
講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 配布予定日
入門講義　算数・数学 第1回 基礎学力テキスト　算数・数学　第５ 版 22/2/18(金)
入門講義　算数・数学 第2回

入門講義　算数・数学 第3回

入門講義　算数・数学 第4回

入門講義　数的処理入門 第1回 基礎学力テキスト　数的処理入門　第６ 版 22/2/18(金)
入門講義　数的処理入門 第2回

入門講義　数的処理入門 第3回

入門講義　数的処理入門 第4回

入門講義　数的処理入門 第5回

■法律系科目
講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 配布予定日

オリエンテーション 2/25(金) オリエンテーションブック、受講ガイド 22/2/18(金)
基本講義　憲法 第1回　 2/25(金) Ｖテキスト　憲法　 22/2/18(金)
基本講義　憲法 第2回　 3/4(金) Ｖ問題集　憲法　
基本講義　憲法 第3回　 3/11(金) 講義ノート　憲法
基本講義　憲法 第4回　 3/18(金)
基本講義　憲法 第5回　 3/25(金)
基本講義　憲法 第6回　 4/8(金)
演習　憲法 第1回　 5/13(金) 憲法　演習問題集① 22/4/22(金)
基本講義　憲法 第7回　 5/27(金)
基本講義　憲法 第8回　 6/3(金)
基本講義　憲法 第9回　 6/10(金)
演習　憲法 第2回　 6/17(金) 憲法　演習問題集②
基本講義　民法 第1回　 7/4(月) Ｖテキスト　民法（上） 22/6/17(金)
基本講義　民法 第2回　 7/11(月) Ｖ問題集　民法（上）
基本講義　民法 第3回　 7/18(月) 講義ノート　民法（上）
基本講義　民法 第4回　 7/25(月)
基本講義　民法 第5回　 8/1(月)
基本講義　民法 第6回　 8/19(金)
基本講義　民法 第7回　 8/29(月)
演習　民法 第1回　 9/5(月) 民法　演習問題集① 22/8/26(金)
基本講義　民法 第8回　 9/12(月) Ｖテキスト　民法（下） 22/8/26(金)
基本講義　民法 第9回　 9/19(月) Ｖ問題集　民法（下）
基本講義　民法 第10回　 10/7(金) 講義ノート　民法（下）
基本講義　民法 第11回　 10/7(金)
基本講義　民法 第12回　 10/10(月)
基本講義　民法 第13回　 10/17(月)
基本講義　民法 第14回　 10/24(月)
演習　民法 第2回　 10/31(月) 民法　演習問題集② 22/8/26(金)
基本講義　行政法 第1回　 11/7(月) Ｖテキスト　行政法　 22/10/14(金)
基本講義　行政法 第2回　 11/14(月) Ｖ問題集　行政法　
基本講義　行政法 第3回　 11/21(月) 講義ノート　行政法
基本講義　行政法 第4回　 11/28(月)
基本講義　行政法 第5回　 12/5(月)
演習　行政法 第1回　 12/12(月) 行政法　演習問題集① 22/11/18(金)
基本講義　行政法 第6回　 12/19(月)
基本講義　行政法 第7回　 1/9(月)
基本講義　行政法 第8回　 1/23(月)
基本講義　行政法 第9回　 1/30(月)
基本講義　行政法 第10回　 2/6(月)
演習　行政法 第2回　 2/13(月) 行政法　演習問題集②
発展講義　法律科目　第1回 2/17(金) 発展講義テキスト　法律 23/1/13(金)
発展講義　法律科目　第2回 2/24(金)

■ 経済系科目
基本講義　ミクロ経済 第1回　 5/9(月) Ｖテキスト　ミクロ経済学 22/4/18(月)
基本講義　ミクロ経済 第2回　 5/13(金) Ｖ問題集　ミクロ経済学
基本講義　ミクロ経済 第3回　 5/23(月) 講義ノート　ミクロ経済学（上）
基本講義　ミクロ経済 第4回　 5/30(月)
基本講義　ミクロ経済 第5回　 6/6(月)
基本講義　ミクロ経済 第6回　 6/13(月)
演習　ミクロ経済　第1回 6/20(月) ミクロ経済学　演習問題集① 22/5/16(月)
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基本講義　ミクロ経済 第7回　 6/27(月) 講義ノート　ミクロ経済学（下） 22/6/17(金)
基本講義　ミクロ経済 第8回　 7/4(月)
基本講義　ミクロ経済 第9回　 7/11(月)
基本講義　ミクロ経済 第10回　 7/18(月)
基本講義　ミクロ経済 第11回　 7/25(月)
基本講義　ミクロ経済 第12回　 8/1(月)
演習　ミクロ経済　第2回 8/19(金) ミクロ経済学　演習問題集② 22/5/16(月)
基本講義　マクロ経済 第1回　 9/5(月) Ｖテキスト　マクロ経済学 22/8/26(金)
基本講義　マクロ経済 第2回　 9/12(月) Ｖ問題集　マクロ経済学
基本講義　マクロ経済 第3回　 9/19(月) 講義ノート　マクロ経済学（上）
基本講義　マクロ経済 第4回　 10/7(金)
基本講義　マクロ経済 第5回　 10/7(金)
基本講義　マクロ経済 第6回　 10/10(月)
演習　マクロ経済　第1回 10/17(月) マクロ経済学　演習問題集① 22/9/23(金)
基本講義　マクロ経済 第7回　 10/24(月) 講義ノート　マクロ経済学（下） 22/10/14(金)
基本講義　マクロ経済 第8回　 10/31(月)
基本講義　マクロ経済 第9回　 11/7(月)
基本講義　マクロ経済 第10回　 11/14(月)
基本講義　マクロ経済 第11回　 11/21(月)
演習　マクロ経済　第2回 11/28(月) マクロ経済学　演習問題集② 22/9/23(金)
発展講義　経済科目 第1回　 12/12(月) 発展講義テキスト　経済 22/11/18(金)
発展講義　経済科目 第2回　 12/19(月)
発展講義　経済科目 第3回　 1/9(月)
発展講義　経済科目 第4回　 1/9(月)
基本講義　財政学 第1回　 1/23(月) 財政学テキスト 23/1/16(月)
基本講義　財政学 第2回　 1/30(月) Ｖ問題集　財政学
基本講義　財政学 第3回　 2/6(月)
基本講義　財政学 第4回　 2/13(月)
基本講義　財政学 第5回　 2/20(月)
基本講義　財政学 第6回　 2/27(月)
演習　財政学 3/6(月) 財政学　演習問題集 23/2/17(金)

■ 政治系科目
講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 配布予定日

基本講義　政治学 第1回　 5/30(月) Ｖテキスト　政治学 22/5/16(月)
基本講義　政治学 第2回　 6/6(月) Ｖ問題集　政治学
基本講義　政治学 第3回　 6/13(月) 講義ノート　政治学
基本講義　政治学 第4回　 6/20(月)
基本講義　政治学 第5回　 6/27(月)
基本講義　政治学 第6回　 7/4(月)
基本講義　政治学 第7回　 7/11(月)
演習　政治学 7/18(月) 政治学　演習問題集 22/6/17(金)
選択講義　行政学 第1回　 8/19(金) Ｖテキスト　行政学 22/7/22(金)
選択講義　行政学 第2回　 8/29(月) Ｖ問題集　行政学
選択講義　行政学 第3回　 9/5(月) 講義ノート　行政学
選択講義　行政学 第4回　 9/12(月)
選択講義　行政学 第5回　 9/19(月)
選択講義　行政学 第6回　 10/7(金)
選択講義　社会学 第1回　 10/10(月) Ｖテキスト　社会学 22/9/23(金)
選択講義　社会学 第2回　 10/17(月) Ｖ問題集　社会学
選択講義　社会学 第3回　 10/24(月) 講義ノート　社会学
選択講義　社会学 第4回　 10/31(月)
選択講義　社会学 第5回　 11/7(月)
選択講義　国際関係 第1回　 12/2(金) Ｖテキスト　国際関係 22/11/18(金)
選択講義　国際関係 第2回　 12/9(金) Ｖ問題集　国際関係
選択講義　国際関係 第3回　 12/16(金) 講義ノート　国際関係
選択講義　国際関係 第4回　 12/23(金)
発展講義　政治科目 第1回　 1/27(金) 発展講義テキスト　政治 23/1/20(金)
発展講義　政治科目 第2回　 2/3(金)
発展講義　政治科目 第3回　 2/10(金)
発展講義　政治科目 第4回　 2/20(月)
発展講義　政治科目 第5回　 2/24(金)
選択講義　社会政策 第1回　 2/18(土) 社会政策テキスト 23/2/17(金)
選択講義　社会政策 第2回　 2/24(金) Ｖ問題集　社会政策
選択講義　社会政策 第3回　 3/3(金)
選択講義　社会政策 第4回　 3/10(金)



■ 一般知能分野
講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 配布予定日

基本講義　数処 第1回　数推1 3/25(金) Ｖテキスト　数的処理（上）（下）　 22/3/14(月)
基本講義　数処 第2回　数推2 4/8(金) Ｖ問題集　数的処理（上）
基本講義　数処 第3回　数推3 4/15(金) 講義ノート　数的処理（上）
基本講義　数処 第4回　数推4 4/22(金)
基本講義　数処 第5回　数推5 4/29(金)
演習　数的処理 第1回　 5/23(月) 数的処理　演習問題集① 22/4/22(金)
基本講義　数処 第6回　判断1 6/24(金)
基本講義　数処 第7回　判断2 7/1(金)
基本講義　数処 第8回　判断3 7/8(金)
基本講義　数処 第9回　判断4 7/15(金)
基本講義　数処 第10回　判断5 7/22(金)
演習　数的処理 第2回　 8/19(金) 数的処理　演習問題集②
基本講義　数処 第11回　空間1 9/2(金) Ｖ問題集　数的処理（下） 22/8/26(金)
基本講義　数処 第12回　空間2 9/9(金) 講義ノート　数的処理（下）
基本講義　数処 第13回　空間3 9/16(金)
基本講義　数処 第14回　資料1 9/23(金)
基本講義　数処 第15回　資料2 10/7(金)
基本講義　数処 第16回　資料3 10/7(金)
実力確認テスト　数的処理 第1回　 10/14(金) 実力確認テスト　数的処理　演習問題① 22/9/23(金)
実力確認テスト　数的処理 第2回　 10/21(金) 実力確認テスト　数的処理　演習問題②
実力確認テスト　数的処理 第3回　 10/28(金) 実力確認テスト　数的処理　演習問題③
発展講義　数的処理 第1回　 23/1/27(金) 発展講義テキスト　数的処理 23/1/13(金)
発展講義　数的処理 第2回　 23/2/3(金)
発展講義　数的処理 第3回　 23/2/10(金)
発展講義　数的処理 第4回　 23/2/17(金)
基本講義　文章理解 第1回　 6/24(金) 文章理解テキスト 22/6/6(月)
基本講義　文章理解 第2回　 7/1(金) Ｖ問題集　文章理解
基本講義　文章理解 第3回　 7/8(金)
演習　文章理解 7/15(金) 文章理解　演習問題集 22/6/17(金)

■ 一般知識分野
講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 配布予定日

一般知識講義　自然 　第1回　数学1 6/6(月) Ｖテキスト　自然科学 22/5/16(月)
一般知識講義　自然 　第2回　数学2 6/13(月) Ｖ問題集　自然科学（上）
一般知識講義　自然 　第3回　数学3 6/20(月) 講義ノート　自然科学（上）
一般知識講義　自然 　第4回　物理1 6/27(月)
一般知識講義　自然 　第5回　物理2 7/4(月)
一般知識講義　自然 　第6回　物理3 7/11(月)
一般知識講義　自然 　第7回　化学1 7/18(月) Ｖ問題集　自然科学（下） 22/7/11(月)
一般知識講義　自然 　第8回　化学2 7/25(月) 講義ノート　自然科学（下）
一般知識講義　自然 　第9回　化学3 8/1(月)
一般知識講義　自然 　第10回　生物1 8/19(金)
一般知識講義　自然 　第11回　生物2 8/29(月)
一般知識講義　自然 　第12回　生物3 9/5(月)
一般知識講義　自然 　第13回　地学1 9/12(月)
一般知識講義　自然 　第14回　地学2 9/19(月)
一般知識講義　自然 　第15回　地学3 10/7(金)
一般知識演習　自然科学 10/10(月) 演習問題　自然科学 22/9/23(金)
論点集中講義　自然 　第1回　数学 ※使用教材は一般知識講義と同じ
論点集中講義　自然 　第2回　物理 後日ＵＰ
論点集中講義　自然 　第3回　化学

論点集中講義　自然 　第4回　生物

論点集中講義　自然 　第5回　物理2

一般知識講義　人文 　第1回　世界史1 8/22(月) Ｖテキスト　人文科学（上） 22/7/11(月)
一般知識講義　人文 　第2回　世界史2 9/2(金) Ｖ問題集　人文科学（上）
一般知識講義　人文 　第3回　世界史3 9/9(金) 講義ノート　人文科学（上）
一般知識講義　人文 　第4回　世界史4 9/16(金)
一般知識講義　人文 　第5回　世界史5 9/23(金)
一般知識講義　人文 　第6回　日本史1 10/7(金)
一般知識講義　人文 　第7回　日本史2 10/14(金)
一般知識講義　人文 　第8回　日本史3 10/21(金)
一般知識講義　人文 　第9回　日本史4 10/28(金)
一般知識講義　人文 　第10回日本史5 11/4(金)
一般知識講義　人文 　第11回　地理1 11/11(金) Ｖテキスト　人文科学（下） 22/10/21(金)
一般知識講義　人文 　第12回　地理2 11/18(金) Ｖ問題集　人文科学（下）
一般知識講義　人文 　第12回　地理3 11/25(金) 講義ノート　人文科学（下）
一般知識講義　人文 　第14回　地理4 12/2(金)
一般知識講義　人文 　第15回　思想1 12/9(金)
一般知識講義　人文 　第16回　思想2 12/16(金)
一般知識講義　人文 　第17回　文化史 12/23(金)



一般知識演習　人文科学 1/9(月) 演習問題　人文科学 22/12/23(金)
論点集中講義　人文 　第1回　世界史 ※使用教材は一般知識講義と同じ
論点集中講義　人文 　第2回　日本史 後日ＵＰ
論点集中講義　人文 　第3回　地理

論点集中講義　人文 　第4回　思想文化

一般知識講義　社会 　第1回　政社1 6/21(火) Ｖテキスト　社会科学 22/5/16(月)
一般知識講義　社会 　第2回　政社2 6/24(金) Ｖ問題集　社会科学（政社）
一般知識講義　社会 　第3回　政社3 7/12(火) 講義ノート　社会科学（政社）
一般知識講義　社会 　第4回　政社4 7/12(火)
一般知識講義　社会 　第5回　政社5 7/15(金)
一般知識講義　社会 　第6回　政社6 7/26(火)
一般知識講義　社会 　第7回　政社7 7/29(金)
一般知識演習　社会科学　1政社 8/5(金) 演習問題　社会科学1 22/7/22(金)
一般知識講義　社会 　第8回　法律1 8/19(金) Ｖ問題集　社会科学（法経） 22/7/22(金)
一般知識講義　社会 　第9回　法律2 8/22(月) 講義ノート　社会科学（法経）
一般知識講義　社会 　第10回　法律3 9/7(水)
一般知識講義　社会 　第11回　法律4 9/7(水)
一般知識講義　社会 　第12回　法律5 9/9(金)
一般知識演習　社会科学　2法律 9/16(金) 演習問題　社会科学2 22/8/26(金)
一般知識講義　社会 　第13回　経済1 10/13(木)
一般知識講義　社会 　第14回　経済2 10/17(月)
一般知識講義　社会 　第15回　経済3 11/3(木)
一般知識講義　社会 　第16回　経済4 11/3(木)
一般知識講義　社会 　第17回　経済5 11/4(金)
一般知識演習　社会科学　3経済 11/14(月) 演習問題　社会科学3 22/10/21(金)

■ その他
講義内容 ＤＶＤ視聴開始日 教材内容 配布予定日

選択講義　経営学 第1回　 9/2(金) Ｖテキスト　経営学 22/8/26(金)
選択講義　経営学 第2回　 9/9(金) Ｖ問題集　経営学
選択講義　経営学 第3回　 9/16(金) 講義ノート　経営学
選択講義　経営学 第4回　 9/23(金)
選択講義　経営学 第5回　 10/7(金)
選択講義　刑法 第1回　 11/25(金) Ｖテキスト　刑法 22/11/18(金)
選択講義　刑法 第2回　 12/2(金) Ｖ問題集　刑法
選択講義　刑法 第3回　 12/9(金) 講義ノート　刑法
選択講義　刑法 第4回　 12/16(金)
選択講義　刑法 第5回　 12/23(金)
選択講義　労働法 第1回　 1/9(月) Ｖテキスト　労働法 22/12/23(金)
選択講義　労働法 第2回　 1/13(金) Ｖ問題集　労働法
選択講義　労働法 第3回　 1/27(金) 講義ノート　労働法
選択講義　労働法 第4回　 2/3(金)

■ 復習、論文対策
論点集中講義　社会 　第1回　政社 ※使用教材は一般知識講義と同じ
論点集中講義　社会 　第2回　法律 後日ＵＰ
論点集中講義　社会 　第3回　経済

実力確認テスト　教養科目 Webホームルーム 実力確認テスト　教養科目　演習問題 23/1/13(金)
実力確認テスト　専門科目 Webホームルーム 実力確認テスト　専門科目　演習問題 23/1/13(金)
論文対策　論文 第1回　 11/4(金) 論文対策テキスト 22/10/21(金)
論文対策　論文 第2回　 11/14(月) 講義ノート　論文対策
論文対策　論文 第3回　 11/18(金)
論文対策　論文 演習 11/25(金) 論文演習 22/11/18(金)
専門記述　法律 1/9(月) 専門記述対策　テキスト　法律系 22/12/23(金)
専門記述　経済 2/17(金) 専門記述対策　テキスト　経済系 23/1/13(金)
専門記述　政治 1/20(金) 専門記述対策　テキスト　政治系 22/12/23(金)
試験対策ゼミ 第1回 6/13(月)
試験対策ゼミ 第2回 7/22(金) ※使用レジュメは講義録添付
試験対策ゼミ 第3回 9/23(金)
試験対策ゼミ 第4回 10/17(月)
試験対策ゼミ 第5回 11/25(金)
試験対策ゼミ 第6回 12/23(金)
試験対策ゼミ 第7回 2/13(月)
試験対策ゼミ 第8回 4/7(金)
時事対策　経済史・経済事情 第1回　 4/7(金) 時事対策　経済史・経済事情テキスト 23/3/17(金)
時事対策　経済史・経済事情 第2回　 4/14(金)
時事対策　社会事情 第1回　 4/7(金) 時事対策　社会事情テキスト 23/3/17(金)
時事対策　社会事情 第2回　 4/7(金)
時事対策　国際事情 3/27(月) 時事対策　国際事情テキスト 23/3/17(金)


