
総回数

使用教材

Web・音声DL配信開始日／教材発送日

Web・音声DL配信終了日

担当講師

タイムテーブル

矢島純一
ＬＥＣ専任講師

矢島の体系整理テキスト2017

Profile：明治大学政治経済学部卒業、裁判所事務官、
裁判所書記官として司法行政や裁判実務を経験。その
後、明治大学法科大学院既修者コースを修了。弁護士
（東京弁護士会）。毎年、論文試験や短答試験の過去問
を徹底的に研究し、試験の合格に役立つ講座を自ら企
画し、自らの主要講座で使用するテキストも毎年自ら
改良し続けている。ゼミでは自ら受講生と机を並べて
答案を手書きし、その場でその答案を用いてフレッ
シュな思考方法を伝授している。合格を諦めずに頑張
りたいという受験生を最後まで支えるために LEC の
講師を続けている。

憲法 5回
民法 8回
刑法 7回
会社法 4回
民訴 4回
刑訴 4回
行政 4回

全36回（108時間）

憲法 5/29（月）
民法 7/3（月）
刑法 7/24（月）
会社法 8/7（月）
民訴 8/21（月）
刑訴 9/4（月）
行政 9/19（火）

2018/７/31（火）

休憩10分

85分
講義

85分
講義

司法試験の最終合格に必要な知識を短期間で取得する

［速修］矢島の速修インプット講座

矢島の【速修】は、論点や判例の分かりやすい解説により科目全体の本質的な理解を深める講

義と、覚えるべき規範が過不足なく記載され自然と法的三段論法を身に付けながら知識を修得で

きるテキストが両輪となって、本試験に対応できる実力を養成できる講座です。忙しい毎日の通勤

通学などの隙間時間で講義を聴いたり、復習の際にテキストだけ繰り返し読んだり、自分のペース

で無理なく合格に必要な全ての重要知識を身に付けられるようになっています。

１  重要事項の本質を短期間で理解するメリハリある講義
矢島講師の最大の特長は、分かりやすい講義です。全身全霊を受験指導に傾け、寝ても覚めて

も法律のことを考えている矢島講師の講義は、思わず惹き込まれるほど面白く分かりやすいので、

忙しい方でも途中で挫折することなく受講できると好評を博しています。

矢島の【速修】では、本試験で出題される可能性の濃淡を意識しながら、重要度の低いところは

サラッと、高いところは判例の射程や考える道筋まで丁寧に解説するので、未知の問題に対応で

きる本質的な理解に裏打ちされた応用力が身に付けられます。一通り学習を終えた科目でも、そう

いうことだったのかという新たな発見があったり、全体像が掴めて科目全体の理解度が格段に上

がったと実感したりできるはずです。

２  司法試験の合格レベルに導く質の高いテキスト
矢島の【速修】で使用するテキストは、細部に至るまで矢島講師が責任をもって作成しており、

合格に必要な重要知識が体系ごとに整理されています。基本書、判例百選、重要判例集、論証集

の内容がコンパクトにまとめられており、出題されそうな事項を「矢島の体系整理テキスト2017」

だけで学べます。もちろん、法改正や最新の判例にも対応しています。すべての知識に重要度の

ランク付けをしているため一目で覚えるべき知識が分かり、受験生が講義を復習しやすい工夫も

されています。本講座を通じて重要度のランクの高い知識を修得すれば試験に十分に合格できる

学力を身に付けることができます。論文、短答共に出題年度が記載されているので論文だけでなく

短答対策も矢島講師のテキスト一冊で対応可能です！

３  法的三段論法が自然と身に付く
論文試験は、身に付けた法律知識や法的思考力を駆使して、与えられた事例を処理する過程を

法的三段論法で記述しなければなりません。それができるようにするには、知識をインプットする

段階で規範と当てはめを区別した上で、この規範にこのように事実を当てはめて法的な結論を導く

のだということをしっかりとイメージしておくことが重要です。矢島の【速修】のテキストは、論文試

験で書く重要な論点については、規範と当てはめを区別して記載しており、講義では当てはめの

際の事実の評価の仕方のコツを分かりやすく説明しています。講師になってからも論文の答案を

書き続けている矢島講師にしかできない質の高いインプット講義を聴いて、合格に必要な法的三

段論法をする能力を身に付けて合格を確実なものとしてください！

講座の概要

講座のポイント
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オリジナルテキスト［矢島の体系整理テキスト2017］

［合格に必要な情報を一元化］

※注：テキスト見本は制作中のデータを利用しているため、実際の完成テキストとは異なることがあります。

規範

短答出題情報

論文過去問情報

重要度を
ランク付け

判例の
ポイント

判例

重要度を
ランク付け
論文試験で書くために記憶すべ
き事項を●、◆、▲、内容を理
解すべき事項を○、◇、△の順
で優先度を明示しており、復習
がしやすくなっています。

論文過去問情報
平成18年から最新年度までの
論文試験出題情報を論点ごと
に明記しています。また、必
要に応じて、出題趣旨や採点
実感の抜粋や解説が掲載され
ることもあります。

重要事項の論証の習得
論文試験で法的三段論法をするために必要
な判断枠組み（規範）は「テキストの本文
に」全て網羅してあります。このテキスト
があれば他に論証パターン集を用いなくて
も重要事項の論証に必要な知識を完璧にマ
スターすることができます。

理解しやすい工夫
分かりにくい部分は図などを利用して、一
目で理解できる工夫を凝らしています。

重要判例のマスター
合格に必要な重要判例は、必要に応じて全文や反対意見等も掲
載。規範やあてはめの重要部分が一目で分かるようにビジュアル
化したり、短くポイントをまとめたりしているため、応用がきく
形で判例の構造を深く理解できます。

要件と効果
要件と効果も理解と記憶がしやすいよ
うに整理して記載しています。覚える
のが苦手だという受験生も、講義を聴
いてからこのテキストを復習すること
で、合格に必要な知識を効率よく記憶
することができます。

重要事項の論証の習得

要
要
う
の
い
で
す

05

短答論文短答論文
フルコースフルコース

矢島の矢島の
速修パック速修パック

本講座が含まれる
お得なパックコース

▶▶
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K・Mさん
年齢 38歳

略歴
司法試験予備試験合格。
受講歴
重要事項完成講座知識編（現矢
島の速修インプット講座）

佐野 正次郎さん
年齢 65歳

受講歴
論文短答重要事項インプット講座
（現矢島の速修インプット講座）

藤田 聖典さん
略歴
慶應義塾大学経済学部卒業 
東洋大学法科大学院修了

LEC受講歴
重要事項完成講座知識編 
（現矢島の速修インプット講座）

本講座のテキストは重要事項をランク付けして載せているので、自分の学習到達度に応じた
勉強が可能です。また、難解な事例には図表が載っており、受講生のことを意識した構成となっ
ています。本試験前日に、最後の知識を整理するのに非常に役立ちました。また、判例索引が
あること、最新判例もフォローしており、判例の知識を整理する本としても活用することが可能
です。自分も直前期に判例の見直しをこのテキストで行い、その中の判例から本試験が出題さ
れていました。この講座を受講すれば、重要な判例はカバーしているので、他の判例本を買う
必要がありません。かなりお勧めです。通信講座で受講しましたが、スマホに音声ダウンロード
することができ、通勤時間内で何度も講義を受講することが出来ました。

講義内容は重要基本知識をわかりやすく解説したものであり十分ついていけましたが、関連
過去問の検討もあり知識がどのように司法試験に生かされるのかを実感することができました。
そして、受講生を何とか合格させてやりたいという矢島講師の熱意が随所で伝わってきて、こち
らも集中力をもって受講することができました。7月～ 9月という比較的早い時期に知識レベル
が高められその後の答練に生かせたことは、かなりプラスになったと思います。

1 矢島先生の講座を選んだ理由　様 な々予備校や講座がある中で矢島先生の講座を選んだ
理由は3つあります。第1に「白紙に規範を書けるようにする」というコンセプトが挙げられます。
私には、みんなが書けるものをちゃんと書けるようにするという課題がありました。基本事項を大
切にし、白紙の答案用紙に判例を意識した規範と理由付けを書けるようにするというコンセプト
は私の課題に適合していたと思います。第2に、講義をwebで倍速で視聴できる点です。仕事
をしていたので、1回3時間の講義を倍速にして1時間半に圧縮できるのは便利でした。仕事
で疲れていて朝は半分しか受講できなくても寝る前に残りの半分を45分程度で聴くこともでき
ます。第3に、新しい情報が得られるという点です。ロースクールを離れて一人で勉強している
と、新しい情報への対応が難しくなります。最新の判例の結論と事案、そしてそれに対する見
解・解釈をフォローしたいというニーズにも対応していました。

2 矢島先生の講座の使い方　まずはマーカーで塗りながら2倍速で視聴し、次にもう一度、
覚えないといけない定義・覚えるべき規範・特に覚えるべき規範・発想法として役立つところ
を付箋を用いて仕分けしながら、テキストを読み返し、正月を迎えました。1月・2月は繁忙期
ですので勉強量が減りました。3月は定義と規範・理由付けをノートにまとめて手で覚えていき
ました。さらに、このまとめたものを4月に別のノートにまとめ直し、直前はノートを閉じて規範と
理由付けを書けるか又は口頭で言えるかをひたすら確認しました。問われていることに対して判
例を意識して規範と理由付けを書くという面で、この方法は大変役に立ちました。

3 ここが良かった　掲示板に自分の番号がなく、もう受験は諦めて教育業界に骨を埋めようと
思ってしまいました。ところが送られてきた成績表を見ると、合格点まであと6.71点。もう1年
やってみることにしました。ロースクールを修了したものの、純粋未修者で知識は穴だらけ。短
答はそこそこ取れても論文はうまくいかない。そんな状態をどうにかしようと、1年間、LECの矢
島先生の講義を受講し、合格まであと少しというところまで到達できました。あとは何が足りな
いのか。東洋大学陸上競技部（長距離部門）の「その1秒をけずりだせ」にあやかり「1点を削
りとれ」を標語とし、もう1年、矢島先生の講義と教材を使いました。諦めようと思った日から一
年。あの時、受験を諦めないで本当に良かったと思います。

2016年 司法試験合格者の声

司法試験の最終合格に必要な知識を短期間で取得する

［速修］矢島の速修インプット講座
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■矢島の速修インプット講座

■一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンライン本校にてお申込される場合の受付価格です。 ■大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、
書店にてお申込される場合の受付価格です。■代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。 ■上記大学生協・書籍部価格、代理店書
店価格を利用される場合は、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。

教材のお届けについて 通信教材発送日が複数回に分けて設定されている講座について、通信教材発送日を過ぎてお申込みいただいた場合、それまでの教材をまとめてお送りするのに10日程度のお時間を頂いており
ます。また、そのお待ちいただいている間に、次回の教材発送日が到来した場合、その教材は発送日通り送られるため、学習順序と、通信教材の到着順序が前後する場合がございます。予めご了承下さい。＊詳細はこち
らをご確認ください。→　https://online.lec-jp.com/statics/guide_send.html

【解約・返品について】 1.弊社所定書面をご提出下さい。実施済受講料、手数料等を清算の上返金します。教材等の返送料はご負担頂きます（LEC申込規定第3条参照）。
2.詳細はLEC申込規定（http://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html）をご覧下さい。

受講料

受講形態 申込形態 回数
一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格

講座コード
税込 税込 税込

Web＋音声DL＋スマホ
一括 36

97,740円 92,853円 95,785円

LB17597

DVD 107,460円 102,087円 105,311円

Web＋音声DL＋スマホ

科目

憲法 5
14,580円 13,851円 14,288円

DVD 16,200円 15,390円 15,876円

Web＋音声DL＋スマホ
民法 8

23,760円 22,572円 23,285円

DVD 25,920円 24,624円 25,402円

Web＋音声DL＋スマホ
刑法 7

20,520円 19,494円 20,110円

DVD 22,680円 21,546円 22,226円

Web＋音声DL＋スマホ
会社法 4

10,800円 10,260円 10,584円

DVD 12,420円 11,799円 12,172円

Web＋音声DL＋スマホ
民事訴訟法 4

10,800円 10,260円 10,584円

DVD 12,420円 11,799円 12,172円

Web＋音声DL＋スマホ
刑事訴訟法 4

10,800円 10,260円 10,584円

DVD 12,420円 11,799円 12,172円

Web＋音声DL＋スマホ
行政法 4

10,800円 10,260円 10,584円

DVD 12,420円 11,799円 12,172円

Input

本講座は、論文試験と短答試験に合格できるだけの重要知識を短期間で効率よく修
得したいという受験生のために開講しています。本講座は一般的な入門講座と比べると3
分の1程度の講義時間ですが、論文試験や短答試験の合格に必要な重要知識を全て
身に付けられるように講義をしていきます。知識をインプットする学習が何かと大変だと
思っている受験生でも、講義を耳で聴いているだけで合格に必要な重要事項を確実に
修得できるはずです。1人でも多くの受験生を合格に導くために全力で講座制作をしてい
ますので、何がなんでも合格したいと考えている受験生のご受講をお待ちしています！

講師からのメッセージ

短答論文短答論文
フルコースフルコース

矢島の矢島の
速修パック速修パック

本講座が含まれる
お得なパックコース

▶▶


