2019年目標 宅建講座 総合本科生ＳＰｌｕｓ・総合Ｓ・総合／速修・答練本科 日程表【徳島校】
（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。）
◆入門講義(ＳＰｌｕｓ、Ｓのみ)
回数
講義内容
1 入門講義 民法等
2 入門講義 宅建業法
3 入門講義 法令上の制限

◆基本講義（ＳＰｌｕｓ、Ｓ、総合、速修）
回数
講義内容
1 基本講義 民法等第1回
2 基本講義 民法等第2回
3 基本講義 民法等第3回
4 基本講義 民法等第4回
5 基本講義 民法等第5回
6 基本講義 民法等第6回
7 基本講義 民法等第7回
8 基本講義 民法等第8回
9 基本講義 民法等第9回
10 基本講義 民法等第10回
11 基本講義 民法等第11回
12 基本講義 宅建業法第1回
13 基本講義 宅建業法第2回
14 基本講義 宅建業法第3回
15 基本講義 宅建業法第4回
16 基本講義 宅建業法第5回
17 基本講義 宅建業法第6回
18 基本講義 宅建業法第7回
19 基本講義 法令上の制限第1回
20 基本講義 法令上の制限第2回
21 基本講義 法令上の制限第3回
22 基本講義 法令上の制限第4回
23 基本講義 法令上の制限第5回
24 基本講義 法令上の制限第6回
25 基本講義 その他関連知識第1回
26 基本講義 その他関連知識第2回

ＤＶＤ視聴開始日
18/12/4(火)
18/12/11(火)
18/12/25(火)

教材内容
受講ガイド
入門講義レジュメ 民・宅
入門講義レジュメ 法

教材配布開始日
18/11/27(火)

ＤＶＤ視聴開始日
19/1/8(火)
19/1/24(木)
19/2/5(火)

教材内容
基本テキスト 民法等
トレーニング 民法等

教材配布開始日
18/12/18(火)

19/3/5(火)
19/3/19(火)
19/4/16(火)
19/4/23(火)
19/4/26(金)
19/5/16(木)
19/5/21(火)
19/6/4(火)
19/6/11(火)
19/6/11(火)
19/6/18(火)
19/6/25(火)
19/6/25(火)
19/7/2(火)
19/7/9(火)
19/7/16(火)
19/7/16(火)
19/7/23(火)
19/7/25(木)
19/7/30(火)
19/7/30(火)
19/8/6(火)

◆過去問答練＋解説講義(ＳＰｌｕｓ、答練本科のみ)
回数
講義内容
ＤＶＤ視聴開始日
1 過去問答練 民法等第1回
19/2/26(火)
2 過去問答練 民法等第2回
19/3/12(火)
3 過去問答練 民法等第3回
19/3/26(火)
4 過去問答練 民法等第4回
19/5/14(火)
5 過去問答練 民法等第5回
19/5/21(火)
6 過去問答練 宅建業法第1回
19/6/11(火)
7 過去問答練 宅建業法第2回
19/6/18(火)
8 過去問答練 宅建業法第3回
19/6/25(火)
9 過去問答練 宅建業法第4回
19/7/2(火)
10 過去問答練 法令上の制限第1回
19/7/16(火)
11 過去問答練 法令上の制限第2回
19/7/23(火)
12 過去問答練 法令上の制限第3回
19/7/30(火)
13 過去問答練 その他関連知識
19/8/6(火)

◆まとめ講義(ＳＰｌｕｓ、Ｓのみ)
回数
講義内容
1 まとめ講義 民法等第1回
2 まとめ講義 民法等第2回
3 まとめ講義 宅建業法
4 まとめ講義 法令上の制限・その他関連知識

基本テキスト 宅建業法
トレーニング 宅建業法

19/5/14(火)

基本テキスト 法令上の制限
トレーニング 法令上の制限

19/6/27(木)

法律改正点レジュメ
基本テキスト その他関連知識
トレーニング その他関連知識

19/7/30(火)

(全13回)
教材内容
過去問答練 民法等①～③

教材配布開始日
19/2/19(火)

過去問答練 民法等④～⑤

19/3/26(火)

過去問答練 宅建業法①～④

19/5/28(火)

過去問答練 法令上の制限①～③

19/9/25(水)

過去問答練 その他関連知識

19/7/30(火)

(全4回)
ＤＶＤ視聴開始日
19/4/9(火)
19/5/28(火)
19/7/2(火)
19/8/6(火)

教材内容
教材配布開始日
19/3/26(火)
まとめ講義レジュメ 民法等①
19/5/14(火)
まとめ講義レジュメ 民法等②
19/6/27(木)
まとめ講義レジュメ 宅建業法
19/7/30(火)
まとめ講義レジュメ 法令･その他関連知識

2019年目標 宅建講座 総合本科生ＳＰｌｕｓ・総合Ｓ・総合／速修・答練本科 日程表【徳島校】
◆基礎答練＋解説講義（ＳＰｌｕｓ、Ｓ、総合、速修、答練）
回数
講義内容
ＤＶＤ視聴開始日
1 基礎答練 民法等第1回
19/4/9(火)
2 基礎答練 民法等第2回
19/6/4(火)
3 基礎答練 宅建業法
19/7/9(火)
4 基礎答練 法令上の制限・その他関連知識
19/8/10(土)

◆解放テクニック講義(ＳＰｌｕｓ、Ｓ、総合)
回数
講義内容
ＤＶＤ視聴開始日
1 解法テクニック講義 民法等
19/8/10(土)
2 解法テクニック講義 宅建業法
19/8/27(火)
3 解法テクニック講義 法令上の制限・その他関連知識
19/9/3(火)

◆応用答練＋解説講義（ＳＰｌｕｓ、Ｓ、総合、速修、答練）
回数
講義内容
ＤＶＤ視聴開始日
1 応用答練 民法等
19/8/27(火)
2 応用答練 宅建業法
19/9/3(火)
3 応用答練 法令上の制限・その他関連知識
19/9/10(火)

◆直前対策講義(ＳＰｌｕｓ、Ｓ、総合)
回数
講義内容
1 直前対策講義 第1回
2 直前対策講義 第2回
3 直前対策講義 第3回
4 直前対策講義 第4回

(全4回)
教材内容
基礎答練 民法等①☆
基礎答練 民法等②☆
基礎答練 宅建業法☆
基礎答練 法令上の制限・その他関連知識☆

教材配布開始日
19/3/26(火)
19/5/28(火)
19/6/27(木)
19/7/30(火)

(全3回)
教材内容
教材配布開始日
19/8/10(土)
講義レジュメ 民法等
講義レジュメ 宅建業法
講義レジュメ 法令上の制限・その他関連知識

(全3回)
教材内容
応用答練 民法等☆
応用答練 宅建業法☆

教材配布開始日
19/8/10(土)

応用答練 法令上の制限・その他関連知識☆

(全4回)
ＤＶＤ視聴開始日
19/9/10(火)
19/9/17(火)
19/9/24(火)
19/10/1(火)

◆直前答練＋解説講義（ＳＰｌｕｓ、Ｓ、総合、速修、答練）
回数
講義内容
ＤＶＤ視聴開始日
1 直前答練 第1回
19/9/17(火)
2 直前答練 第2回
19/9/24(火)
3 直前答練 第3回
19/9/26(木)
4 直前答練 第4回
19/10/3(木)

教材内容
直前対策講義レジュメ

教材配布開始日
19/9/10(火)

教材内容
直前答練①～②☆

教材配布開始日
19/9/10(火)

(全4回)

直前答練③～④☆

19/9/19(木)

◆‘☆’マークは添削対象（直前答練④は本試験日までに成績処理が間に合わない場合があります。ご了承ください。
◆法改正レジュメは自宅学習用であり講義での使用はありません。また、法改正は直前対策講義レジュメに反映されます。

