
 中小企業診断士「16年１次直前対策パック」通学スケジュール

■1次アドバンス講座（NA16113）

■1次アドバンス答練（NA16123）

■1次ファイナル全国模試（NA16129）

９：３０～１２：００ １０：００～１２：３０

池袋本校 新橋本校
生講義 生講義

科目 日程 科目 日程

財務・会計 5/28 (土) 財務・会計 5/28 (土)
運営管理 5/21 (土)

企業経営理論 16/5/14 (土) 企業経営理論 16/5/14 (土)
運営管理 5/21 (土)

経営法務 6/11 (土) 経営法務 6/11 (土)

5/28 (土)
経済学・経済政策 5/19 (木)

経営情報システム 6/18 (土) 経営情報システム 6/18 (土)

経済学・経済政策 6/4 (土) 経済学・経済政策 6/4 (土)

中小企業経営・政策 6/25 (土) 中小企業経営・政策 6/25 (土)

名古屋駅前本校
生講義 生講義 生講義

梅田駅前本校（休日クラス） 梅田駅前本校（平日クラス）

経済学・経済政策 6/4 (土)

日程
企業経営理論 16/5/10 (火) 企業経営理論

科目

財務・会計 5/17 (火) 財務・会計

９：３０～１２：００ １９：１５～２１：４５ ９：３０～１２：００

科目 日程 科目 日程 科目 日程
企業経営理論 16/5/15 (日)

運営管理 5/21 (土) 運営管理 5/12 (木) 運営管理 5/22 (日)
企業経営理論 16/5/14 (土) 企業経営理論 16/5/10 (火)

財務・会計 5/29 (日)
経済学・経済政策 6/4 (土) 経済学・経済政策 5/19 (木) 経済学・経済政策 6/5 (日)

財務・会計 5/28 (土) 財務・会計 5/17 (火)

経営情報システム 6/18 (土) 経営情報システム 5/26 (木)
経営法務 6/12 (日)

中小企業経営・政策 6/26 (日)
経営情報システム 6/19 (日)

経営法務 6/11 (土) 経営法務 5/24 (火)

池袋本校 新橋本校

新宿エルタワー 横浜本校

生講義 生講義

科目 日程
企業経営理論 16/5/14 (土)

１３：００～１５：３０ １３：３０～１６：００

科目 日程

中小企業経営・政策 6/25 (土) 中小企業経営・政策 5/31 (火)

１９：１５～２１：４５ ９：３０～１２：００

財務・会計 5/28 (土)

生講義 生講義

運営管理 5/21 (土) 運営管理 5/21 (土)
企業経営理論 16/5/14 (土)

企業経営理論 16/6/2 (木) 企業経営理論 16/5/15 (日)

経済学・経済政策 6/4 (土) 経済学・経済政策 6/4 (土)
財務・会計 5/28 (土)

財務・会計 6/9 (木) 財務・会計 5/29 (日)

経営情報システム 6/18 (土) 経営情報システム 6/18 (土)
経営法務 6/11 (土) 経営法務 6/11 (土)

運営管理 6/7 (火)

科目 日程

運営管理 5/22 (日)

科目 日程

経済学・経済政策 6/5 (日)

梅田駅前本校（休日クラス） 梅田駅前本校（平日クラス）

経営法務 6/16 (木) 経営法務 6/12 (日)
経済学・経済政策 6/14 (火)

中小企業経営・政策 6/25 (土) 中小企業経営・政策 6/25 (土)

経営情報システム 6/21 (火) 経営情報システム 6/19 (日)

企業経営理論 16/5/15 (日)

中小企業経営・政策 6/23 (木) 中小企業経営・政策 6/26 (日)
名古屋駅前本校

生講義 生講義 生講義

企業経営理論 16/5/14 (土) 企業経営理論 16/6/2 (木)

１３：００～１５：３０ １９：１５～２１：４５ １３：００～１５：３０

科目 日程 科目 日程 科目 日程

財務・会計 6/9 (木) 財務・会計 5/29 (日)

経営法務 6/12 (日)

運営管理 5/21 (土) 運営管理 6/7 (火) 運営管理 5/22 (日)
財務・会計 5/28 (土)

経営法務 6/11 (土) 経営法務 6/16 (木)
経済学・経済政策 6/14 (火) 経済学・経済政策 6/5 (日)

中小企業経営・政策 6/23 (木) 中小企業経営・政策 6/26 (日)
経営情報システム 6/21 (火) 経営情報システム 6/19 (日)

運営管理 15：30～17：00

演習のみ
１日目：2016年7月2日（土）

科目 時間

日程

11：30～12：30
企業経営理論 13：30～15：00

経営情報システム 6/18 (土)
中小企業経営・政策 6/25 (土)

経済学・経済政策 6/4 (土)

中小企業経営・政策

成績表公開日

13：30～15：00

新宿エルタワー本校 横浜本校
生講義 生講義

１９：１５～２１：４５ ９：３０～１２：００

科目

経営法務 10：00～11：00
経営情報システム 11：30～12：30

16/5/14 (土)
運営管理 5/12 (木) 運営管理 5/21 (土)

経営法務 5/24 (火) 経営法務 6/11 (土)

■１次ファイナル模試　会場受験実施校
　　　　　　　新橋本校／池袋本校／新宿ｴﾙﾀﾜｰ本校／横浜本校／静岡本校／名古屋駅前本校／梅田駅前本校／京都駅前本校／神戸本校
　　　　　　　札幌本校／仙台本校／富山本校／広島本校／山口本校／松山本校／岡山本校／高松本校／福岡本校／熊本本校／長崎本校

5/31 (火) 中小企業経営・政策 6/25 (土)

経済学・経済政策 10：00～11：00

16/7/19 (火)
財務・会計

中小企業経営・政策

2日目：2016年7月3日（日）

6/18 (土)

全国統一日程
演習のみ

16/7/19 (火)

経営情報システム 5/26 (木) 経営情報システム

科目 時間 成績表公開日


