
確認テスト 第1ターム（テキスト１分冊目の内容を中心に出題します） 配信日

１分冊
随時
発送
配信

講義（第2ターム）

講義内容 発送
配信日

使用
テキスト

第１回

その他の特殊商品売買4

第21回 連結会計11

連結会計9

本支店会計3

第14回 純資産会計５
第13回 純資産会計４

第10回 純資産会計１

随時
配信

第18回 連結会計8
第19回

第34回 会計上の変更及び誤謬の訂正
第33回 四半期財務諸表

第30回 外貨換算会計 -Ⅱ１（付録、税法上の減価償却を含む）

第15回 純資産会計６ 確認テスト 第3ターム（テキスト3分冊目の内容を中心に出題します） 配信日
第16回 純資産会計７

第１回
第17回 損益会計総論

随時
発送
配信

第２回
第19回 割賦販売２

合格者向講義

※講義進⾏は事前の告知なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。割賦販売３

第18回 割賦販売１

第20回

第12回 純資産会計３ 第32回 資産除去債務
第11回 純資産会計２ 第31回 外貨換算会計 -Ⅱ２（付録、税法上の減価償却を含む）

テスト前講師メッセージ

第９回 社債２ 第29回 建設業会計2
第８回 社債１ 第28回 建設業会計1
第７回 退職給付会計３ 第27回 キャッシュ･フロー計算書５
第６回 退職給付会計２ 第26回 キャッシュ･フロー計算書４
第５回 退職給付会計１ 第25回 キャッシュ･フロー計算書３
第４回 引当⾦２ 第24回 キャッシュ･フロー計算書２

第23回 キャッシュ･フロー計算書１
第２回 研究開発費・ソフトウェア２、繰延資産 第22回 連結会計12

合格者向講義

第20回 連結会計10
第１回 研究開発費・ソフトウェア1

2分冊

応援講義
テスト

第３回 負債会計総論、引当⾦１

第14回 連結会計4

第32回

第15回テスト

第17回 連結会計7

連結会計5
第16回 連結会計6

第13回

第11回
第12回 連結会計2

連結会計1

連結会計3

第７回 本支店会計1
第27回

第10回 本支店会計4
第30回 第９回
第31回

第６回 事業分離
第26回 リース会計２ 企業結合会計２

第４回 企業結合会計１
第５回

デリバティブ取引１
固定資産３ 第２回 デリバティブ取引２第23回

デリバティブ取引３第３回

第33回

第25回 リース会計１
第24回 固定資産４

第22回 固定資産２

リース会計３

第29回
第28回

第２回
有価証券３

第19回 有価証券４
第20回 有価証券５

講義（第3ターム）
第18回

第10回

２分冊

第15回 債権債務・債権の評価・貸倒引当⾦４（付録、割引現在価値を含む）
第１回 随時

配信
第16回 有価証券１
第17回 有価証券２

現⾦預⾦１ 第30回 外貨換算会計-Ⅰ２

債権債務・債権の評価・貸倒引当⾦２（付録、割引現在価値を含む） 第33回 外貨換算会計-Ⅰ５
配信日

第12回 債権債務・債権の評価・貸倒引当⾦１（付録、割引現在価値を含む） 第32回 外貨換算会計-Ⅰ４
第13回
第14回 債権債務・債権の評価・貸倒引当⾦３（付録、割引現在価値を含む） 確認テスト 第2ターム（テキスト2分冊目の内容を中心に出題します）

第11回 現⾦預⾦２ 第31回 外貨換算会計-Ⅰ３

第８回 一般商品売買５ 第28回 税効果会計4
第９回 資産会計総論

その他の特殊商品売買2

第26回 税効果会計2
第25回 税効果会計1

第４回 一般商品売買１

第29回

第６回 一般商品売買３

第３回 簿記一巡の⼿続と税⾦

第27回

第24回

【通信】1級1日1時間講座 講義スケジュール （単元表）

講義（第1ターム）

随時
発送
配信

その他の特殊商品売買3
第２回 貸借対照表と損益計算書 第22回

財務会計とは

第７回 一般商品売買４

随時
発送
配信

１級 商業簿記・会計学

第23回

第５回 一般商品売買２

3分冊

固定資産の減損会計３
固定資産の減損会計４

第１回 第21回

確認テスト
合格後講師メッセージ

確認テスト
合格後講師メッセージ

リース会計４
リース会計５
固定資産の減損会計１
固定資産の減損会計２

第８回 本支店会計2

回数

応援講義
テスト

合格者向講義

テスト前講師メッセージ
確認テスト
合格後講師メッセージ

外貨換算会計-Ⅰ１

税効果会計3

その他の特殊商品売買1

回数

第21回 固定資産１

講義内容 発送
配信日

使用
テキスト

講義内容使用
テキスト

回数 発送
配信日

回数 使用
テキスト

講義内容 発送
配信日

テスト前講師メッセージ 応援講義

第２回

講義（第2ターム）

随時
配信

第１回



回数 使用
テキスト

講義内容 発送
配信日

第２回

第１回 随時
配信

合格後講師メッセージ 合格者向講義

講義（第2ターム）

回数 使用
テキスト

講義内容

確認テスト テスト 第15回 第10章 利益統制 9

回数 使用
テキスト

講義内容 発送
配信日

発送
配信日

回数 使用
テキスト

講義内容

第19回 第７章 標準原価計算 12
※講義進⾏は事前の告知なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。第20回 第７章 標準原価計算 13

第17回 第７章 標準原価計算 10 確認テスト テスト
第18回 第７章 標準原価計算 11 第２回 合格後講師メッセージ 合格者向講義

第15回 第７章 標準原価計算 ８ 確認テスト 第3ターム（テキスト3分冊目の内容を中心に出題します） 配信日
第16回 第７章 標準原価計算 ９

第１回
テスト前講師メッセージ 応援講義

随時
配信

第13回 第７章 標準原価計算 ６ 第33回 第12章 戦略的コスト・マネジメント 3
第14回 第７章 標準原価計算 ７ 第34回 第12章 戦略的コスト・マネジメント 4

第11回 第７章 標準原価計算 ４ 第31回 第12章 戦略的コスト・マネジメント 1
第12回 第７章 標準原価計算 ５ 第32回 第12章 戦略的コスト・マネジメント 2

第９回 第７章 標準原価計算 ２ 第29回 第11章 意思決定会計 14
第10回 第７章 標準原価計算 ３ 第30回 第11章 意思決定会計 15

第７回 第６章 総合原価計算 15 第27回 第11章 意思決定会計 12
第８回 第７章 標準原価計算 １ 第28回 第11章 意思決定会計 13

第５回 第６章 総合原価計算 13 第25回 第11章 意思決定会計 10
第６回 第６章 総合原価計算 14 第26回 第11章 意思決定会計 11

第３回 第６章 総合原価計算 11 第23回 第11章 意思決定会計 ８
第４回 第６章 総合原価計算 12 第24回 第11章 意思決定会計 ９

第１回

2分冊

第６章 総合原価計算 ９

随時
発送
配信

第21回 第11章 意思決定会計 ６
第２回 第６章 総合原価計算 10 第22回 第11章 意思決定会計 ７

第19回 第11章 意思決定会計 ４
第20回 第11章 意思決定会計 ５

第17回 第11章 意思決定会計 ２
第18回 第11章 意思決定会計 ３

第16回 第11章 意思決定会計 １

第13回 第10章 利益統制 7
第14回 第10章 利益統制 8

確認テスト 第1ターム（テキスト１分冊目の内容を中心に出題します）

第32回 第６章 総合原価計算 ７ 第11回 第10章 利益統制 5
第33回 第６章 総合原価計算 ８ 第12回 第10章 利益統制 6

2分冊
第30回 第６章 総合原価計算 ５ 第９回 第10章 利益統制 3
第31回 第６章 総合原価計算 ６ 第10回 第10章 利益統制 4

随時
発送
配信

第６章 総合原価計算 ３ 第７回 第10章 利益統制 1
第29回 第６章 総合原価計算 ４ 第８回 第10章 利益統制 2
第28回

第26回 第６章 総合原価計算 １ 第５回 第９章 利益計画と予算 ８
第27回 第６章 総合原価計算 ２ 第６回 第９章 利益計画と予算 ９

第９章 利益計画と予算 ５
第24回 第５章 個別原価計算 2 第３回 第９章 利益計画と予算 ６
第25回 第５章 個別原価計算 3 第４回 第９章 利益計画と予算 ７

１分冊

第22回 第３章 部門別計算 10 第１回

3分冊

第９章 利益計画と予算 ４

随時
発送
配信

第23回 第４章 製品別計算総論 第５章 個別原価計算 1 第２回

配信日

第18回 第３章 部門別計算 ６
第19回 第３章 部門別計算 ７ 講義（第3ターム）
第20回 第３章 部門別計算 ８ 発送

配信日第21回 第３章 部門別計算 ９

第16回 第３章 部門別計算 ４ 確認テスト テスト
第17回 第３章 部門別計算 ５ 第２回 合格後講師メッセージ 合格者向講義

第14回 第３章 部門別計算 ２ 確認テスト 第2ターム（テキスト2分冊目の内容を中心に出題します） 配信日
第15回 第３章 部門別計算 ３

第１回
テスト前講師メッセージ 応援講義

随時
配信

第12回 第２章 費目別計算 10 第32回 第９章 利益計画と予算 ２
第13回 第３章 部門別計算 １ 第33回 第９章 利益計画と予算 ３

第10回 第２章 費目別計算 8 第30回 第８章 直接原価計算 ４
第11回 第２章 費目別計算 9 第31回 第９章 利益計画と予算 １

第２章 費目別計算 6 第28回 第８章 直接原価計算 ２
第９回 第２章 費目別計算 7 第29回 第８章 直接原価計算 ３

第６回 第２章 費目別計算 4 第26回 第７章 標準原価計算 19
第７回 第２章 費目別計算 5 第27回

3分冊

第８章 直接原価計算 １
第８回

第４回 第２章 費目別計算 2 第24回 第７章 標準原価計算 17
第５回 第２章 費目別計算 3 第25回 第７章 標準原価計算 18

第７章 標準原価計算 14

随時
発送
配信

第２回 第１章 工業簿記・原価計算総説 ２ 第22回 第７章 標準原価計算 15
第３回 第２章 費目別計算 1 第23回 第７章 標準原価計算 16

【通信】1級1日1時間講座 講義スケジュール （単元表）

１級 工業簿記・原価計算

講義（第1ターム） 講義（第2ターム）

テスト前講師メッセージ 応援講義

第１回 第１章 工業簿記・原価計算総説 １ 第21回

２分冊


