
2019/11/1 現在の日程です。

■必須科目 2020年

講師 11月8日 11月22日 12月6日 12月20日 1月10日 1月24日 2月7日 2月21日

講義回数 (金) (金) (金) (金) （金） （金） （金） （金）

全５回 DVD・講義録 5

小野 資料教材 テキスト類③

テキスト類④
学習進度表（下）
復習管理表（下）

ミニテスト冊子（下）

パワー出題予定表
実力テスト

論点チェックリストⅠ

全１４回 ＤＶＤ・講義録 1～3 4～8 9・10 11～13

金杉 資料教材 パワーアップ①　※2 パワーアップ②③

全３回 ＤＶＤ・講義録 1 2・3

小野 資料教材

※1　テキスト類⑤
学習進度表（上）
学習進度表（上）

ミニテスト冊子（上）

テキスト類⑨
学習進度表（下）
復習管理表（下）

ミニテスト冊子（下）

テキスト類⑧
成果連結レジュメ

実力テスト
論点チェックリストⅡ
パワー出題予定表

全１４回 ＤＶＤ・講義録 1 2～4 5～9 10～14 15

多田野 資料教材 実力テスト

全９回 ＤＶＤ・講義録 4～6 7・8 9

多田野 資料教材

テキスト・トレーニング
トレーニングシート

例題集・例題集シート
短答理論問題集
ミニテスト冊子

学習進度表・復習管理表

全２１回 ＤＶＤ・講義録 1～3 4～6 7・8 9～11 12

未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

宮内 資料教材

全２２回 ＤＶＤ・講義録 2・3 4～6 7・8 9・10 11・12 13 14・15 16・17

未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

■選択科目

田畑 資料教材 入門テキスト

全１回 ＤＶＤ・講義録 1

鏡 資料教材
テキスト

ミニテスト冊子
実力テスト

全６回 ＤＶＤ・講義録 1・2 3・4 5・6

未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

- -

- -

○ Ｂレベルをお申込の方は、[財務会計論 入門Ⅰ]、Ｃ・Ｄレベルをお申込の方は、[財務会計論 入門Ⅰ・Ⅱ、管理会計論 入門]がカリキュラムに含まれません。

○ Web+DL通信生の方へＤＶＤの発送はありません。

○ ＤＶＤおよび講義録につきましては、Ｗｅｂ・ＤＬ配信日程の前に発送となる場合がございます。

○ 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、発送はありません。

○ 学習進度表・復習管理表の有無は科目により異なります。（学習進度表はテキストに記載される科目もあります。）

○ 止むを得ず発送日を変更、追加する場合がございます。（変更の際は、送付明細等にて案内いたします。）

○ 資料教材及びカリキュラム（講義回数等）は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

  ○ 財務会計論の教材に関しましては①～⑫ございますが、配布及び講義での使用に関しては番号通りではありません。 使用回の詳細につきましては、随時送付いたします学習進度表にてご確認ください。

経営学

統計学 入門

経済学 入門

入門※3
（お試し受講用）

２０２１年合格目標
１．５年Ｌ本科生　教材発送日程表　②　【2019/11/8版】
【講師・日程等変更になる場合がございます。日程表は@Ｃ.Ｐ.Ａ.＜http://www.tac-school.co.jp/cpa_nittei/＞からもご確認いただけます】

入門

企業法 入門・基礎マスター

基礎マスター

科 目 コース 発送日

● 財務会計論　管理会計論、企業法、選択科目の一部を公表しております。
※次回の公表は、2020年1月下旬を予定しています。

入門Ⅱ

民法 -
学習内容の適用法令が、法改正により不確定のため

開講を見送らせていただきます。

  ＴＡＣ公認会計士講座

次回公表予定

基礎マスターⅡ
（Ⅲ以降は次回公表）

財務会計論

基礎マスターⅠ

2020年3月以降開講予定

2020年5月以降開講予定

管理会計論

監査論 入門・基礎マスター

租税法 入門・基礎マスター

※1 「テキスト類」には基本テキスト・トレーニング・トレーニングシートが含まれます。

又、「学習進度表」「復習進度表」「ミニテスト冊子」は

発送が別となる場合がございます。

※2 パワーアップ問題は財務会計論、各基礎マスターの復習用アウトププット教材となります。

成績反映対象アイテムです。こちらの教材は定期的にご自身のペースにあわせてご受講下さい。

なお受講目安につきましては、パワーアップ出題予定表をご参照ください。

※3 選択科目を経営学のご受講でお決めの方は、２０２０年８月以降開講予定の

「経営学 上級講義」からご受講ください。（左記、入門講義の受講は不要です）



2019/8/27 現在の日程です。

■必須科目
講師 9月6日 9月20日 10月4日 10月18日 11月8日 11月22日 12月6日 12月20日

講義回数 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金)

小野 資料 オリエンテーションレジュメ

全１回 DVD・講義録 1

小野 資料教材
テキスト・トレーニング

学習進度表・復習管理表
ミニテスト冊子

実力テスト

全１０回 DVD・講義録 1～3 4～7 8～10

小野 資料教材

全２回 DVD・講義録 1・2

小野 資料教材

テキスト類①②※1
学習進度表
復習管理表

ミニテスト冊子

実力テスト 　

全５回 DVD・講義録 1・2 3・4 5

小野 資料教材

テキスト類①②
学習進度表（上）
復習管理表（上）

ミニテスト冊子（上）

テキスト類③

テキスト類④
学習進度表（下）
復習管理表（下）

ミニテスト冊子（下）

パワー出題予定表
実力テスト

論点チェックリストⅠ

全１４回 ＤＶＤ・講義録 1～3 4～8 9・10 11～13

多田野 資料教材

テキスト
トレーニング

シート
学習進度表
復習管理表

ミニテスト冊子

実力テスト

全９回 ＤＶＤ・講義録 1 2・3 4～6 7・8 9

多田野 資料教材

テキスト・トレーニング
トレーニングシート

例題集・例題集シート
短答理論問題集
ミニテスト冊子

学習進度表・復習管理表

全２１回 ＤＶＤ・講義録 1～3

未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

宮内 資料教材
テキスト①・問題集①

ミニテスト冊子①
学習進度表

全２２回 ＤＶＤ・講義録 1 2・3 4～6 7・8 9・10

未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

■選択科目
未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

未定 資料教材

未定 ＤＶＤ・講義録

- -

- -

○ Ｂレベルをお申込の方は、[財務会計論 入門Ⅰ]、Ｃ・Ｄレベルをお申込の方は、[財務会計論 入門Ⅰ・Ⅱ、管理会計論 入門]がカリキュラムに含まれません。

○ Web+DL通信生の方へＤＶＤの発送はありません。

○ ＤＶＤおよび講義録につきましては、Ｗｅｂ・ＤＬ配信日程の前に発送となる場合がございます。

○ 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、発送はありません。

○ 学習進度表・復習管理表の有無は科目により異なります。（学習進度表はテキストに記載される科目もあります。）

○ 止むを得ず発送日を変更、追加する場合がございます。（変更の際は、送付明細等にて案内いたします。）

○ 資料教材及びカリキュラム（講義回数等）は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

  ○ 財務会計論の教材に関しましては①～⑫ございますが、配布及び講義での使用に関しては番号通りではありません。 使用回の詳細につきましては、随時送付いたします学習進度表にてご確認ください。

入門

未定

未定

企業法 入門・基礎マスター

租税法 入門・基礎マスター 未定

経営学

統計学 入門

未定

経済学 入門 未定

基礎マスター

２０２１年合格目標
１．５年Ｌ本科生　教材発送日程表　① 【2019/09/06版】

科 目 コース 発送日

● 財務会計論　管理会計論、企業法の一部を公表しております。
【講師・日程等変更になる場合がございます。日程表は@Ｃ.Ｐ.Ａ.＜http://www.tac-school.co.jp/cpa_nittei/＞からもご確認いただけます】

※次回の公表は、11月下旬を予定しております。

共通 オリエンテーション

財務会計論

入門Ⅰ

入門Ⅰ【補講】※

入門Ⅱ

基礎マスターⅠ
（Ⅱ以降は次回公表）

管理会計論

監査論 入門・基礎マスター

民法 -
学習内容の適用法令が、法改正により不確定のため

開講を見送らせていただきます。

入門

  ＴＡＣ公認会計士講座

※1 「テキスト類」には基本テキスト・トレーニング・トレーニングシートが含まれます。

又、「学習進度表」「復習進度表」「ミニテスト冊子」は発送が別となる場合がございます。

レジュメ発送 Ｗｅｂ配信開始日

☆★☆　学習法セミナーについて　☆★☆

　　TAC ＷＥＢ SCHOOLにて「学習法セミナー」を配信します。
　
　　これから学習科目が増えていきますが、みなさまに効果的な学習をして頂く為に
　　今回「入門基礎期」の学習方法をお伝えします。
　
　　科目ごとに要点をまとめた学習法レジュメもあります。是非ご視聴ください！

　　※1.5年本科生向けライブセミナー（ホームルーム）の日程は現在調整中です。
　
-----------------------------------------------------------------------------------

　　※本セミナーは本科生限定のセミナーとなります。予めご了承下さい。
　  ※教室(通学＋DL) / DVD通信(DVD＋DL) メディアの方もWebにてご視聴いただけます。
　  ※ＤＶＤの送付はございません。

9/6（金）発送 9/9（月）


