
月日 曜日 フリテ講座内容 月日 曜日 フリテ講座内容 月日 曜日 フリテ講座内容

7月5日 (木) 手形 9月1日 (土) 組別原価計算 10月29日 (月)

7月6日 (金) 9月2日 (日) 10月30日 (火)

7月7日 (土) 銀行勘定調整表 9月3日 (月) 新論点1,2 10月31日 (水)

7月8日 (日) 9月4日 (火) 新論点3、予想問題 11月1日 (木)

7月9日 (月) 有価 9月5日 (水) 11月2日 (金)

7月10日 (火) 有形1 9月6日 (木) 工程別原価計算 11月3日 (土) 直前整理

7月11日 (水) 9月7日 (金) 11月4日 (日) 直前整理

7月12日 (木) 有形2 9月8日 (土) 財務諸表 11月5日 (月) 直前整理

7月13日 (金) 9月9日 (日) 11月6日 (火) 直前整理

7月14日 (土) 無形 9月10日 (月) 第4問対策DVD 11月7日 (水) 直前整理

7月15日 (日) 9月11日 (火) 第4問対策DVD 11月8日 (木) 直前整理

7月16日 (月) 一般商品売買 9月12日 (水) 11月9日 (金) 直前整理

7月17日 (火) 純資産 9月13日 (木) 本社工場会計 11月10日 (土) 直前整理

7月18日 (水) 9月14日 (金) 11月11日 (日) 直前整理

7月19日 (木) 法人税と消費税 9月15日 (土) 標準原価計算 11月12日 (月) 直前整理

7月20日 (金) 9月16日 (日) 11月13日 (火) 直前整理

7月21日 (土) 引当金 9月17日 (月) 第5問対策DVD 11月14日 (水) 直前整理

7月22日 (日) 9月18日 (火) 第5問対策DVD 11月15日 (木) 直前整理

7月23日 (月) 財務諸表(商業） 9月19日 (水) 仕訳特訓DVD 11月16日 (金) 直前整理

7月24日 (火) 本支店会計 9月20日 (木) 標準原価計算2 11月17日 (土) ニコ生直前SP

7月25日 (水) 9月21日 (金) 11月18日 (日) 日商簿記試験

7月26日 (木) 本支店会計2 9月22日 (土) CVP分析 11月19日 (月) 直前整理

7月27日 (金) 9月23日 (日) 11月20日 (火) 直前整理

7月28日 (土) 伝票 9月24日 (月) 第2問対策DVD 11月21日 (水) 直前整理

7月29日 (日) 9月25日 (火) 第3問対策DVD 11月22日 (木) 直前整理

7月30日 (月) 仕訳特訓DVD 9月26日 (水) 11月23日 (金) 直前整理

7月31日 (火) 仕訳特訓DVD 9月27日 (木) 直接原価計算 11月24日 (土) ニコ生直前SP

8月1日 (水) 9月28日 (金) 11月25日 (日) 全経簿記試験

8月2日 (木) 工業簿記の基礎 9月29日 (土) 直接原価計算2

8月3日 (金) 9月30日 (日)

8月4日 (土) 材料 10月1日 (月) 第4問対策DVD

8月5日 (日) 10月2日 (火) 第5問対策DVD

8月6日 (月) 第2問対策DVD 10月3日 (水)

8月7日 (火) 第2問対策DVD 10月4日 (木)

8月8日 (水) 10月5日 (金)

8月9日 (木) 材料2 10月6日 (土)

8月10日 (金) 10月7日 (日)

8月11日 (土) 労務費 10月8日 (月)

8月12日 (日) 10月9日 (火)

8月13日 (月) 第3問対策DVD 10月10日 (水)

8月14日 (火) 第3問対策DVD 10月11日 (木) 全経1級会計

8月15日 (水) 10月12日 (金) 全経1級工業

8月16日 (木) 製造間接費 10月13日 (土) 全経1級会計

8月17日 (金) 10月14日 (日) 全経1級工業

8月18日 (土) 部門別計算 10月15日 (月)

8月19日 (日) 10月16日 (火)

8月20日 (月) 仕訳特訓DVD 10月17日 (水) 全経1級会計

8月21日 (火) 仕訳特訓DVD 10月18日 (木) 全経1級工業

8月22日 (水) 10月19日 (金) 全経1級会計

8月23日 (木) 個別原価計算 10月20日 (土) 全経1級工業

8月24日 (金) 10月21日 (日) 全経1級会計

8月25日 (土) 総合原価計算 10月22日 (月)

8月26日 (日) 10月23日 (火)

8月27日 (月) 第4問対策DVD 10月24日 (水) 全経1級工業

8月28日 (火) 第4問対策DVD 10月25日 (木) 全経1級会計

8月29日 (水) 10月26日 (金) 全経1級工業

8月30日 (木) 等級別原価計算 10月27日 (土) 全経1級会計

8月31日 (金) 10月28日 (日) 全経1級工業

第150回日商簿記2級＆第192回全経簿記1級
合格するぞ！学習スケジュール表

専門学校は30,000円以上　CMCはニコ生質疑がついて
8,000円から24,000円でこの内容

日商簿記：18/11/18　全経簿記：18/11/25

2日に1回　2時間　勉強しよう！！

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/150_sche2q.xls 

全経簿記1級工業で 

2級4，5問対策力をつけよう 
 

  本気で学ぶ全経簿記1級工業講座 6,000円 
 

（上記と日商簿記2級過去問ゼミ8,000円とあわせ

てセットで11,900円のセットもあります。） 
 

   スタートが遅かった方 
   途中でペースが狂った方 
  このあたりで調整して下さい 

 
 
  過去問 
 
 サンプル問題 
 
 専門学校の無料模試 
 
等も活用しよう 
 
 
 
 
  予想誌は 
  必要ありません 

 全経簿記1級 
フリーテキスト講座 
 

＋ 
 
 本気で学ぶ 
    全経簿記1級 

✎ 
7月4日までは、簿記を
忘れない程度に学習
して下さい 
 
3級からの方は、3級を
復習しておいて下さい 
 
 
7月5日から 
2日に1回2時間のペー
スで充分です。 
 
無理しないように 
               始動しましょう 
 
リベンジ組の方は早め
に2級「必勝セット」か 
「リベンジセット」で学
習を回転させて下さ
い！ 
 

新規挑戦者の方も 
ここからDVD学習で 
力を蓄えましょう！ 

 
 
 
 
工業簿記に入ると 
商業簿記を忘れる方
が多いです。 
 
 
 
 
あいている時間を有
効活用して下さい。 

DVD割引 
キャンペーン 
7/31まで！ 

✍ 
お盆休みは 
有効活用しよう 

土日も含めて1日２時間！！ 
 
土日の残りは予備時間 
 
全経簿記1級工業まで学習すれば 
日商簿記2級の合格ラインは近くなる 

 
11月の全経1級も同時に取ろう！ 

 
 

☺  直前期は10日に１回のニコ生対策  

 

☺ 月2回の定例ニコ生で疑問点は解決しよう 

 
 

               
 11,500円 

         
 24,000円 

http://www.kaikei-soft.net/boki/pdf/150_sche2q.xls
http://com.nicovideo.jp/community/co2402757
http://www.kaikei-soft.net/boki/honki_z1.html
http://www.kaikei-soft.net/boki/boki2_z1_free.html

