
２次本科講座 カリキュラムと日程　　　　　　 　　　　　　　ＡＡＳ名古屋主催

通学スケジュール
22回 （模試３回含む）

9:30-16:30
受講課題

動画配信スケジュール
18回

見守り通信 1月10日 (火) 本科講座について 受講生サイト開示 受講生サイト開示
本科通学 1月15日 (日) インプット①合格者答案分析会 2ｸﾗｽ合同講義 再現答案分析シート作成
見守り通信 1月18日 (水) インプット①合格者答案分析会収録動画 動画配信①
読み書き 1月20日 (金) 読み書きトレーニングについて 受講生サイト開示
本科通学 1月22日 (日) 学習相談会 個別相談 学習計画作成
見守り通信 1月23日 (月) インプット②はじめの一歩動画 動画配信②
読み書き 1月27日 (金) 国語の基礎を学ぶ 動画配信①
本科通学 1月29日 (日) インプット②はじめの一歩 2ｸﾗｽ合同講義
見守り通信 1月30日 (月) インプット③解き方の基礎Ⅰ動画 動画配信③
読み書き 2月3日 (金) 要約の基礎を学ぶ 動画配信②
本科通学 2月5日 (日) インプット③解き方の基礎Ⅰ 2ｸﾗｽ合同講義
見守り通信 2月6日 (月) インプット③解き方の基礎Ⅱ動画 動画配信④
読み書き 2月10日 (金) 読み書きトレーニング開始 要約練習開始（毎金曜）
本科通学 2月12日 (日) インプット④解き方の基礎Ⅱ 2ｸﾗｽ合同講義
見守り通信 2月13日 (月) インプット④事例別基礎知識ⅠⅡⅢ動画 動画配信⑤
本科通学 2月19日 (日) インプット⑤事例別基礎知識ⅠⅡⅢ 2ｸﾗｽ合同講義
見守り通信 2月20日 (月) インプット⑤事例別基礎知識Ⅳ動画 動画配信⑥
合格指南塾 2月24日 (金) 合格指南塾について 受講生サイト開設
本科通学 2月26日 (日) インプット講座⑥事例別基礎知識Ⅳ 2ｸﾗｽ合同講義 事例別戦略の体系図作成
合格指南塾 3月3日 (金) 新・要約練習① 添削課題出題
読み書き 3月10日 (金) 読み書き振り返りアドバイス１ 動画配信③
合格指南塾 3月10日 (金) 設問分解① 添削課題出題
本科通学 3月12日 (日) アウトプット①（模擬試験） 合同模試/後日添削
見守り通信 3月13日 (月) アウトプット①４事例解説動画 ４事例動画配信⑦-⑩
合格指南塾 3月17日 (金) 塾長だより① 動画配信①
合格指南塾 3月17日 (金) 与件分解① 添削課題出題
合格指南塾 3月24日 (金) ダメ文校正① 添削課題出題
本科通学 3月26日 (日) アウトプット①事例Ⅰ解説＋過去問特訓 2ｸﾗｽ合同講義 事例Ⅰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 3月31日 (金) 塾長だより② 動画配信②
合格指南塾 3月31日 (金) 新・要約練習② 添削課題出題
本科通学 4月2日 (日) アウトプット①事例Ⅱ解説＋過去問特訓 2ｸﾗｽ合同講義 事例Ⅱｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 4月7日 (金) 設問分解② 添削課題出題
本科通学 4月9日 (日) アウトプット①事例Ⅲ解説＋過去問特訓 2ｸﾗｽ合同講義 事例Ⅲｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
読み書き 4月14日 (金) 読み書き振り返りアドバイス２ 動画配信④
合格指南塾 4月14日 (金) 与件分解② 添削課題出題
本科通学 4月16日 (日) アウトプット①事例Ⅳ解説＋過去問特訓 2ｸﾗｽ合同講義 事例Ⅳｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 4月21日 (金) 塾長だより③ 動画配信③
合格指南塾 4月21日 (金) ダメ文校正② 添削課題出題
通学OP 4月29日 (土)
通学OP 4月30日 (日)
合格指南塾 5月12日 (金) 新・要約練習③ 添削課題出題
読み書き 5月12日 (金) 読み書き振り返りアドバイス３ 動画配信⑤
合格指南塾 5月19日 (金) 塾長だより④ 動画配信④
合格指南塾 5月19日 (金) 設問分解③ 添削課題出題
本科通学 5月21日 (日) アウトプット②（公開模擬試験①） 公開模試/後日添削
見守り通信 5月22日 (月) アウトプット②４事例解説動画 ４事例動画配信⑪-⑭
合格指南塾 5月26日 (金) 与件分解③ 添削課題出題
合格指南塾 6月2日 (金) ダメ文校正③ 添削課題出題
合格指南塾 6月2日 (金) 塾長だより⑤ 動画配信⑤
本科通学 6月4日 (日) アウトプット②事例Ⅰ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 6月9日 (金) 新・要約練習④ 添削課題出題
読み書き 6月9日 (金) 読み書き振り返りアドバイス４ 動画配信⑥
合格指南塾 6月16日 (金) 塾長だより⑥ 動画配信⑥
合格指南塾 6月16日 (金) 設問分解④ 添削課題出題
本科通学 6月18日 (日) アウトプット②事例Ⅱ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅱｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 6月23日 (金) 与件分解④ 添削課題出題
合格指南塾 6月30日 (金) 塾長だより⑦ 動画配信⑦
合格指南塾 6月30日 (金) ダメ文校正④ 添削課題出題
本科通学 7月2日 (日) アウトプット②事例Ⅲ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅲｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 7月7日 (金) 新・要約練習⑤ 添削課題出題
読み書き 7月14日 (金) 読み書き振り返りアドバイス５ 動画配信⑦
合格指南塾 7月14日 (金) 設問分解⑤ 添削課題出題
本科通学 7月16日 (日) アウトプット②事例Ⅳ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅳｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 7月21日 (金) 塾長だより⑧ 動画配信⑧
合格指南塾 7月21日 (金) 与件分解⑤ 添削課題出題
合格指南塾 7月28日 (金) ダメ文校正⑤ 添削課題出題
合格指南塾 8月4日 (金) 塾長だより⑨ 動画配信⑨
読み書き 8月10日 (木) 読み書き振り返りアドバイス６ 動画配信⑧
合格指南塾 8月18日 (金) 塾長だより⑩ 動画配信⑩
合格指南塾 8月18日 (金) 新・要約練習⑥ 添削課題出題
本科通学 8月20日 (日) アウトプット③（公開模擬試験②） 公開模試/後日添削
見守り通信 8月21日 (月) アウトプット③４事例解説動画 ４事例動画配信⑮-⑱
合格指南塾 8月25日 (金) 設問分解⑥ 添削課題出題
本科通学 8月27日 (日) アウトプット③事例Ⅰ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 9月1日 (金) 塾長だより⑪ 動画配信⑪
合格指南塾 9月1日 (金) 与件分解⑥ 添削課題出題
本科通学 9月3日 (日) アウトプット③事例Ⅱ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅱｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
読み書き 9月8日 (金) 読み書き振り返りアドバイス７ 動画配信⑨
合格指南塾 9月8日 (金) ダメ文校正⑥ 添削課題出題
本科通学 9月10日 (日) アウトプット③事例Ⅲ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅲｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
合格指南塾 9月15日 (金) 塾長だより⑫ 動画配信⑫
本科通学 9月17日 (日) アウトプット③事例Ⅳ解説＋過去問特訓 クラス別対話式講義 事例Ⅳｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄ作成
読み書き 9月22日 (金) 読み書きトレーニング終了 要約練習最終提出
通学OP 9月23日 (土)
通学OP 9月24日 (日)
読み書き 9月29日 (金) 読み書き振り返りアドバイス８ 動画配信⑩
通学OP 9月30日 (土) 直前演習講座① ※完全コースの方のみ
通学OP 10月1日 (日) 直前演習講座② ※完全コースの方のみ
通学OP 10月7日 (土) 直前演習講座③ ※完全コースの方のみ
通学OP 10月8日 (日) 直前演習講座④ ※完全コースの方のみ

＜補足＞
　・クラス別対話式講義では、「アウトプット解説」と「過去問特訓」を午前と午後で入れ替えて行います。
　・受講課題は（戦略の体系図、ステツプアップシート）は、講座中もしくは受講後に作成してください。
　・各アウトプット（模擬試験）は、9:30-17:00に実施します。通常の講座より時間が長くなっております。
　・各アウトプット（模擬試験）を自宅受験される場合は、５日前までに解答用紙をご提出して頂きます。
　・各アウトプットの添削結果は２週間程度でご返却致します。
　・毎月末に事務局から学習進捗確認シートを送付させて頂きます。
　・見守り通信コースの動画もご覧いただけます。通学日前後の予習や復習にご活用ください。
　・通信オプション講座（合格指南塾、読み書きトレーニング）は、ご自宅で受講して頂くカリキュラムです。（詳しくは各講座のＨＰをご覧ください。）

日付 曜日

通信オプション講座

講座内容

２次本科講座

講座種類
対話式通学コース 見守り通信コース

読み書き
トレーニング

添削30回/動画10回

合格指南塾
 

添削24回/動画12回

合格指南塾合宿(直前)
※合宿セットコース/
　 完全コースの方のみ

合格指南塾合宿（ＧＷ）
※合宿セットコース/
　 完全コースの方のみ


