司法書士試験ガイダンスや
無料体験講義 にご参加ください
1/18（金）

東京校（渋谷）

19：00〜20：30

ガイダンス

11/9（金）

19：00〜20：30

ガイダンス

小山 晃司講師

11/18（日） 山村 拓也講師
15：00〜17：00

ライブ

合格に必要な知識はすべて網羅している入門講座。
なぜ，合格者は伊藤塾の入門講座を選ぶのか。
その理由をお伝えします。

ライブ

山村クラスの司法書士最短最速合格法
〜ネクストライセンス「司法書士」のススメ〜

ビデオ

合格に必要な知識はすべて網羅している入門講座。
なぜ，合格者は伊藤塾の入門講座を選ぶのか。
その理由をお伝えします。

11/23（金） 髙橋 智宏講師
19：00〜20：30

ライブ

行政書士試験と司法書士試験を比較する
〜各試験問題の比較分析から導く合理的学習法〜

ガイダンス

ビデオ

山村クラスなら初学者も安心！
〜2020年司法書士試験一発合格のための3つの戦略〜

ガイダンス

19：00〜20：30

ライブ

行政書士と司法書士のWライセンスの有用性。
Wライセンスで真のホームロイヤーになる！

12/3（月）

19：00〜20：30

ガイダンス

山村 拓也講師

ビデオ

『司法書士』のすべてがわかる!
〜仕事内容・魅力・試験制度・短期合格法を
一気に説明〜

ガイダンス

19：00〜20：30

ライブ

ライブ

『司法書士』のすべてがわかる!
〜仕事内容・魅力・試験制度・短期合格法を
一気に説明〜

ビデオ

1/9（水）

19：00〜20：30

小山 晃司講師

ビデオ

ライブ

行政書士試験と司法書士試験を比較する
〜各試験問題の比較分析から導く合理的学習法〜

高城 真之介 講師

ライブ

ライブ

忙しい社会人でも秋から始めて一発合格！
これが高城クラスの合格法だ！
あなたの疑問に全てお答えします！

ビデオ

行政書士試験と司法書士試験を比較する
〜各試験問題の比較分析から導く合理的学習法〜

高城 真之介 講師

山村 拓也講師

ビデオ

ガイダンス

ビデオ

1/9（水）

ʼ19

19：00〜20：00

ガイダンス

無料体験講義

ライブ

ライブ

12/6（木）

12/13（木） 山村 拓也講師

ビデオ

19：00〜20：30

無料体験講義

19：00〜20：30

高城 真之介 講師

ビデオ

2020年合格目標 入門講座山村クラス秋生
司法書士受験界のエース、山村拓也講師の講義を
体験してみよう！〜体系総論〜

2020年合格目標 入門講座山村クラス秋生
司法書士受験界のエース、山村拓也講師の講義を
体験してみよう！〜体系民法〜

12/20（木） 髙橋 智宏講師

1/8（火）

ʼ19

19：00〜20：30

無料体験講義

1/15（火）

1/23（水）

19：00〜20：30

無料体験講義

一発合格者を多数輩出、かつ現役司法書士として
法律実務に精通する高城真之介講師とともに、
目指せ2020年一発合格！

ビデオ

新・カリキュラムの入門講座で確実な合格を掴み取る!
秋生だけの新企画「ステップアップ編」を
体験してみよう

ビデオ

ガイダンス

ビデオ

2020年合格目標 入門講座山村クラス秋生
司法書士受験界のエース、山村拓也講師の講義を
体験してみよう！〜体系民法〜

山村 拓也講師

19：00〜20：30

行政書士試験と司法書士試験を比較する
〜各試験問題の比較分析から導く合理的学習法〜

2020年合格目標 入門講座山村クラス秋生
司法書士受験界のエース、山村拓也講師の講義を
体験してみよう！〜体系総論〜

11/27（火） 髙橋 智宏講師

ガイダンス

法律知識ゼロでも高城クラスなら大丈夫！
冬から始めて絶対合格！
高城講師の「二人三脚術」とは？

12/22（土） 髙橋 智宏講師
14：00〜15：30

19：00〜20：30

19：00〜20：30

いよいよ秋生開講！不安は全て解消！
短期合格するなら高城クラス20ヶ月コース！
高城クラスの魅力を、専門スタッフがお伝えします！

12/17（月） 高城 真之介講師
19：00〜20：00

ライブ

ライブ

11/20（火） 山村 拓也講師

無料体験講義

忙しい社会人でも一発合格！
これが高城クラスの合格法だ！
あなたの疑問に全てお答えします！

高城 真之介 講師

一発合格のノウハウを知り尽くした高城クラスが、
今年も御茶ノ水校で開講！
〜最新合格者からわかる、短期合格者の共通点〜

ビデオ

ガイダンス

ビデオ

ライブ

山村 拓也講師

19：00〜20：30

一発合格者を多数輩出、かつ現役司法書士として
法律実務に精通する高城真之介講師とともに、
目指せ2020年一発合格！

高城 真之介 講師

忙しい社会人でも一発合格！
これが高城クラスの合格法だ！
あなたの疑問に全てお答えします！

高田馬場校

19：00〜20：30

ガイダンス

山村クラスなら初学者も安心！
〜2020年司法書士試験一発合格のための3つの戦略〜

1/25（金）

19：00〜20：00

11/1（木）

一発合格のノウハウを知り尽くした高城クラスが、
御茶ノ水校で秋生開講！
高城講師の講義を体験しよう！体系商・商登法

12/14（金） 専門スタッフ

ガイダンス

ガイダンス

ʼ19

12/5（水）

19：00〜20：00

ガイダンス

ガイダンス

19：00〜20：30

ライブ

早い開始が絶対有利。
2020年に絶対合格するための学習方法を
お伝えします。

11/26（月） 髙橋 智宏講師

19：00〜20：30

人生を切り拓く人気の司法書士ライセンス。
その実情と将来性と短期合格するための方法論

12/21（金） 髙橋 智宏講師

ガイダンス

ガイダンス

11/21（水） 高城 真之介講師

ガイダンス

12/20（木） 小山 晃司講師

山村 拓也講師

1/14（月）

19：00〜20：00

ガイダンス

ガイダンス

19：00〜20：30

19：00〜20：00

19：00〜20：30

人生を切り拓く人気の司法書士ライセンス。
その実情と将来性と短期合格するための方法論

12/18（火） 山村 拓也講師

ライブ

山村クラスなら初学者も安心！
〜2020年司法書士試験一発合格のための3つの戦略〜

11/16（金） 高城 真之介講師

ガイダンス

12/12（水） 小山 晃司講師
19：00〜20：30

11/5（月）

18：30〜19：30

19：00〜20：00

ガイダンス

お気軽に !

無料体験講義

ガイダンス

11/30（金） 小山 晃司講師

小山 晃司講師

早い開始が絶対有利。
2020年に絶対合格するための学習方法を
お伝えします。

御茶ノ水校

無料体験講義

11/26（月） 山村 拓也講師
19：00〜20：30

1/25（金）

受講相談も

予約不要

ガイダンス

ガイダンス

11/21（水） 小山 晃司講師
ガイダンス

19：00〜20：30

19：00〜20：30

ガイダンス

19：00〜20：30

1/22（火）

参加無料

ビデオ

新・カリキュラムの入門講座で確実な合格を掴み取る!
秋生だけの新企画「ステップアップ編」を
体験してみよう

山村 拓也講師

ビデオ

髙橋 智宏講師

ビデオ

山村 拓也講師

ビデオ

2020年合格目標 入門講座山村クラス秋生
司法書士受験界のエース、山村拓也講師の講義を
体験してみよう！〜体系総論〜

新・カリキュラムの入門講座で確実な合格を掴み取る!
秋生だけの新企画「ステップアップ編」を
体験してみよう

2020年合格目標 入門講座山村クラス秋生
司法書士受験界のエース、山村拓也講師の講義を
体験してみよう！〜体系民法〜

ガイダンスの情報は、
伊藤塾ホームページから
もご覧いただけます。

18376̲180629H

Web で受講相談

「お問い合わせ・受講相談」より受付中！

伊藤塾 司法書士

https://www.itojuku.co.jp/

12/7（金）

横浜校

19：00〜20：30

山村 拓也講師

ビデオ

山村クラスの司法書士最短最速合格法
〜ネクストライセンス「司法書士」のススメ〜

19：00〜20：30

19：00〜20：30

山村 拓也講師

ビデオ

大学・仕事と両立し、司法書士で独立開業！
〜伊藤塾だからできる合格への「学習法」と「時間術」

11/7（水）

19：00〜20：30

ガイダンス

山村 拓也講師

ビデオ

司法書士の全てがわかる！
〜仕事内容・魅力・試験制度から
最短最速合格法まで〜

11/17（土） 山村 拓也講師
12：00〜13：30

12/3（月）

19：00〜20：30

ガイダンス

12/8（土）

12：00〜13：30

ビデオ

ビデオ

行政書士試験受験のアドバンテージを活かして、
ネクストライセンス司法書士試験を攻略しよう！
〜山村クラス入門講座の効果的学習法と戦略〜

山村 拓也講師

ビデオ

ビデオ

『司法書士』のすべてがわかる!
〜仕事内容・魅力・試験制度・短期合格法を
一気に説明〜

ガイダンス

山村 拓也講師

ビデオ

忙しい社会人でも大丈夫！
〜入門講座山村クラス最短最速合格法を大公開〜

山村クラスなら初学者も安心！
〜2020年司法書士試験一発合格のための3つの戦略〜

大阪梅田校

山村 拓也講師

11/1（木）

11/17（土） 永田 敦士講師

ライブ

街の法律家を目指そう！「司法書士」への招待状
〜仕事内容・魅力・合格への学習法を一気に説明〜

ビデオ

ビデオ

司法書士の全てがわかる！
〜仕事内容・魅力・試験制度から
最短最速合格法まで〜

11/24（土） 赤羽 祐二講師
14：00〜15：30

12/1（土）

14：00〜15：30

ライブ

司法書士試験と実務の世界をご紹介！
〜司法書士受験生から実務家となるまでの道〜

14：00〜15：30

ビデオ

『司法書士』のすべてがわかる!
〜仕事内容・魅力・試験制度・短期合格法を
一気に説明〜

ライブ

12：30〜14：00

12/8（土）

いよいよ開講！受講生絶賛の講義を体験しよう
福満クラス 体系民法1-3

永田 敦士講師

ライブ

司法書士試験と実務の世界をご紹介！
〜司法書士受験生から実務家となるまでの道〜

ライブ

12/16（日） 福満 賢一 講師

ライブ

12：30〜14：00

ガイダンス

赤羽 祐二講師

ライブ

街の法律家を目指そう！
「司法書士」への招待状
〜仕事内容・魅力・合格への学習法を一気に説明〜

1/10（木）

ʼ19

19：00〜20：30

1/27（日）

12：30〜14：00

11/10（土） 山村 拓也講師
14：00〜17：00

初学者はもちろん学習経験者にもおすすめ！
就職・転職にも有利！こんなにも未来が広がる
〜司法書士をとることのメリット〜

年内にスタートするために！
「『司法書士』のすべてがわかる！〜仕事内容・魅力・
試験制度・短期合格法を一気に説明〜」

福満 賢一 講師

ライブ

福満 賢一 講師

ライブ

大学・仕事と両立し、司法書士への夢をかなえよう！
〜伊藤塾だからできる合格への「学習法」と「時間術」〜

ガイダンス

ガイダンス

ビデオ

年内にスタートするために！
「『司法書士』のすべてがわかる！
〜仕事内容・魅力・試験制度・短期合格法を一気に説明〜」

福満 賢一 講師

ガイダンス

京都校

無料体験講義

ガイダンス

11/18（日） 福満 賢一 講師

12：30〜14：00

ガイダンス

12/9（日）

山村クラスの司法書士最短最速合格法
〜ネクストライセンス「司法書士」のススメ〜

ライブ

ガイダンス

ガイダンス

山村 拓也講師

福満 賢一 講師

18：30〜21：30

ガイダンス

大学・仕事と両立し、司法書士で独立開業！
〜伊藤塾だからできる合格への「学習法」と「時間術」

11/30（金） 山村 拓也講師
19：00〜20：30

ビデオ

ʼ19

ガイダンス

ガイダンス

11/9（金）

1/11（金） 山村 拓也講師

19：00〜20：30

19：00〜20：30

名古屋校

14：00〜15：30

立川校

19：00〜20：30

ビデオ

新しいカリキュラムになった入門講座で合格率アップ！
秋生だけの新企画「ステップアップ編」を
体験してみよう

無料体験講義

行政書士試験受験のアドバンテージを活かして、
ネクストライセンス司法書士試験を攻略しよう！
〜山村クラス入門講座の効果的学習法と戦略〜

12/14（金） 山村 拓也講師
ガイダンス

19：00〜20：30

髙橋 智宏講師

ガイダンス

1/18（金） 山村 拓也講師

1/25（金）

12/4（火）

ガイダンス

ガイダンス

19：00〜20：30

ビデオ

体系総論
〜わかりやすい入門講座の講義を体験してみよう〜

ʼ19

ガイダンス

短期合格者を多数輩出！
入門講座「山村クラス」の最短最速合格法を大公開！

11/24（土） 山村 拓也講師
ガイダンス

18：30〜20：30

19：00〜20：30

ガイダンス

12：00〜13：30

12/14（金） 山村 拓也講師
無料体験講義

ガイダンス

ビデオ

山村クラスの司法書士最短最速合格法
〜ネクストライセンス「司法書士」のススメ〜

ガイダンス

ガイダンス

11/2（金）

11/20（火） 山村 拓也講師

司法書士試験合格に向けた
効果的・効率的学習法を一挙公開
〜仕事や学生生活と両立をはかるための「コツ」とは? 〜

ビデオ

2020年合格目標 入門講座山村クラス秋生開講
司法書士受験界のエース、山村拓也講師の講義を
体験してみよう！〜体系総論〜

で伊藤塾チャンネル登場、最新動画を配信中！お気軽に『チャンネル登録』をお願いします。

Facebook

Twitter
@ itojukusyoshi

講師ブログ

伊藤塾
ホームページ
よりご案内
しています

伊藤塾 司法書士試験科
公式フェイスブックページ

伊藤塾 司法書士試験科
公式 Twitter ページ

伊藤塾 司法書士試験科
講師ブログ

フェイスブックとツイッター の 連動で
最新の受験情報をチェック！
「いいね！」ボタンで、お役 立ち情 報 や
ちょっと気分 転 換できるあなたのタイ
ムラインにお届け。

勉強に役立つ伊藤塾のイベントお知ら
せ やミニ 合 格 者 イン タビュ ー ま で
つぶやき中。気分転換にさっと読んで
いただけます。

毎 週 交 代 で 、司 法 書 士 試 験 科 講師が
試験や実務、講座についてのアレコレを
更新中。ブログでしか語られていない、
講座や伊藤塾講師の魅力が満載です。

メールマガジン
毎月第 2・4金 曜日に発 信しています。
「司法書士試験科通信」
と
「在宅便り」
で、
司法書士実務家・伊藤塾講師やスタッフ
が、司法書士試験に関するコラムや読み
物をお届けしています。ご 登 録 お待ち
しています！

