
ホームページ掲載用【ＡＡＳ関西（大阪・京都）】 令和２年度（２０２０年度）対策用 ２次本科コース日程表 ＜１次試験 7 月 11 日（土）・12 日（日）、２次試験 10月 18 日（日）を想定＞ 

 

NO テーマ 大阪・日曜クラス １０時～１７時 大阪・土曜クラス １０時～１７時 京都・日曜クラス １０時～１７時 

１ 【体験講座】 ＡＡＳのフレームワーク（４科目）を習得する 【有料の体験講座として参加可能】 ＜１３時～１７時＞  １月１２日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 １月１１日（土） 大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 １月１２日（日） 四条烏丸 第八長谷ビル７階 

２ 【インプット①】 ４科目の過去問傾向を分析して、４科目の解答手順を丸裸にする（ＡＡＳ関西の手順書配布） １月１９日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 １月２５日（土） 大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 １月２６日（日） 四条烏丸 第八長谷ビル７階 

３ 【インプット②】 過去問を活用して、４科目の解答手順を検証する（その１）＋自宅学習の課題を提示する ２月０２日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ２月０８日（土） 大阪産創館【５階・研修室Ｅ】 ２月０９日（日） 四条烏丸 第八長谷ビル７階 

４ 【インプット③】 過去問を活用して、４科目の解答手順を検証する（その２）＋自宅学習の課題を提示する ２月１６日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ２月２２日（土） 大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 ２月２３日（日） 四条烏丸 第八長谷ビル７階 

５ 【アウトプット】＜事例Ⅰ＞ 新作アウト １回目 ＋ ＜事例Ⅰ＞ 過去問の重点年度にチャレンジ ３月０１日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ３月０７日（土）大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 ３月０８日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

６ 【アウトプット】＜事例Ⅱ＞ 新作アウト １回目 ＋ ＜事例Ⅱ＞ 過去問の重点年度にチャレンジ ３月１５日（日） 大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 ３月２１日（土）大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ３月２２日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

７ 【アウトプット】＜事例Ⅲ＞ 新作アウト １回目 ＋ ＜事例Ⅲ＞ 過去問の重点年度にチャレンジ ３月２９日（日） 大阪市中央区民センター【第３教室】 ４月０４日（土）大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ４月０５日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

８ 【アウトプット】＜事例Ⅳ＞ 新作アウト １回目 ＋ ＜事例Ⅳ＞ 過去問の重点年度にチャレンジ ４月１２日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ４月１８日（土）大阪産創館【５階・研修室Ｂ】 ４月１９日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

【オプション講座】 ＜GW・合格判定合宿＞ ＊参加には別途費用が必要です 

神戸会場（神戸市産業振興センター【会議室９０４】） ・ 大阪会場（大阪産業創造館【５階・研修室Ｄ】） 

神戸会場【４月２５日（土）・４月２６日（日）】 ９時３０分～２０時３０分 （１日目・事例Ⅰ・事例Ⅱ  ２日目・事例Ⅲ・事例Ⅳ） 

大阪会場【４月２９日（祝水）】９時４０分～１７時００分 （１日目・４科目）＊１日間のみです、添削＋採点のみで解答解説はありません。 

【オプション講座】 ＜２次試験過去問を活用した学習方法を学ぶ＞ ＊参加には別途費用が必要です 大阪会場【５月０２日（土）大阪産業創造館【５階・研修室Ｄ】１０時～１７時 過去問の出題傾向および定番の出題分野の攻略方法を丸裸にする！ 

９ 【アウトプット】＜事例Ⅰ＞ 新作アウト ２回目 ＋ ＜事例Ⅰ＞ 知識テスト（50問） ＋ 財務会計の計算問題 ５月１０日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ５月１６日（土） 大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 ５月１７日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

１０ 【アウトプット】＜事例Ⅱ＞ 新作アウト ２回目 ＋ ＜事例Ⅱ＞ 知識テスト（50問） ＋ 財務会計の計算問題 ５月２４日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ５月３０日（土） 大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 ５月３１日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

１１ 【アウトプット】＜事例Ⅲ＞ 新作アウト ２回目 ＋ ＜事例Ⅲ＞ 知識テスト（50問） ＋ 財務会計の計算問題 ６月０７日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ６月１３日（土） 大阪産創館【６階・会議室Ｄ】 ６月１４日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

１２ 【アウトプット】＜事例Ⅳ＞ 新作アウト ２回目 ＋ ＜事例Ⅳ＞ 知識テスト（50問） ＋ 財務会計の計算問題 ６月２１日（日） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ６月２７日（土） 大阪産創館【５階・研修室Ｄ】 ６月２８日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

【オプション講座】 ＜GW・合格判定合宿４科目にチャレンジ＞ ＊参加には別途費用が必要です 大阪会場【７月２６日（日）大阪産業創造館【予定】９時４０分～１７時００分 （１日目・４科目、添削＋採点のみで解答解説はありません） 

１３ 【インプット④】 ４科目の思考手順を、過去問を活用して再検証する＋知識テスト２回目（４科目×30問） ８月２日（日） 大阪産創館【予定】 ８月０１日（土） 大阪産創館【予定】 ８月０２日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

１４ 【アウトプット】 ＜事例Ⅰ＞ 新作アウト ３回目 ＋ ＜事例Ⅰ＞ 確認アウト（事例問題）にチャレンジ ８月０９日（日） 大阪産創館【予定】 ８月１５日（土） 大阪産創館【予定】 ８月１６日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

１５ 【アウトプット】 ＜事例Ⅱ＞ 新作アウト ３回目 ＋ ＜事例Ⅱ＞ 確認アウト（事例問題）にチャレンジ ８月２３日（日） 大阪産創館【予定】 ８月２９日（土） 大阪産創館【予定】 ８月３０日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

１６ 【アウトプット】 ＜事例Ⅲ＞ 新作アウト ３回目 ＋ ＜事例Ⅲ＞ 確認アウト（事例問題）にチャレンジ ９月０６日（日） 大阪産創館【予定】 ９月１２日（土） 大阪産創館【予定】 ９月１３日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

１７ 【アウトプット】 ＜事例Ⅳ＞ 新作アウト ３回目 ＋ ＜事例Ⅳ＞ 確認アウト（事例問題）にチャレンジ ９月２０日（日） 大阪産創館【予定】 ９月２６日（土） 大阪産創館【予定】 ９月２７日（日） 四条 オフィスゴコマチ(予定) 

【オプション講座】 ＜直前・合格判定合宿＞ ＊参加には別途費用が必要です 

大阪会場（大阪産業創造館【予定】）     神戸会場（神戸市産業振興センター【会議室９０４】）   

大阪会場【０９月２２日（祝・火）】９時４０分～１７時００分 （１日目・４科目）＊１日間のみです、添削＋採点のみで解答解説はありません。 

神戸会場【１０月０３日（土）・０４日（日）】 ９時３０分～２０時３０分 （１日目・事例Ⅰ・事例Ⅱ  ２日目・事例Ⅲ・事例Ⅳ） 

【オプション講座】 ＜事例別ミニ事例を活用して思考手順を最終検証する＞ ＊参加には別途費用が必要です 大阪会場【１０月１０日（土）大阪産業創造館【予定】１０時～１７時 事例別ミニ事例を８題×３０分にチャレンジ！ 思考手順の最終検証！ 

１８ 【インプット⑤】 直前講座 ４科目の重要論点を当たり前のように思考できるかのファイナルチェック！ 【関西本科３クラス合同講座】 １０月１１日（日） 大阪産創館【予定】  （＊オプション講座としても募集しますので外部受講生も参加されます） 

１９ 【２次試験は１０月１８日（日）を想定】 ２０２０年度（令和２年度） ４事例 解答解説会 
＜大阪会場＞  １０月３１日（土）  １１月０１日（日）  両日とも１３時～１７時 大阪産創館【予定】 

＜京都会場＞  １１月０８日（日）  １３時～１７時  四条 オフィスゴゴマチ【予定】 

【オプション講座について】本科生は特別受講料で参加できます。       【合格判定合宿について】 「合宿」と講座名をつけていますが宿泊は伴いません。また、宿泊が必要な場合は参加者個人での手配をお願いしております。 

地区 使用区分 会場名所 会場住所 

大阪 
本科・オプション 大阪産業創造館 〒541-0053 大阪市中央区本町１丁目４番５号 

本科・オプション 大阪市中央区民センター 〒541-8518 大阪市中央区久太郎町 1-2-27 

京都 本科 
四条烏丸 第八長谷ビル・7階 〒600-8413 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町 680-1  

四条 オフィスゴコマチ 〒600-8039 京都市下京区御幸町通四条下ル大寿 402 四条 TMビル 

神戸 合宿（オプション） 神戸市産業振興センター 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号  

 

【ＡＡＳ関西主催・口述対策講座（面接試験）のご案内】 

筆記試験合格発表日 12月４日（金）、口述試験 12 月１３日（日） 

と仮定して、合格者を対象とした口述対策を予定しております。 

12 月 0６日（日）1３時～17 時 京都四条オフィスゴコマチ(予定) 

12 月 1２日（土）1３時～17 時 大阪産業創造館（予定） 

 


