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令和２年度 ファルクラム租税法研究会 

ゼミ・レクチャー今後の予定一覧 

令和 2年 12月 1日現在 

 

 

＊ 新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、ファルクラムのスケジュールの見直しをしております。会員各位におかれま

しては、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

＊ コロナ状況に応じて、やむを得ず会場の変更、開催人数の制限、開催方法の変更等を行うことがございます。必ず HPをご

確認くださいますようお願い申し上げます。 

＊ 研究会等当日につきましては、マスク着用と、入口にてアルコール除菌と検温のご協力をお願い申し上げますとともに、

当日体調の優れない方はご参加を控えていただきweb 受講等をご検討くださいませ。安心で安全な研究会開催のため、皆

様のご協力を重ねてお願い申し上げます。 

 

令和 2年度のファルクラム租税法研究会開催ゼミ及びレクチャーの今後の予定は次のとおりです。 

＊原則として、スタンダードゼミと同日に、プロゼミ・研究ゼミを開催します（コロナ情勢に鑑み、長時間の同席等を避け

るため、研究ゼミに関しましては当面の間WEBにてオンライン開催とさせていただいております。）。 

＊アコード租税総合研究所主催の各種委員会につきましては、詳細が決まり次第HP等にてお知らせいたします。 

＊予定変更等の場合には当HPもしくは事務局よりお知らせいたします。あらかじめご了承ください。 

＊プレップ・ファルクラムにつきましては、詳細が決まり次第HP等にてお知らせいたします。なお、カリキュラムの内容

によっては酒井代表が講演する場合もございます。 

 

 

～レクチャー部門～ 

全回配信終了（一括視聴 OK）  

応用レクチャー 

「税務調査通達を読み解く 

ー税務調査の基礎から応用までー」 

 

1 回 50 分×全 10 回 

一括視聴できます。 

Web 配信中 酒井克彦 代表 

令和 2 年 10 月より順次配信中  

応用レクチャー 

「令和 2 年度 最新重要租税判例解析講座」 

10 月より配信中 

１回 50 分×全 10 回 
Web 配信 酒井克彦 代表 

令和 2 年 12 月中旬配信  

資産税基礎レクチャー（２本立て） 

Part1 「配偶者居住権の実務と理論」 

Part2 「令和 3 年度税制改正大綱最速確認」 

令和 2 年 12 月中旬 Web 配信 松岡章夫 顧問 
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令和 2 年 12 月下旬配信  

法人税基礎レクチャー 

「令和 3 年度税制改正大綱最速確認」 
令和 2 年 12 月下旬 Web 配信 菅原英雄 顧問 

令和３年 1 月中旬  

税制改正レクチャー 

「令和 3 年度税制改正について語るー酒井教授が語

る改正のポイントと実務への影響」 

令和 3 年 1 月 13 日(水)予定 Web 配信 酒井克彦 代表 

 

～ゼミ部門～ 

研究会等 日程等 講演者等・備考 

12 月 

第 89 回 スタンダードゼミ・第 55 回プロゼミ（神保町会場） 12 月 12 日(土) 15:30～17:30 酒井克彦 代表 

第 47 回 研究ゼミ（web 開催） 12 月 23 日(水) 18:00～20:00 酒井克彦 代表 

1 月 

第 90 回 スタンダードゼミ 1 月 23 日(土) 15:30～17:30 酒井克彦 代表 

 

＊新型コロナウイルス感染症の情勢に鑑み当面の間、15:30～17:30 の２時間の開催とさせていただきます。また、コロナ状況に応

じて、開催人数の制限、ディスカッション形式等の開催方法の変更、会場の変更等を行うことがございます。必ず HP をご確認く

ださいますようお願い申し上げます。 

＊当日につきましては、マスク着用のほか、入口にてアルコール除菌と検温のご協力をお願い申し上げますとともに、体調の優れ

ない方はご参加をお控えいただき web 受講等のご検討をお願い申し上げます。 

＊スタンダードゼミと同日、13：30～15：00 にプロゼミを開催いたします（コロナ情勢に鑑み、長時間の同席等を避けるため、研

究ゼミに関しましては当面の間 WEB にてオンライン開催とさせていただいております。）。 

＊長時間の同席等を避けるため、研究ゼミに関しましては当面の間、WEB にてオンライン開催とさせていただいております。 

＊コロナ状況を踏まえ、やむを得ず今年の夏季勉強合宿は中止とさせていただきました。 

＊12 月 12 日(土)には「ファルクラム 10 周年記念パーティ」の開催を予定しておりましたが、コロナ状況を踏まえ開催を見送りさ

せていただいております。なお、下記のとおり、12 月 23日(水)20:15 よりオンライン忘年会を開催いたします。 

 

～スピードマスター講座～ 

研究会等 日程等 講演者等・備考 

令和 2年８月より順次WEB配信中 

スピードマスター講座〔租税法〕 

ベーシックコース ８月より 

順次配信中 

WEB 酒井克彦 代表 

スピードマスター講座〔法人税法〕 

ベーシックコース 

WEB 酒井克彦 代表 
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スピードマスター講座〔所得税法〕 

ベーシックコース 

WEB 酒井克彦 代表 

スピードマスター講座〔相続税法〕 

ベーシックコース 

WEB 酒井克彦 代表 

 

＊スピードマスター講座はそれぞれの科目ごとに、ベーシックコース・スタンダードコース・アドバンスコースがございます。 

＊スタンダードコースにつきましても、ベーシックコースに続き順次アップしております。 

＊アドバンスコースの配信は、スタンダードコースの配信終了後の配信となります。 

    

～イベント～ 

イベント 日程等 備考 

ファルクラム 

オンライン忘年会 

12 月 23 日(水) 

20:15～22:15 

オンライン 

zoom 開催 

ファルクラム会員（ゼミ会員・レクチャー会員）のみご参加いただけます。 

オンラインサロン・

クリスマスパーティ 

12 月 22 日(火) 

19:00～21:00 

オンライン 

zoom 開催 

ファルクラム租税法研究会オンラインサロンメンバーのみご参加いただけ

ます。 

 

* zoom を使用して開催いたしますので、事前に zoom のインストール等のご準備をお願い申し上げます。 

* 参加費等は無料です。 

 

～ファルクラム・オンラインサロンＬｉｖｅ配信「ライブビューイング租税法！」～ 

研究会等 日程等 講演者等・備考 

第１回 10 月 16 日(金) 21:00～23:00 サロン内でアーカイブ配信中 酒井克彦 代表 

第２回 11 月 16 日(月) 21:00～23:00 サロン内でアーカイブ配信中 酒井克彦 代表 

第３回 12 月 15 日(火) 21:00～23:00 Web にてライブ配信 酒井克彦 代表 

 

＊オンラインサロンでは週３回（月・水・金曜）の定期動画配信（録画）に加え、毎月１回、酒井代表がライブ配信を行います。 

＊ライブ配信は、途中からの視聴参加、途中での視聴中止も自由に可能です（事務局へのご連絡等は不要です。）。 

＊配信済みのライブ映像は、サロン内でアーカイブ配信を行っておりますので、サロン会員は自由にご覧いただけます。 

 

～プレップ・ファルクラム～ 

＊プレップ・ファルクラム・シーズンⅡにつきまして 

コロナウィルス情勢に伴い、プレップ・ファルクラムシーズンⅡ春期第３回以降の開催を延期しておりましたが、収束の見通し

が立たないため、やむを得ず Web 配信にて対応させていただくことと致します。受講生の皆さまには大変ご迷惑をお掛けし申し

訳ございませんが、何卒ご理解下さいますよう宜しくお願い致します。 

以上 
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