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個別型学習教室で学ぶ《不動産関連講座》

土地家屋調査士講座
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すべての基礎から学べる安心・充実のプレミアムコース。
不動産の所有者から依頼を受け、不動産の表示に
関する登記に必要な土地や家屋の調査、測量をし
て、登記の表示に関する申請手続きを行います。こ
のように人間で言えば戸籍にあたる表示に関する登
記の申請手続きは土地家屋調査士の独占業務であ
り、他の資格者が代行することはできません。
その点、社会的な需要があり、安定性がある資格と
いえます。

ダブルライセンスとして、司法書士や測量士を

兼業している方も多数です。業務の上で土地家

屋調査士と密接に連動しているこれらの資格を

同時に取得すれば、不動産関係の広範囲にわた

るスペシャリストとして、仕事の幅もどんどん広

がるでしょう。

独立開業を目指す人にもメリットの大きい資格

といえます。 資格取得の
メリット

講座ご案内

講座総時間 140時間

講座料金 367,500円（税込）　※追加の受講料は、1回（2時間利用）3,150円

使用教材

実体法基礎マスター／書式練習用紙Ａ・Ｂ／調査士三角定規セット／基礎力養成講義テキ

スト／理論編サブノート（上・下）／項目別問題集（上・下）／調査士のための民法・調

査士法／条文集／ポイント集

講座の特徴
電卓や定規の使い方から、理論・書式の基礎及び日建学院オリジナルメソッドを無理なく合理的

に修得し、確実に合格を目指すカリキュラムです。
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資格の種類

国家資格

土地家屋調査士試験情報
受験資格

1.この試験は、年令、性別、学歴

等に関係なく、だれでも受験するこ

とができます。

2.測量士、測量士補、一級建築士

若しくは二級建築士となる資格を有

する者又は午前の部の試験につい

て筆記試験に合格した者と同等以

上の知識及び技能を有するものは、

その申請により午前の部の試験が

免除されます。

試験内容

不動産の表示に関する登記につき
必要と認められる事項であって、
次に掲げるもの。

（1）民法に関する知識
（2）登記の申請手続（登記申請書の作成
に関するものを含む。）及び審査請求の手
続に関する知識

（3）土地及び家屋の調査及び測量に関す
る知識及び技能であって、次に掲げる事
項
　ア  平面測量（トランシット及び平板を

用いる図根測量を含む。）
　イ  作図（縮図及び伸図並びこれに伴う地図

の表現の変更に関する作業を含む。）
（4）その他土地家屋調査士法第3条第1
項第1号から第6号までに規定する業務
を行うのに必要な知識及び能力

試験時期

筆記：8月下旬　口述：11月上旬

受験料

7,200円（収入印紙で納付）

詳しい試験情報は

下記ホームページでご確認ください

法務省
http://www.moj.go.jp/

関連資格
建築士、宅地建物取引主任者、

測量士（補）､司法書士

土地家屋調査士講座内容（予定）
入門講義

1 民法 1
登記手続に必要な法律知識、実体
法と手続法、物権と債権の違い、
法人、意思能力、行為能力　他

2 民法 2
代理制度、権利の客体、物権の種
類、物権の性質、物権変動の要因、
動産の物権変動、物権の混同　他

3 民法 3
所有権、相隣関係、所有権の取
得、共有、建物の区分所有等に
関する法律、占有権、地上権、
地役権

4 民法 4 担保物権、先取特権、抵当権、
根抵当権

5 民法 5
質権、契約の成立、意思表示、
債務不履行、債権者代位権、典
型契約、借地借家法

6 民法 6 時効、相続

基礎力養成講義
1 理論1 ガイダンス・

不動産登記制度概観（１）

2 理論2 不動産登記制度概観（２）

3 理論3 不動産登記制度概観（３）

4 理論4 不動産登記制度概観（４）

5 書式1 書式問題ガイダンス・
定規の基本的使用法

6 書式2 関数電卓の基本的使用方法・
地積測量図の作成（１）

7 書式3 図面の訂正・地積測量図の作
成（２）・土地所在図の作成

8 書式4 各階平面図の作成・
建物図面の作成

9 書式5 土地申請書作成の基本

10 書式6 建物申請書作成の基本

11 書式7 区分建物申請書作成の基本

12 書式8 調査士試験に必要な数学

本講義

理

論

編

民法１ 民法総則

民法2・3 物権／担保物権／債権総論／債
権各論(1)

民法４ 債権各論(2)／相続

調査士法 土地家屋調査士法

総論1・2

表示に関する登記の意義とその
機能／登記所と登記官／登記に
関する主要な帳簿・図面／地図
等の訂正／登記情報の公開

総論3・4

登記情報の公開／各情報の保存
期間／登記の対象となる土地／
登記の対象となる建物／登記の
対象となる区分建物

総論5・6
登記の対象となる区分建物／土地
の表示に関する登記事項／非区分
建物の表示に関する登記事項

総論7・8

非区分建物の表示に関する登記
事項／区分建物の表示に関する
登記事項／申請による表示に関
する登記／登記申請手続／登記
申請後の手続

総論
9・10

登記申請後の手続／職権による
表示に関する登記／登記申請
書／申請書の添付図面／申請情
報の添付情報

理

論

編

総論
11・12

申請情報の添付情報／登録免許税／
登記申請の処理／第１回中間試験

各論1・2
土地表題登記／土地滅失登記／
土地表題部変更登記／土地表題
部更正登記／土地分筆登記

各論3・4 土地分筆登記／土地合筆登記／
土地分合筆登記

各論5・6

表題部所有者に関する登記／河
川区域内の土地に関する登記／
土地区画整理事業に伴う登記／
建物表題登記／建物滅失登記／
建物表題部変更登記、建物表題
部更正登記

各論7・8
建物分割登記／建物合併登記／
建物分割合併登記／建物の合体
による登記 等

各論
9・10

区分建物の表題登記／区分建物
の表題部の変更･更正の登記

各論
11・12

建物の区分・区分建物の再区分
の登記／区分建物の分割・合併・
合体の登記／共用部分、団地共
用部分に関する登記／区分建物
の減失に関する登記／筆界特定
制度

各論
13・14

筆界特定制度の手続、筆界特定、
雑則／第２回　中間試験

書

式

編

基礎力完成1 土地分筆登記／建物表題登記

基礎力完成
2

土地地積更正、分筆登記／建物
表題部変更登記

基礎力完成
3

土地地積更正登記／区分建物表
題登記

基礎力完成
4

土地一部地目変更・分筆登記／
区分建物表題部変更登記

基礎力完成
5

土地分合筆登記／建物表題部変
更登記

基礎力完成
6

土地地目変更登記、土地分筆登
記／建物区分登記

基礎力完成
7

土地分筆登記／建物表題部変更
登記

基礎力完成
8

土地地積更正登記、土地一部地
目変更・分筆登記／合体による
登記等

実践1
土地分合筆登記／相続人による
申請、地役権図面、地役権証明
書、三平方の定理　等

実践2
建物表題部変更登記／法人によ
る申請、資格証明書、登記原因
の整理　等

実践3
土地地積更正、一部地目変更・
分筆登記／相続人による申請、
記述式問題、交点計算　等

実践4 区分建物表題登記／相続人から
の申請、記述式問題　等

実践5
土地地目変更登記、土地分筆登
記／連件申請、消滅承諾書、交
点計算、等積交換　等

実践6
建物分割登記、合体による登記
等／登記済証、承諾書の提供、
みなし持分　等

実践7

土地地積更正、分筆、地目変更
登記／連件申請、消滅承諾書、
セットバック計算、隅切り
平行移動交点計算等

答
練
講
義

前半ベーシック答練（6回）
本試験攻略のための時間配分及び時間短縮、試験テク
ニック等､より得点を積み上げるための試験テクニッ
クを身につけていきます。

後半ハイレベル答練（6回）
重要な過去問論点と予想論点を融合させた問題で､よ
り精密な本試験シミュレーションを行い、前半答練で
身につけたテクニックを磨き、解答時間の短縮、ケアレ
スミスの減少､得点効率の向上の仕上げを行います。

ポ
イ
ン
ト

ポイント講義（6回）
択一の重要過去問の解法をマスターするための講義です。


