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行政書士試験突破塾
合格点突破講座



。

　行政書士試験は、年々問題の難易度が上がってきており、合格率も数％という難関資格になってきています

が、多くの資格講座は、この傾向変化に十分対応できていないという現状があります。こうした現状に疑問を

感じた大手資格予備校の講師や教材制作担当者が、「採算は合わなくても本当に合格レベルの講座を作りたい

」という思いで結集して立ち上げたのが、行政書士試験突破塾です。

  2000 年に開塾して以来、 10 年の歳月を経る間に、多くの行政書士試験合格者を生み出してまいりました。

今後も「あらゆる面での良心的なサービス」により、皆様の資格取得を支え、「法律を使いこなせる人材」を

輩出することで社会に貢献したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

皆様からの信頼と向上心を胸に、

皆様とともに進化してまいります

ここに写真を入れる

（ご挨拶）Message

合格のためのベストパートナーとして。
As the best partner of passing the examination.

行政書士試験突破塾の「最大のこだわり」は、教材のクオリティです。

わかりやすく、質・量ともに十分な教材を提供することで、皆様の実力を行政書士試験受験生のなかでもトップクラスに引き上げます。

それを支えるのが充実のサポート体制。質問掲示板の公開は、当塾のサポートレベルと皆様からの信頼の証です。

高度なリーガルサービスを担える人材を育ててよりよい社会を創りたい。そのための模索を続けます。

行政書士資格を保有し、かつ、豊富な

法的知識・事案分析能力・法律解釈力

を有する人材を多数育てることで、社

会に貢献します。先の見えない時代に

レベルの高いリーガルマインドをもっ

て人々に的確なアドバイスをする、そ

んな次世代の人材の育成を目指します

社会貢献 

行政書士試験合格に必要な基礎理論から応

用までを、詳細なテキストと充実した講義

でしっかり教えます。法令の具体例や理由

付けもわかりやすく丁寧に指導いたします

ので、はじめて法律を学ぶ方から上級者の

方まで、幅広い方々に喜ばれております。

教材のクオリティ 

受講中に疑問点が生じても、掲示板や

メールで迅速にご質問にお答えいたし

ます。受講年度の翌年の試験日までは

無料で何度でも、当塾講座以外の問題

集等のご質問も含めて受け付けており

ます。また、受講年度後に再受験され

る方のために、安価に法改正等の改訂

点を解説した「バージョンアップ教材」

の販売も行っております。

充実のサポート 

（企業理念）Philosophy

Social

Responsibility 
Support

Quality

　行政書士試験突破塾の「合格点突破講座」が多くの合格者を生み出している最大の秘訣は、詳しいテキス

トと、それをわかりやすく詳細に解説しているＣＤの講義時間にあります。

　行政書士試験の合格率が高い資格予備校は、いずれも 100 時間を超える講義時間であることは業界内の共通認識とされま

すが、当塾は約 130 時間に及ぶ講義を実施。例年８割以上の本試験問題に対応しており、業界トップクラスの試験対応率と

なっています（詳しくは当塾Ｗｅｂサイトの「当塾講座の本試験への対応力」をご覧下さい）。 

　予備校の講座を分類すると、① 100 ～ 150 時間の講義がついたもの、②①の半分程度の時間の講義がついたもの、③講

義がほとんどついていないもの、となります。

　③だけでは、合格のために十分な理解と知識を得ることは困難です。②は、予備校の速習講座などのダイジェスト的な講

座に相当します。②だけでは、やはり理解と知識が不足しがちとなり、「

。①で、かつ本試験レベルに十分達しているもので学習することが、行政書士試験の合格レベルに達する早道

といえるでしょう。

　「合格点突破講座」は、①にあたり、かつレベルの高いことまで教えることで、実際の試験でも「教わったことがたくさ

ん出題される」状態を生み出します。

　そして、講義は、大手予備校のアンケートでも「わかりやすい」と高い評価を受けている講師が行いますので、初心者か

ら上級者までを「真の合格レベル」へと導きます。この結果、難化傾向が続く最近の行政書士試験においても、初心者から

の一発合格をはじめとした高い合格実績を残しております。

学んでいないことがたくさん出題される」結果と

なりがちです

（合格のカギ）Key

合格点突破講座
The lecture to exeed the passing mark

行政書士試験突破塾

高 い 合 格 実 績 の カ ギ は 、

詳細なテキストと十分な講義時間
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合格点突破講座は、以下のように、全体構造編、本論編、法解釈編の三編からなっています。これらのステップを踏むことで、無理なく実

力がついていきます。

（講座内容）Contents

18 年の試験前に噂されていた行政書士試験の難化の噂は拍子抜けに終わりましたが、 20 年の択一問題や、

19 年度の記述問題を見る限りでは少しづつ噂は実現していっているのかもしれません。個人的には司法試験や

司法書士試験とは、また別の行政書士試験特有の難しさが見え出しているように感じます。

けれども、そもそも突破塾のテキストは行政書士試験の一歩どころか二歩ほど上を行っておりますので、これ

から行政書士試験がどんな方向に行こうとも、間違いなく対応できるものと思います。

そして、とっぱ先生の講義は法律初学者だけでなく、既学者にとっても非常に有益なものです。突破塾でイン

プットを繰り返し、行政書士の過去問や公務員試験問題でアウトプットを繰り返してください。それだけで、

充分すぎるほど合格点は突破できると思います。 

最後に、突破塾の皆様。これからも良い教材を多くの方に提供し続けることができますよう願っております。

行政書士　服部まさかず様

事務所名：服部行政法務事務所　 url : http://www.gyoseihoumu.com/

行政書士試験が終わり、発表を待つまでもなく、次へ向かおうとしていたとき、突破塾のＨＰにたどりつきま

した。まず民法をなんとかしないとと思い、 12 月の終わりごろ民法最初の教材が届いたのを覚えています。

あまりのわかりやすさに、ここまで教えてもらえるんだと、ある種の驚きでした。すぐに全科目申し込みにか

えていただきました。どの科目も高いレベルまで引き上げてもらえるのを感じました。

受講生にプレッシャーをかけることなく、「最初は全部わからなくても、そのうちに知識が定着してきます」

と繰り返し語りかけてくださる突破先生のおかげで、精神的においつめられることなく、勉強を進めることが

できました。また、受講生がＣＤを聞く時期にあわせ、そのころの状態を考えて、かけてくださる言葉があた

たかくて、本当に勇気づけられました。

行政書士　大石明美様

事務所名：行政書士オフィス大石　 url : http://office-oishi.net/

独学合格が難しくなったといわれる現在の行政書士試験レベルであっても、突破塾テキストを利用すれば一発

合格は可能だと思います。

突破塾の主要３教科を夏までに全教科きっちり３回まわして問題演習を並行してこなし、さらに直前１ヵ月に

は主要教科のＣＤを３倍速でおさらいできたら、きっといまの行政書士試験レベルでも一発合格はかないます

！！！

そしてリベンジを志されたみなさんは、ぜひ「合格レベルではなく、実務レベルの知識を上乗せするためのあ

と一年」という前向きな目標を心に抱いてがんばってください。

励まし続けてくださったとっぱ先生、スタッフのみなさま、本当にありがとうございました。

行政書士　勝桂子様

事務所名：こちらＯＫ（おけい）行政書士事務所　 url : http://www.okei-office.com/

講座担当講師・テキストの作成ともに、大手予備校で高い評価を得てきたスタッフが行っており、大手予備校で行わ

れている講義時間 100 時間以上の基幹講座（約 20 万円相当）と同等かそれ以上の講義内容となっています。

講師は、大手予備校の受講者アンケートにおいて「わかりやすさ」等の総合評価で年間最高評価を受けております。

ＣＤ講義ですので、パソコンソフト等を使って「速聴」することも可能です。講師の講義も「２倍速以上の速聴でも聞き取りやすい」とご

好評をいただいております。

価格的にも、教室を持たずに通信講座に徹し、かつ広告・宣伝等に費用をかけないこと、そして何より皆様に「本当に合格レベルの講座を

お安く提供したい」という熱い思いで、一括コース７万 2500 円という低価格で提供しております。

（優越点）Advantage

全体構造編

本論編

全体構造編は、その科目がどのような基礎理論に基づき、何を定めようとし

ているのかという「全体像」を、簡単にわかりやすく説明している部分です。

はじめて法律を学ぶ人にとっての導入部分としての役割も果たします。

憲法・民法・行政法・会社法に設けられています。

行政書士試験合格に必要な「理解」と「知識」を本格的に学ぶ部分です。難

しい部分も、具体例と理由付けを挙げながら、丁寧にわかりやすく説明して

いきます。本論編をしっかりこなすことで、合格に必要な「理解」と「知

識」はほぼ得られます。本論編のレベルまでをしっかり学ぶことは、行政書

士試験合格のために必須といえるでしょう。

全科目に設けられています。

法解釈編

行政書士試験は難化傾向が続いていますので、今後さらに難しくなった場合

に備えるのが、法解釈編です。より高度な判例や学説の対立の基礎を学びま

す。最近は、法解釈編で学ぶことが出題され始めていますので、「あと数点

上乗せしたい」という方は、ここまで学ぶとよいでしょう。

憲法・民法・行政法・地方自治法に設けられています。

　問題演習といたしまして、本論編の各分野のおわりに一問一答式の「チェッ

クポイント」を設けている他、「記述式対策問題集」も配布しております。

　択一式については、講座制作者以外の者が作成した多種多様な問題を解くこ

とが実力アップにつながることから、他社の答練・模試、予想問題集や、公務

員試験問題集を解くことを推奨しております。これら他の問題集で生じた疑問

につきましても、掲示板やメールでご質問を受け付けるという、万全のサポー

ト体制をとっております。

問題演習

Voice （合格者の声）

（東京都豊島区）

（大阪市中央区）

（京都市中京区）

行政書士試験突破塾からは、すでに多くの合格者が巣立っています。当塾で身につけた、基本から応用までのより深い理解と知識は、独

立開業したときにも役立っていると喜ばれています。そんな当塾出身で独立開業した合格者の声を、抜粋して以下に紹介いたします。

行政書士　鶴田博様 （福岡市南区）

突破塾の教材を中心に据えて勉強してきて本当に間違いはありませんでした。この教材を、いかに自分流の使

い方をするのかということが大切だと思います。１００人の方がおられれば、１００通りの活用法があると思

います。

４０歳半ばで、記憶力が若い方には絶対に負けてしまうという“私”も、「見る（黙読）」「読む（音読」「

聞く（ CD ）」「「書く」という立体的な作業を何度も繰り返すという自分流の教材の活用方法を見いだしま

した。

行政書士試験を目指される皆さんも、突破塾のテキストを信じて、自分流のアレンジで学習できれば、きっと

大丈夫ですよ。やれば、おのずと点数はついてきます！

事務所名：行政書士つるた法務事務所　 url : http://tsurutahoumu.com/
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行政書士　服部まさかず様

事務所名：服部行政法務事務所　 url : http://www.gyoseihoumu.com/

行政書士試験が終わり、発表を待つまでもなく、次へ向かおうとしていたとき、突破塾のＨＰにたどりつきま

した。まず民法をなんとかしないとと思い、 12 月の終わりごろ民法最初の教材が届いたのを覚えています。

あまりのわかりやすさに、ここまで教えてもらえるんだと、ある種の驚きでした。すぐに全科目申し込みにか

えていただきました。どの科目も高いレベルまで引き上げてもらえるのを感じました。

受講生にプレッシャーをかけることなく、「最初は全部わからなくても、そのうちに知識が定着してきます」

と繰り返し語りかけてくださる突破先生のおかげで、精神的においつめられることなく、勉強を進めることが

できました。また、受講生がＣＤを聞く時期にあわせ、そのころの状態を考えて、かけてくださる言葉があた

たかくて、本当に勇気づけられました。

行政書士　大石明美様

事務所名：行政書士オフィス大石　 url : http://office-oishi.net/

独学合格が難しくなったといわれる現在の行政書士試験レベルであっても、突破塾テキストを利用すれば一発

合格は可能だと思います。

突破塾の主要３教科を夏までに全教科きっちり３回まわして問題演習を並行してこなし、さらに直前１ヵ月に

は主要教科のＣＤを３倍速でおさらいできたら、きっといまの行政書士試験レベルでも一発合格はかないます

！！！

そしてリベンジを志されたみなさんは、ぜひ「合格レベルではなく、実務レベルの知識を上乗せするためのあ

と一年」という前向きな目標を心に抱いてがんばってください。

励まし続けてくださったとっぱ先生、スタッフのみなさま、本当にありがとうございました。

行政書士　勝桂子様

事務所名：こちらＯＫ（おけい）行政書士事務所　 url : http://www.okei-office.com/

講座担当講師・テキストの作成ともに、大手予備校で高い評価を得てきたスタッフが行っており、大手予備校で行わ

れている講義時間 100 時間以上の基幹講座（約 20 万円相当）と同等かそれ以上の講義内容となっています。

講師は、大手予備校の受講者アンケートにおいて「わかりやすさ」等の総合評価で年間最高評価を受けております。

ＣＤ講義ですので、パソコンソフト等を使って「速聴」することも可能です。講師の講義も「２倍速以上の速聴でも聞き取りやすい」とご

好評をいただいております。

価格的にも、教室を持たずに通信講座に徹し、かつ広告・宣伝等に費用をかけないこと、そして何より皆様に「本当に合格レベルの講座を

お安く提供したい」という熱い思いで、一括コース７万 2500 円という低価格で提供しております。

（優越点）Advantage

全体構造編

本論編

全体構造編は、その科目がどのような基礎理論に基づき、何を定めようとし

ているのかという「全体像」を、簡単にわかりやすく説明している部分です。

はじめて法律を学ぶ人にとっての導入部分としての役割も果たします。

憲法・民法・行政法・会社法に設けられています。

行政書士試験合格に必要な「理解」と「知識」を本格的に学ぶ部分です。難

しい部分も、具体例と理由付けを挙げながら、丁寧にわかりやすく説明して

いきます。本論編をしっかりこなすことで、合格に必要な「理解」と「知

識」はほぼ得られます。本論編のレベルまでをしっかり学ぶことは、行政書

士試験合格のために必須といえるでしょう。

全科目に設けられています。

法解釈編

行政書士試験は難化傾向が続いていますので、今後さらに難しくなった場合

に備えるのが、法解釈編です。より高度な判例や学説の対立の基礎を学びま

す。最近は、法解釈編で学ぶことが出題され始めていますので、「あと数点

上乗せしたい」という方は、ここまで学ぶとよいでしょう。

憲法・民法・行政法・地方自治法に設けられています。

　問題演習といたしまして、本論編の各分野のおわりに一問一答式の「チェッ

クポイント」を設けている他、「記述式対策問題集」も配布しております。

　択一式については、講座制作者以外の者が作成した多種多様な問題を解くこ

とが実力アップにつながることから、他社の答練・模試、予想問題集や、公務

員試験問題集を解くことを推奨しております。これら他の問題集で生じた疑問

につきましても、掲示板やメールでご質問を受け付けるという、万全のサポー

ト体制をとっております。

問題演習

Voice （合格者の声）

（東京都豊島区）

（大阪市中央区）

（京都市中京区）

行政書士試験突破塾からは、すでに多くの合格者が巣立っています。当塾で身につけた、基本から応用までのより深い理解と知識は、独

立開業したときにも役立っていると喜ばれています。そんな当塾出身で独立開業した合格者の声を、抜粋して以下に紹介いたします。

行政書士　鶴田博様 （福岡市南区）

突破塾の教材を中心に据えて勉強してきて本当に間違いはありませんでした。この教材を、いかに自分流の使

い方をするのかということが大切だと思います。１００人の方がおられれば、１００通りの活用法があると思

います。

４０歳半ばで、記憶力が若い方には絶対に負けてしまうという“私”も、「見る（黙読）」「読む（音読」「

聞く（ CD ）」「「書く」という立体的な作業を何度も繰り返すという自分流の教材の活用方法を見いだしま

した。

行政書士試験を目指される皆さんも、突破塾のテキストを信じて、自分流のアレンジで学習できれば、きっと

大丈夫ですよ。やれば、おのずと点数はついてきます！

事務所名：行政書士つるた法務事務所　 url : http://tsurutahoumu.com/



行政書士試験突破塾

〒530-0001

大阪市北区梅田１丁目３－１－200－202

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪駅前第１ビル２階）

Tel : 06-6133-3842

Url : http://toppajuku.com/

Mail : toppajuk@hkg.odn.ne.jp
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