
5月2日 (月)
3月29日 (火) 手形 5月3日 (火) 新論点/全経1級工業
3月30日 (水) 5月4日 (水) 新論点/全経1級工業
3月31日 (木) 銀行 5月5日 (木) 新論点/全経1級工業
4月1日 (金) 5月6日 (金)
4月2日 (土) 工業基礎 5月7日 (土) 新論点/全経1級工業
4月3日 (日) 材料 5月8日 (日) 新論点/全経1級工業
4月4日 (月) 有価 5月9日 (月) 標準
4月5日 (火) ニコ生 5月10日 (火)
4月6日 (水) 有形1 5月11日 (水) 財務諸表（工業）
4月7日 (木) 5月12日 (木)
4月8日 (金) 有形2 5月13日 (金) 本支店1.2
4月9日 (土) 材料２ 5月14日 (土) ＣＶＰ
4月10日 (日) 労務費 5月15日 (日) 直接1,2
4月11日 (月) 5月16日 (月)
4月12日 (火) 無形 5月17日 (火) 本支店2
4月13日 (水) 5月18日 (水)
4月14日 (木) 一般 5月19日 (木) 伝票
4月15日 (金) 5月20日 (金)
4月16日 (土) 製造間接費 5月21日 (土) 仕訳特訓１-5
4月17日 (日) 部門別 5月22日 (日) 仕訳特訓6-10
4月18日 (月) 5月23日 (月) 3問対策
4月19日 (火) 5月24日 (火) 3問対策
4月20日 (水) 個別 5月25日 (水) 3問対策
4月21日 (木) 5月26日 (木) 3問対策
4月22日 (金) 純資産 5月27日 (金) 3問対策
4月23日 (土) 工業マトメ 5月28日 (土) 4問対策
4月24日 (日) 工業マトメ 5月29日 (日) 5問対策
4月25日 (月) 5月30日 (月) 2問対策
4月26日 (火) 総合 5月31日 (火) 2問対策
4月27日 (水) 6月1日 (水) 2問対策
4月28日 (木) 等級・組・工程 6月2日 (木) 2問対策
4月29日 (金) 法人税・消費税 6月3日 (金) 2問対策
4月30日 (土) 引当金 6月4日 (土) 4問対策
5月1日 (日) 財務諸表（商業） 6月5日 (日) 5問対策

6月6日 (月) 直前整理
6月7日 (火) 直前整理
6月8日 (水) 直前整理 ニコ生
6月9日 (木) 直前整理
6月10日 (金) 直前整理
6月11日 (土) 直前整理 ニコ生
6月12日 (日) 日商簿記試験 ニコ生 速報祭
6月13日 (月) 休もう
6月14日 (火) 楽しもう
6月15日 (水) 楽しもう
6月16日 (木) 楽しもう
6月17日 (金) 楽しもう
6月18日 (土)
6月19日 (日)
6月20日 (月) 全経1級工業
6月21日 (火) 全経1級会計
6月22日 (水) 全経1級工業
6月23日 (木) 全経1級会計
6月24日 (金) 全経1級工業
6月25日 (土) 全経1級会計
6月26日 (日) 全経1級工業
6月27日 (月) 全経1級会計
6月28日 (火) 全経1級工業
6月29日 (水) 全経1級会計
6月30日 (木) 全経1級工業
7月1日 (金) 全経1級会計
7月2日 (土)
7月3日 (日)
7月4日 (月) 直前整理
7月5日 (火) 直前整理
7月6日 (水) 直前整理
7月7日 (木) 直前整理
7月8日 (金) 直前整理
7月9日 (土) ニコ生
7月10日 (日) 全経1級試験 ニコ生
7月11日 (月)
7月12日 (火)

第143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

日商簿記：16/6/12　全経簿記：16/7/10

毎日2時間

土日も含めて1日２時間

土日の残りは予備時間

全経1級工業まで学習すれば

日商2級の合格ラインは近くなる

勢いで7月の全経1級に流れ込もう

講座商品「直前対策講座」

1問2問3問対策↓
・仕訳特訓10回分

・2問対策8種類

・3問対策5種類

各2,000円

4問5問対策↓

・個別原価計算編

・部門別計算編

・総合原価計算編

・直接原価計算

・標準原価計算

各1,500円

1～5の全部セットは9,800円

「本気で学ぶ！

全経簿記1級DVD講座」

9,800円

会計編5,000円

工業編6,000円

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/143_sche2q.xls

新論点は、ここでチェック（難解な問

題はスルー）全経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（日商簿記2級直前講座

9,800円とセットで13,000円キャン

ペーン中先着で50名様に弥生検定

攻略テキストも！6/11まで）

進捗状況にあわせ各自で決めよう

ニコ生でもアドバイス

進捗状況にあわせ各自で決めよう

直前ニコ生も利用しよう

http://www.kaikei-soft.net/boki/pdf/143_sche2q.xls

