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通学メディア［教室受講］　答練・解説講義 日程

コース名
答　練

教室（会場）受講

時間帯

A 9：30～11：30［択一式］/11：40～13：10［記述式］

B 9：30～12：30［択一式・記述式］

C 14：00～16：00［択一式］/16：10～17：40［記述式］

D 14：00～17：00［択一式・記述式］

E 18：00～20：00［択一式］/20：10～21：40［記述式］

F 18：00～21：00［択一式・記述式］

▲

札幌校

▲

仙台校

▲

水道橋校

▲

渋谷校

コース名 回数

答　練 答　練 答　練 答　練
教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講

金曜クラス 土曜クラス 日曜午前クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜午前クラス 金曜クラス 土曜午前クラス 日曜クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜午前クラス

合格力
完成答練

1 ―― ―― 4/12（日）A ―― ―― 4/12（日）A ―― 4/11（土）A ―― ―― ―― 4/12（日）A

2 ―― ―― 4/19（日）B ―― ―― 4/19（日）B ―― 4/18（土）B ―― ―― ―― 4/19（日）B

3 ―― ―― 4/26（日）A ―― ―― 4/26（日）A ―― 4/25（土）A ―― ―― ―― 4/26（日）A

4 ―― ―― 5/3（日・祝）B ―― ―― 5/3（日・祝）B ―― 5/  2（土）B ―― ―― ―― 5/3（日・祝）B

5 ―― ―― 5/10（日）A ―― ―― 5/10（日）A ―― 5/  9（土）A ―― ―― ―― 5/10（日）A

6 ―― ―― 5/17（日）B ―― ―― 5/17（日）B ―― 5/16（土）B ―― ―― ―― 5/17（日）B

▲

新宿校

▲

池袋校

▲

八重洲校

▲

立川校

コース名 回数

答　練 答　練 答　練 答　練
教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講

金曜クラス 土曜クラス 日曜午前クラス 金曜クラス 土曜午前クラス 日曜クラス 金曜クラス 土曜夜クラス 日曜クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜午前クラス

合格力
完成答練

1 ―― 4/11（土）E ―― ―― 4/11（土）A ―― ―― 4/11（土）E ―― ―― ―― 4/12（日）A

2 ―― 4/18（土）F ―― ―― 4/18（土）B ―― ―― 4/18（土）F ―― ―― ―― 4/19（日）B

3 ―― 4/25（土）E ―― ―― 4/25（土）A ―― ―― 4/25（土）E ―― ―― ―― 4/26（日）A

4 ―― 5/  2（土）F ―― ―― 5/  2（土）B ―― ―― 5/  2（土）F ―― ―― ―― 5/3（日・祝）B

5 ―― 5/  9（土）E ―― ―― 5/  9（土）A ―― ―― 5/  9（土）E ―― ―― ―― 5/10（日）A

6 ―― 5/16（土）F ―― ―― 5/16（土）B ―― ―― 5/16（土）F ―― ―― ―― 5/17（日）B

▲

町田校

▲

横浜校

▲

大宮校

▲

津田沼校

コース名 回数

答　練 答　練 答　練 答　練
教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講

金曜午後クラス 土曜クラス 日曜クラス 金曜クラス 土曜午前クラス 日曜クラス 金曜クラス 土曜夜クラス 日曜午前クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜午前クラス

合格力
完成答練

1 4/10（金）C ―― ―― ―― 4/11（土）A ―― ―― 4/11（土）E 4/12（日）A ―― ―― 4/12（日）A

2 4/17（金）D ―― ―― ―― 4/18（土）B ―― ―― 4/18（土）F 4/19（日）B ―― ―― 4/19（日）B

3 4/24（金）C ―― ―― ―― 4/25（土）A ―― ―― 4/25（土）E 4/26（日）A ―― ―― 4/26（日）A

4 5/  1（金）D ―― ―― ―― 5/  2（土）B ―― ―― 5/  2（土）F 5/3（日・祝）B ―― ―― 5/3（日・祝）B

5 5/  8（金）C ―― ―― ―― 5/  9（土）A ―― ―― 5/  9（土）E 5/10（日）A ―― ―― 5/10（日）A

6 5/15（金）D ―― ―― ―― 5/16（土）B ―― ―― 5/16（土）F 5/17（日）B ―― ―― 5/17（日）B

▲

名古屋校

▲

京都校

▲

梅田校

▲

なんば校

コース名 回数

答　練 答　練 答　練 答　練
教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講

金曜クラス 土曜午前クラス 日曜クラス 金曜午後クラス 土曜クラス 日曜クラス 金曜午後クラス 土曜午前クラス 日曜クラス 金曜午後クラス 土曜クラス 日曜午前クラス

合格力
完成答練

1 ―― 4/11（土）A ―― 4/10（金）C ―― ―― 4/10（金）C ―― 4/12（日）A 4/10（金）C 4/11（土）A ――

2 ―― 4/18（土）B ―― 4/17（金）D ―― ―― 4/17（金）D ―― 4/19（日）B 4/17（金）D 4/18（土）B ――

3 ―― 4/25（土）A ―― 4/24（金）C ―― ―― 4/24（金）C ―― 4/26（日）A 4/24（金）C 4/25（土）A ――

4 ―― 5/  2（土）B ―― 5/  1（金）D ―― ―― 5/  1（金）D ―― 5/3（日・祝）B 5/  1（金）D 5/  2（土）B ――

5 ―― 5/  9（土）A ―― 5/  8（金）C ―― ―― 5/  8（金）C ―― 5/10（日）A 5/  8（金）C 5/  9（土）A ――

6 ―― 5/16（土）B ―― 5/15（金）D ―― ―― 5/15（金）D ―― 5/17（日）B 5/15（金）D 5/16（土）B ――

▲

神戸校

▲

広島校

▲

福岡校

▲

共通

コース名 回数

答　練 答　練 答　練 解説講義
教室（会場）受講 教室（会場）受講 教室（会場）受講 ビデオブース（個別DVD）

金曜午前クラス 土曜クラス 日曜午前クラス 金曜クラス 土曜午前クラス 日曜クラス 金曜クラス 土曜午前クラス 日曜クラス 視聴開始日

合格力
完成答練

1 4/10（金）A ―― 4/12（日）A ―― 4/11（土）A ―― ―― 4/11（土）A ―― 4/11（土）

2 4/17（金）B ―― 4/19（日）B ―― 4/18（土）B ―― ―― 4/18（土）B ―― 4/18（土）

3 4/24（金）A ―― 4/26（日）A ―― 4/25（土）A ―― ―― 4/25（土）A ―― 4/25（土）

4 5/  1（金）B ―― 5/3（日・祝）B ―― 5/  2（土）B ―― ―― 5/  2（土）B ―― 5/  2（土）

5 5/  8（金）A ―― 5/10（日）A ―― 5/  9（土）A ―― ―― 5/  9（土）A ―― 5/  9（土）

6 5/15（金）B ―― 5/17（日）B ―― 5/16（土）B ―― ―― 5/16（土）B ―― 5/16（土）

答練コース/合格力完成答練2020年合格目標

※解説講義は「解説講義あり」の方のみ対象/解説講義の学習メディアはビデオブース（個別DVD）のみ
【「解説講義あり」の方】
■ビデオブース受講時間帯【要予約】…
①9：30～12：30　②12：30～15：30　③15：30～18：30　④18：30～21：30　
※日曜日は④の時間帯はありません。また、校舎によって予約可能な時間枠は異なることが

ございます。
※答練の解説講義の収録担当は、姫

ひめ

野
の

寛
ひろ

之
ゆき

講師となります。なお解説講義は、解説講義を含む
コースをお申込みいただいた方にご視聴いただけます。

※通学メディアの方は解説講義のＷｅｂフォロー・音声ＤＬフォローもご利用いただけます。Ｗｅｂフォ
ロー等の日程の詳細はＰ22をご参照ください。

※教室講座については、各クラスとも定員になり次第、締切とさせていただきます。
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１．答練受講にあたって【会員証必携】
◎受講に際しては、必ず、会員証を携帯してください。出席時に印鑑を押します。
◎答練は登録校舎以外の校舎でも受講できます。事前連絡等の必要はございませ

ん。ご都合の合う校舎を選択して受講してください。

２．答案提出について 
◎答案は出席された教室（会場）で提出してください。 教室で当日提出されず、後から

窓口等へ提出された場合、期限外答案（「共通」欄参照）として扱われます。

3. 解説講義について
◎解説講義は「解説講義あり」コースをお申込みの方がご受講いただけます。
◎TAC校舎のビデオブースにてご受講の方は、あらかじめビデオブースをご予約の

上、ご利用ください。パソコン、携帯電話からでもご予約いただけます。 
◎「解説講義あり」コースをお申込みの方は、「Webフォロー」「音声DLフォロー」も

ご利用いただけます。
◎「教育訓練給付制度」を答練にてご利用の方は、Web媒体でのご受講は、「出席

率」のカウントに含まれませんので、ご注意ください。

１．期日を過ぎて答案を提出する場合
◎答案回収時に答案を提出されなかった場合は、「期限外答案」として受理します。成績判定には通常よりお時間をいただきまして、答案到着から２週間程度でＷｅｂに掲載します。また、個人別成績表、総合成績表には結果が

反映されませんので、ご注意ください。

２．添削済答案について 
◎記述式答案は「デジタル方式」で添削しています（答案をデータ化して添削）。そのため、提出された答案原本はお返しできません。提出前にデジタルカメラ等で答案の画像を保存しておくことを推奨しております。
◎添削済答案は、TAC WEB SCHOOLにて閲覧していただけます。TAC WEB SCHOOLへのログインが必要ですので、マイページ登録をお済ませください。

3. 成績表について
◎答練の個人別成績表・総合成績表は、TAC WEB SCHOOLで閲覧していただけます。出力紙での配付はございません。

※模試に限り、別途有料の「成績表郵送オプション」「添削済答案郵送オプション」（P24）を実施します。模試に関する詳細は、2020年合格目標「全国模試シリーズ」パンフレット等をご覧ください。
※日程・カリキュラム等はやむを得ない事情により、変更する場合がございます。予めご了承ください。

通信メディア通学メディア

通学メディア・通信メディア【共通】

１．答案提出について
◎答案は本案内書記載の答案締切日（TAC必着）までに郵送にてお送りください。 
◎「教育訓練給付制度」をご利用の場合、通信メディア（自宅受験）の方が答案を教室で提出されますと、「答案提出率」にカウント

されません。郵送にてご提出ください。

２．解説講義について 
◎解説講義は「解説講義あり」コースをお申込みの方がご利用いただけます。
◎「解説講義あり」コースをお申込みの方は、「音声DLフォロー」もご利用いただけます。 
◎「解説講義あり（Weｂ）」の場合、上記「解説講義配信開始日」以降、Web上で解説講義をご視聴いただけます。
◎「解説講義あり（DVD）」の場合、上記発送日に、解説冊子とともに解説講義を収録したDVDをお送りいたします。

3. スクーリングについて【会員証必携】
◎対象コース（★）をお申込みの方は、答練（試験）を校舎で受けることができます。スクーリングの回数カウントの対象外です。なお、

ご受講の際は通信教材として送付された問題を必ず持参してください。二重渡しとなるため、校舎ではお渡しできません。
◎対象コース（★）の「解説講義あり」をお申込みの方は、答練の解説講義の教室講座へ出席することができます（スクーリング

回数に制限あり／受講ガイド参照）。手続きは不要です。
（★）対象コース：「合格力完成答練」（模試はスクーリング対象に含まれておりません。）

答練コース＜受講に関する注意事項＞

通信メディア 教材発送日程※・答案締切日/添削済答案・成績表Ｗｅｂ掲載開始日程/解説講義Ｗｅｂ配信開始日程

答練コース/合格力完成答練・全国実力Check模試・全国公開模試2020年合格目標

※解説講義は「解説講義あり」の方のみ対象/Ｗｅｂフォロー、音声DLフォローも下記日程と同じ

教材発送日程※・答案締切日 添削済答案・成績表Ｗｅｂ掲載 解説講義Web配信

コース名 回数

答　練 答　練 解説講義
問題・解説※ 答　案 添削済記述式答案 成績表 Ｗｅｂ配信（音声ＤＬフォロー含む）

一括発送 締切日
（TAC必着）

下記日程・時刻より
TAC WEB SCHOOLにて閲覧可能

下記日程・時刻より
TAC WEB SCHOOLにて閲覧可能

動画・音声・講義録
いずれも同日配信

合格力完成答練

1
3/25（水）

4/  8（水） 4/17（金）

左記日程の
17:00～

4/20（月）

左記日程の
17:00～

4/  2（木）

2 4/15（水） 4/24（金） 4/27（月） 4/  9（木）

3
4/  8（水）

4/22（水） 5/  1（金） 5/  4（月・祝） 4/15（水）

4 4/30（木） 5/  8（金） 5/11（月） 4/22（水）

5
4/22（水）

5/  1（金）（★） 5/15（金） 5/18（月） 4/30（水）

6 5/13（水） 5/22（金） 5/25（月） 5/  7（木）

教材発送日程※・答案締切日 添削済答案・成績表Ｗｅｂ掲載 解説講義Web配信

コース名 回数

模　試 模　試 解説講義
問題・解説※ 答　案 添削済記述式答案 成績表 Ｗｅｂ配信（音声ＤＬフォロー含む）

一括発送 締切日
（TAC必着）

下記日程・時刻より
TAC WEB SCHOOLにて閲覧可能

下記日程・時刻より
TAC WEB SCHOOLにて閲覧可能

動画・音声・講義録
いずれも同日配信

全国実力Check模試 3/18（水） 4/  1（水） 4/10（金） 左記日程の
17：00～ 4/13（月） 左記日程の

17：00～ 3/25（水）

全国公開模試

1 5/  1（金） 5/20（水） 5/29（金）

左記日程の
17：00～

6/  1（月）

左記日程の
17：00～

5/13（水）

2 5/20（水） 6/  3（水） 6/12（金） 6/15（月） 5/27（水）

3 6/  3（水） 6/17（水） 6/26（金） 6/29（月） 6/10（水）

（★）ゴールデンウィーク期間中は郵便物の配送が止まることから、合格力完成答練第5回に限り、答案提出締切日を繰り上げています。
　   答案提出締切日までの期間は9日間です。通常よりも答案提出締切日が早いですので、ご注意ください。

◆模試は、「受験番号発行手続」にて会場受験（および受験日）を別途選択することができます。詳細は全国模試シリーズ専用パンフレットをご覧ください。

※Ｗｅｂ通信講座、Ｗｅｂフォロー・音声ＤＬフォローにおける答練・模試の解説講義担当は、姫
ひめ

野
の

寛
ひろ

之
ゆき

講師となります。
※ＤＶＤ通信講座（解説講義を含むコース）の方への「解説講義ＤＶＤ」発送は、「問題・解説」一括発送日と同日です。
※「Weｂフォロー」は通学メディア、「音声DLフォロー」は資料通信を除く全受講メディアの方がご利用いただけます。
※連休等の兼ね合いで、一部イレギュラーな発送日程がございます。特に「合格力完成答練」第5回の答案提出日には、十分ご注意ください。


