
TAC
岡山校

2段階で着実に合格を目指すコース

★岡山校ではフリータイム予約制『個別DVD講座』で開講！ご自身のスケジュールにあわせて学習できます。
※視聴開始日程以降、お好きな利用時間帯をご予約ください。

【17年短答式対策】
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 行政法規 基本テキスト
2 基本講義 行政法規 第2回 行政法規 2017年目標 過去問題集（上）
3 基本講義 行政法規 第3回 行政法規 2017年目標 過去問題集（下）
4 基本講義 行政法規 第4回 行政法規 ミニテスト冊子
5 基本講義 行政法規 第5回
6 基本講義 行政法規 第6回 短答式基礎答練① 行政法規
1 短答基礎答練 行政法規 第1回 問題・解答・マークシート
7 基本講義 行政法規 第7回 短答式過去問題集 鑑定理論【2017年度版】
8 基本講義 行政法規 第8回
9 基本講義 行政法規 第9回
10 基本講義 行政法規 第10回
11 基本講義 行政法規 第11回
12 基本講義 行政法規 第12回 短答式基礎答練② 行政法規
2 短答基礎答練 行政法規 第2回 問題・解答・マークシート
1 法改正点講義　行政法規 法改正点講義テキスト
1 短答式直前答練　行政法規　第１回 短答式直前答練　行政法規①～④
2 短答式直前答練　行政法規　第２回
3 短答式直前答練　行政法規　第３回
4 短答式直前答練　行政法規　第４回
1 短答式直前答練　行政法規　第１回
1 短答式直前答練　鑑定理論　第１回 短答式直前答練　鑑定理論①～④
2 短答式直前答練　鑑定理論　第２回
3 短答式直前答練　鑑定理論　第３回
4 短答式直前答練　鑑定理論　第４回

【18年短答・論文式対策】
回数 講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 教材配布日

1 入門講義 鑑定理論 第1回 16/10/7(金) 受講ガイド(2018年) 16/9/23 (金)
2 入門講義 鑑定理論 第2回 16/10/7(金) 入門テキスト
1 基本講義 鑑定理論 第1回 16/10/7(金) 基本テキスト 16/10/7 (金)
2 基本講義 鑑定理論 第2回 16/10/16(日) 鑑定評価基準冊子
3 基本講義 鑑定理論 第3回 16/10/21(金) 短答ミニテスト冊子
4 基本講義 鑑定理論 第4回 16/10/28(金) 論文式過去問題集(～2005年) 16/11/18 (金)
5 基本講義 鑑定理論 第5回 16/11/4(金) 論文式過去問題集(2017年度版)
6 基本講義 鑑定理論 第6回 16/11/11(金)
7 基本講義 鑑定理論 第7回 16/11/18(金) ※論文ミニテスト冊子はありません。
8 基本講義 鑑定理論 第8回 16/11/25(金)
9 基本講義 鑑定理論 第9回 16/12/2(金)
1 論文アプローチ講義 鑑定理論 16/12/9(金) 論文アプローチレジュメ 16/11/18 (金)
1 短答基礎答練 鑑定理論 第1回 16/12/16(金) 短答式基礎答練① 鑑定理論 問題・解答 16/12/16 (金)
1 論文基礎答練 鑑定理論 第1回 16/12/23(金) 論文式基礎答練① 鑑定理論 問題・解答 16/12/16 (金)

未定 未定

2018年目標 不動産鑑定士　1.5年Ｌ本科生Plus　視聴開始日程表
＜フレキシブルに学習できる個別DVD講座です＞

（2016年9月20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。）

試験制度を活用し、2017年は短答式試験合格、そして2018年には論文式試験合格を目指すコースです。早期からじっくり＆しっかりと学習し着実に合格を目指します。
Point１：2段階選抜の試験制度を最大限活用し、2017年は短答式試験合格に照準を合わせ、翌年2018年の論文式試験合格を着実に目指すことができるコースです。
Point2：2017年・2018年の短答式試験対策を受講することができます。万一、2017年の短答式試験で不合格になった場合も、2018年合格目標の短答式試験対策がカリキュラ
ムに含まれていますので、再度、短答式試験からチャレンジできます！

随時 随時
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回数 講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 教材配布日
10 基本講義 鑑定理論 第10回 17/1/8(日)
11 基本講義 鑑定理論 第11回 17/1/20(金)
12 基本講義 鑑定理論 第12回 17/1/22(日)
13 基本講義 鑑定理論 第13回 17/1/27(金)
14 基本講義 鑑定理論 第14回 17/1/29(日)
15 基本講義 鑑定理論 第15回 17/2/3(金)
16 基本講義 鑑定理論 第16回 17/2/5(日)
17 基本講義 鑑定理論 第17回 17/2/10(金)
18 基本講義 鑑定理論 第18回 17/2/12(日)
1 短答計算対策講義 鑑定理論 17/2/17(金) 短答式計算対策講義レジュメ 17/2/10 (金)
2 短答基礎答練 鑑定理論 第2回 17/2/19(日) 短答式基礎答練② 鑑定理論 問題・解答 17/2/19 (日)
2 論文基礎答練 鑑定理論 第2回 17/2/24(金) 論文式基礎答練② 鑑定理論 問題・解答 17/2/19 (日)
1 演習講義 鑑定理論 第1回 17/2/26(日) 鑑定理論 演習テキスト 17/2/24 (金)
2 演習講義 鑑定理論 第2回 17/3/3(金)
3 演習講義 鑑定理論 第3回 17/3/5(日)
4 演習基礎答練 鑑定理論 第1回 17/3/10(金) 演習基礎答練① 鑑定理論 問題･解答 17/3/10 (金)
5 演習講義 鑑定理論 第4回 17/3/12(日)
5 演習講義 鑑定理論 第5回 17/3/17(金)
6 演習講義 鑑定理論 第6回 17/3/19(日)
2 演習基礎答練 鑑定理論 第2回 17/3/24(金) 演習基礎答練② 鑑定理論 問題･解答 17/3/26 (日)

※民法以降は、後日発表いたします。

月～金　①9:30～13:30　②13:30～17:30　③17:30～21:00
土　　　　①9:30～12:30　②12:30～15:30　③15:30～18:30
日　　　　①9:30～13:30　②13:30～17:30

岡山校DVDルーム利用時間帯
（予約専用ダイヤル）086-236-0227 穴吹カレッジ/TAC岡山校

〒700-0901　岡山市北区本町6-30　第一セントラルビル2号館8F
TEL：086-236-0225　FAX：086-236-0226
HP：http://www.asoa.jp/
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