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●初学者の方 ･･･ Aレベル (財務会計論-入門Ⅰから学習)

●日商３級合格レベルの方は ･･･ Ｂレベル (財務会計論-入門Ⅰを省略します)

●日商２・１級合格レベルの方は ･･･ Ｃレベル (財務会計論-入門Ⅰ・Ⅱ及び管理会計論-入門を省略)

●日商１級合格者の方は（※） ･･･ Ｄレベル (財務会計論-入門Ⅰ・Ⅱ及び管理会計論-入門を省略)

　※Dレベルお申込みの際には日商簿記1級合格を証明する書類が必要となります。

日商簿記対策講義

財務会計論-入門のご受講者を対象に、日商簿記3級受験に対応した講義を無料でビデオブース及びWeb配信で視聴できます。

※本試験受験手続きはご本人様にてお願いします

　日商３級対策講義（全２回）　　…　財務会計論-入門Ⅰ第9回以降を目安に受講

◆財務会計論：収録講師/小野先生　　　　

講義内容 視聴開始日程 教材内容 配布可能日

オリエンテーション　 受講ガイド・オリエンテーションレジュメ 9/7(月)

1 財務会計論入門Ⅰ　第1回 日商３級合格テキストＶｅｒ11.0

2 財務会計論入門Ⅰ　第2回 日商３級合格トレーニングＶｅｒ11.0

3 財務会計論入門Ⅰ　第3回 学習進度表

4 財務会計論入門Ⅰ　第4回 復習管理表

5 財務会計論入門Ⅰ　第5回 ミニテスト冊子

6 財務会計論入門Ⅰ　第6回

7 財務会計論入門Ⅰ　第7回

8 財務会計論入門Ⅰ　第8回

9 財務会計論入門Ⅰ　第9回

10 財務会計論入門Ⅰ　第10回 実力テスト　問題・解答 9/7(月)

1 財務会計論入門Ⅱ　第1回 基本テキスト1・トレーニング1・シート1

2 財務会計論入門Ⅱ　第2回 基本テキスト2・トレーニング2・シート2

3 財務会計論入門Ⅱ　第3回 学習進度表、復習管理表

4 財務会計論入門Ⅱ　第4回 ミニテスト冊子

5 財務会計論入門Ⅱ　第5回 実力テスト　問題・解答 9/14(月)

※日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※個別DVD講座の利用方法につきましては、「自習室・DVD講座受講の案内」 もご覧ください。

※Cレベル・Dレベルは財務会計論基礎ﾏｽﾀｰから学習開始です。

TAC公認会計士講座 通学DVD講座

      　 　【岡山校日程 入門基礎期①】

学校や仕事と両立しやすいロングコース！   【入学時期】 A・Bレベル：9月～10月、C・Dレベル：11月～

　　　日曜日・祝日　　　　 ①10：00～13：30 ②13：30～17：00

回数

1

A

レ

ベ

ル

随時

9/7(月)

B

レ

ベ

ル

9/14(月)

9月7日(月）以降視聴可能

9月14日(月)以降視聴可能

■ＤＶＤ予約専用　TEL /086-236-0227

★個別DVD講座利用時間帯★　　　

　　　月～金　　　　　　　　 ①10：00～14：00 ②14：00～18：00 ③18：00～21：30

　　　土曜日　　　　　　　   ①10：00～13：30 ②13：30～17：00

2022年論文合格目標



●初学者の方 ･･･ Aレベル (財務会計論-入門Ⅰから学習)

●日商３級合格レベルの方は ･･･ Ｂレベル (財務会計論-入門Ⅰを省略します)

●日商２・１級合格レベルの方は ･･･ Ｃレベル (財務会計論-入門Ⅰ・Ⅱ及び管理会計論-入門を省略)

●日商１級合格者の方は（※） ･･･ Ｄレベル (財務会計論-入門Ⅰ・Ⅱ及び管理会計論-入門を省略)

　※Dレベルお申込みの際には日商簿記1合格を証明する書類が必要となります。

該当コース 回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9/18 9/18 9/25 9/25 9/29 9/29 10/2 10/6 10/6 10/9 10/9 10/13 10/13 10/16 10/16

(金) (金) (金) (金) (火) (火) (金) (火) (火) (金) (金) (火) (火) (金) (金)

10/20 10/20 10/23 10/23 10/27 10/27 10/30 11/3 11/6 11/13 11/17 11/20 11/24 11/27 12/1 12/8

(火) (火) (金) (金) (火) (火) (金) (火) (金) (金) (火) (金) (火) (金) (火) (火)

該当コース 回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9/19 9/26 10/3 10/10

(土) (土) (土) (土)

※日程・回数は変更となる場合がございます。あらかじめご了承願います。
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TAC 公認会計士講座 通学DVD講座

2022年合格目標 1.5年L本科生 　【岡山校日程 入門基礎期②】

学校や仕事と両立しやすいロングコース！   【入学時期】 A・Bレベル：9月～10月、C・Dレベル：11月～

　
★ＴＡＣ岡山校の公認会計士講座は、個別ＤＶＤ講座でスタートします。

下記日程は、視聴開始日程です。視聴開始日以降であれば、ご予約によってお好きな曜日・時間帯でご受講いただけます。また、随時ご入講いただけます。
無料体験入学や個別ガイダンスも随時承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください！

　　　簿記知識にあわせて入学コースを選べます!!

☆ＴＡＣ公認会計士講座のホームページ「＠Ｃ.Ｐ.Ａ」もぜひご覧ください！アドレスはこちら⇒http://www.cpa-tac.com/

＜共通日程＞ ※財務会計基礎マスターⅡ第10回以降、Ⅲ～Ⅵ日程は、後日発表します。

コース 曜日・時間 講師

全コース
財務会計論

基礎マスターⅠ
15

個別ＤＶＤ

視聴開始日

ＤＶＤ

小野

全コース
財務会計論

基礎マスターⅡ
16

個別ＤＶＤ

視聴開始日

ＤＶＤ

小野

2020/9/14(月)以降視聴可能

→財務会計基礎マスターⅢへ続きます。（後日発表）

コ　ー　ス 曜日・時間 講師

全コース
管理会計論

入門
9

個別ＤＶＤ

視聴開始日

ＤＶＤ

安達

 岡山校DVDルーム利用時間帯　　　　　　（予約専用ダイヤル）　086-236-0227

　　　　　　　　　　　　　　月～金　　①10:00～14:00　　②14:00～18:00　　③18:00～21:30

　　　　　　　　　　　　　　土・日・祝 ①10:00～13:30　　②13:30～17:00　　

管
理
会
計
論

財
務
会
計
論

無料体験入学や個別受講相談など随時受付中です！

お気軽にTAC岡山校にお問い合わせください。
〒700-0023　 岡山市北区駅前町 1-8-18　 イ コ ッ ト ニコ ッ ト ５ F
 TEL 086-236-0225 FAX 086-236-0226


