
月日 曜日 フリテ講座内容 月日 曜日 フリテ講座内容
3月20日 (火) ビジネス会計1 5月17日 (木) ２問対策
3月21日 (水) ビジネス会計2 5月18日 (金)
3月22日 (木) 5月19日 (土) ３問対策 ４問対策
3月23日 (金) 5月20日 (日) ３問対策 ４問対策
3月24日 (土) ビジネス会計3、4 5月21日 (月)
3月25日 (日) ビジネス会計5,6 5月22日 (火) ５問対策
3月26日 (月) 5月23日 (水)
3月27日 (火) ビジネス会計オンデ1 5月24日 (木) ５問対策
3月28日 (水) 5月25日 (金)
3月29日 (木) ビジネス会計オンデ2 5月26日 (土) サンプル解説
3月30日 (金) 5月27日 (日) サンプル解説
3月31日 (土) ビジネス会計オンデ3 5月28日 (月)
4月1日 (日) 5月29日 (火)
4月2日 (月) 5月30日 (水)
4月3日 (火) 手形 5月31日 (木)
4月4日 (水) 6月1日 (金)
4月5日 (木) 工業簿記の基礎 6月2日 (土)
4月6日 (金) 6月3日 (日)
4月7日 (土) 銀行勘定調整表材料 6月4日 (月)
4月8日 (日) 有価証券 材料２ 6月5日 (火)
4月9日 (月) 6月6日 (水)
4月10日 (火) 有形固定資産 6月7日 (木)
4月11日 (水) 6月8日 (金)
4月12日 (木) 労務費 6月9日 (土) ニコ生直前ＳＰ
4月13日 (金) 6月10日 (日) 日商簿記試験
4月14日 (土) 有形固定資産2 製造間接費 6月11日 (月)
4月15日 (日) 無形固定資産 部門別計算 6月12日 (火)
4月16日 (月) 6月13日 (水)
4月17日 (火) 一般商品売買 6月14日 (木)
4月18日 (水) 6月15日 (金)
4月19日 (木) 個別原価計算 6月16日 (土)
4月20日 (金) 6月17日 (日)
4月21日 (土) 純資産 総合原価計算 6月18日 (月)
4月22日 (日) 法人税と消費税等級別 6月19日 (火)
4月23日 (月) 6月20日 (水)
4月24日 (火) 引当金 6月21日 (木)
4月25日 (水) 6月22日 (金)
4月26日 (木) 組別 6月23日 (土)
4月27日 (金) 6月24日 (日)
4月28日 (土) 財務諸表と帳簿の締切工程別 6月25日 (月)
4月29日 (日) 本支店会計 財務諸表 6月26日 (火)
4月30日 (月) 本支店会計2 本社工場 6月27日 (水)
5月1日 (火) 6月28日 (木)
5月2日 (水) 6月29日 (金)
5月3日 (木) 伝票 標準原価計算 6月30日 (土)
5月4日 (金) 新論点＃１ ＣＶＰ分析 7月1日 (日)
5月5日 (土) 新論点＃２ 直接原価計算 7月2日 (月)
5月6日 (日) 連結会計1～3 直接原価計算２ 7月3日 (火)
5月7日 (月) 7月4日 (水)
5月8日 (火) 連結会計4 7月5日 (木)
5月9日 (水) 7月6日 (金)
5月10日 (木) 連結会計5 7月7日 (土)
5月11日 (金) 7月8日 (日) 全経簿記試験
5月12日 (土) 仕訳特訓 7月9日 (月)
5月13日 (日) 仕訳特訓 7月10日 (火)
5月14日 (月) 7月11日 (水)
5月15日 (火) ２問対策 7月12日 (木)
5月16日 (水) 7月13日 (金)

第149回日商簿記2級＆全経簿記1級
合格するぞ！学習スケジュール表
2日に1回　2時間　勉強しようーーーー！！

日商簿記149回：18/6/10　全経簿記191回：18/7/8

がんばるぜよ！

→スケジュールを自分用にカスタムしたい方用エクセルはコチラ
http://www.kaikei-soft.net/boki/pdf/149_sche2q.xls
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