
■レコール・デュ・ヴァン　2022年ワイン二次試験対策・講座スケジュール ※スケジュール、担当講師は変更になる場合がございます。

担当講師 会場 講座コード

8月7日(日) 14:30～16:30 山田先生 渋谷 渋1-1

8月10日(水) 19:00～21:00 塩入先生 新宿 新1-1

8月11日(木) 11:00～13:00 塩入先生 渋谷 渋1-2

8月12日(金) 17:00～19:00 塩入先生 渋谷 渋1-3

8月13日(土) 13:30～15:30 塩入先生 渋谷 渋1-4

8月14日(日) 16:30～18:30 田邉先生 新宿 新1-2

8月15日(月) 19:00～21:00 吉住先生 渋谷 渋1-5

8月18日(木) 14:00～16:00 塩入先生 渋谷 渋1-6

8月20日(土) 10:00～12:00 塩入先生 渋谷 渋1-7

8月23日(火) 15:00～17:00 田邉先生 渋谷 渋1-8

8月11日(木) 17:00～19:00 塩入先生 渋谷 渋2-1

8月13日(土) 11:00～13:00 山田先生 新宿 新2-1

8月14日(日) 14:00～16:00 山田先生 渋谷 渋2-2

8月15日(月) 15:00～17:00 吉住先生 渋谷 渋2-3

8月18日(木) 19:00～21:00 松島先生 新宿 新2-2

8月19日(金) 14:00～16:00 塩入先生 渋谷 渋2-4

8月20日(土) 13:00～15:00 塩入先生 渋谷 渋2-5

8月21日(日) 13:00～15:00 田邉先生 新宿 新2-3

8月23日(火) 19:00～21:00 田邉先生 渋谷 渋2-6

8月21日(日) 11:00～13:00 山田先生 渋谷 渋3-1

8月24日(水) 14:00～16:00 塩入先生 新宿 新3-1

8月25日(木) 13:00～15:00 塩入先生 渋谷 渋3-2

8月26日(金) 16:00～18:00 塩入先生 渋谷 渋3-3

8月27日(土) 10:00～12:00 塩入先生 渋谷 渋3-4

8月28日(日) 13:00～15:00 田邉先生 新宿 新3-2

8月30日(火) 15:00～17:00 田邉先生 渋谷 渋3-5

9月6日(火) 19:00～21:00 田邉先生 渋谷 渋3-6

9月7日(水) 15:00～17:00 太田先生 渋谷 渋3-7

8月20日(土) 11:00～13:00 山田先生 新宿 新4-1

8月25日(木) 16:00～18:00 塩入先生 渋谷 渋4-1

8月26日(金) 13:00～15:00 塩入先生 渋谷 渋4-2

8月27日(土) 13:00～15:00 塩入先生 渋谷 渋4-3

8月28日(日) 11:00～13:00 山田先生 渋谷 渋4-4

8月30日(火) 19:00～21:00 田邉先生 渋谷 渋4-5

8月31日(水) 14:00～16:00 塩入先生 新宿 新4-2

8月31日(水) 19:00～21:00 金海先生 新宿 新4-3

9月4日(日) 13:00～15:00 田邉先生 新宿 新4-4

8月22日(月) 14:00～15:30 岩崎先生 新宿 新5-1

8月27日(土) 11:00～12:30 山田先生 新宿 新5-2

9月1日(木) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋5-1

9月2日(金) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋5-2

9月3日(土) 10:30～12:00 塩入先生 渋谷 渋5-3

9月7日(水) 13:00～14:30 塩入先生 新宿 新5-3

9月11日(日) 13:00～14:30 田邉先生 新宿 新5-4

9月20日(火) 19:00～20:30 田邉先生 渋谷 渋5-4

9月21日(水) 19:00～20:30 金海先生 新宿 新5-5

8月21日(日) 16:00～17:30 田邉先生 新宿 新6-1

8月23日(火) 14:00～15:30 赤星先生 新宿 新6-2

8月28日(日) 14:00～15:30 山田先生 渋谷 渋6-1

9月1日(木) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋6-2

9月3日(土) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋6-3

9月6日(火) 15:30～17:00 田邉先生 渋谷 渋6-4

9月18日(日) 13:00～14:30 田邉先生 新宿 新6-3

10月2日(日) 13:30～15:00 山田先生 渋谷 渋6-5

9月2日(金) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋7-1

9月4日(日) 11:00～12:30 山田先生 渋谷 渋7-2

9月5日(月) 15:30～17:00 吉住先生 渋谷 渋7-3

9月14日(水) 13:00～14:30 塩入先生 新宿 新7-1

9月15日(木) 19:00～20:30 松島先生 新宿 新7-2

9月25日(日) 13:00～14:30 田邉先生 新宿 新7-3

9月27日(火) 19:00～20:30 田邉先生 渋谷 渋7-4

【出題頻度：高！】

白主要品種 徹底比較　ブラインド6種

パターン①（90分）

日程

【二次試験の基本 PART1】

テイスティングコメントの選び方

白ワイン編　6種（※120分）

【二次試験の基本 PART2】

受験生必須！基本品種の個性＆

コメント基準すり合わせ

白ワイン編　6種（※120分）

【二次試験の基本 PART2】

受験生必須！基本品種の個性＆

コメント基準すり合わせ

赤ワイン編　6種（※120分）

【二次試験の基本 PART1】

テイスティングコメントの選び方

赤ワイン編　6種（※120分）

テーマ

①

②

③

④

⑤

【出題頻度：高！】

赤主要品種 徹底比較　ブラインド6種

パターン①（90分）

【出題頻度：高！】

赤主要品種 徹底比較　ブラインド6種

パターン②（90分）

⑥

⑦



9月8日(木) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋8-1

9月10日(土) 10:30～12:00 塩入先生 渋谷 渋8-2

9月16日(金) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋8-3

9月18日(日) 11:00～12:30 山田先生 渋谷 渋8-4

9月20日(火) 15:30～17:00 田邉先生 渋谷 渋8-5

9月21日(水) 13:00～14:30 塩入先生 新宿 新8-1

9月21日(水) 19:00～20:30 太田先生 渋谷 渋8-6

9月22日(木) 19:00～20:30 松島先生 新宿 新8-2

9月27日(火) 15:30～17:00 赤星先生 新宿 新8-3

10月2日(日) 11:00～12:30 田邉先生 新宿 新8-4

8月28日(日) 16:00～17:30 田邉先生 新宿 新9-1

9月9日(金) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋9-1

9月11日(日) 11:00～12:30 山田先生 渋谷 渋9-2

9月28日(水) 13:00～14:30 塩入先生 新宿 新9-2

9月29日(木) 19:00～20:30 松島先生 新宿 新9-3

10月2日(日) 13:30～15:00 田邉先生 新宿 新9-4

10月4日(火) 19:00～20:30 赤星先生 新宿 新9-5

9月8日(木) 19:00～20:30 松島先生 新宿 新10-1

9月10日(土) 15:00～16:30 田邉先生 新宿 新10-2

9月13日(火) 15:30～17:00 赤星先生 新宿 新10-3

9月15日(木) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋10-1

9月17日(土) 10:30～12:00 塩入先生 渋谷 渋10-2

9月24日(土) 11:00～12:30 山田先生 新宿 新10-4

10月4日(火) 15:30～17:00 田邉先生 渋谷 渋10-3

9月13日(火) 15:30～17:00 田邉先生 渋谷 渋11-1

9月14日(水) 19:00～20:30 太田先生 渋谷 渋11-2

9月22日(木) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋11-3

9月24日(土) 10:00～11:30 塩入先生 渋谷 渋11-4

9月25日(日) 11:00～12:30 山田先生 渋谷 渋11-5

9月26日(月) 15:30～17:00 岩崎先生 新宿 新11-1

9月12日(月) 19:00～20:30 吉住先生 渋谷 渋12-1

9月25日(日) 14:00～15:30 山田先生 渋谷 渋12-2

9月29日(木) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋12-3

10月1日(土) 10:30～12:00 塩入先生 渋谷 渋12-4

10月1日(土) 11:00～12:30 山田先生 新宿 新12-1

10月3日(月) 14:00～15:30 吉住先生 渋谷 渋12-5

9月13日(火) 19:00～20:30 田邉先生 渋谷 渋13-1

9月14日(水) 15:30～17:00 塩入先生 新宿 新13-1

9月22日(木) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋13-2

9月24日(土) 12:30～14:00 塩入先生 渋谷 渋13-3

10月5日(水) 19:00～20:30 太田先生 渋谷 渋13-4

10月7日(金) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋13-5

9月7日(水) 15:30～17:00 塩入先生 新宿 新14-1

9月8日(木) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋14-1

9月9日(金) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋14-2

9月17日(土) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋14-3

9月20日(火) 19:00～20:30 赤星先生 新宿 新14-2

10月12日(水) 19:00～20:30 太田先生 渋谷 渋14-4

9月13日(火) 19:00～20:30 赤星先生 新宿 新15-1

9月18日(日) 15:30～17:00 田邉先生 新宿 新15-2

10月3日(月) 16:30～18:00 吉住先生 渋谷 渋15-1

10月4日(火) 19:00～20:30 田邉先生 渋谷 渋15-2

10月6日(木) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋15-3

9月25日(日) 15:30～17:00 田邉先生 新宿 新16-1

9月27日(火) 15:30～17:00 田邉先生 渋谷 渋16-1

10月1日(土) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋16-2

10月10日(月) 15:30～17:00 吉住先生 渋谷 渋16-3

10月13日(木) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋16-4

9月21日(水) 15:30～17:00 塩入先生 新宿 新17-1

9月26日(月) 19:00～20:30 吉住先生 渋谷 渋17-1

9月28日(水) 15:30～17:00 太田先生 渋谷 渋17-2

9月30日(金) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋17-3

10月5日(水) 15:30～17:00 太田先生 渋谷 渋17-4

10月11日(火) 15:30～17:00 田邉先生 渋谷 渋17-5

【おさえておきたい！】

各国の主要品種　白編・6種（90分）

【おさえておきたい！】

各国の主要品種　赤編・6種

パターン①（90分）

⑧

⑮

⑯

⑰

【総まとめ！経験値UP！】

白・赤ミックス　パターン①

ワイン6種（90分）

【産地比較】

赤ワイン編

（カベルネソーヴィニヨン／

ピノノワール／シラー）（90分）

【その他のお酒対策】

蒸留酒12種

～ポイントと見分け方、徹底解説～

（90分）

【その他のお酒対策】

酒精強化ワイン12種

～ポイントと見分け方、徹底解説～

（90分）

【おさえておきたい！】

各国の主要品種　赤編・6種

パターン②（90分）

【産地比較】

白ワイン編

（シャルドネ／ソーヴィニヨンブラン／

リースリング）（90分）

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

【総まとめ！経験値UP！】

白・赤ミックス　パターン②

ワイン6種（90分）

【その他のお酒対策】

リキュール12種

～ポイントと見分け方、徹底解説～

（90分）



9月28日(水) 19:00～20:30 金海先生 新宿 新18-1

9月29日(木) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋18-1

10月6日(木) 19:00～20:30 松島先生 新宿 新18-2

10月8日(土) 13:30～15:00 山田先生 新宿 新18-3

10月9日(日) 11:00～12:30 田邉先生 新宿 新18-4

10月10日(月) 14:00～15:30 岩崎先生 新宿 新18-5

9月28日(水) 15:30～17:00 塩入先生 新宿 新19-1

10月9日(日) 11:00～12:30 山田先生 渋谷 渋19-1

10月10日(月) 19:00～20:30 吉住先生 渋谷 渋19-2

10月11日(火) 19:00～20:30 赤星先生 新宿 新19-2

10月14日(金) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋19-3

10月16日(日) 11:00～12:30 田邉先生 新宿 新19-3

10月2日(日) 11:00～12:30 山田先生 渋谷 渋20-1

10月4日(火) 15:30～17:00 赤星先生 新宿 新20-1

10月11日(火) 15:30～17:00 赤星先生 新宿 新20-2

10月11日(火) 19:00～20:30 田邉先生 渋谷 渋20-2

10月12日(水) 19:00～20:30 金海先生 新宿 新20-3

10月5日(水) 13:00～14:30 塩入先生 新宿 新21-1

10月5日(水) 19:00～20:30 金海先生 新宿 新21-2

10月7日(金) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋21-1

10月8日(土) 10:30～12:00 塩入先生 渋谷 渋21-2

10月9日(日) 13:30～15:00 田邉先生 新宿 新21-3

10月12日(水) 15:30～17:00 太田先生 渋谷 渋21-3

10月13日(木) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋21-4

10月3日(月) 14:00～15:30 岩崎先生 新宿 新22-1

10月6日(木) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋22-1

10月12日(水) 13:00～14:30 塩入先生 新宿 新22-2

10月13日(木) 19:00～20:30 松島先生 新宿 新22-3

10月14日(金) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋22-2

10月15日(土) 14:30～16:00 塩入先生 渋谷 渋22-3

10月16日(日) 13:30～15:00 田邉先生 新宿 新22-4

■講座スケジュール【テーマ別】

担当講師 会場 講座コード

9月12日(月) 14:00～15:30 岩崎先生 新宿 新論1-1

9月15日(木) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋論1-1

9月18日(日) 14:00～15:30 山田先生 渋谷 渋論1-2

10月5日(水) 15:30～17:00 塩入先生 新宿 新論1-2

10月8日(土) 13:00～14:30 塩入先生 渋谷 渋論1-3

9月5日(月) 19:00～20:30 吉住先生 渋谷 渋論2-1

9月7日(水) 19:00～20:30 太田先生 渋谷 渋論2-2

9月27日(火) 19:00～20:30 赤星先生 新宿 新論2-1

9月30日(金) 15:30～17:00 塩入先生 渋谷 渋論2-3

10月8日(土) 11:00～12:30 山田先生 新宿 新論2-2

9月21日(水) 15:30～17:00 太田先生 渋谷 渋論3-1

9月26日(月) 13:00～14:30 岩崎先生 新宿 新論3-1

9月27日(火) 13:00～14:30 田邉先生 渋谷 渋論3-2

9月28日(水) 19:00～20:30 太田先生 渋谷 渋論3-3

⑱

⑲

㉑

⑳

㉒

【絶対に外せない品種】

最終チェック　赤6種

（90分）

【総まとめ！本番想定】

模擬試験　パターン③

ワイン4種＋その他2種（90分）

【絶対に外せない品種】

最終チェック　白6種

（90分）

【総まとめ！本番想定】

模擬試験　パターン①

ワイン4種＋その他2種（90分）

【総まとめ！本番想定】

模擬試験　パターン②

ワイン4種＋その他2種（90分）

論述対策

パターン①

90分

論述対策

パターン②

90分

論述対策

パターン③

90分

二次試験対策【論述】　テーマ①～③

テーマ 日程


