
【講師・日程等変更になる場合がございます。その場合はWEB SCHOOL上にてお知らせいたします。また、日程表は@Ｃ.Ｐ.Ａ.＜http://www.tac-school.co.jp/cpa_nittei/＞からもご確認できます】

■必須科目

科　目 コース 講義回数 講　師 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

共通 オリエンテーション 1 尾崎 3/23

入門Ⅰ 8 尾崎 3/30 4/4 4/6 4/10 4/13 4/17 4/20 5/1

入門Ⅱ 5 尾崎 6/22 6/26 6/29 7/3 7/10

基礎マスターⅠ 14 尾崎 7/18 7/20 7/24 7/27 7/31 8/7 8/10 8/17 8/24 8/28 8/31 9/7 9/11 9/14

基礎マスターⅡ以降 未定 未定

入門 10 多田野 7/24 7/29 8/5 8/12 8/26 9/2 9/9 9/16 9/20 9/30

基礎マスター 未定 未定

監査論 入門・基礎マスター 未定 未定

企業法 入門・基礎マスター 未定 未定

租税法 入門・基礎マスター 未定 未定

■選択科目

経済学 入門 未定 未定

民法 入門 未定 未定

統計学 入門 未定 未定

経営学 入門 未定 未定

○短答科目マスターの方は、租税法と選択科目がカリキュラムに含まれないため、配信はありません。

○ 通学生およびWeb+DL通信生の方へのＤＶＤ発送はありません。 029-8100-1043-19

○上記配信日のAM0：00より配信開始となります。 ＴＡＣ公認会計士講座

２０１９年合格目標

２年Ｌ本科生　Ｗｅｂ･ダウンロード配信日程表　Part２　【2017/6/1版】

　→Bレベルの方は財務会計論入門Ⅰ、C・Ｄレベルの方は、財務会計論 入門Ⅰ・Ⅱの配信はありません。

未定

未定

● 財務会計論-基礎ﾏｽﾀｰⅠ、管理会計論-入門の詳細を更新しました。

　→C・Ｄレベルの方は、管理会計論 入門の配信はありません。

未定

未定

未定

財務
会計論

2017年９月以降実施予定

管理
会計論

未定

未定

未定
教材発送日 Ｗｅｂ・ＤＬ配信日

教材発送日 Ｗｅｂ・ＤＬ配信日

教材発送日 Ｗｅｂ・ＤＬ配信日

4/2１（水）

先取り学習サポート

　　　入門・基礎期の中でも比較的ウェイトの高い計算科目（財務会計論-計算）と理論科目（企業法）の
　　　２科目の講義を、昨年の教材を使用して先取り学習できるサポートです。

　　※内容は2018年目標の講義・教材となっております。2019年目標の該当科目の開講後は、
　　 　受講を進める必要はございません。

財務会計論-入門Ⅰ【補講】視聴目安

なし

※財務会計論-入門講義【補講】

　　　財務会計論-入門Ⅰのご受講者を対象に、日商簿記検定３級試験に対応した講義を受講形態に応じた形で
　　　受いただけます（無料）。ご受講の際は、下記目安を参考にご視聴ください。
　
　 ※本試験受験手続きはご本人様にてお願いします。

（補講 全２回）入門Ⅰ第７回 受講後

【先取り】財務会計論-基礎ﾏｽﾀｰⅠ（全12回）

　　Ｃレベル以上：お申込後、随時可能

　　Ｂレベルの方：入門Ⅱ受講後

　　Ａレベルの方：入門Ⅰ・Ⅱ受講後

3/3（金） 3/6（月）

【先取り】企業法（全17回）

3/6（月）3/3（金）　　　　全ての方：お申込後、随時可能



【講師・日程等変更になる場合がございます。その場合はWEB SCHOOL上にてお知らせいたします。また、日程表は@Ｃ.Ｐ.Ａ.＜http://www.tac-school.co.jp/cpa_nittei/＞からもご確認できます】

■必須科目

科　目 コース 講義回数 講　師 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

共通 オリエンテーション 1 尾崎 3/23

入門Ⅰ 8 尾崎 3/30 4/4 4/6 4/10 4/13 4/17 4/20 5/1

入門Ⅱ 5 尾崎 6/22 6/26 6/29 7/3 7/10

基礎マスターⅠ以降 未定 未定

入門 未定 未定

基礎マスター 未定 未定

監査論 入門・基礎マスター 未定 未定

企業法 入門・基礎マスター 未定 未定

租税法 入門・基礎マスター 未定 未定

■選択科目

経済学 入門 未定 未定

民法 入門 未定 未定

統計学 入門 未定 未定

経営学 入門 未定 未定

○短答科目マスターの方は、租税法と選択科目がカリキュラムに含まれないため、配信はありません。

○ 通学生およびWeb+DL通信生の方へのＤＶＤ発送はありません。 029-8100-1040-12

○上記配信日のAM0：00より配信開始となります。 ＴＡＣ公認会計士講座

２０１９年合格目標

２年Ｌ本科生　Ｗｅｂ･ダウンロード配信日程表　Part１　【2017/3/3版】

　→Bレベルの方は財務会計論入門Ⅰ、C・Ｄレベルの方は、財務会計論 入門Ⅰ・Ⅱの配信はありません。

　→C・Ｄレベルの方は、管理会計論 入門の配信はありません。

未定

未定

※財務会計論-入門【補講】の詳細を更新しました。

未定

未定

未定

財務
会計論

2017年7月以降実施予定

管理
会計論

未定

未定

未定

未定

教材発送日 Ｗｅｂ・ＤＬ配信日

教材発送日 Ｗｅｂ・ＤＬ配信日

教材発送日 Ｗｅｂ・ＤＬ配信日

4/2１（水）

先取り学習サポート

　　　入門・基礎期の中でも比較的ウェイトの高い計算科目（財務会計論-計算）と理論科目（企業法）の
　　　２科目の講義を、昨年の教材を使用して先取り学習できるサポートです。

　　※内容は2018年目標の講義・教材となっております。2019年目標の該当科目の開講後は、
　　 　受講を進める必要はございません。

財務会計論-入門Ⅰ【補講】視聴目安

なし

※財務会計論-入門講義【補講】

　　　財務会計論-入門Ⅰのご受講者を対象に、日商簿記検定３級試験に対応した講義を受講形態に応じた形で
　　　受いただけます（無料）。ご受講の際は、下記目安を参考にご視聴ください。
　
　 ※本試験受験手続きはご本人様にてお願いします。

（補講 全２回）入門Ⅰ第７回 受講後

【先取り】財務会計論-基礎ﾏｽﾀｰⅠ（全12回）

　　Ｃレベル以上：お申込後、随時可能

　　Ｂレベルの方：入門Ⅱ受講後

　　Ａレベルの方：入門Ⅰ・Ⅱ受講後

3/3（金） 3/6（月）

【先取り】企業法（全17回）

3/6（月）3/3（金）　　　　全ての方：お申込後、随時可能


