
矢島講師の2講座合格イメージを創る

［重完］
重要事項完成講座
知識編［全40回］

備えあれば憂いなし。試験に挑むための万全の準備を。 点を獲る確信。いかなる問いにも安定した答案を。
講師オリジナルテキストと
質の高い講義
●7科目の重要事項の基本から応用まで全120時間で講義
するため、本試験で通用する学力を効率よく習得できます。
●基本書や百選はもちろん主要な判例解説や論文などにも目
を通し研鑽を怠らない矢島講師が、合格に必要十分な事
項を厳選しています。

●法的三段論法を常に意識した記述で、論点主義に陥ること
なく体系的に整理されたオリジナルテキストで学ぶことによ
り、無理なく法的思考力も養います。
●記憶する事項と理解する事項を分けて、それぞれに重要度
のランク付けをしており、受講生が各自の状況に応じて復
習しやすい工夫がなされています。
●事案や判断枠組みの使い方のポイントを示し、判例の射程
や思考の道筋などを深く理解できる講義をしています。

情報一元化ツール
●論文試験で必要となる判例や要件・効果・趣旨・規範・論証・判断基準
等が整理されており、体系的な学習ができます。

●基本書・百選・論証集の中の必要な情報はすべて記載されているのに、
コンパクトなA5版で持ち運びしやすい分量なので、場所を選ばず学習し
やすくなっています。
●憲法・民法・刑法は短答式試験にも対応しており、知識編だけでインプッ
トは完璧です。

［重完］
重要事項完成講座
論文過去問徹底分析編［全21回］

Message   矢島先生の講座で私はこう変わりました。  ●受講生の生の声

私は、矢島先生の講義を受ける前までは、論証集や自分が作成したまとめノートを用いてインプットをしていました。そうす
ると、論証や規範・定義の暗記が勉強の中心になってしまい、理論的なつながりを理解する姿勢が疎かになっていました。
矢島先生の「知識編」の講義は、暗記を促す内容ではなく、理論的なつながりを平易な表現を用いて丁寧に説明して
いる点が印象的でした。例えば、重要な論点については理解しやすいように具体的な事例を用いて説明している点や、判
例については単に判旨を読み上げるだけにとどまらず、各判例の相違点や判旨のポイントを解説してくれる点が、理論的な
理解に非常に役に立ちました。また、講座の特徴として、論文や短答の問題をはじめ採点実感・出題趣旨も扱うため、講
義で学んだ基本知識を司法試験ではどのように活かすのか、という司法試験対策に直結する内容になっている点が良かっ
たです。
テキストは、平易な表現を用いて矢島先生が書き下ろしているため、インプット講座によくある箇条書きによるテキス
トに比べて読みやすく理論的なつながりがわかりやすい点が良かったです。また、A５版であることから通勤時間や昼
休みといった隙間時間にもテキストを開き使用できるという利便性が高い点、ランク付けによる復習の優先度が明確である
点が良かったです。
私は、矢島先生のゼミを受講していましたが、一人でも多くの受講生を合格させたいという先生の情熱に毎回触れること
ができたので、息切れせずに長時間の勉強に耐えて司法試験本番を迎えることができました。

　矢島先生の「知識編」の講義は基本を重視しています。司法試験の過去問の解説にあった
りするような、応用的な論点の解説はほとんどありません。そのため、初めて講義を聴いたとき
には、これで大丈夫だろうかと不安になりました。しかし、「分析編」の講義で、矢島先生は、「知
識編」で学んだ基本事項を使って、司法試験の問題をどのように解くのかを解説してくださっ
ており、その不安を払拭してくれました。また、判例についても単に、「知識編」では規範部分
を引用するだけでなく、当てはめ部分も多めに引用してくださっており、最高裁が、どのように
事案を解決しているのかを解説してくださっています。そして、「分析編」でも、過去問でどの
ように判例を意識して事案を分析し答案を書くかということを解説してくれています。そのた
め、初見の問題でも、判例が重視している要素などを意識して解答することができるようになり
ました。
　私は、「知識編」、「分析編」に加えて「矢島ゼミ」も受講していました。ゼミでは、答案を
矢島先生自ら答案を添削してくださり、私に足りない部分や疑問についてアドバイスして
いただきました。矢島先生はとても熱く、かつ親身に、私たち受験生と同じ目線でアドバイスや
励ましを下さり、司法試験に絶対に合格するという気持ちに自信を持たせてくれました。

Nさん（既修）
司法試験受験生

漠然として不安から、確固たる自信へ 暗記中心の勉強法から理解中心の勉強法への変化

Oさん（既修）
司法試験受験生

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
座を企画し、講座で用いるテキストは最良のものにな
るよう自ら毎年改良を加えている。ゼミでは自ら受講
生と机を並べて論文試験の答案を手書きして示すこ
とで、フレッシュな思考方法を伝授している。LECの
講師として司法試験に合格したいという熱意ある受験
生を応援し続けている。

矢島 純一 LEC専任講師

フルスケールの
完全解と
8ページ解答例2
「受かる」答案
のイメージ1

本年度、矢島講師は、出題の趣旨や採点実感を踏まえ、論点のすべてに丁寧に答えたフルスケールの
解答例である「考え方の道すじ」と、手書きでも8頁に納まる分量に収めた「解答例」の2種類の解答
を用意します。「考え方の道すじ」は、すべて完璧に論じているため8ページには収まりませんが、勝負
所のすべてを丁寧に論じているので、自分に合った勝負所を見極め自分だけの合格答案の形をイメー
ジするために極めて有益なツールになっています。矢島講師であれば、どこを勝負所と据え、どこを削る
のか、「解答例」と見比べることにより、実践的な答案の書き方を体感できるようになっています。

どんな問題が出ても受かる答案のイメージを明確に掴むには、現場答案ではなく採点実感のいう「優秀」
答案を用いて学ぶ必要があります。高校受験や大学受験でも、過去問の模範答案を基に勉強したはずで
す。司法試験だけ、「再現答案」や「現場答案」という名の不完全な解答例を基に学べば足りるというこ
とはありません。出題の趣旨や採点実感を研究しつくし、判例・基本書・文献なども参照し、常に試行錯
誤を重ねながら、最高の解答例を探求し続けている矢島講師の解答例は、最高の素材となるはずです。

「知識編」との
連携と
添削オプション3 重完知識編とリンクした関連知識・関連判例の抜粋などの「基本知識」も掲載されており、非常に復習

しやすくなっています。「知識編」で習得した規範や論証を実際の問題でどのように用いるのか、判例の
事案とどこが同じでどこが違うからどう応用するのかがはっきりわかるため、いかなる問われ方にも対応
できる活きた知識に高めることができます。また、答案添削を希望する方は、オプションで過去問答練
の添削のみを特別価格で付けることもできます。

法的思考力と
法的三段論法が
身に付く講義4

本講座は、単なる過去問の解説講義ではありません。どのような問題が出題されようとも自力で上位合
格答案を書けるように、受験生各自が勝負できるところで勝負するための法的思考方法を身に付けら
れる工夫を凝らしています。講義では、論理的な答案の構成の仕方や、得点を伸ばすための事案の評
価の仕方なども丁寧に解説しますので、初見の問題を自分で考える力も付いていきます。矢島講師の講
義を最初から最後まで聴くことで、司法試験の論文試験で求められている答案がどのようなものなのか
がはっきりと分かるようになっているはずです。

重要事項完成講座
知識編

（P.30～32）

法的思考能力を養う

判例の射程を学ぶ

主要７科目の重要事項の
理解と定着を図る

重要事項完成講座
論文過去問分析編
（P.33～35）

考査委員の要求を把握

自分に合った優秀答案の
イメージを掴む

答案添削オプション

どんな問題が出ても確実に
合格できる、安定した
答案を書く力を付ける

本
試
験
最
終
合
格

持ち運びしやすいコンパクトなA5版！
書き込みを加えて情報一元化！

ゼミ （P.16・P.17）
実践答案編 （P.36）
スピードチェック編 （P.36）

実践的な総仕上げ
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本
試
験
最
終
合
格

持ち運びしやすいコンパクトなA5版！
書き込みを加えて情報一元化！

ゼミ （P.16・P.17）
実践答案編 （P.36）
スピードチェック編 （P.36）

実践的な総仕上げ
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