
※解説講義はございません。
※レジュメのPDFデータはwebup致しませ
んのでご注意下さい。

■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下さい。

※欠席した場合の配布物の受領可能期間は当該実施日を含めて1ヶ月間とし、それ以降はお渡し出来ませんのでご注意下さい（LEC申込規定第9条5項）。 

※本答練には、解説講義はございません。

LA19591

LB19591

LB19591

自宅受験

成績表郵送返却オプション

一般価格

25,850円

7,150円

25,850円

7,150円

税込（10％）

大学生協・
書籍部価格

24,557円

6,792円

24,557円

6,792円

4,400円

1,100円

代理店
書店価格

25,333円

7,007円

25,333円

7,007円

講座コード

一括

各クール

一括

各クール

一括

各クール

回数申込形態

12

3

12

3

12

3

会場受験

回数

使用教材

全4クール 12回
出題総数 約300問

2020/1/6（月）

通信教材発送開始日

2020/7/31（金）

答案提出最終締切日

LECオリジナル問題

個人成績表
総合成績表

・問題冊子 ・解説冊子

※LEC が過去に出題した問題の中から良問をセレクトし、今年の本試験傾向を踏まえて改良・再編集のうえ出題します。

本試験４回分、約300問ものオリジナル問題！徹底的に物量をこなす！

短答パーフェクト答練
講座の特長

1 徹底的に物量をこなす！ 約300問もの本試験形式の答練！
短答対策としての基本は「条文」「判例」「過去問」です。これを押さえることで、短答試験で問われ

る基本知識は押さえることができます。しかし、それだけでは本試験で未知の問題に出会ったとき
に、制限時間の中で解答するという経験値が低いゆえに、本来の実力を発揮できずに終わってしま
うこともあります。そうならないためには、制限時間内に与えられた問題数を解くという経験を積む
ことが必要です。本講座では、約300問もの出題を予定していますので、制限時間内で解くための
経験を十分積むことができます。

2 本試験と同レベル同クオリティを徹底して追求した良問を出題！
本試験のトレーニングとして最も重要なことは、扱う問題が本試験と同じレベルであることです。

いくら問題をこなしても、本試験よりも易しい問題を制限時間の中で解ける力では本番で通用しま
せん。本講座で出題される問題は、1問1問をその出題方式から精査し、難易度についても本試験
以上・以下にならぬよう細心の注意を払って作成しています。擬似的に本試験レベルを体験できる
答練だからこそ、本番へ向けた準備をきちんと整えることができます。

3 試験直前まで使える、丁寧な解説レジュメ！
短答の解説は長すぎても冗長ですし、短かすぎても条文の説明だけに終わってしまいます。本講

座の解説は、きちんとそれぞれの肢の正誤の理由づけや関連知識もきちんと網羅しつつ、コンパク
トにまとめたものになっております。答練の際に誤答してしまった問題については、本番直前まで何
度も読み返して使うことができるレベルのボリュームの解説となっています。

１．各問ごとの正答率を
明示！

落としてはいけない問題、落とし
ても差がつかない問題が一目瞭
然になります。復習のメリハリを
つけることもできます。

2．肢ごとの正答率を
明示！

肢ごとの正答率を分析すること
で、弱点・苦手論点を正確に把
握できます。特に完全正解が求
められる憲法では肢ごとの正答
率に注目することが、試験対策
上有効です。

3．短答の合格点を
毎回明示！

短答で合否が出る試験だからこ
そ、短答合格点を毎回明示しま
す。まずはこのラインより上に位
置することを目標にしましょう。

受講料

<解約・返品について>　・弊社所定の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いたします。教材等の返送料はご負担いただきます。
・詳細は LEC申込規定（http://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html）をご参照下さい。

情報満載の成績表！

通学（会場受験）開講日

木曜クラス 2020年 1/16（木）
金曜クラス 1/17（金）
土曜クラス 1/18（土）
日曜クラス 1/19（日）

実施スケジュール

時間帯

実施会場

クール 科目
通学実施スケジュール

木曜クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス

第1クール
民法 20.1.16 （木） 20.1.17 （金） 20.1.18 （土） 20.1.19 （日）

憲法・刑法 1.23 （木） 1.24 （金） 1.25 （土） 1.26 （日）

第2クール
民法 1.30 （木） 1.31 （金） 2.1 （土） 2.2 （日）

憲法・刑法 2.6 （木） 2.7 （金） 2.8 （土） 2.9 （日）

第3クール
民法 2.13 （木） 2.14 （金） 2.15 （土） 2.16 （日）

憲法・刑法 2.20 （木） 2.21 （金） 2.22 （土） 2.23 （日）

第4クール
民法 2.27 （木） 2.28 （金） 2.29 （土） 3.1 （日）

憲法・刑法 3.5 （木） 3.6 （金） 3.7 （土） 3.8 （日）

時間帯Ａ
10：00 ～ 11：15
10：00 ～ 12：10

民法75分
憲法50分 – 休憩10分 – 刑法50分

時間帯Ｂ
13：00 ～ 14：15
13：00 ～ 15：10

民法75分
憲法50分 – 休憩10分 – 刑法50分

時間帯Ｃ
16：00 ～ 17：15
16：00 ～ 18：10

民法75分
憲法50分 – 休憩10分 – 刑法50分

時間帯Ｄ
18：30 ～ 19：45
18：30 ～ 20：40

民法75分
憲法50分 – 休憩10分 – 刑法50分

実施校 曜日 時間帯

関東

水道橋本校 金曜 C

池袋本校 木曜 A

渋谷駅前本校 日曜 D

千葉本校 金曜 D

関西

梅田駅前本校 日曜 D

神戸本校
金曜 D

土曜 D

京都駅前本校 金曜 D

その他

札幌本校 土曜 D

仙台本校 金曜 B

名古屋駅前本校 金曜 D

富山本校 日曜 A

広島本校 金曜 D

福岡本校 金曜 D


