
３．配信日程【みんなが欲しかった！コース】

回数
講義内容 配信開始

予定日編・科目 CHAPTER・SECTION など

1
第１編
憲法

CH1 総論
CH2 人権
　SEC1 人権享有主体

２月下旬

2 　SEC2 人権の限界
　SEC3 幸福追求権

3 　SEC4 法の下の平等

4
　SEC5 自由権
　　１ 思想・良心の自由
　～３ 表現の自由（21 条）
　　　Ⅰ 表現の自由の保障（21 条 1 項）

5
　　　Ⅱ 検閲の禁止（21 条 2 項）
　　４ 学問の自由
　～６ 財産権（29 条）

6
　　７ 人身の自由
　SEC6 受益権
～ SEC8 社会権

7 CH3 統治
　SEC1 国会

３月上旬
8 　SEC2 内閣

～ SEC5 財政

9
第２編
民法

CH1 総則
　SEC1 民法の基本原則
　SEC2 能力

3 月中旬

10
　SEC3 失踪宣告
　SEC4 意思表示
　　１ 意思表示
　～４ 錯誤（95 条）

11
　　５ 詐欺（96 条）
　～６ 強迫（96 条）
　SEC5 代理
　　１ 代理

12
　　２ 無権代理
　～４ 表見代理
　SEC6 条件・期限

13 　SEC7 時効

14
CH3 物権
　SEC1 物権
　SEC2 不動産物権変動と登記

15 　SEC3 占有権
～ SEC6 用益物権

16
　SEC7 担保物権
　　１ 抵当権
　　　Ⅰ 担保物権に共通する性質
　　～Ⅶ 抵当不動産の第三取得者

17 　　　Ⅷ 法定地上権
　　～Ⅺ 根抵当権

18 　　２ 質権
　～４ 先取特権

19
CH3 債権
　SEC1 債権債務関係
　SEC2 債権の保全
　　１債権者代位権

3 月下旬

20 　　２ 詐害行為取消権
　SEC3 債権譲渡・債務引受

21 　SEC4 債権の消滅

22
　SEC5 多数当事者の債権債務関係
　　１ 不可分債権・債務
　～３ 連帯債務

23
　　４ 保証人
　SEC6 契約総論
　　１ 契約の成立
　～４ 第三者のためにする契約

24

　　５ 契約の解除
　～６ 定型約款
　SEC7 契約各論
　　１ 贈与契約
　～２ 売買契約

４月上旬

25 　　３ 消費貸借契約
　～５ 賃貸借契約

26 　　６ 請負契約
　～９ 組合契約

27 　SEC8 契約以外の債権発生原因

28 CH4 親族・相続

29
第３編
行政法

CH1 行政法の一般的な法理論
　SEC1 行政法の基本原理
　SEC2 公法と私法

30
　SEC3 行政組織
　SEC4 行政行為
　　１ 行政行為の分類

31 　　２ 行政行為の効力
　～５ 行政行為の附款

32 　SEC5 行政行為以外の行政作用

33 　SEC6 行政強制・行政罰

34
CH2 行政手続法
　SEC1 総則
　SEC2 処分
　　１ 申請に対する処分

４月中旬

35 　　２ 不利益処分

36 　SEC3 行政指導、届出、命令等制定

37

CH3 行政不服審査法
　SEC1 総則
　SEC2 審査請求
　　１ 審査請求の概要
　　２ 審査請求の形式

38 　　３ 審査請求の審理
　～５ 執行停止

回数
講義内容 配信開始

予定日編・科目 CHAPTER・SECTION など

39 第３編
行政法

　SEC3 審査請求以外の不服申立て
　SEC4 教示

４月下旬

40
CH4 行政事件訴訟法
　SEC1 行政事件訴訟の類型
　SEC2 取消訴訟
　　１ 取消訴訟の概要

41 　　２ 要件審理

42 　　３ 本案審理
　～６ 執行停止

43 　SEC3 取消訴訟以外の訴訟
　SEC4 教示

44 CH5 国家賠償・損失補償

5 月上旬

45
CH6 地方自治法
　SEC1 地方公共団体
　SEC2 住民の権利

46 　SEC3 地方公共団体の機関
～ SEC6 国の関与

47
第４編
商法

CH1 商法
CH2 会社法
　SEC1 総論

48 　SEC2 会社の設立

49 　SEC3 株式

50
　SEC4 会社の機関
　　１ 機関設計
　～３ 取締役・取締役会

51
　　４ 監査役その他
　～６ 監査等委員会設置会社
　SEC5 剰余金の配当
　SEC6 持分会社・組織再編

52 第５編
基礎法学

CH1 法学
CH2 裁判制度

5 月中旬

53 第６編
一般知識

CH1 政治

54 CH2 経済
CH3 社会

55 CH4 情報通信・個人情報保護
　SEC1 情報通信

56 　SEC2 個人情報保護
CH5 文章理解

（１）基礎力アップ Web 講義　

（２）問題集 解き方 Web 講義

回数
講義内容 配信開始

予定日編・科目

1 第 1 編　憲法

5 月下旬

2 第 2 編　民法 1

3 第 2 編　民法 2

4 第 3 編　行政法 1

5 第 3 編　行政法 2

6 第 4 編　商法
第 5 編　基礎法学

7 第 6 編　一般知識

（４）あてる 解き方 Web 講義

回数 講義内容 配信開始
予定日

1 第１回
6 月中旬2 第２回

3 第３回

（３）記述式問題集 解き方 Web 講義

回数
講義内容 配信開始

予定日科目

1 民法
6 月上旬

2 行政法

（６）全国公開模試  解説動画

回数 講義内容 配信開始
予定日

1 第 1 回　解説
10 月中旬

2 第 2 回　解説

☆両コース共通となります。

（５）法改正特別 Web 講義

回数 講義内容 配信開始
予定日

1 第 1 回
７月中旬

2 第 2 回

※講義内容・配信開始予定日は、2019年12月時点の予定です。
　やむを得ず変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※Ｗｅｂ講義配信スケジュールは、メールまたは、ＴＡＣ出版書籍販売サイト 

サイバーブックストア「2020年合格目標 行政書士独学道場」にて随時ご案
内いたします。

10

手順 6
登録内容をご確認後、「登録」をクリックしてく
ださい。独学道場のお申込み情報と一致すると、
入力いただいたメールアドレスに「登録完了の
ためのメール」が届きます。

手順 7
メールボックスに「ＴＡＣ ＷＥＢ ＳＣＨＯＯＬ」
からのメールが届いていることを確認してくだ
さい。
そのメールの本文にあるＵＲＬを クリックする
と、マイページへの登録は完了です。

※迷惑メール等の対策としてドメイン指定受信機能をご利用の場合に
は、受信設定の確認をお願いします。（「@tac-school.co.jp」からの
メールを受信する設定に変更してください。）

マイページ登録のお問合せ先

ログインID ＝ TAC会員番号（10桁の数字）

パスワード ＝（手順５）で登録したもの

登録が完了しましたら、Web講義の視聴が可能となります。前ページ(手順２)よりログイン画面を開き、
登録された情報でログインしてください。視聴ページへと移動します。

２．Web 講義の視聴方法について

TAC通信カスタマーセンター０１２０-５５１-９８０
ws@tac-school.co.jp

月 ～ 土 10：00～19：00
日 ・ 祝 10：00～17：00

マイページ登録についてご不明な点は、下記お問合せ先までご連絡ください。

ws@tac-school.co.jp
TAC 通信カスタマーセンター０１２０-０６５-３５５ 月 ～ 土 10：00～19：00

日 ･ 祝 10：00～17：00

Webの操作についてご不明な点は、下記お問合せ先までご連絡ください。

TAC WEB SCHOOL の Web の操作に関するお問合せ先

※TAC WEB SCHOOLの動画は、「約500～700MB/2時間半」となります。
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１．質問方法
(1) 「質問カード」の郵送について

本ガイドブック巻末の「質問カード」を切り取り、必要事項をご記入の上、下記の宛先までご
郵送ください ( 郵送の際の送料はご負担ください）。

〒101-8383
東京都千代田区神田三崎町3-2-18   ＴＡＣ本社ビル ＴＡＣ出版　行政書士　独学道場　質問係　宛

(2) 質問の回答について
「質問カード」が TAC に到着した後、５～７営業日程度で専門スタッフが回答を記して返送いたしま

す（返送費用は TAC にて負担します）  。※内容によってはさらにお時間を頂戴する場合もございます

２．質問上の諸注意
(1) 質問をする前に

①関連するテキストの箇所を調べてみましょう。→どこかで説明がなされていたかもしれません。
②するべき質問かどうかを再考しましょう。→試験に出題されるものかどうか考えてみましょう。

※学習上の疑問点は、テキストやインターネットで簡単に調べられるものもあります。まずはご自身で調べてみ

ることをお勧めします。なぜなら、そのようにして身に付けた知識は決して忘れないからです。

※それでもわからない場合には質問をして解決するようにしましょう。一度ご自身で調べてから質問し、身につ

けた知識もまた、忘れることはないでしょう。

(2) 質問内容について
①ご質問内容は、「2020 年合格目標 行政書士 独学道場」お申込みコースの使用教材に限らせていた

だきます。 その他の教材 ・ 過 年 度 の 教 材 ・ 他 社 の 教 材 ・ 一般雑誌・ イ ン タ ー ネット掲載内容・
行政書士実務・業務手続など、行政書士試験対策以外の内容にはお答えできません。

②「質問カード」をご利用される場合は、該当教材名・ページ数のほか、ご質問内容をできるだけ具
体的に、かつ簡潔に記載してお送りください。ご質問の内容が不明確で回答が不可能な場合は、「回
答不能」として返答いたします。

(3) 質問形態・回数ついて
①質問形態は、質問カードのみとなります。お電話およびメール・FAX でのご質問はご遠慮ください。
②質問可能回数は、お 1人様１回につき１件、5回（質問カード 5枚）までとなります。１回につき

複数のご質問をされた場合、最初のご質問のみの回答とさせていただきますので、あらかじめご了
承ください。

(4) 質問の受付期限
ご質問の受付期限は、下記の日付までとさせていただきます。
受付期限を過ぎたご質問にはお答えできません。余裕をもってご郵送ください。

【質問カード】 2020年合格目標：2020年 10月22日(木) TAC必着

質問について4３．配信日程【合格革命コース】 

回数
講義内容 配信開始

予定日部・科目 章・節

1

第１部
憲法

科目別ガイダンス
第１章  総論
第２章  人権
　第１節  人権総論
　　１  人権の分類
　　２  人権の享有主体

２月下旬

2
　　３  人権の限界
　　４  人権の私人間効力
　第２節  幸福追求権及び法の下の平等
　　１  幸福追求権

３月上旬

3
　　２  法の下の平等
　第３節  精神的自由権
　　１  思想及び良心の自由

4 　　２  信教の自由
　～４  学問の自由

5 　第４節  経済的自由権
～第６節  社会権

6

　第７節  参政権
　第８節  受益権
第３章  統治
　第１節  国会
　　１  権力分立
　～３  二院制

7

　　４  国会の活動
　～６  国会と議院の権能
　第２節  内閣
　第３節  裁判所
　　１  司法権

8
　　２  裁判所の組織と権能
　～５  裁判の公開
　第４節  財政
～第６節  憲法改正

9
第２部
行政法

科目別ガイダンス
第１章  行政法の一般的な法理論
　第１節  行政法総論
　第２節  行政組織法

3 月中旬

10
　第３節  行政作用の類型
　　１  行政作用とは何か
　　２  行政行為

11 　　３  行政立法
　～６  行政指導

12 　第４節  行政調査
　第５節  行政上の強制措置 

13

第２章  行政手続法
　第１節  行政手続法総則
　第２節  申請に対する処分
　第３節  不利益処分
　　１  不利益処分とは何か
　～３  理由の提示

14
　　４  意見陳述手続
　第４節  行政指導
～第６節  命令等制定手続

15
第３章  行政不服審査法
　第１節  行政不服審査法総則
～第３節  審査請求の審理手続

3 月下旬

16

　第４節  審査請求の終了
～第６節  教示
第４章  行政事件訴訟法
　第１節  行政事件訴訟の類型
　第２節  取消訴訟
　　１  取消訴訟の種類

17 　　２  取消訴訟の訴訟要件
　　３  取消訴訟の審理

18
　　４  取消訴訟の判決
　第３節  無効等確認訴訟
～第５節  義務付け訴訟

19 　第６節  差止め訴訟
～第 10 節  教示

20 第５章  国家賠償法・損失補償

21
第６章  地方自治法
　第１節  地方公共団体の種類
～第３節  地方公共団体の機関

22 　第４節  地方公共団体の立法
～第７節  関与 

23
第３部
民法

科目別ガイダンス
第１章  総則
　第１節  権利の主体・客体

4 月上旬

24 　第２節  意思表示
25 　第３節  代理

26 　第４節  無効・取消し
～第６節  時効 

27 第２章  物権
　第１節  物権総論

28 　第２節  占有権
～第４節  用益物権

29
　第５節  担保物権
　　１  担保物権とは何か
　～４  質権

30 　　５  抵当権
　　６  譲渡担保

31

第３章  債権
　第１節  債権の目的
　第２節  債務不履行
　第３節  責任財産の保全
　　１  債権者代位権

4 月中旬

32 　　２  詐害行為取消権
　第４節  多数当事者の債権・債務

33 　第５節  債権譲渡
　第６節  債権の消滅

34 　第７節  契約総論
　第８節  権利移転型契約

35 　第９節  貸借型契約
　第 10 節  役務提供型契約

36
　第 11 節  契約以外の債権発生原因
第４章  親族
　第１節  夫婦
　第２節  親子

37
　第３節  親権
　第４節  後見・扶養
第５章  相続

（１）重要論点 Web 講義　

（２） 基本問題集  解き方 Web 講義　

回数
講義内容 配信開始

予定日部・科目
1 第１部　憲法

5 月中旬

2 第２部　行政法
3 第２部　行政法
4 第２部　行政法
5 第２部　行政法
6 第３部　民法
7 第３部　民法
8 第３部　民法

9 第４部　商法
第 5 部　基礎法学

10 第６部　一般知識

（４）直前予想模試  解き方 Web 講義

回数 講義内容 配信開始
予定日

1 第１回
6 月下旬2 第２回

3 第３回

（３）記述式問題集  解き方 Web 講義　

回数
講義内容 配信開始

予定日項目 科目
1 記述式 行政法

５月下旬

2 行政法
3 民法
4 民法
5 民法
6 多肢選択式 憲法・行政法

（６）全国公開模試  解説動画

回数 講義内容 配信開始
予定日

1 第１回　解説
10 月中旬

2 第２回　解説

☆両コース共通となります。

（５）法改正特別 Web 講義

回数 講義内容 配信開始
予定日

1 第１回
７月中旬

2 第２回

※講義内容・配信開始予定日は、2019年12月時点の予定です。
　やむを得ず変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※Ｗｅｂ講義配信スケジュールは、メールまたは、ＴＡＣ出版書籍販売サイト 

サイバーブックストア「2020年合格目標 行政書士独学道場」にて随時ご案
内いたします。

回数
講義内容 配信開始

予定日部・科目 章・節

38 第４部
商法

科目別ガイダンス
第１章  商法

4 月下旬

39
第２章  会社法
　第１節  会社法総論
　第２節  設立

40
　第３節  株式
　第４節  機関
　　１  機関設計
　　２  株主総会

41 　　３  取締役
　～ 11  役員等の責任

42
　　 12  株主の監督是正権
　第５節  計算
～第７節  組織再編

43
第５部
基礎法学

科目別ガイダンス
第１章  法学概論
第２章  紛争解決制度

44

第６部
一般知識

科目別ガイダンス
第１章  政治
第２章  経済
　第１節  経済の基本原理
　第２節  日本の経済

5 月上旬45
　第３節  日本の財政
　第４節  国際経済
第３章  社会
　第１節  環境問題

46
　第２節  社会保障問題
～第４節  消費者問題
第４章  情報通信

47 第５章  個人情報保護
第６章  文章理解


	新しいしおり



