
※ どっちも受講(Webのみ)

ベーシック講義（全66回）

商・会 ：富田　茂徳講師　33回

工・原 ：二ノ宮　真典講師　33回

アドバンス講義（全40回）

商・会/工・原 ：吉澤　宏明講師

■　【[Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日] ／ [テキスト・ＤＶＤ発送日] ／ [テキスト等教材発送日]】

①２０２１年６月_２０２１年１１月向け １級パーフェクト講座 (BB21110)　

～3

⑩２０２１年１１月向け １級公開模擬試験

【自宅受験】　(BB21185)　 ※解説講義なし

【会場受験】　(BＡ21185) ※解説講義なし

【自宅受験】　(BB21180)　

【会場受験】　(BＡ21180)  《提携校》　金沢校

　9:30～12:30

⑦２０２１年向け １級改正対策講座 (BB21195)　

■　【視聴期限】

実施日時

　9:30～12:30
【実施校】　

水道橋本校、富山本校、静岡本校（5/28（金）18:00～21:00）、梅田駅前本校、

②２０２１年６月_２０２１年１１月向け １級トレーニング問題解説講義 (BB21170)

科目 商業簿記・会計学　3回 工業簿記・原価計算　3回

②２０２１年６月_２０２１年１１月向け １級トレーニング問題解説講義 (BB21170)

担当講師

富田 茂徳

科目 商業簿記・会計学　2回

回数 １～２

担当講師 吉澤　宏明 吉澤　宏明

回数 20/11/17(火)

質問フォロー(教えてチューター）

21/9/21(火) １～２ 21/9/21(火)

科目 商業簿記・会計学　5回 工業簿記・原価計算　5回

二ノ宮 真典

21/9/21(火) 21/11/4(木)

21/11/7(日) 21/5/30(日)

受講期限

１～５ 21/9/21(火)

１～２

利用期限

必着

京都駅前本校、神戸本校、広島本校、山口本校

教材発送日

■ 【パーフェクトコースご案内】

■　【直前対策パックご案内】

⑨２０２１年１１月向け １級合格答練 (BB21125)　

①1級パーフェクト講座・③解法パーフェクト答練
直前対策パック【21年11月向け】（⑧～⑩）

パーフェクトパックその他の講座（③～⑥）
直前対策パック【21年6月向け】（④～⑥）

１～５

商業簿記・会計学 33回

１～２ 21/4/20(火)

回数

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋
スマホ動画DL＋音声ＤＬ

21/11/30(火)

回数 21/4/20(火)

※　講師・配信日・教材発送日は事前の予告なく変更する場合がございます。

水道橋本校、富山本校、静岡本校(5/28(金)18:00～)、梅田駅前本校、

※改正の内容により、講義回数・発送日が変動します。

21/6/30(水)

答案提出締切日

21/11/7(日)

　　【通信】＜ 1級＞ Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日／教材発送日／ＤＶＤ発送日
                                                   ２０２1年６月_２０２１年１１月検定向け

ベーシック講座（全66回）

商業簿記・会計学 22回

アドバンス講座（全40回）

工業簿記・原価計算 18回

～
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～
１
～

担当講師

2021年11月向け　直前対策パック　 

工業簿記・原価計算　3回
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2020/11/17(火) 2020/11/17(火)
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担当講師

回数

20/12/15(火)

21/1/26(火)

20/11/17(火)１
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～ ～

※ DVDクラスをお申込の方は、ベーシック講座のみの発送となります。アドバンス講座のDVDをご希望の方は、DVDオプションをお申込みください。
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科目

33
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⑧２０２１年１１月向け １級総まとめ講座(BB21135)　

20/11/17(火)

14
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7
～
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担当講師

工業簿記・原価計算　2回

二ノ宮 真典

講座

④２０２１年６月向け １級総まとめ講座(BB21130)　

１

2

３

商業簿記・会計学　3回

富田 茂徳

 直前対策パックの講座構成は以下の通りです。

過去にパーフェクトパックをご受講の方は、
オプ 価格 直前対策パ をお申 ただ ます

工業簿記・原価計算 33回

吉澤　宏明富田 茂徳

教材発送日

＜2021年6月向け＞ ④総まとめ/ ⑤合格答練/ ⑥公開模試＜2021年6月向け＞ ④総まとめ/ ⑤合格答練/ ⑥公開模試

担当講師

回数

＜2021年11月向け＞

１～５ 21/4/20(火)

 《提携校》　福井南校、金沢校

京都駅前本校、神戸本校、岡山本校、広島本校、

二ノ宮 真典

科目

⑧総まとめ/ ⑨合格答練/ ⑩公開模試

富田 茂徳 二ノ宮 真典

富田 茂徳

21/9/21(火)

二ノ宮 真典

１

20/11/17(火)

20/12/15(火)

20/11/17(火)

21/5/30(日)

担当講師

21/1/26(火)

１～５

答案提出締切日

※解説講義なし

⑤２０２１年６月向け １級合格答練 (BB21120)　

富田 茂徳

21/4/20(火)

21/4/20(火)

二ノ宮 真典

21/5/25(火)

20/12/15(火)

21/1/26(火)

21/2/24(水)

20/12/15(火)

21/1/26(火)

21/2/24(水)

③２０２１年６月_２０２１年１１月向け １級解法パーフェクト答練 (BB21160)

⑥２０２１年６月向け １級公開模擬試験

【実施校】　

科目 商業簿記・会計学　2回 工業簿記・原価計算　2回

科目 商業簿記・会計学　5回 工業簿記・原価計算　5回

※解説講義なし※解説講義なし

実施日時

１
級
検
定
試
験

 全９３回 合計２４３時間 （ベーシック講座の場合） 

③ 
解法パーフェクト答

練 
【２.５時間×６回】 

⑤  合格答練 
【３.５時間×１０回】 

⑥ 公開模試 
【３時間×１回】 

受講の 
流れ 

④ 
総まとめ講座  
【２.５時間×４回】 

① 
パーフェクト講座

※ 
【２.５時間×６６回】 
【２.５時間×４０回】 ⑦  改正対策講座 （回数・発送日不定） 

検
定
試
験

 全１５回 合計４８時間  

合格答練 
【３.５時間×１０回】 

公開模試 
【３時間×１回】 受講の 

流れ 

総まとめ講座  
【２.５時間×４回】 

② 
トレーニング問

題解説講座  
【２.５時間×６回】 


	(23)≪2011-2106≫1級教材発送予定日

