
H29.9月作成

◆簿記初学者 2級本科生日商3級講義付き（全28回 \60,300）

※先に日商簿記3級講義(全10回)を受講してください。日商3級直前対策は別途申込が必要です。

◆日商簿記3級取得者 2級本科生（全18回  \43,000）　

◆日商簿記2級取得者 2級本科生（全18回  \43,000）

◆受験経験者 的中答練（全4回  \10,300）　

■２級本科生（全18回）　 （15S）

回数 科目 講義内容 DVD視聴開始日程 教材内容 配布可能日程

1 2級 講義  第1回 ①建設業会計の基礎知識 受講ガイド

2 2級 講義  第2回 ②材料費会計 合格テキスト 　

3 2級 講義  第3回 ③労務費会計、④外注費会計・経費会計    建設業経理士２級Ｖer4.1

4 2級 講義  第4回 ⑤工事間接費の計算 合格トレーニング

5 2級 講義  第5回 ⑥部門別計算   　建設業経理士２級Ver4.1　

6 2級 講義  第6回 ⑦完成工事原価、⑧工事収益の計上 2級補助問題集

7 2級 講義  第7回 ⑨現金及び預金、⑩有価証券

8 2級 講義  第8回 ⑪手形取引

9 2級 講義  第9回 ⑫株式の発行、⑬剰余金の配当及び処分と損失の処理・合併

10 2級 講義  第10回 ⑭固定資産と繰延資産

11 2級 講義  第11回 ⑮社債・引当金・税金

12 2級 講義  第12回 ⑯本支店会計・帳簿組織

13 2級 講義  第13回 ⑰決算と財務諸表

14 改正・総まとめ講義 改正点講義、総まとめ講義・演習 11/24(金)

15 的中答練 第1回 本試験予想問題１ 2級的中答練 第1回～第4回　

16 的中答練 第2回 本試験予想問題２ 問題・解答

17 的中答練 第3回 本試験予想問題３

18 的中答練 第4回 本試験予想問題４

※日程は諸事情により変更になる場合もございます。ご了承ください。

★本試験のお申込につきまして　※必ずご自身でご確認の上、お手続きください　　

 　一般財団法人 建設業振興基金URL　【http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/】

 ■試験実施日:平成30年3月11日（日）　■平成29年11月17日（金）～12月19日（火）＜消印有効＞

※個別DVD講座のご利用方法につきましては、別紙「TAC岡山校利用ガイド」をご覧ください。

18/1/26(金)

随時

18/1/26(金)

 建設業経理士 2級本科生
通学講座

日程表

随時

対象者 おすすめコース （ 回数　、受講料 ）



H29.9月作成

★岡山校ではフリータイム予約制『個別DVD講座』で開講！ご自身のスケジュールにあわせて学習できます。

【財務諸表】

回数 講義内容 視聴開始日程 教材内容 配布可能日

1 １級 財務諸表 講義  第1回 受講ガイド

2 １級 財務諸表 講義  第2回 合格テキスト＆トレーニング

3 １級 財務諸表 講義  第3回  建設業１級 財務諸表Ｖer5.0

4 １級 財務諸表 講義  第4回 補助問題集　財務諸表

5 １級 財務諸表 講義  第5回

6 １級 財務諸表 講義  第6回

7 １級 財務諸表 講義  第7回

8 １級 財務諸表 講義  第8回

9 １級 財務諸表 講義  第9回

10 １級 財務諸表 講義  第10回

11 １級 財務諸表 講義  第11回

12 １級 財務諸表 講義  第12回

13 改正・総まとめ講義 11/24(金)

14 財務諸表的中答練 第1回 財務諸表的中答練

15 財務諸表的中答練 第2回  第1回～第3回　問題・解答

16 財務諸表的中答練 第3回

【財務分析】

回数 講義内容 視聴開始日程 教材内容 配布可能日

1 １級 財務分析 講義  第1回 受講ガイド

2 １級 財務分析 講義  第2回 合格テキスト＆トレーニング

3 １級 財務分析 講義  第3回  建設業１級 財務分析Ｖer2.0

4 １級 財務分析 講義  第4回 補助問題集　財務分析（新規）

5 １級 財務分析 講義  第5回 随時

6 １級 財務分析 講義  第6回

7 １級 財務分析 講義  第7回

8 １級 財務分析 講義  第8回

9 １級 財務分析 講義  第9回

10 １級 財務分析 講義  第10回

11 改正・総まとめ講義 11/24(金)

12 財務分析的中答練 第1回 財務分析的中答練 

13 財務分析的中答練 第2回  第1回～第3回　問題・解答

14 財務分析的中答練 第3回

【原価計算】

回数 講義内容 視聴開始日程 教材内容 配布可能日

1 １級 原価計算 講義 第1回 受講ガイド

2 １級 原価計算 講義 第2回 合格テキスト＆トレーニング 

3 １級 原価計算 講義 第3回  建設業１級 原価計算Ｖer2.0

4 １級 原価計算 講義 第4回 補助問題集　原価計算

5 １級 原価計算 講義 第5回 随時

6 １級 原価計算 講義 第6回

7 １級 原価計算 講義 第7回

8 １級 原価計算 講義 第8回

9 １級 原価計算 講義 第9回

10 １級 原価計算 講義 第10回

11 原価計算的中答練 第1回 原価計算的中答練 

12 原価計算的中答練 第2回  第1回～第3回　問題・解答

13 原価計算的中答練 第3回

※諸事情により日程変更になる場合もございます。ご了承ください。

★本試験のお申込につきまして　※必ずご自身でご確認の上、お手続きください　　

 　一般財団法人 建設業振興基金URL　【http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/】

 ■試験実施日:平成30年3月11日（日）　■平成29年11月17日（金）～12月19日（火）＜消印有効＞

月～金　　①9:30～13:30　　②13:30～17:30　　③17:30～21:00

　土　　　　①9:30～12:30　　②12:30～15:30　　③15:30～18:30

　日・祝　　①9:30～13:30　　②13:30～17:30　　

18/1/26(金) 18/1/26(金)

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

18/1/26(金) 18/1/26(金)

随時試聴可【15S】

18/1/26(金) 18/1/26(金)

随時試聴可【15S】

2018年3月

建設業経理士検定 1級本科生　日程表 岡山校
合格目標

随時試聴可【16S】
随時


