
【短答・論文式対策】
回数 講義内容 視聴開始日 教材内容 教材配布日

0 オリエンテーション - 受講ガイド お手続き１週間後

1 基本講義 鑑定理論 第1回 基本テキスト
2 基本講義 鑑定理論 第2回 短答基本テスト冊子　（旧：短答ミニテスト冊子）

3 基本講義 鑑定理論 第3回 鑑定評価基準冊子
4 基本講義 鑑定理論 第4回 短答式過去問題集（2021年度版）　※Ｐｌｕｓのみ

5 基本講義 鑑定理論 第5回 論文式過去問題集(2021年度版) お手続き１週間後

6 基本講義 鑑定理論 第6回
7 基本講義 鑑定理論 第7回
8 基本講義 鑑定理論 第8回
9 基本講義 鑑定理論 第9回
10 基本講義 鑑定理論 第10回
11 基本講義 鑑定理論 第11回
12 基本講義 鑑定理論 第12回
13 基本講義 鑑定理論 第13回
14 基本講義 鑑定理論 第14回
15 基本講義 鑑定理論 第15回
16 基本講義 鑑定理論 第16回
17 基本講義 鑑定理論 第17回
18 基本講義 鑑定理論 第18回
19 基本講義 鑑定理論 第19回
20 基本講義 鑑定理論 第20回
21 基本講義 鑑定理論 第21回 短答アプローチ講義レジュメ
22 基本講義 鑑定理論 第22回
1 短答アプローチ講義 鑑定理論 短答式基礎答練① 鑑定理論 問題・解答
1 短答基礎答練 鑑定理論 第1回 短答式基礎答練② 鑑定理論 問題・解答
2 短答基礎答練 鑑定理論 第2回 論文アプローチレジュメ
1 論文アプローチ講義 鑑定理論 第1回

1 論文基礎答練 鑑定理論 論文式基礎答練 鑑定理論 問題・解答
1 演習講義 鑑定理論 第1回 21/10/10(日) 鑑定理論 演習テキスト 21/9/24 (金)
2 演習講義 鑑定理論 第2回 21/10/15(金)

3 演習講義 鑑定理論 第3回 21/10/22(金)

4 演習基礎答練 鑑定理論 第1回 21/10/22(金) 演習基礎答練① 鑑定理論 問題･解答 21/9/24 (金)
5 演習講義 鑑定理論 第4回 21/10/24(日)

5 演習講義 鑑定理論 第5回 21/10/29(金)

6 演習講義 鑑定理論 第6回 21/10/31(日)

2 演習基礎答練 鑑定理論 第2回 21/11/5(金) 演習基礎答練② 鑑定理論 問題･解答 21/10/17 (日)

Web 入門講義 民法 第1回 民法 入門テキスト 21/3/5 (金)

Web 入門講義 民法 第2回 民法 条文集 21/6/10 (木)

Web 入門講義 民法 第3回

Web 入門講義 民法 第4回

Web 入門講義 民法 第5回

1 基本講義 民法 第1回 21/7/4(日) 民法 基本テキスト 21/6/13 (日)

2 基本講義 民法 第2回 21/7/11(日)

3 基本講義 民法 第3回 21/7/18(日) 民法　過去問題集(2021年度版)
4 基本講義 民法 第4回 21/7/25(日)

5 基本講義 民法 第5回 21/8/1(日)

6 基本講義 民法 第6回 21/8/8(日)

7 基本講義 民法 第7回 21/8/22(日)

8 基本講義 民法 第8回 21/8/29(日)

9 基本講義 民法 第9回 21/9/5(日)

10 基本講義 民法 第10回 21/9/12(日)

11 基本講義 民法 第11回 21/9/19(日)

12 基本講義 民法 第12回 21/10/8(金)

13 基本講義 民法 第13回 21/10/8(金)

14 基本講義 民法 第14回 21/10/10(日)

15 基本講義 民法 第15回 21/10/17(日)

16 基本講義 民法 第16回 21/10/24(日)

1 論文アプローチ講義　民法 21/10/31(日) 民法　論文アプローチレジュメ 21/10/17 (日)

1 論文基礎答練 民法 21/11/7(日) 論文式基礎答練　民法 問題・解答 21/10/17 (日)

鑑定士 2022年目標　1年本科生　日程表 TAC岡山校

（2021年7月1日現在・・・下記日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承願います。）

5/1以降随時

5/1以降随時

Web視聴

1／3



鑑定士 2022年目標　1年本科生　日程表 TAC岡山校

（2021年7月1日現在・・・下記日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承願います。）

回数 講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 教材配布日

Web 経済数学入門講義 第1回 経済数学入門講義レジュメ 21/3/5 (金)

Web 経済数学入門講義 第2回

1 基本講義 経済学 第1回 21/6/25(金) 経済学 基本テキスト 21/6/13 (日)

2 基本講義 経済学 第2回 21/7/1(木) 経済学 過去問題集（2021年度版）

3 基本講義 経済学 第3回 21/7/9(金)

4 基本講義 経済学 第4回 21/7/16(金)

5 基本講義 経済学 第5回 21/7/23(金)

6 基本講義 経済学 第6回 21/7/30(金)

7 基本講義 経済学 第7回 21/8/6(金)

8 基本講義 経済学 第8回 21/8/8(日)

9 基本講義 経済学 第9回 21/8/27(金)

10 基本講義 経済学 第10回 21/9/3(金)

11 基本講義 経済学 第11回 21/9/10(金)

12 基本講義 経済学 第12回 21/9/17(金)

13 基本講義 経済学 第13回 21/9/24(金)

14 基本講義 経済学 第14回 21/10/8(金)

15 基本講義 経済学 第15回 21/10/8(金)

16 基本講義 経済学 第16回 21/10/15(金)

1 論文アプローチ講義　経済学 21/10/22(金) 経済学　論文アプローチレジュメ 21/9/24 (金)

1 論文基礎答練 経済学 21/10/29(金) 論文式基礎答練 経済学 問題・解答 21/9/24 (金)

Web 簿記入門講義 Web視聴 会計学 簿記入門講義レジュメ 21/3/5 (金)

1 基本講義 会計学 第1回 21/11/5(金) 会計学 基本テキスト 21/10/17 (日)

2 基本講義 会計学 第2回 21/11/12(金) 会計学 過去問題集（2021年度版）

3 基本講義 会計学 第3回 21/11/19(金)

4 基本講義 会計学 第4回 21/11/21(日)

5 基本講義 会計学 第5回 21/11/28(日)

6 基本講義 会計学 第6回 21/11/28(日)

7 基本講義 会計学 第7回 21/12/3(金)

8 基本講義 会計学 第8回 21/12/5(日)

9 基本講義 会計学 第9回 21/12/10(金)

10 基本講義 会計学 第10回 21/12/12(日)

11 基本講義 会計学 第11回 21/12/17(金)

12 基本講義 会計学 第12回 21/12/19(日)

13 基本講義 会計学 第13回 21/12/24(金)

1 論文アプローチ講義　会計学 21/12/26(日) 会計学　論文アプローチレジュメ 21/12/24 (金)

1 論文基礎答練 会計学 22/1/9(日) 論文式基礎答練 会計学 問題・解答 21/12/24 (金)

回数 講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 教材配布日

1 基本講義 行政法規 第1回 21/7/16(金) 行政法規 基本テキスト 21/7/16 (金)

2 基本講義 行政法規 第2回 21/7/18(日) 行政法規 2022年度版 過去問題集（上）

3 基本講義 行政法規 第3回 21/7/30(金) 行政法規 2022年度版 過去問題集（下）

4 基本講義 行政法規 第4回 21/8/1(日)

5 基本講義 行政法規 第5回 21/8/8(日)

6 基本講義 行政法規 第6回 21/8/22(日)

1 短答基礎答練 行政法規 第1回 21/9/3(金) 短答式基礎答練① 行政法規 問題・解答・マークシート 21/8/22 (日)

7 基本講義 行政法規 第7回 21/9/5(日)

8 基本講義 行政法規 第8回 21/9/17(金) 短答式過去問題集 鑑定理論（2022年度版） 21/9/5 (日)

9 基本講義 行政法規 第9回 21/9/24(金)

10 基本講義 行政法規 第10回 21/10/8(金)

11 基本講義 行政法規 第11回 21/10/8(金)

12 基本講義 行政法規 第12回 21/10/15(金)

2 短答基礎答練 行政法規 第2回 21/10/22(金) 短答式基礎答練② 行政法規 問題・解答・マークシート 21/10/17 (日)

【短答・論文式対策】

Web視聴

【短答式対策】

◆22年目標配布教材について ： 論文過去問は「2021年度版」表記，短答過去問は「2022年度版」表記

■応用期（論文応用答練）の日程は、2021年10月頃に発表予定です。
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鑑定士 2022年目標　1年本科生　日程表 TAC岡山校

（2021年7月1日現在・・・下記日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承願います。）

回数 講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 教材配布日

1 民法 第1回 民法　応用答練１　

2 民法 第2回 民法　応用答練２　

3 民法 第3回 民法　応用答練３　

4 民法 第4回 民法　応用答練４　

1 経済学 第1回 経済学　応用答練１

2 経済学 第2回 経済学　応用答練２

3 経済学 第3回 経済学　応用答練３

4 経済学 第4回 経済学　応用答練４

1 会計学 第1回 会計学　応用答練１

2 会計学 第2回 会計学　応用答練２

3 会計学 第3回 会計学　応用答練３

4 会計学 第4回 会計学　応用答練４

1 鑑定理論 論文 第1回 鑑定理論（論文）　応用答練1

2 鑑定理論 論文 第2回 鑑定理論（論文）　応用答練２

3 鑑定理論 論文 第3回 鑑定理論（論文）　応用答練３

4 鑑定理論 論文 第4回 鑑定理論（論文）　応用答練４

1 鑑定理論 演習 第1回 鑑定理論（演習）　応用答練１

2 鑑定理論 演習 第2回 鑑定理論（演習）　応用答練２

【論文式対策／応用答練】

■直前期の日程は、2022年1月頃に発表予定です。

※日程は変更する場合がございます。ご了承ください。

◆論文式基礎答練（演習含む）・応用答練の教材は、問題・解答の２点セットです。

ＨＰ：http://www.asoa.jp/

☆DVD予約専用TEL　086-236-0227

 岡山校DVDルーム利用時間帯 穴吹カレッジ/TAC岡山校
月～金　　　①10:00～13:30　　②13:30～17:00　　③17:00～21:00 〒700-0023 岡山市北区駅前町1-8-18 イコットニコット5F

日・祝　　　  ①10:00～13:30　　②13:30～17:00　　 TEL：086-236-0225　FAX：086-236-0226

22
年
１
月
中
旬
か
ら
開
始
予
定

22
年
１
月
中
旬
か
ら
開
始
予
定
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