
七法会

主催

運営：北大生協 提携：辰已法律研究所 お問合せは、生協キャリアサポート店 career@coop.hokudai.ac.jp 709-7717

主催：七法会（七法会は、司法試験合格を目指す北大ロースクール生が主催する北海道大学公認 の学生組織
です。申込窓口については北大生協へ委託しています。）

北大法科大学院（在学生＆修了生）予備試験合格者対象 北大生協組合員限定

司 試験対策講座

スタ論 ＆ スタ短
2023年
司法試験
合格目標

■申込窓口：北大生協会館店２階キャリアサポート店 ※営業時間はHPをご覧ください

お申込の際には、上記のパンフレットに記載のある講座の内容お
よび注意などを予めご確認ください。解約の際には、キャンセル手
数料など発生いたしますので全額返金にはならない場合がありま
すことをご了承ください。

○スタ論
(解説講義付 Web受講)

○スタ短
(解説講義なし・解説書あり)

●全国公開模試
日時・実施方法等未定 後日公開

通信部WEB（Zoomによる同時中継付）

自宅受験（オンライン同時中継受験あり）

その他のコースは
● 2023年度 司法試験対策講座 （北海道大学）コースのご案内
をご覧ください。

（第２クールよりお申込みの方は12月以降再度ご案内させていただきます。）

カタログCD:SH220614-01M

https://tatsumi.meclib.jp/SH220614-01M/book/

9月24日スタート
ﾌﾙｾｯﾄ生協価格

¥254,800-
(税込)

資材・答案・成績表は辰巳から郵送となります。
※スタ短、スタ論ともに答案のWEB提出が可能です。

申込み締切りは 各クールの初回の3日前となります。
途中申し込みは辰巳要相談となります。

スタ論

●第１クール 全６回

●第２クール 全８回
（選択科目含む）

スタ短

●第１クール 全６回

●第２クール 全７回
（総合択一含む）

初回申込期限：9月16日(金)まで



スタンダード論文答練の特長

01 安心の問題作成工程 学者の監修・受験生モニター等の複数チェック
02 本試験での的中実績 分析に自信あり。スタ論は3問に1問あたります
03 ブレのない添削 司法試験合格者によるブレのない添削を提供します
04 精緻な採点基準 あいまい・大雑把な採点を排す精緻な採点基準です
05 豊富な参考答案 どこまで書くか？「答案の相場観」がわかります
06 解説講義 問題制作から関わる講師による出題趣旨がわかる解説です
07 答案の書き方講義 専任講師と直近合格者が指導します
08 受けやすさ オンライン受験、WEB答案提出、教材PDFダウンロード

スタンダード論文答練の対象者

答練の受講経験のある方・過去問の検討経験がある方
01 本試験レベルの新作問題を書きたい方
02 本試験採点基準の実際を体感したい方
03 他の23年試験受験生と切磋琢磨したい方

スタンダード論文答練

スタンダード短答オープン
短答を苦手としている方に、 ①過去問未出題分野の対策、さらに②論文の規範知識の拡充も 論文対
策との並行学習を可能にした使い勝手の良い定番の短答演習講座

新司法試験元年（2006年）から本格実施している 最も伝統と実績のある論文答案練習会です。
制作チーム、学者の先生、担当講師が「当たる問題」を出題。 大雑把を排した精緻な採点基準で丁寧
に添削。あなたに安心を届けます。

01 隔週実施ゆったり日程で学習しやすい。
02 第１クールは、短答基礎体力拡充期（正答率60%以上の問題のみ出題）
03 第１クールの解説講義は、受験生の誤答行動を分析して指導
04 第２クールは、完全本試験仕様で実施、正答率の低い問題も含めて出題
05 第2クール終了後、短答対策の仕上げに「総合模試『総択』」を実施
06 各問題の受験者「肢別正答率」にも一工夫 「誤答分析」 という発想
07 全ての資料がWEBアップされていて学習にとても便利

司法試験・予備試験の短答合格経験がない方
01 一人では短答過去問を潰しきれない方
02 基本書や解説書を読むだけでは短答過去問の解答のポイントがつか

めない方
03 定期的に短答問題を解いておきたい方

スタンダード短答オープンの特長

スタンダード短答オープンの対象者

練りに練った・
第1クール＋第2クール

合計全32問

スタンダード論文答練 合格者の声

本番での出題蓋然性の高い問題を出題
2021年司法試験合格・慶應義塾大学
法科大学院【既修】修了 K.Yさん

スタ論は、他の答練と異なり、重要問題で
はなく、本番での高い問題を出題してい
るように見受けられました。そのため、時
間に追われる直前期においても、本番に
近い質の高い答練に取り組めている、とい
う安心感を持って勉強をすることができまし
た。
また、解説冊子は、問題の要点や関連知
識について丁寧に言及していますので、読
み込むことで問題に対する理解が深まりま
した。

合格者の声

2021年司法試験合格
中央大学法科大学院【既修コー
ス】修了A.Oさん
民法改正対応の問題を多く解くた
めに
短答答練については、民法改正に
対応した問題を多く解いておきた
かったために受講しました。３科
目とも間違えた問題は択一六法に
赤ペンで注意書きをしつつ、繰り
返し解き直しをしていました。本
番でも時間配分を間違えることな
く落ち着いて取り組めたのは答練
を通してアウトプットの機会を確
保していたからだと思っています。

第１クール180問/
第２クール231問



●第１クール（法系別）

No. 科目 教材発送
答案提出締切

（予定）
＊オンライン同時中継

通信部資材

発送日
科目

出題

問数

1 公法系１ 9/21(水) 10/3(月)
9:30-13:45

休憩あり
9/24(土 ) 14:45-16:00 9/21(水) 憲法１ 30

2 公法系２ 10/5(水) 10/17(月)
9:30-13:45

休憩あり
10/8(土 ) 14:45-16:00 10/5(水) 憲法２ 30

3 民事系１ 10/19(水) 10/31(月)
9:30-16:30

休憩あり
10/22(土 ) 17:00-18:00 10/19(水) 民法１ 30

4 民事系２ 11/2(水) 11/14(月)
9:30-16:30

休憩あり
11/5(土 ) 17:00-18:00 11/2(水) 民法２ 30

5 刑事系１ 11/16(水) 11/28(月)
9:30-13:45

休憩あり
11/19(土 ) 14:45-16:00 11/16(水) 刑法１ 30

6 刑事系２ 11/30(水) 12/12(月)
9:30-13:45

休憩あり
12/3(土 ) 14:45-16:00 11/30(水) 刑法２ 30

●第２クール（法系別）

No. 科目 教材発送
答案提出締切

（予定）
＊オンライン同時中継

通信部資材

発送日
科目

出題

問数

1 公法系１ 1/18(水) 1/30(月)
9:30-13:45

休憩あり
1/21(土 ) 14:30-15:20 1/18(水) 憲法１ 20

2 公法系２ 2/1(水) 2/13(月)
9:30-13:45

休憩あり
2/4(土 ) 14:30-15:20 2/1(水) 憲法２ 20

3 民事系１ 2/15(水) 2/27(月)
9:30-16:30

休憩あり
2/18(土 ) 17:00-18:15 2/15(水) 民法１ 37

4 民事系２ 3/1(水) 3/13(月)
9:30-16:30

休憩あり
3/4(土 ) 17:00-18:15 3/1(水) 民法２ 37

5 刑事系１ 3/15(水) 3/27(月)
9:30-13:45

休憩あり
3/18(土 ) 14:30-15:20 3/15(水) 刑法１ 20

6 刑事系２ 3/29(水) 4/10(月)
9:30-13:45

休憩あり
4/1(土 ) 14:30-15:20 3/29(水) 刑法２ 20

7 選択科目1 4/12(水) 4/24(月)
9:30-12:30

休憩なし
4/15(土 )

8 選択科目2 4/19(水) 5/1(月)
9:30-12:30

休憩なし
4/22(土 )

総合択一

模試
775月実施予定（後日公開）

スタンダード論文答練
解説講義はWEB受講です

スタンダード論文答練
解説講義はWEB受講です

※選択科目には解説講義はありません

スタンダード短答オープン
解説講義なし

スタンダード短答オープン
解説講義なし

＊週間リズムと緊張感維持のために、東京通学会場からオンラインで試験を同時中継します。

オンライン同時中継受験については、問題・解説書などの教材はＷＥＢから各自ダウンロード可能です。

通信部の方は、オンライン同時中継受験に参加することは自由ですが、教材の郵送が同時中継に間に合わない場合、

問題等の資料はダウンロードをご利用下さい。詳しくはパンフレットをお読みください。



● 2023年合格目標 司法試験対策講座 （北海道大学） コース・価格表

●お薦め
お得なセットはこちら

※１C = 第１クール　２C = 第２クール

№ お申込みコース　（秋から） 生協価格（税込）

セット１
スタンダード短答オープン（1C + 2C + 総択・解説無し) +

　　　　　スタンダード論文答練（1C + 2C ） + 全国模試　　　　　　　（フルセット）
¥254,800

セット２ スタンダード論文答練（第１クール + 第２クール） + 総択 + 全国模試 ¥216,200

セット３ スタンダード論文答練（第１クール + 第２クール） + 全国模試　セット ¥206,600

№ お申込みコース 生協価格（税込）

スタ論セット-１ スタンダード論文答練　第１クール　全６回 ¥73,000

スタ論セット-２ スタンダード論文答練　第２クール　全８回 ¥95,800

スタ論セット-３ スタンダード論文答練（第１クール + 第２クール ）　セット ¥158,300

スタ短セット-１ スタンダード短答オープン　第１クール（解説無し） 全６回 ¥22,800

スタ短セット-２ スタンダード短答オープン　第２クール（解説無し・新司総択１回を含む）　全７回 ¥28,600

スタ短セット-３ スタンダード短答オープン（第１クール + 第２クール + 総択）　セット ¥48,200

※本年度のスタンダード論文答練は第２クールに選択科目（全2回）を含みます。選択科目無しコースはございません。

№ お申込みコース　（スタ論　スタ短　単品） 生協価格（税込）

スタ論-1 スタンダード論文答練　第１クール　法系別　公法系 ¥25,800

スタ論-2 スタンダード論文答練　第１クール　法系別　民事系 ¥31,000

スタ論-3 スタンダード論文答練　第１クール　法系別　刑事系 ¥25,800

スタ短-1 スタンダード短答オープン　第１クール　科目別　憲法（解説無し） ¥8,600

スタ短-2 スタンダード短答オープン　第１クール　科目別　民法（解説無し） ¥8,600

スタ短-3 スタンダード短答オープン　第１クール　科目別　刑法（解説無し） ¥8,600

総択-1 総択　全１回 ¥10,000

総択-2 総択　全１回　（北大ロースクール生　修了生割引） ¥9,700
総択-3 総択　全１回　(スタ短・スタ論割引　　スタ論セット又はスタ短第１クールお申込みの方）　　 ¥9,300

※スタ論、スタ短の単品販売は北海道大学生協オリジナルになります。

№ お申込みコース　（全国公開模試　23年　実施日未定　） 生協価格（税込）

全-１ 司法試験全国摸試　全１回 ¥50,300

全-２ 司法試験全国摸試　全１回   （北大ロースクール生　修了生割引） ¥48,800

全-３ 司法試験全国摸試　全１回 　(スタ短・スタ論割引　　スタ論セット又はスタ短セットお申込みの方）　　 ¥46,700

スタ論・スタ短（司法試験対策講座）のお申込みは北大生協への加入が必要です。


