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パラリーガル認定資格講座
未経験から法律事務のスペシャリストへ

■ＪＲ
「神田駅」西口出口・出世不動通りより徒歩 12 分

〒101- 0054
東京都千代田区神田錦町3-21

■地下鉄御堂筋線「江坂駅」徒歩 1分

■地下鉄
・東西線「竹橋駅」3b KKR ホテル東京玄関前出口より徒歩 2分

・三田線・新宿線・半蔵門線「神保町駅」A9出口より徒歩 8分

・三田線・千代田線・半蔵門線・丸の内線「大手町駅」 　　
　C2b 出口より徒歩 8分

・新宿線・千代田線「小川町駅」B7出口より徒歩 8分

〒564-0063
大阪府吹田市江坂町 1-13-41
SR ビル江坂

ちよだプラットフォームスクウェア

大阪研修センター江坂

東　京

会　場

大　阪

会　場

東京本校 ・事務局
〒104-0061
東京都中央区銀座５丁目６番１２号
bizcube７F

03－5931－7942

9：00～ 17：00平日

お申し込み・お問い合わせ

ＴＥＬ

受付時間

株式会社ＡＧ法律アカデミー

https://paralegal.co.jp



Q. パラリーガルとはなんですか？
パラリーガルとは、弁護士を補助する法律事務の専門職です。

｢パラリーガル｣とは？

Q.なぜ今パラリーガルの需要が高まっているのですか？
弁護士の増加と競争に伴い、
弁護士を補佐する優秀なパラリーガルが求められているからです。

Q. 誰でもパラリーガルになれますか？
はい。パラリーガルはどなたでもなれる職業です。

専門職であるがゆえ転職に強く、社会貢献度の高い
非常にやりがいのあるお仕事です。

Q. パラリーガルの具体的な業務内容は？
秘書業務・一般事務から裁判所提出書面のドラフトまで、 多岐にわたります。

Q. パラリーガルの魅力は何ですか？
A.

A.

A.

A.

A.
日本におけるパラリーガル（法律事務職員）の仕事内容は、多岐にわたります。

電話や来客対応をはじめ、スケジュール管理や裁判所への書類提出等、弁護士が円滑に業務を行うための秘書

的な役割はパラリーガルの重要なお仕事です。

その他、一般事務全般および裁判所に提出する証拠書類の準備や書面のドラフトなども行います。

パラリーガルの仕事内容（職務範囲）は、事務所によって異なるため、法律事務所に就職・転職する際には、

面接などで業務内容を予め確認することが重要です。

司法改革に伴い、弁護士の数はここ数年で大きく増加しました。

これにより、弁護士間（法律事務所間）の競争が激化する中で、法律事務所業界は今、激動の時代を迎

えています。

法律事務所では、離婚・相続、交通事故、企業法務、医療訴訟、労働事件、刑事事件など、様々な事件

を取り扱いますが、その中で、単に秘書業務のみを行う事務職員ではなく、各事件に関する事務手続に

ついてある程度任せられるような人材が求められてきています。

こうした専門知識とスキルを持ち、向上心の高い優秀な事務職員（パラリーガル）を採用したいという

事務所が非常に増えています。

パラリーガルは専門職であるため、そのスキルさえ持っていれば全国何処の法律事務所でも働く

ことができるので転職に強く、また一生の仕事として続けられます。

また、パラリーガルの魅力はそれだけではありません。

パラリーガルは、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士をサポートする、極め

て社会貢献度が高いお仕事です。日々、自分の仕事に誇りを持ち、充実感を得ながら働くことの

できる魅力的な職業です。

 パラリーガル（法律事務職員）は、国家資格ではなく、どなたでもなれる職業です。

難しい法律知識は不要ですし、ＡＧ法律アカデミーの受講生の約８割は、全く法律を学んだこと

のない方々です。

しかし、実務に入れば専門用語が飛び交うのは事実です。右も左も分からないまま法律事務所に

入ってしまうと、裁判所に提出する書面等を見て、何もかもが分からず「自分には向いていない

かも？」と自信を無くしてしまう方も少なくありません。

したがって、ＡＧ法律アカデミーでは、全くの未経験者から実務経験者まで、各レベルに合わせ

たカリキュラムで、あなたを法律事務のスペシャリストへと導きます。

パラリーガルとは、弁護士の指示・監督の下で法律事務を行ない、弁護士の業務をサポート

する専門職です。

パラリーガルの発祥はアメリカで、パラリーガルは本来、一般事務員とは区別され、弁護士

が行う法律業務に付随する書面作成や文献調査、資料収集などに従事します。

しかし、日本では弁護士秘書や一般事務員を含む法律事務所で働く法律事務職員を総称して

「パラリーガル」と呼ぶことも多いです。
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AG法律アカデミーが
選ばれる理由

パラリーガルになるための３つの柱

法律事務職員
（パラリーガル）

基礎知識の習得

実践・応用

基礎法律科目

基礎実務

取扱書式

ロールプレイング

演習問題

裁判傍聴・裁判所見学

就職対策

ビジネスマナー

法律事務所の紹介

AG法律アカデミーのカリキュラムは、知識の習得に偏った座学のみの授業ではなく、
法律事務所に就職後、学んだ知識を実践ですぐに生かせるようプログラムされています。
また、資格を取得して終わりではなく、法律事務所へ就職するまでのサポートとして、
就職対策が充実しています。

法律初学者から無理なく学べる
レベルに応じた３つのコース　
AGのパラリーガル認定資格講座は、3段階のコースで構成されています。
法律初学者からでも無理なく学べ、それぞれのスキルに合わせて資格が取得できます。

※法律事務所での実務経験が１年以上ある方は、中級から受講することが可能です。

離婚や相続といった家事事件の他、自己破産手続や法令・判例検索など、実務中心の講義を行います。
一般民事事件に関する基本的な事務手続きについては一通りの知識を身に付け、新人事務職員に対しても教育・
指導できるようになることを目標とします。

インターメディエイト・パラリーガル資格保有者
インターメディエイト・パラリーガル資格保有の方で、各事件の事務手続きに関して習得する意欲のある方

エレメンタリー・パラリーガル資格保有者・法律事務所経験者
エレメンタリー・パラリーガル資格保有の方、または実務経験 1年以上の方でスキルアップを目指す方

受講生が法律を全く学んだことがなく、法律事務所での勤務が未経験という前提で講義を行います。
基礎的な法律用語と裁判手続きの流れを理解し、日常業務における基本的な取扱い書類を処理できるように
なることで、法律事務所に就職後、スムーズに業務に入っていけることを目標とします。

法律初学者・法律事務所未経験者・法律事務所経験者
これから法律事務所への就職を目指す方や、既に実務経験があって基礎から法律事務を学びたい方

※実務経験が 1年以上ある方は、受講が免除されます。

対象者

対象者

対象者

パラリーガルに必要な民法と会社法の基礎知識を学びます。
また、交通事故事件、個人再生事件、民事執行・民事保全手続きについて、これら手続きにおける必要書類の
作成や収集ができるようになることを目標とします。
そして、将来的には、弁護士の右腕となるべく法律事務のスペシャリストを目指します。

エレメンタリー・パラリーガル取得講座【初級】
Ｅlementary Ｐaralegal

インターメディエイト・パラリーガル取得講座【中級】
Intermediate Paralegal

アドバンスド・パラリーガル取得講座【上級】
Advanced Paralegal

７６％

AG法律アカデミー受講者
法律初学者の割合

個別面接対策・書類添削
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個人再生事件の実務 交通事故事件の実務 会社法民　法

離婚や相続事件に関する実務の他、破産手続の申立書類等が作成できるよう実務中心の講義
【中級カリキュラムの特徴】

【初級カリキュラムの特徴】

家事事件（審判・調停）
パラリーガル倫理

民法入門 法律事務基本用語

ビジネスマナー 秘書業務 経理・小口会計

日常基本業務

事件記録の作成

ロールプレイング 演習問題

必要書類の収集・請求方法

民事裁判手続の基本事務

裁判書類作成の基本ルール

刑事裁判手続の基本事務

民事執行・民事保全Ⅰ相続事件の実務

法令・判例・文献の調査離婚事件の実務 破産事件の実務

成年後見手続の実務

演習問題

法律初学者も実務経験者レベルへ導く
充実したカリキュラム構成

ワンランク上、真のパラリーガルを目指す方のための講座

中堅パラリーガルとしての基礎知識、
事務処理スキルを習得するカリキュラム

法律事務所では、守秘義務に対する理解や品位ある接遇と立ち居振る舞いが求められます。
パラリーガル倫理とビジネスマナーを習得し、法律事務所で勤務する心構えができた上で具体的な実務の学習に進みます。

事件記録の作成方法や郵便･ＦＡＸの取り扱い、その他、裁判所へ書面を提出する際のルールなど日常基本業務について学びます。
これにより、未経験者でもスムーズに仕事に入っていくことが可能となります。

具体的な書類の作成・取リ寄せ・提出について順を追って勉強していきます。
裁判手続きの流れと事務実務を切り離すことなくパラレルに学習することで、
各事務処理の全体の中での位置づけがしっかり理解できます。

座学で学習した知識が実務で生かせるか実践形式で確認します。
裁判所からの電話応対の際、「押さえるべきポイント」や「速く正確にメモをとるコツ」などについて、
声に出して手を動かすことで慣れて行きます。

■

■

■

■

パラリーガル倫理・ビジネスマナーの習得

法律事務所における日常基本業務の習得

法律用語及び裁判手続の流れと基本的な取扱い書類の習得

ロールプレイング

【主な講義テーマ】

【学習ポイント】

民法及び会社法の基礎を学ぶと共に、多くの法律事務所で扱われる個人再生や交通事故の実務について学びます。
その他、民事執行・民事保全について、中級で学んだ知識を基に、演習形式で申立必要書類等の作成を行います。

【上級カリキュラムの特徴】

【主な講義テーマ】

交通事故事件や個人再生事件について、各種手続の流れを理解し、必要な事務手続きを
全て一人でできるレベルに。希少価値の高い「法律事務のスペシャリスト」へ。

法律事務職員としての
基礎固め

実務に生かせる
実践と応用学習

【学習ポイント】

【学習ポイント】

【主な講義テーマ】

インターメディエイト・パラリーガル取得講座【中級】

一般民事事件に関する基本的な事務手続きを習得。
新人事務職員に対して教育・指導できるレベルへ。

基本的な法律用語と裁判手続の流れを理解し、日常業務における基本的な取扱い書類を処理
できる。法律事務所に就職後、スムーズに業務に入っていけるレベルに。到達目標

到達目標

到達目標

エレメンタリー・パラリーガル取得講座【初級】
Ｅlementary Ｐaralegal Intermediate Paralegal

アドバンスド・パラリーガル取得講座【上級】
Advanced Paralegal

民事執行・民事保全Ⅱ

多くの法律事務所が取り扱う家事事件。その中でも離婚事件・相続事件・成年後見といった、より身近で個人の依頼者からの相談の多い
事件について、各種手続きと必要書類について学習します。

破産事件においては、管財事件と同時廃止事件について、その制度の趣旨や法的根拠を理解しながら手続の流れや違いを押さえ、
申立必要書類の作成や管財業務に関する各事務処理をスムーズに行えるようになります。

弁護士が必要とする参考資料を収集できるようになるため、法令・判例検索をはじめ、各種文献調査等のリーガルリサーチの基礎を学び
ます。

強制執行や仮差押（仮処分）手続の実務に関し、その前提知識となる民事執行・民事保全手続の基礎を学習します。

■

■

■

■

パラリーガルスキルを効率よく伸ばすために必要となる、民法と会社法の基礎知識を学びます。

中級で学んだ自己破産手続の知識も応用しながら、個人再生手続について具体的に学びます。
制度趣旨や法的根拠を理解した上で手続の流れを押さえ、申立必要書類の作成をはじめ、各事務処理を行えるようになります。

交通事故については、自賠責保険と任意保険に関する基本的な知識から、損害賠償額（逸失利益）の計算まで、手続きの流れに沿って
具体的な事件処理（事務処理）について学びます。

■

■

■
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徹底した個別就職対策

９０％以上

AG法律アカデミー受講者

AG法律アカデミー受講者

書類選考通過率

８０％以上
法律事務所内定率一人ひとりの個性を生かしつつ、

法律事務所が求める人物へと導
く指導により、面接突破。

丁寧な個別添削・個別指導で、
書類選考通過率の高い履歴書・
職務経歴書を作成。

就職・転職の第一関門は書類選考です。したがって履歴書・職務経歴書の重要性は言うまでもありません。
どなたでも必ず法律事務所で生かせるスキルや長所をお持ちです。
AG法律アカデミーでは、担当講師が一人ひとりの経験や個性を分析し、受講生の魅力を最大限に生かし、
法律事務所の合格水準に達する履歴書・職務経歴書となるよう、丁寧な添削指導を行っています。

履歴書・職務経歴書は合格水準に達するまで、何度でも無料で添削指導を行います！

就職対策利用者比 （令和２年４月末現在）

法律事務所と一般民間企業とでは、求められる人材が違います。したがって、民間企業への転職活動と同じよ
うに活動してもなかなか良い結果が出ません。これまでＡＧで独自に蓄積してきたデータを基に、法律事務所
の面接でよく聞かれる質問を練習素材として用いながら、ロールプレイング形式で面接対策を行います。
第一印象アップのポイントから好印象を与える話し方まで、プロの専門講師が受講生一人ひとりに対して個別
にアドバイスをしていきます。

受講生一人ひとり、経歴もキャリアも違えば個性もそれぞれです。
また、法律事務所によって求められる能力やアピールすべきポイントも変わってきます。
そこで、各受講生のキャリアや個性を踏まえ、それぞれの応募事務所に合った面接対策を担当講師が徹底
して何度でも無料で行います。

専門知識を身につけたら、いよいよ法律事務所へ就職するための準備が始まります。
AG法律アカデミーでは、受講者が望む法律事務所へ就職できるよう、履歴書や職務経歴書の作成指導から
面接対策や第一印象アップとなる立ち居振る舞いに至るまで、徹底したアドバイスを行っていきます。

履歴書・職務経歴書

面接対策・ビジネスマナー

個別面接対策

就職対策利用者比 （令和２年４月末現在）

7 8

AG 法律アカデミーでは、法律事務職員（パラリーガル）を目指す方、また、法律事務職員として更なるキャ
リアアップを目指す方に対し、法律事務所のご紹介を行っております。
長年に亘ってパラリーガルの育成を専門に行い、法律事務所の業界を熟知した講師が、個別で丁寧に希
望条件をヒアリングし、就職・転職時に起こりやすいミスマッチを可能な限り防ぎます。
そして、一人ひとりが自分に合った法律事務所で、パラリーガルとして着実に良いキャリアを築けるよ
うしっかりサポートいたします。

　ＡＧ法律アカデミーは、一般社団法人 日本リーガルアシスタント協会の指定校です。
日本リーガルアシスタント協会（ＪＬＡＡ）は、パラリーガルの地位の向上及び確立を
目指すべく、優秀なパラリーガルの育成と資格認定を行っております。また、パラリー
ガルの育成と普及活動を通して、法律事務所が迅速・良質で効率的に機能することを可
能にし、一般市民に対して質の高いリーガルサービスを提供できる一助となることを目
指します。

法律事務所の紹介制度

日本リーガルアシスタント協会（ＪＬＡＡ）

日本リーガルアシスタント協会
（ＪＬＡＡ）

一般社団法人

AG法律アカデミー

エントリー

法律事務所の紹介制度の流れ

エントリー要件

希望される法律事務所の条件等、お気軽にご相談ください

①JLAA の３つの資格のうち、いずれかの有資格者
②法律事務所での実務経験が 2年以上ある者
上記①・②いずれかの要件を満たす方

担当講師との面談

厚生労働大臣許可：13- ユ -309432

法律事務所

就職希望者

資格付与

事務所紹介 エントリー

紹介

求人

※ご希望の条件や法律事務所側の募集要件等により、法律事務所をご紹介できない場合もございます。

1

2

ヒアリングに基づき、ご希望に合った法律事務所をご紹介
します

法律事務所のご紹介3

担当講師が直接、希望の法律事務所に対し、応募者の能力・
採用のメリット等を最大限アピールいたします

法律事務所へのアピール4

応募先の事務所で面接等による選考が行われます

 法律事務所での選考5



原田 基樹　（25歳）
東京都内法律事務所勤務
保有資格
アドバンスド・パラリーガル

　まだまだ勉強中ですが、弁護士の先生方のため、ひいては依頼者のためになっていると実感できるお仕

事です。転職にあたって迷いもあるかと思いますが、選択肢を広げるためにも、まずは相談してみるとま

た違った世界が広がります。

　私はいつも仕事が終わってから、週に 2回通っていました。大変だと思われるかもしれませんが、

先生の授業も分かりやすく、面白いので苦痛に感じたことはありません。むしろ、これからの自分に

とてもワクワクしていました。

　AGの講座では、法律用語などの専門的な用語は噛み砕いて教えて下さったのでとても分かりやすかっ

たです。また、先生のパラリーガル時代のお話なども色々聞けたのが良かったです。

　無料就職対策を利用して、直前に「これだけは答えられるようにしておけば大丈夫！」という質問を

教えていただいたのですが、面接でも本当にそれらの質問が全て聞かれたので、上手く答えることがで

き、なんと当日に内定を得ることができました。

　実際に法律事務所に就職し、講義で先生が言われていたことが実務で沢山出てきて、受講して良かっ

たなと心から思います。いただいた講義のレジュメには必要な情報だけが詰まっているので、分からな

いことがあれば見返すようにしており、とても重宝しています。

　もし、パラリーガルを目指そうと迷っているのであれば、「パラリーガルになりたい」と思っている

だけでなく、「なるために具体的に何をするか」行動することが大事だと思います。

　法律については全くの初学者だったので不安もありましたが、講義は非常に分かりやすかった

です。条文など理解し難いものは、豊富な具体例を交えて伝えてもらえるので、頭に残りやすかっ

たです。また、必須の知識と転職活動の時点では必要のない知識（優先順位の低い知識）を区別

して伝えてもらえたので、何から手をつければ良いのかが明確だったことも、大きな助けになり

ました。

受講生からのメッセージ　

AG の講座を受講する前は仕事をしながらだったので、時間が十分に確保できるかが最大の不安でした。

また、難しくて途中でギブアップしてしまうのではないかと思っていました。

　いざ受講してみると、法律を勉強したことがない人にも分かりやすいと思う講義でした。特につまずい

たこともありませんでした。パラリーガルのことをなんとなく秘書っぽいとか、なんとなく事務っぽいと

思っていましたが、先生自身のパラリーガルの経験から、具体的な仕事の例や体験談なども盛り込まれて

いたので、具体的な業務についてイメージが出来るようになりました。

　ＡＧの講座はカリキュラムがしっかりしていて、何よりも魅力的だったのはロールプレイングの授業

があったことが大きな決め手となりました。やはり電話応対ひとつでも専門用語ばかりでとても不安だっ

たので、これを多少でも経験しているのといないのでは、気持ち的にもかなり違うと思います。

　受講前は仕事との両立が不安でしたが、平日クラス、土曜クラスと自分の都合で受講するクラスを選

べるので、何も問題はありませんでした。仕事で疲れているはずなのに、本当に通うのが楽しかったです。

授業がとにかく分かりやすく、何より先生が合間に話す自分自身のパラリーガル時代の出来事や体験し

た裁判のお話など、貴重なお話が本当に楽しみでした。

　受講後はパラリーガルとして働く自分の姿が凄く想像できるようになり、早く働きたくて仕方ない！

というようなワクワク感に満ち溢れていました。

　大学卒業後は一般企業へ就職しました。もともと法律に興味があり、転職を考えるにあたり、やはり

法律に関わる仕事がしたいという思いが捨てきれず、パラリーガルという仕事を選びました。

東京都内法律事務所勤務
保有資格
エレメンタリー・パラリーガル

赤川  裕美（32 歳）

児玉  美加（28 歳）
大阪市内法律事務所勤務
保有資格
インターメディエイト・パラリーガル

 　私が法律事務職員になろうと思ったきっかけは、前職で相続関係の手続きを行う業務を担当してい

たことがあり、戸籍を読んだり必要書類を集めたりする業務に非常に楽しさを覚えたからです。

　パラリーガル『資格』が取得できるのは、ＡＧのパラリーガル認定資格講座のみということで、「ここ

だ！」と思い、受講を決意しました。

面接対策の内容が本番の面接で全て聞かれ、なんと面接当日に内定が出ました。
講義レジュメは実務に入った今でも重宝しています。

仕事終わりの週２回の講義も楽しく通え、
早くパラリーガルとして働きたい！というワクワク感に満ち溢れていました。

大阪市内法律事務所勤務
保有資格
エレメンタリー・パラリーガル

藤井  沙織（29 歳）

異業種からの転職。無料就職サポートと、講座で習得した知識のおかげで
希望以上の事務所に就職することができました。

法律は全く学んだことがありませんでしたが、
法律事務職員となった今、充実した日々を送れています。

　大学を中退し、フリーターをして生計を立てていましたが、将来に大きな不安を感じていまし

た。もともと法律に興味があり、パラリーガルは高い職業倫理の下、専門スキルが身につき転職

にも非常に強いということを知りました。職歴がアルバイトのみということで、法律事務所に就

職できるのかという不安はありましたが、キャリアアップの可能性と一生の仕事に出来るという

点に惹かれ、パラリーガルを目指してみようと思いました。

　現在私の働いている法律事務所は忙しく、大変なことも少なくありません。しかし、責任感を

背負って業務を遂行することで、充実した日々を送れています。新しい事件ごとに知らないこと

があり、それを調べながら依頼者の方のために働く、という以前のアルバイト生活の時にはない

刺激があり、一日一日がとても早いです。

　仕事をしながらだったため、勉強時間は少なかったですが、早起きして仕事が始まるまでの時間を使っ

て音声で講義を受け、また、履歴書を書いたりしました。

　無料就職サポートの個別模擬面接は、本番さながらの質問をぶつけられますが最初は全く答えられず、

準備不足が露呈しました。全くの異業種からの転職だったため、自分ひとりでは何が生かせる点か全く

わかっていなかったのですが、どういう点をアピールすれば良いか細かくアドバイスを頂きました。

　事務所に入所できた理由は、AGの講座を受けたことだと思います。面接の時にもどういうことを学ん

だのかと聞かれました。何も知識がない状態で受けるより、格段にアドバンテージがあると思います。
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受講生データ

85％

15％

女性

男性11％

19歳～22歳

24％
23歳～26歳

26％
27歳～30歳

12%
31歳～34歳

12%
39歳～42歳

9%
35歳～38歳

6％

43歳以上

受講して良かった
（機会があれば友人・知人にも勧めたい）

96.4％

1.2％

2.4％

自分には合っていなかった

普通

天神  寿昭　（38歳）
東京都内法律事務所勤務
保有資格
アドバンスド・パラリーガル

　もっと自分を成長させたい、弁護士から強く信頼されるようなパラリーガルになりたい と考えた場合、

ＡＧの講座は、使用するテキストや資料集が実務に沿っているのでとても充実しており、私は受講した結

果、さらに自分に磨きをかけることができ、理想の姿に近づけたと実感 しています。

　私はパラリーガル５年目ですが、大規模な法律事務所に勤務している都合上、限られた業務経験しかな

く、自分の実力や力量に不安を感じていました。パラリーガルに必要な知識は広範囲にわたるため、仕事

の幅を広げるために、講座やスクールはないかと前々から探していました。

　ＡＧの講座は初級・中級・上級クラスと３段階のコースがあり、自分のスキルに応じて無理なく知識を

習得できる点に魅力を感じました。また、各コースの試験に合格すれば認定資格が得られるため、身につ

けたスキルに自信が持てるというのも決め手になりました。

　ＡＧの講座は少人数のため、気軽に質問することができます。さらに、講座の内容が実務に特化してい

るので、より実践的な知識を吸収することができ、学んだことが直ぐに仕事で役立てられています。

　講座を受講した後すぐに新しい部署に異動になったのですが、関連する知識を既に身につけていたので、

未経験にもかかわらず何の不安もなく自信を持って業務にあたることができました。スタートラインを一

歩二歩先に設定することができたのは、講座を受講した大きな成果だと感じました。

　それから、書式資料集が役に立ちました。作成しなければならない書面がどういうものか、予めわかって

いるというのはとても心強かったです。間違えやすいところを講座で確認済みであったのも良かったです。

通信講座を利用して効率的に学ぶことができ、インターンシップ制度では、
自分だけでは受けられないような求人にも挑戦できました。

受講生からのメッセージ　

　ＡＧの講座では、通信クラスがあるということと、履歴書対策や面接対策などの就活支

援も行ってくださるという事で受講しようという気持ちになり、さらに無料説明会の際に

先生が親身になって相談に乗ってくださったことが AGを受講する決め手となりました。

　私は通学するには少し遠方だったため、通信クラスで受講することで、とても時間短縮

になりました。また、自分の空いている時間に自分のペースで学習でき、さらに実際の講

義を録画したものを見ることができるので、講義自体もとても分かりやすかったです。

　私の場合は、自分の条件に合った法律事務所の求人を AGから紹介してもらい、面接日

程の調整などもして頂きました。その後、応募事務所に合わせた履歴書添削と面接対策を

マンツーマンで行ってくださいました。法律事務職に対応している書類の書き方を細かく

指導してもらえることと、よく聞かれる質問なども教えていただけるので、とても勉強に

なりました。AG法律アカデミーの法律事務所紹介制度を利用することで、個人では受けら

れないような求人にも挑戦することができます。

　また、同じ受講生同士で事務所の情報なども共有することができたので、自分自身の意

識を高められました。

ＡＧの講座は実務に特化しているため、法律事務所内の異動も、
何の不安もなく自信をもって業務にあたることができました。

東京都内法律事務所勤務
保有資格
エレメンタリー・パラリーガル

上原  沙奈恵（23歳）

14.3％
接客業

コールセンター

フリーター
アルバイト

13.6％

7.7％

10.4％
営業

学生

13％
法学部出身

11％

76％

法律初学者

法律を少し学んだことがある
(宅建・公務員試験等）

3.2％ 1.2％

5.8％

ＩＴ/ システム系 その他専門職

主婦

43.8％

一般事務

【入学者年齢分布】 【受講生男女比】

【受講生の職業分布】 【受講生法律初学者】

【講座満足度】
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各分野において
経験豊富で実績ある講師陣

「本物の講師陣による生きた講義」は受講生にとって何よりも大切で貴重な時間となります。
講義の理解度、成熟度により受講生のモチベーションにもつながるため、
弁護士からビジネスマナー講師まで、経験豊富で実績のある講師陣を厳選して迎えています。

小和瀬 聡 弁護士
企業法務や交通事故の事案を得意とする弁護士 法科大学院法務研究科卒（法務博士）

「事件の適正な解決」が信条で、常に冷静でありながらも、温厚篤実でクライアントからの信頼も
絶大です。いつも優しい笑顔で受講生の皆さんも、「こんな先生の事務所で働きたい」と思う、そ
んな素敵な先生です。 
上級コースの交通事故の実務を担当。パラリーガルの実務知識に的を絞った的確な講義を展開し
ていきます。

矢野 敏生 弁護士
民事事件全般を主に扱っている弁護士

中本 真理 弁護士
離婚や相続などの家事事件を得意とする弁護士

大木 祐二 弁護士
パラリーガル出身の弁護士

田淵 早苗 税理士
法人顧問を中心に税務サポートを行っている税理士

中小企業及び個人事業者に向けて業務を行う税理士です。
法律事務所では、業務の中で経理処理を行うにあたり、簿記の知識が求められる所もあります。
一口に簿記といってもその範囲は広いですが、パラリーガルとして実務に入られた際、必要にな
るであろう部分に絞って解説します。受講生の皆様が、税務に関する知識が全く無いという前提で、
基礎知識の理解と習得を重視した講義をしていきます。

依頼者に納得してもらえるよう、丁寧に説明しながら仕事を進めることをモットーと しています。
穏やかでゆったりとした語り口調でありながら、ポイントを押えた鋭い解説は、初学者の受講生
にも、とても分かりやすい講義です。 中級コースにて、民事執行・民事保全Ⅰを担当。民事執行・
民事保全の流れや用語について、具体例を用いながら、丁寧に解説していきます。

依頼者が安心して相談できるよう「親切な対応・アドバイス」がモットーです。そして、仕事は
常に一つひとつ丁寧に行います。そんなとても明るく気さくな中本先生は、皆に元気を与えてく
れる、受講生の皆さんの良きお姉さん的な存在です。 上級コースの民事執行・民事保全Ⅱを担当。
上級（実務経験者レベル）の受講生が 実務で役立つ知識を楽しく習得できる講義をしていきます。

一般民事・家事事件から刑事事件まで、幅広く事件を扱う傍ら、大学での講師経験も豊富です。
自らも商学部から弁護士になったことで、「どうすれば法律初学者が楽しく法律を学べるか」を重
視して講義を進めていきます。 中級コースの民事執行・民事保全Ⅰ、上級コースの民事執行・民事
保全Ⅱを担当。パラリーガルと弁護士、両方の視点に立った講義を展開していきます。

杉谷 和輝 パラリーガル

主に破産管財事件・個人再生事件の科目を担当。パラリーガルに求められる専門的な知識とは、
難しい法律知識ではなく、条文には直接書かれていない、裁判所や検察庁など公的な機関での運
用や書式だと思います。
15 年間のパラリーガル経験で培った知識や経験を丁寧にお伝えし、様々な運用や書式を習得して
頂き、 即戦力として活躍できるパラリーガルになって頂けるような講義をしていきます。

経営上の問題解決を全面的にサポートする税理士
岩永 愛 税理士

経理業務や簿記会計を全く知らない方でも、しっかりと理解・納得できるように、基礎の基礎か
らお伝えしていきます。また、座学だけの講義ではなく、受講生にも実際に手を動かしてもらい
ながら、実務で生かせる知識を身につけてもらえるような講義にしていきます。

村上 亜里沙 パラリーガル
法科大学院法務研究科卒（法務博士）

品川 曜子 フリーアナウンサー
元エアライン国際線ＣＡ、元ラジオ日本報道局・TBS アシスタント

元秋田テレビ　アナウンサー

高橋 慎一 ＡＧ法律アカデミー  代表
法科大学院法務研究科卒（法務博士）　元パラリーガル

「法律をとにかく面白く！簡単に！」をモットーに、法律を徹底的に噛み砕いて解説していく独特
の講義は、多くの受講生から支持を受けています。 元パラリーガルで、法律事務所在職中に司法試
験短答式試験合格。その後、法科大学院に進み法務博士課程を修了。これまで、多くの受講生を
法律事務所への就職へと導いてきました。受講生一人ひとりと向き合うことを大切にし、講義から
就職相談に至るまで、きめ細やかなサポートをしっかり行っていきます。

現役のパラリーガルが、現在の裁判所の運用に則して、法律事務の基礎を分かりやすく丁寧に解
説していきます。
また、事務手続きを勉強するだけでなく、パラリーガルの魅力を感じていただけるように、私自
身が実務で経験したことなどもお伝えしていきたいと思います。講義は固苦しくならないよう、
自由に質問ができるような楽しい雰囲気を心がけております。共に学び、パラリーガルとして活
躍しましょう！

大学や専門学校、各種企業においてビジネスマナー講座やコミュニケーション講座の講師として
活躍。大阪クラスのビジネスマナーと合同面接対策を担当。「スキルは心があってこそ生かされる」
をモットーに、法律事務所におけるビジネスマナーの基本と、就職面接時の「好印象を与える話
し方」をしっかりお伝えしていきます。

NHK、東京‐FМ他　各局でパーソナリティーを勤める。延1000 人以上の著名人との対談、国連
会議などの司会も手掛け現在も第一線で活躍中。また数多くの企業現場にてビジネスマナー講師
としても活躍。 東京クラスのビジネスマナーを担当。第一印象は２秒で決まります。法律事務所に
沿ったビジネスマナーにポイントを絞り体感して身につける授業を展開していきます。

川瀬 なな子 フリーアナウンサー
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■インターメディエイト・パラリーガル取得講座【中級】

■アドバンスド・パラリーガル取得講座【上級】

Intermediate Paralegal

Advanced Paralegal

開講日時

木曜 /19:30 ～ 21:00

回数　/　通学日数

全 27 回　/　全 27 日

会　場

平日クラス 【東京】

　　　　　　　　　　　　　

受講料

198,500 円

土曜 /10:00 ～ 14:30 全 27 回　/　全 14 日土曜クラス 【東京】 198,500 円

日曜 /10:00 ～ 14:30 全 27 回　/　全 14 日日曜クラス 【大阪】 198,500 円

自由 全 27 回  /  いつでも受講可通信クラス 【在宅】 198,500 円

開講日時 回数　/　通学日数会　場 受講料

日曜 /10:00 ～ 14:30 全 24 回　/　全 12 日日曜クラス 【東京】 189,800 円

水曜及び金曜 /19:00 ～ 20:30 全 24 回　/　全 24 日平日クラス 【東京】 189,800 円

日曜 /10:00 ～ 14:30 全 24 回　/　全 12 日

全 24 回　/　いつでも受講可

日曜クラス 【大阪】 189,800 円

自由通信クラス 【在宅】 189,800 円

　　　　　　　　　　　　　開講日時

日曜 /10:00 ～ 14:30

回数　/　通学日数

全 14 回　/　全 7日

全 14 回　/　全 7日

会　場

日曜クラス 【東京】

受講料

158,500 円

158,500 円日曜 /10:00 ～ 14:30日曜クラス 【大阪】

158,500 円自由 全 14 回　/　いつでも受講可通信クラス 【在宅】

受講までの流れ

２４時間いつでも好きな時に学習できます。
忙しくてなかなか教室に通えない方、
遠方にお住まいの方にオススメ！

※講義を動画で学べます。
※テキスト等の教材は、通学クラスと同じです。

1 2 3概要のご確認
説明会のお申し込み

講座お申し込み お支払い

ＡＧ法律アカデミーのＷＥＢサイトを

ご覧ください。説明会の参加お申し

込みもＷＥＢサイトから可能です。

より詳しくパラリーガルについて知

ることができる説明会にぜひご参加

ください。

ＷＥＢサイトよりお申し込みください。

各クラスの席数には限りがございます。

ご不明な点などございましたら、お気

軽にご連絡ください。

お申し込みをいただき次第、メール

にて、お支払いのご案内メールをお

送りいたします。ご入金確認後に受

講に関してのお知らせメールをお送

りいたします。

受　講
開　始

■お支払い方法
銀行振込（一括）/   クレジット（一括・分割）

https://paralegal.co.jp/contact
受講に関してのお問い合わせはWEBサイトよりご質問ください。

カリキュラム日程と受講料について
■エレメンタリー・パラリーガル取得講座【初級】Ｅlementary Ｐaralegal

インターネット環境があればどこでも学習可能。

法律知識・スキルを
裏付けする認定資格

ＪＬＡＡ　認定

５つの強み『パラリーガル認定資格』
客観的な証明になる1
パラリーガル資格を取得することで、単に講座を修了したというだけではなく、
スキルを客観的に証明することが可能。

教育負担の軽減2
採用する側は、パラリーガル資格を持った方を採用することで、新人教育の負担が軽減。

ライバルに差をつける3
実務経験者を採用したくても、それがなかなか困難な今、実務未経験者でも有資格者は益々有利。

転職に強い4
パラリーガルの基本スキルは、全国の法律事務所で共通であるため、とにかく転職に強い。

法律事務所以外にも需要5
パラリーガルの基本スキルは、法律事務所のみならず、企業の法務部などでも需要が高く発揮できる。

現在パラリーガル「資格」が取得できるのは、ＡＧの「パラリーガル認定資格講座」のみ（民間資格）

エレメンタリー・パラリーガル合格者で、且つインターメディエイト・パラ
リーガル認定資格講座について、全講義の 7割以上受講していること。

インターメディエイト・パラリーガル合格者で、
且つアドバンスド・パラリーガル認定資格講座について、全講義の 7割以上
受講していること。

以下の 1. または 2. いずれかの要件を満たしていること。

法律事務所での実務経験が１年以上あること。

※１年以上法律事務所での実務経験があれば、インターメディエイト・パラリーガル
　 認定資格講座から受講可能。

エレメンタリー・パラリーガル認定資格講座について、全講義の 7割以上受
講していること。初級

エレメンタリー・パラリーガル

中級

上級

インターメディエイト
パラリーガル

アドバンスド
パラリーガル

受　験　要　件資　格

１．

2．

パラリーガル認定資格
主　催● 一般社団法人日本リーガルアシスタント協会
試験日● 各講座終了後
受験料● 8,800 円

「パラリーガル認定資格」は、各レベルに応じた法律事務の実務知識を有していることを
裏付けるもので、パラリーガルスキルの証明となります。
パラリーガル有資格者は、法律事務所だけではなく、特許事務所や企業の法務部など様々
な分野での活躍が期待されます。

通信クラス【在宅】

※受講料は全て税別価格

※法律事務所での勤務経験が１年以上ある方は、受講料半額で受講いただけます（雇用形態は問わない）。
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◆法律事務所での具体的な仕事内容 
◆失敗しない法律事務所の選び方と就活時の注意点
◆法律事務所と一般企業とで求められる人材の違い
◆2年以上実務経験ある人がスキルアップのためにやるべきこと
◆履歴書・職務経歴書に書いてはいけない自己ＰＲ
◆パラリーガル資格制度と講座の内容
◆法律事務所を移る際に優位となるワンランク上のパラリーガル

【適職診断セミナー・無料説明会　共通テーマ】

パ ラ リ ー ガ ル 適 職 診 断 セ ミ ナ ー

パラリーガルについてもっと詳しく知りたい！

法律事務所への就職・転職に関して相談したい！

『パラリーガル適職診断セミナー』

『無料説明会』

自分がパラリーガルに向いているのか知りたい！

法律事務所での具体的なお仕事や修了生の法律事務所への転職状況、その他、「AGの講座内容につい
て詳しく知りたい」、「就職（転職）について相談したい」という方にお勧めです。 AＧで学んだこと
が就職後どのように生かせるのか、また、効率的かつ失敗しない法律事務所への就職（転職）活動の
方法などについてもしっかりご説明させていただきます。

転職を考えているけど、「自分には何ができるのか、何が向いているのかわからない。」「パラリーガル
としての適性があるのか知りたい」といった方にお勧めです。 パラリーガルに求められる要素、ご自身
の性格、今までのスキルを総合的に分析し、自分はパラリーガルに向いているのか確認していただくこ
とができます。

と 無 料 説 明 の ご 案 内会

Shinichi Takahashi
高橋　慎一

パラリーガル（法律事務職員）は、就職・転職に非常に強い専門職でありながら、
どなたにでもできるお仕事です。難しい法律の知識も必要ありません。
弁護士間の競争が激化する中、法律事務所は今、優秀なパラリーガルを求めています。

私はパラリーガル時代、弁護士の先生方をはじめ、様々なクライアントの方々と出会い、
多くのことを学ばせて頂いたと同時に沢山の感動をいただきました。責任ある仕事を
任され、良い緊張感を味わいながら常にやり甲斐を感じられ、毎日がとても充実して
いました。「この仕事で得た感動を多くの方々に実感していただきたい！」、「もっと沢
山の方にこの素晴らしい仕事を知って欲しい！」
こうした強い思いから『AG法律アカデミー』を創立いたしました。

ＡＧの講義では、特に次の３点を大切にしています。

まず、受講生の皆さんが講義を聴きながら、法律事務所で働く自分の姿を明確にイメー
ジできるよう、随所に私の体験談などを織り交ぜながら楽しく講義を進めていきます。
次に、難解な法律用語を徹底的に噛み砕いて、平易な言葉に置き換えて解説します。
そして最後は、私が最も大切にしている、一人ひとりの受講生と正面から向き合うと
いうことです。就職対策につきましても、受講生の皆様それぞれが、個々に合った法
律事務所に就職できるよう全力でサポート致します。

「AGに行くとなぜか楽しい」
「次の講義ではどんなことを学ぶのだろう」
そんなワクワクできる居心地の良い空間になることを大切にしています。

終身雇用制度が崩壊した現在、4人に１人が非正規雇用で働くことを余儀なくされ、
多くの方がその将来に不安を感じています。「これからの時代はスキルが無ければ厳し
い」と長年言われ続けてきたことが、今まさに現実となっているのです。
全国どこの法律事務所でも生かすことのできるパラリーガルスキルを身につけ、不安
定な雇用形態と決別し、本当にやりたい仕事ができるチャンスです。

「社会に貢献できる仕事で、毎日生き生きと、誇りを持って働きたい！」
そんな思いを一緒に実現していきましょう。
皆様のキラキラと輝いた素敵な笑顔に出会える日を楽しみにしております。

代表　高橋　慎一

MESSAGE

AG 法律アカデミー 代表挨拶

1999 年 大学 ( 法学部法律学科 ) 卒業後、
某大手日用品メーカーに就職し、
マーケティング部に配属。

2003 年 法律事務所へ転職。
パラリーガル（法律事務職員）として
弁護士の補助業務を行なう。

2005 年 パラリーガルとして勤務しながら
司法試験の短答式試験に合格。

2007 年 法律事務所を退職。
法科大学院（ロースクール）に進学。

2010 年 法科大学院法務博士課程修了。
同年ＡＧ法律アカデミーを創立。

一口に「法律事務所」と言っても事務所の規模や取扱う事件の違いにより、パラリーガル（法律事務職員）の業務内容も異なってきます。

就職・転職の失敗は誰もが避けたいと願うところですが、法律事務所に関する情報を得られる先は決して多くありません。

そして、そうこうしているうちに貴重な時間はどんどん過ぎて行ってしまいます。

ＡＧの修了生で既に法律事務所で活躍している先輩パラリーガルの誰もが、最初の一歩はこの無料説明会（無料相談）です。

「自分のできること」「やりたいこと」とのミスマッチをなくすためにも、まずは「パラリーガルへの第一歩」として、ぜひお気軽にご参加ください。

https://paralegal.co.jp/freesetsumei
各セミナー・無料説明会のお申し込みはWEBサイトからお申し込みいただけます。

法律事務所への転職を成功させる秘訣。
それは・・・・
「最新かつ正しい情報を入手し、自分に合った事務所のタイプを理解したうえで、
無駄な労力を使うことなく効率的に活動を進めること」

AG 法律アカデミー
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