2017年目標 行政書士講座 スタンダード本科生 徳島校 日程表
（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。）

【基本講義・科目別答練】
回数
講義内容
1 基本講義 憲法・基礎法学 第1回
2 基本講義 憲法・基礎法学 第2回
3 基本講義 憲法・基礎法学 第3回
4 基本講義 憲法・基礎法学 第4回
5 基本講義 憲法・基礎法学 第5回
6 基本講義 憲法・基礎法学 第6回
7 基本講義 憲法・基礎法学 第7回
8 基本講義 憲法・基礎法学 第8回
9 科目別答練 憲法・基礎法学
10 基本講義 民法 第1回
11 基本講義 民法 第2回
12 基本講義 民法 第3回
13 基本講義 民法 第4回
14 基本講義 民法 第5回
15 基本講義 民法 第6回
16 基本講義 民法 第7回
17 基本講義 民法 第8回
18 科目別答練 民法 第1回
19 基本講義 民法 第9回
20 基本講義 民法 第10回
21 基本講義 民法 第11回
22 基本講義 民法 第12回
23 基本講義 民法 第13回
24 基本講義 民法 第14回
25 基本講義 民法 第15回
26 基本講義 民法 第16回
27 科目別答練 民法 第2回
28 基本講義 行政法 第1回
29 基本講義 行政法 第2回
30 基本講義 行政法 第3回
31 基本講義 行政法 第4回
32 基本講義 行政法 第5回
33 基本講義 行政法 第6回
34 基本講義 行政法 第7回
35 科目別答練 行政法 第1回
36 基本講義 行政法 第8回
37 基本講義 行政法 第9回
38 基本講義 行政法 第10回
39 基本講義 行政法 第11回
40 基本講義 行政法 第12回
41 基本講義 行政法 第13回
42 基本講義 行政法 第14回
43 基本講義 行政法 第15回
44 科目別答練 行政法 第2回
45 基本講義 文章理解 第1回
46 基本講義 文章理解 第2回
47 基本講義 政治経済情報等 第1回
48 基本講義 政治経済情報等 第2回
49 基本講義 政治経済情報等 第3回
50 基本講義 政治経済情報等 第4回
51 基本講義 政治経済情報等 第5回
52 基本講義 政治経済情報等 第6回
53 科目別答練 政治経済情報等
54 基本講義 商法 第1回
55 基本講義 商法 第2回
56 基本講義 商法 第3回
57 基本講義 商法 第4回
58 基本講義 商法 第5回
59 基本講義 商法 第6回
60 科目別答練 商法

ＤＶＤ視聴開始日
11/1(火)
11/8(火)
11/29(火)
12/6(火)
12/20(火)

教材内容
基本テキスト 憲法・基礎法学
過去問集 憲法・基礎法学

教材配付開始日
11/1(火)

1/15(日)
1/31(火)
2/7(火)

科目別答練 憲法・基礎法学 問題・解答
基本テキスト 民法
過去問集 民法
アドバンス 民法・行政法

1/15(日)
1/24(火)

科目別答練 民法① 問題・解答

3/28(火)

科目別答練 民法②
基本テキスト 行政法
過去問集 行政法（上）
過去問集 行政法（下）

4/18(火)
5/9(火)

科目別答練 行政法①

5/23(火)

科目別答練 行政法②
基本テキスト 文章理解
過去問集 文章理解
基本テキスト 政治経済情報等
過去問集 政治経済情報等

6/20(火)
7/4(火)

2/28(火)
3/7(火)
3/14(火)
3/30(木)
4/11(火)
4/18(火)
4/25(火)
5/9(火)
5/16(火)
5/23(火)
5/30(火)
6/6(火)
6/13(火)
6/20(火)
6/27(火)
7/4(火)
7/11(火)

7/11(火)

7/18(火)
7/25(火)
7/27(木)
8/1(火)
8/8(火)

科目別答練 政治経済情報等
基本テキスト 商法・基礎法学
過去問集 商法・基礎法学
7/25(火)

8/19(土)
8/24(木)

科目別答練 商法

8/23(水)

【総合答練・予想答練】※本科生、パック生共通
回数
1 総合答練
2 総合答練
3 予想答練
4 予想答練

講義内容
第1回解説
第2回解説
第1回解説
第2回解説

ＤＶＤ視聴開始日
9/26(火)
10/17(火)

◆総合答練の各回提出期日は受講ガイドでご確認ください。
◆予想答練は自己採点となります。

教材内容
総合答練①・②(問題・マークシート)
総合答練①・②(解答解説)
予想答練①・②(問題・マークシート)
予想答練①・②(解答解説)

教材配付開始日
9/19(火)
10/12(木)

