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弁護士というシゴトに、転ばぬ先の杖を。
●実際のヒヤリハット事例、過去の懲戒事例
を分析し、予防改善策を示す。
成功のために
失敗から学ぶ

●仕事の探し方から人生設計まで、
弁護士稼業を営む上での

トラブル防止アドバイスも提示。

「どうしてこうなった？」
「どうすればよかった？」
過去の実例から、失敗の原因と防止策を
具体的に説くインシデント集
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