
Aさん（法科大学院在学中予備試験合格）

私は4回復習しようっていうのを守ろうと頑張ってきました。講
義を受けて次の講義までに2回、がんばって次の週も2回で
す。3回目の復習はWeb上から自宅で講義を早回しで聴きまし
た。この方法は理解が進むのでおすすめです。
赤木講師　LEC の講義は通学で受けた講義を自宅でも

Web上から受けられます。2日後には見ることができるので

それを復習用に使うのもよいですね。

学習2年目の学習の仕方について

赤木講師　LECの2年合格カリキュラムでは2年目から応用的
な学習に入ります。具体的には論文力完成講座（現合格答案
作成講座）で実際に論文の事例問題にあたり論文を書くための
スキルを学んでいきます。また、短答合格講座で短答の細かい
知識を学んでいきます。それではその2年目の講座についてお
聞きします。論文力完成講座（現合格答案作成講座）をどのよ
うに受けていましたか。1年目終了時点でのインプットの完成度
合いは自分としてはどうでしたか。
豊島さん（京都大学法

科大学院修了）

インプットが完成して

いたとは思いません。

その後もインプットと

アウトプットを繰り返し

学習しました。その繰

り返しで司法試験に合

格するための基礎が

できたと思います。
赤木講師　復習方法はどのようなものでしたか。
Aさん（法科大学院在学中予備試験合格）

各問題について文章化はしていませんでした。問題をみて論文答

案を書く思考順序を頭の中でたどるという復習をしていました。

Specia l  discussion
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豊島さん（京都大学法科大学院修了）

Aさんと似ています。問題を見て自分の思考過程が再現でき

るか確認していました。出題されている論点の理解のインプッ

トの補完としても使っていました。
稲田さん（大学在学中予備試験合格）

何回も何回も解くやり方でした。できなかった問題は時間をあ
けて解いていました。また皆さんと同じようにできる限り思考プ
ロセスを追っていました。
赤木講師　学習している途中で「合格できる」と感じた瞬間は
どこですか。
稲田さん（大学在学中予備試験合格）

論文力完成講座（現合格答案作成講座）をやっているとある

程度どの問題をみても赤木先生と同じような思考プロセスが

見えるようになってきます。そうなってきたあたりからです。

弱点を補強するような対策は 
どのようにしていた？

赤木講師　弱点を補強するような対策はしていましたか。
Aさん（法科大学院在学中予備試験合格）

インプットを補強するものとして、B5のバインダーノートに必要
なことをまとめた直前見直しノートを作成していました。
深江さん（神戸大学法科大学院修了）

赤木先生が話されていた問題を解くときのポイントをまとめ、全

科目でも20頁程度になる薄いものを直前期見直し用に作って
いました。
満村さん（大阪大学法科大学院修了）

論証集を自分なりに作っていました。そういうもので一本化す
るのはよいと思います。
赤木講師　皆さん方法は違いますが勉強が進んだ段階でまと
めノートを作っているんですね。

司法試験の過去問の使い方は？

赤木講師　司法試験の過去問はいつ頃どの程度やりました
か？
満村さん（大阪大学法

科大学院修了）

本格的に始めたのは司
法試験の前年の10月
頃からです。5 年分し
かやりませんでした。
過去問の問題傾向は
変わっていくので最新
年度からつぶすべきだ
と思います。私は5 年
分で十分でした。
津田さん（大阪大学法科大学院修了）

ロースクール3年の4月頃からやりました。H22年から29年の
ものを1年間かけて2周しました。
稲田さん（大学在学中予備試験合格）

H23年～ 28年のものをやりました。ひたすらやっていって足り
ない知識を補完していく。これを何度も繰り返していくと力が付
くと思います。半年で4周しました。
深江さん（神戸大学法科大学院修了）

半年で4回はすごいですね。科目によって沢山まわしたほうが
良い科目、そうではない科目、があると思います。行政法は出る
問題がある程度決まっており沢山まわしたほうがよい科目です。
行政法は4回まわしました。できる限り多くまわしたほうがよ

いことは皆さんと同じ意見です。
赤木講師　Aさんは300位以内という成績で合格されました。
上位で合格するためにはどういうことを心がけるべきですか。
Aさん（法科大学院在学中予備試験合格）

短答をしっかりとやることと苦手科目を作らないことです。私

は得意な科目がありませんでしたが苦手な科目もありません

LEC入門講座 赤木クラス出身　　2018年 司法試験合格者座談会

豊島さんが使っていたテキスト
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でした。そこが良い結果を生んだのだと思います。

時間の使い方の工夫

赤木講師　時間の使い方の工夫はしていましたか。
満村さん（大阪大学法科大学院修了）

勉強時間が少ないので無駄をいかに省くかを考えていまし

た。なるべく基本書をだらだら読むというような、無駄なイン

プット時間を少なくするよう意識していました。
津田さん（大阪大学法

科大学院修了）

毎日同じスケジュールに
するように工夫していま
した。ロースクールは

1日フルに時間が使え

るのがメリットです。そ

こをフル活用していま

した。あとは色々な科

目に手を出して少しづ

つ学習するのではなく1科目をまとめて学習するようにしてい
ました。
Aさん（法科大学院在学中予備試験合格）

大学受験のときから書かずに読んで覚えるタイプでした。論文
過去問を書くのを一回にして、あとは沢山読んで覚えるという
工夫をしていました。あとはスキマ時間で短答対策をしていまし
た。
赤木講師　皆様いろいろと工夫されていますね。是非参考にし
てください。

スランプになったときの対策

赤木講師　スランプになったときはありましたか。またそれをど
のように脱しましたか。
深江さん（神戸大学法科大学院修了）

私は一回目の司法試験に落ちると思いませんでした。その試験
の発表後はきつかったです。しかし、1位合格した先輩や同じよ
うに残念だった友人もいまして、こうした周りに囲まれていたこ
とで2回目の試験に合格することができました。一緒にいてく

れる友人、先輩がいてくれたのが大きかったです。

赤木講師　一緒に学習していく仲間は大切ですね。そういう

意味では予備校に通学で通い学習仲間を作ることも有意義

といえますね。

メッセージ

赤木講師　それでは最後にこれから学習を始める方にメッセー
ジをお願いします。
稲田さん（大学在学中予備試験合格）

勉強法を間違えなければ案外さっくりと合格する試験だと思い
ます。皆さんの合格を祈っています。ファイト！
Aさん（法科大学院在学中予備試験合格）

不安は勉強することでしか減らせないと思います。自分に必要
なことを考えながら地道に頑張ってください。
深江さん（神戸大学法

科大学院修了）

司法試験に合格するか
不合格になるかは天国
と地獄以上の差があり
ます。受験を決めたな
ら、合格を掴むまでの
間、とにかく勉強してほ
しいです。正しいやり
方で勉強すれば、結果
は必ずついてきます。心より応援しています。
豊島さん（京都大学法科大学院修了）

もう無理だと思ってからが勝負です。決して諦めずに、しぶとく、
粘り強く、自分を信じて頑張ってください！
津田さん（大阪大学法科大学院修了）

皆様が努力された分はきっと結果に結び付くと思います。頑
張ってください。皆様の合格をお祈りしております。
満村さん（大阪大学法科大学院修了）

司法試験は基礎的な知識と十分な答案作成の練習で合格でき
ます。つまり、難しい学説やマイナーな判例の理解は不要です。
頑張ってください。

LEC入門講座 赤木クラス出身　　2018年 司法試験合格者座談会 Specia l  discussion
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