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答案添削ゼミ付きの特別プラン

予備試験合格パックでは、高野講師と加藤喬講師による答案添削ゼミ付

きの特別プランもご用意しております。  

特別プランでは、基本７科目につき８回、法律実務基礎科目につき１回、

選択科目につき１回、合計１０回（選択科目対策講義なしのプランでは

合計９回）にわたり、高野講師と加藤喬講師による答案添削付きのオフ

ラインゼミを開催いたします。

ゼミには毎回、当該クラスを担当する講師が登壇します。

募集人数に限りがありますので、お申込み件数が募集人数に到達した段

階で募集を締め切らせて頂きます。  

高野講師がゼミ・添削を担当するクラスと、加藤喬講師がゼミ・添削を

担当するクラスがございますので、希望なさるクラスを選択してくださ

いませ。  
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販売プラン 

 

＜加藤クラス＞  

 

 

加藤喬講師のクラスでは、基本７科目（８回）、法律実務基礎科目（１回）

及び選択科目（１回）の全てのゼミ及び答案添削を加藤喬講師が担当い

たします（※経済法に限り、加藤駿征講師が担当します）。  

 

 

選択科目対策講座あり  

 

 

選択科目対策講座なし  

 

９９８ ,０００円（税込）  

 

 

９２８ ,０００円（税込）  

 

①基本７科目の入門講座  

②基本７科目の試験対策講座  

③選択科目対策講座  

④法律実務基礎科目対策講座  

⑤答案添削付きゼミ（１０回）  

 

①基本７科目の入門講座  

②基本７科目の試験対策講座  

③法律実務基礎科目対策講座  

④答案添削付きゼミ（９回）  

 

視聴期間：２０２５年９月末まで  

     視聴期間の延長制度あり  
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＜高野クラス＞ 

 

 

高野講師のクラスでは、基本７科目（８回）の全てのゼミ及び答案添削

を高野講師が担当いたします。  

 

法律実務基礎科目（１回）及び労働法（１回）のゼミ及び答案添削は加

藤喬講師が、経済法（１回）のゼミ及び答案添削は加藤駿征講師が担当

いたします。  

 

 

選択科目対策講座あり  

 

 

選択科目対策講座なし  

 

９９８ ,０００円（税込）  

 

 

９２８ ,０００円（税込）  

 

①基本７科目の入門講座  

②基本７科目の試験対策講座  

③選択科目対策講座  

④法律実務基礎科目対策講座  

⑤答案添削付きゼミ（１０回）  

 

①基本７科目の入門講座  

②基本７科目の試験対策講座  

③法律実務基礎科目対策講座  

④答案添削付きゼミ（９回）  

 

視聴期間：２０２５年９月末まで  

     視聴期間の延長制度あり  
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ゼミの進め方 

 

答案添削付きゼミは、２０２３年８月中旬から２０２４年５月中旬まで

の１０か月間、毎月１回のペースで開催し、憲法→民法→刑法→商法→

民事訴訟法→刑事訴訟法→行政法→法律実務基礎科目→選択科目という

順序で、科目ごとに、以下の流れで進めます。  

 

①担当講師による次回の科目のインプット講義  

   ↓  

②答案作成に向けたインプット（自学習）  

   ↓  

③答案の作成・提出  

   ↓  

④担当講師による提出答案の添削＆添削動画の返却  

   ↓  

⑤担当講師による総評・問題解説＆次回の科目のインプット講義  

 

 

①担当講師による次回の科目のインプット講義  

 

 

まず初めに、添削対象である指定問題

を解くために必要な知識・方法論を確

認することを目的として、基礎講義の

復習及び総まくり講義の先取り的な

意味合いで、当該科目について 1 時間

から 1 時間半程度で、基礎応用完成テ

キスト又は総まくり論証集を使った

インプット講義を行います。  
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②答案作成に向けたインプット（自学習）  

 

 

インプット講義を受講することで、重

要な知識及び方法論を確認するとと

もに、論文の答案作成のためのインプ

ットの方向性を明らかにした上で、予

備試験合格パックの講義の受講と並

行して、基礎応用完成テキストと基礎

問題演習テキストを中心としたゼミ

の科目の総復習により、提出答案の作

成に向けて当該科目全体のインプッ

トを行います。  

 

 

③答案の作成・提出  

 

総復習によるインプットを終えたら、

テキストを参照しないで、ゼミの科目

の指定問題の答案を作成し、提出して

頂きます。  
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④担当講師による提出答案の添削  ＆ 添削動画の返却  

 

 

答案提出期限から 5 日以内に、担当

講師が提出答案を添削し、添削結果

を受講者様にお渡しいたします。  

 

 

⑤担当講師による総評・問題解説 ＆ 次回の科目のインプット

講義  

 

答案提出期限から 1 週間後、渋谷の

貸会議室において、ゼミを開催いた

します。ゼミでは、前半の部において

指定問題に関する総評と解説を行

い、後半の部において次回の科目の

インプット講義を行います。  

 

ゼミの開始前後や休憩時間中に、担

当講師に個別に質問・相談をして頂

くことも可能です。  

 

なお、欠席フォローとして、毎回、前

半の部及び後半の部をビデオ収録し

ますので、ゼミに出席できなかった

場合であっても、後日、ゼミの動画を

視聴することができます。  
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問題の指定及び答案提出 

 

【指定問題】  

添削対象となる問題は、事前に加藤喬講師が指定いたします（経済法の

問題に限り、加藤駿征講師が指定いたします。）。  

加藤講師担当のクラスと高野講師担当のクラスとで、添削対象となる指

定問題は共通します。  

基本７科目については短文事例問題集である基礎問題演習テキストから

各科目２問ずつ、法律実務基礎科目については予備試験過去問から民事

と刑事をそれぞれ１問ずつ、選択科目では労働法重要問題１００選テキ

スト又は経済法過去問テキストから２問ずつ、指定いたします。  

 

【制限時間】  

答案を作成する際の制限時間については、問題ごとに加藤喬講師が指定

いたします。  

なるべく制限時間内に答案を作成して頂くことをお薦めいたします。  

制限時間を超過しても、最後まで答案を書いて完成させて頂く必要があ

りますが、答案を提出する際に、どこまでが制限時間内に書いた部分な

のかを明確にして頂きます。  

 

【提出時のご質問】  

答案提出の際に、提出答案の末尾に質問を記載して頂くことも可能でご

ざいます。  

その場合、担当講師が答案添削の際にご質問に回答させて頂きます。  

 

【答案提出の期限】  

答案提出の期限は、毎回、当該科目のゼミの開催日の１週間前までとな

ります。  

毎回、事務局より、ゼミの開催情報とともに答案の提出期限についてご

案内いたします。  

 

【答案提出の方法】  

受講者様ごとに、答案及び添削動画を授受するための Google ドライブを

設けますので、当該 Google ドライブ上にアップロードする方法により、

答案及び添削動画の授受を行います。  
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答案添削の方法・内容 
 

【答案添削の方法】  

 

答案添削は、紙媒体の答案に直接書き込んだり、Word ソフトを使うなど

して文章で行うのではなく、PDF 化した答案を iPad の画面に映し出し

て画面収録する方法により行います。  

 

そのほうが、文章による添削に比べて伝えられる情報量が遥かに多い上

に、細かいことについてまで指摘しやすいからです。  

 

 

【答案添削の内容】  

 

論文試験で合格答案を書けるようになるために大事なことは、現実的な

合格答案の水準を具体的にイメージできるようになった上で、自分の課

題（弱点を含む）も踏まえて合格答案を書けるようになるためには何が

必要で、そのためにはどういった勉強をすればいいのか（勉強の方向性）

を把握することです。  

 

したがって、他者から答案添削を受ける目的は、①現実的な合格答案の

水準を具体的にイメージできるようになることと、②現実的な合格答案

を書けるようになるために自分にとって必要な勉強を明らかにすること

にあります。このように、答案添削は手段であって、目的ではありませ

ん。  

 

よって、答案添削は、上記①・②の目的に沿う内容でなければいけませ

ん。単に答案の正確性・配点項目の網羅性といった表面的なことを指摘

するだけの添削では、何度受けても合格答案を書けるようになりません。 

 

答案の出来不出来に関する結果だけに言及するのではなく、 結果をもた

らした原因とそれを踏まえた改善策を示すなどして今後の勉強の方向性

を明確に示すというのが、意味のある添削です。  
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答案作成者を伸ばすための添削、次の勉強に活きる添削をする必要があ

るわけです。  

 

こうした質の高い添削であれば、科目ごとに数問でも、十分な効果を得

ることができます。  

 

大事なことは、次の勉強に活かせる添削を受けることと、実際に添削を

次の勉強に活かすということです。添削の質と、添削を受ける側の学習

姿勢の双方が大事になってくるわけです。  

 

そして、答案添削では、法律の内容面のみならず、主語と述語の対応関

係、助詞・接続詞等の使い方、口語体と文語体の違いといった文章レベ

ルのことまで逐一確認し、指摘いたします。  

 

論文試験は、法律知識と法的思考を文章にして採点官に伝える試験です

から、どんなに法的知識があってもそれを正しく分かりやすい文章で答

案に書くことができなければ、論文試験には合格できません。  

 

このように、論文試験において、文章力は、法的知識や思考力と同じか

それ以上に重要です。  

 

添削では、文章レベルのことまでしっかりと確認・指摘しますので、論

文試験で高評価を得られる法律文章作成の作法も習得することができま

す。  
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欠席フォロー 
 

欠席フォローとして、毎回、前半の部及び後半の部をビデオ収録します

ので、ゼミに出席できなかった場合であっても、後日、ゼミの動画を視

聴することができます。  

 

なお、ゼミの動画を収録する際には、受講者様が映らないようにします

ので、ご安心下さいませ。  
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ゼミの開催日程・場所 
 

【開催場所】  

 

高野講師のクラス、加藤喬講師のクラスのいずれも、渋谷の貸会議室で

開催いたします。  

 

新型コロナ感染症等の感染防止のために、講師・スタッフは勿論のこと、

ゼミ生の皆様にもマスクを着用して頂くとともに、座席間のスペースを

十分に確保した上でゼミを開催いたします（３人掛けのテーブルについ

て、真ん中の席を空け、左右に１名ずつ着席して頂きます。）。  
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【開催日程】  
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受講相談 

 

加藤ゼミナールでは、予備試験合格パックに関する受講相談を実施して

おります。  

 

お電話での受講相談を希望なさる方は、事前にウェブサイトから予約を

して頂きますようお願いいたします。  

 

経験豊富なスタッフがマンツーマンで丁寧に対応させていただきます。  

 

また、メールでの受講相談も承っておりますので、お気軽に加藤ゼミナ

ール事務局までご連絡くださいませ。   

予備試験合格パック2023特別プラン 
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再受講割引 

 

加藤ゼミナールでは、受講者様の学習支援の一環として、予備試験合格

パックについて再受講割引（２０％ OFF）をご用意しております。  

 

例えば、２０２２年版の予備試験合格パックの受講者様は、再受講割引

価格（２０％ OFF の価格）にて２０２３年版以降の予備試験合格パック

を受講して頂けます。２０２３年版の予備試験合格パックの受講者様が

２０２４年版以降の予備試験合格パックを受講なさる場合も同様でござ

います。  

 

再受講割引は、答案添削ゼミ付きの特別プランでもご利用いただけます。 

 

【割引後の価格】  

 

答案添削ゼミ付きの特別プラン  

（選択科目対策講座あり）  

 

 

９９８ ,０００円（税込）  

   ↓  ２０％ＯＦＦ  

７９８,４００円（税込）  

 

 

答案添削ゼミ付きの特別プラン  

（選択科目対策講座なし）  

 

 

９２８ ,０００（税込）  

   ↓  ２０％ＯＦＦ  

７４２,４００円（税込）  
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他校受講割引 

 

加藤ゼミナールでは、他の予備校で司法試験・予備試験の入門講座を受

講している方又は受講した経験のある方を対象として、学習支援のため

に、予備試験合格パックの全プランを、３０,０００円引きの価格にて

提供させて頂きます。  

 

他校受講割引を利用して予備試験合格パックを購入する場合には、お申

込みの前に、加藤ゼミナール事務局まで、必要事項の記載と他校講座の

受講を証明できるデータの添付のあるメールをお送りください。  

 

後日、事務局より、メールの内容を確認の上、他校受講割引のディスカ

ウントコードをお送りいたします。  

 

【記入事項と添付データ】  

 

件名  

 

 

予備試験合格パック  他校受講割引  

 

 

 

本文  

 

①加藤ゼミナールにおける会員 ID（無料会員登録をお

済ませください）  

②加藤ゼミナールで会員として登録している氏名  

③購入を希望なさる予備試験合格パックのプラン名  

④対象となる他校の講座名  

 

 

 添付データ  

 

対象となる他校の講座の受講を証明できるデータ（受

講証・領収書等）  
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お支払方法 

 

 

 

 

 

銀行振込  

 

 

一括払い  〇  

 

分割払い  〇  

６回払い  （手数料：税込講座価格の１０％）  

１２回払い（手数料：税込講座価格の１１％）  

１８回払い（手数料：税込講座価格の１２％）  

２４回払い（手数料：税込講座価格の１３％）  

 

 

 

 

 

クレジット

カード決済  

 

 

一括払い  〇  

 

分割払い  〇  

 

※クレジットカードによる分割払いの可否、分割払い

の回数及び分割払いに伴う手数料は、お客様とカー

ド会社様との契約内容によります。予めお手元のク

レジットカードの情報をご確認くださいませ。  
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