Small and Medium Enterprise Management Consultant
Examination guidance for SMEC licence

２０２３年

◍ ライブ(Zoom・教室講座 水･土･日)
◍ アーカイブ講座(Web 動画)

MMC
Master of management corporation

ＭＭＣ講師
アドバイス

自己学習
中心

ライブ講座(Zoom･教室)

アーカイブ講座(Web動画)

◎講座募集形態は、ライブ講座（Zoom・教室）・アーカイブ講座（Web動画）の2形態
◎2023年第2次試験合格対策講座は、1講座につき3回実施（水曜・土曜・日曜）

第２次試験合格対策講座 受講料一覧表
新規生
期・講座

通期パック
（前期・中期・後期）
パック割引
前中期パック
（前期・中期）

＊すべて消費込み

ライブ講座
（Zoom･教室）

アーカイブ講座
（Web動画）

教育訓練給付金制度対象

教育訓練給付金制度対象

¥270,000

¥210,000

ライブ講座
（Zoom･教室）

¥220,000

アーカイブ講座
（Web動画）

¥150,000

¥160,000

講座内容

推奨対象者

¥170,000

全講座＋模試第１～４回
オプション講座は別途お申込必要

第2次試験迄の
一貫コース

¥130,000

解答技法講座＋記述答練講座＋模試第１・２回
オプション講座は別途申込必要

第1次試験
1ヶ月前迄
第1次試験
2ヶ月前迄

教育訓練給付金制度対象

¥190,000

講座概要

既年度ＭＭＣ受講生※1・2

単体

前期（１月～４月）
解答技法講座

¥120,000

¥90,000

¥100,000

¥80,000

模試第１回を含みます。
オプション講座は別途申込必要

単体

中期（４月～７月）
記述答練講座

¥120,000

¥90,000

¥100,000

¥80,000

模試第２回を含みます。初期教材（新規生のみ）
オプション講座は別途申込必要

第1次試験
1週間前迄

単体

後期（８月～９月）
実践答練講座

¥100,000

¥80,000

¥80,000

¥60,000

模試第３・４回を含みます。初期教材（新規生のみ）
オプション講座は別途申込必要

第2次試験
直前期

第2次試験受験資格保有者

第1次試験合格未経験者
～
第2次試験受験資格保有者

第2次試験受験資格保有者

オプション講座＆模擬試験＆製本オプション 受講料一覧表（各オプション講座のみ、模擬試験のみのお申込みも可能です。）
新規生

既年度ＭＭＣ受講生

概要

＊すべて消費込み

期

講座

オプション
講座

財務アカウントゼミ

¥12,000

基本講義＋問題集（アカウント）

１日講義
２月下旬実施

オプション
講座

財務ファイナンスゼミ

¥12,000

基本講義＋問題集（アカウント）

１日講義
２月下旬実施

オプション
講座

財務答練ゼミ

¥13,000

答練＋解説講座 ３事例

答練1日講義
４月中旬実施

オプション
講座

ファイナル財務１・２

¥13,000

答練＋解説講座 ６事例

答練各1日講義
７月中旬実施

オプション
講座

模擬試験１回～４回

¥11,000

４事例

４･６･８･９月実施

オプション
製本

製本オプションＡ

¥8,000

第二次試験事例文集（4冊）の製本冊子

2022年MMC受講生限定

オプション
製本

製本オプションＢ

¥10,000

第二次試験解答解説集（4冊）
マスターテキスト（1冊）の製本冊子（5冊）

2022年MMC受講生限定

※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7

推奨対象者

第1次試験合格未経験者
～
第2次試験受験資格保有者

ＭＭＣ受講経験は、お申込みの際、既年度受講の受講番号を記載して下さい。ＭＭＣ受講生経験者は、2022年以前の通学・通信講座受講生となります。
模擬試験･オプション講座（財務集中ゼミ、ファイナル財務等）のみのご受講経験者は、MMC受講経験者に該当しません。
答練講座教材（事例文･解答解説・解答用紙等）は製本冊子が送付されます。製本オプションのお申込みはご不要です。
第二次試験事例文集、第二次試解答解説集、マスターテキストの3種教材は、合格講座でPDFのみのご提供となります。製本冊子をご希望の場合、製本オプションをお申込み下さい。販売は、2022年MMC受講生限定となっております。（2023年講座をお申込みでない既MMC受講生･一般生の受付は承っておりません）
中期以降の新規お申込みの場合、事前教材（マイページ取説・基本問題集・財務応用問題集）は、製本送付・PDF公開をいたします。既年度MMC生のお申込みの場合、事前教材は通期・前中期・中期・後期のいずれもPDF開示のみで製本送付はありません。
コースの変更・延長に伴いパック割引対象に該当のコースになった場合の料金精算、模擬試験の重複申込の精算は、2023年10月の講座終了時に受付させていただきます。
一般教育訓練修了証関連書類（修了証明書・領収書・申請書等）は、発行日・修了日を2023年10月31日として11月1日以降に送付致します。2023年10月10日以降（予定）に準備される申請フォームから発行をお申込み下さい。

ライブ･アーカイブ講座比較表
コース

ライブ講座（Zoom･教室）

答練取り組み

教室・⾃宅（平⽇は⾃宅のみ）

答練アドバイス Zoom・教室での講師による直接対面
講義

教材･PDF機能一覧表
アーカイブ講座

ＰＤＦ機能

⾃宅

パスワード

有

模試アドバイスのみ

編集（書込）

Web動画視聴

印刷

教室・Zoomでのライブ参加

マスターテキスト 第二次験事例文集

答案・成績表

教材

―

―

有

可

可

可

可

可

可

可

可

質問は質問シートで！16枚（各事例４枚を想定）の質問シートでいつでも質問！
■質問は、マイページを用いて16枚の質問シートを提出できます。事例毎に４回（基本答練Cs2開始時より受付）の質問シートの提出が可能です。フリー記述の質問シート（Ａ３）を用いて、答練事例の具体的な疑問点だけではなく、
学習方法などに関する質問にも対応します。なお、質問シートの提出は、マイページからの提出のみです。ライブ講座受講生は、質問シートを使用しなくても、ご遠慮なくZoom上・教室で講師にご質問できます。
16枚すべてをアップロードした場合、ＭＭＣにメールでご連絡下さい。リセット致しますので、新たに16枚のご提出が可能となります。
（リセット時、質問シート製本の再送付はございません。コピーまたはPDFの印刷をお願い致します。E-mailやFAX等での個別の質問には、承っておりません。）

模擬試験の答案アドバイスは別予約可！
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■模擬試験答案アドバイスは、講義とは別に行う模擬試験答案アドバイス日にご予約が可能です。希望される場合、模擬試験答案アドバイスの予約をお申込み下さい。
■模擬試験の会場受験への変更が可能です。講座お申込み時は、初期受付でZoom受験となっております。模擬試験実施の約1ヵ月前に公開される一般生向けのお申込みページから、会場変更のお申込みができます。

事例は全て再答案添削付き。（再答案添削は無料です）
■合格答案･高得点答案を安定的に作成する力を身につけるためには、講座内で取り組んだ事例を再度深く掘り下げて高品質な答案を作る再答案学習」が有効です。ＭＭＣでは、受講生が作成した再答案を添削し、答案作成力の強化を
応援しています。再答案は、各講座の答練と模擬試験が対象で、マイページから提出できます。（再答案は各事例1回限りです）

財務対策を強化!! 難易度の高い事例の対応力をＵＰ!
■毎年のように苦戦を強いられる「財務･会計の事例」について、事例講義後の財務応用問題への取り組みなどを充実することで、本試験における得点力と対応力を高めていきます。
■財務･会計事例の実力を更に強化し高めていきたい受験生のために財務集中ゼミ（オプション講座）や、第1次試験直前から第2次試験にかけてファイナル財務(オプション講座)も準備しています。

2022年MMC受講生合格者再現答案（手書き答案）を公開！
■2023年MMC受講生合格者の再現答案がマイページからＰＤＦファイルとしてダウンロードすることができます。本試験で書き上げる答案の具体的な目標をつかむことで、自信の課題が明確になります。また、講義では、合格答案の活用方法
なども伝えていきます。例年10名程度を選定して公開していますが、できるだけ多くの合格答案を公開していくように致します。また、再現答案の成績表も活用しながら、得点を取るべき設問、無難に対応する設問など合格に必要なレベルを
明確にした上で、本試験の対応力を高めていきます。

全教材（問題、解答用紙、解答解説等）、マイページよりダウンロード可！全国・海外受講生に迅速な教材の提供！
■マイページより全教材をＰＤＦファイルとしてダウンロードすることができます。マスターテキスト（ＭＭＣ基本テキスト）や本試験解答解説集などは、講座で辞書的な使用を想定しているため、原則、ＰＤＦファイルでの提供と致します。（オプショ
ンで製本冊子を送付いたします）。
■ファイルを開くパスワードは、受講番号案内メールでお知らせ致します。
■答案以外のファイルは、iPad、タブレットで電子ペンを用いた書き込み等の学習に対応できるように、編集制限は行っておりません。同時に印刷を全て許可してます。マスターテキスト・本試験問題集は、文字認識ができ検索可能としていま
す。（本試験問題集の初期年度に一部文字認識無しの年度があります）。
■答練等の教材（問題、解答解説）は、テキストコピーによる無用な流出を避けるため、画像となっており文字認識はできないようになっています。

充実した教材 答練事例、模擬試験、本試験解答解説集（2001～2022年）!、2022年合格者再現答案！
■ 答案は教室、会場で回収され、ＭＭＣでマイページにアップし、。後日、マイページに返却されます。ライブ講座（Zoom参加）やアーカイブ講座では、マイページよりPDFでアップロード提出下さい。
■質問シート、再答案、本試験は、マイページから提出します。
■ 再答案および本試験の提出時は、必ず学習ガイドブックを参考に取り組み提出下さい。提出は1回限りとなります。
■ 答案類は、原則提出後７日後にマイページで返却する予定です。再答案類は、模擬試験採点時期や本試験直前期間(8～9月)、通常答案添削を優先するため遅れる場合がありますので、予めご了承ください。
■本試験の解答用紙は、教材に含まれていません。受講生専用ページよりダウンロードできますのでご活用ください。
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Ｚｏｏｍの充実、教室参加同等の臨場感！自由度の高い参加形態！ Zoomアンケート機能を用いた受講生参加型の講義！
■ライブ講座は、Zoom参加を前提とし、教室へのご来場も可能です。教室参加可能人数は土・日各５０名 平日（水曜）２０名
■Zoomのアンケート機能を活用し、受講生の考え方や解答の方向性を把握しながら講義を進めていきます。教室参加者も、スマホ・タブレット等でZoom参加し講師からの質問アンケートに参加できます。教室には、多台数アクセス
可能なアクセスポイント（常時接続40台、最大接続台数120台）を設置し、ＭＭＣよりWi-Fi環境を提供しますので、受講生様のデータ使用のご負担がないように致します。
■募集時は、土曜、日曜、水曜の3区分で募集致します。ご参加は、お申込みを基本としてさせて頂きますが、各週、教室参加・答練アドバイスの予約制度をとり、教室の席数不足を回避するようにしました。そのため、直前に参加
曜日の変更を余儀なくされた場合でも、予約ページより教室の席数に空きがあれば、いつでもご変更が可能です。
■教室は東京都（主に水道橋・飯田橋）となります。模擬試験時は参加可能人数を増加調整いたします。
■Zoom参加は、全日複数日（土曜、日曜、水曜）のご参加が可能です。答練アドバイスは、1回／1答案とさせて頂きます。Zoom参加の場ｔ合、ミュート解除、ビデオ動作は必須ではありませんので、匿名に近い形でZoom講義にご参
加可能です。

欠席時の答案はマイページから提出、講義はWeｂ動画で！
■講義欠席時は、答案を通信講座の提出手順に準じて提出することができます。また、添削済答案の受取後、教室またはZoomにて随時答案アドバイスを受けれます。講義は、Ｗｅｂ動画にて教室講義を閲覧することができます。
■講義は、土曜日･日曜日･水曜日いずれでも受講することができます。全日欠席の場合は、Ｗｅｂ動画で動画講義を受講でき、後日講義時、答案アドバイスが随時受けられます。

答案は、MMCマイページで迅速に返却、次週講義時に個別アドバイス!! 模擬試験の後は、個別面談で学習方針をCheck!!
■午前中に行われた事例演習の答案は、当日回収し次回講義前日までにマイページで添削返却し、次週講義時に個別アドバイスします。添削は各受講生の学習進捗度に合わせて今回できたことと次回の課題をコメントします。
親身で丁寧な添削と個別アドバイスで、着実､確実に実力を高めていきます。
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決まった時間を学習に充当できない方向け。マイペースでの取り組みを重視。
■アーカイブ講座とは、講義当日の参加型ではなく教室撮影動画をWev動画（Vimeo 広告なし・登録不要・無料Web動画サービス）で視聴し学習をすすめる講義です。
■アーカイブ講座は、講師からの答練アドバイスを含まない形式をとります。答案を自己管理し、自己学習で進めたい方にお勧めの講座形式となっています。
■アーカイブ講座は、ライブ講座でのZoom参加、教室来場参加が不可となります。講師からの答練アドバイスがない以外は、原則、ライブ講座と同じ内容となります。

答案は、MMCマイページで提出後５～７日後に返却、充実した添削で効率的な学習！
■答案は、全てマイページ上のPDFファイルで管理されます。提出、返却、成績表等がPDF管理となります。

)

マイページ・Ｗｅｂ動画を利用する際のご留意事項
１．教材 PDF ファイル・教材製本について
①マイページより全教材をＰＤＦファイルとしてダウンロードすることができます。マスターテキス
ト（ＭＭＣ基本テキスト）や本試験解答解説集などは、講座で辞書的な使用を想定しているため、
原則、ＰＤＦファイルでの提供と致します。（オプションで製本送付いたします）。事前教材（学習
ガイドブック、基本問題、財務応用問題、質問シート）、答練教材（事例文、解答用紙、解答解説）
は、ダウンロードに加え製本送付致します。
既年度ＭＭＣ受講生は、事前教材の製本送付は、ございません。
教材 PDF は、マイページ内の「教材」からダウンロードできます。
講義レジュメ、事例文板書（講師が講義に使用した事例文 PDF）は、マイページ内の「解説Ｗｅｂ動
画」からダウンロードできます。
講義レジュメは、講義日早朝からダウンロード可能となります。事例文板書は、講義後、Web 動画の
公開と同時にダウンロード可能になります。
ライブ受講で、Zoom 参加の場合は講義前に講義レジュメのダウンロードをお願い致します。会場参
加の場合は、製本をお渡しします。
PDF ファイル

マスターテキスト（ＭＭＣ基本テキスト）
第二次試験事例文（2001 年～2022 年）
第二次試験解答解説（2001 年～2022 年）
2022 年合格者再現答案、成績表、個別添削答案
最高得点答案（ライブ生限定公開）
事前教材
マイページ取説、基本問題
（組織･流通･生産･財務）
、
応用問題（財務）
質問シート（基礎答練 Cs2 同時送付）
基礎講義（Cs1）
合格答案攻略法、事例別レジュメ
答練教材（講座 Cs2～直前答練 Cs5）
事例文、解答用紙、解答解説
模擬試験（第 1 回～第 4 回）
事例文、解答用紙、解答解説
オプション講座（財務集中、ファイナル財務等）
事例文、解答用紙、解答解説
講義レジュメ（Cs2～Cs5）
事例文板書（Cs2～Cs5 講師が講義に使用した事例文 PDF）

マイページ教材
ダウンロード可
マイページ教材
ダウンロード可
マイページ教材
ダウンロード可
マイページ教材
ダウンロード可

製本
無し（製本はオプション）
無し（製本はオプション）
無し（製本はオプション）
無し

マイページ教材
ダウンロード可

製本送付
（新規生）

マイページ教材
ダウンロード可

製本送付
（新規生・既ＭＭＣ生）

マイページ教材
ダウンロード可

製本送付
（新規生・既ＭＭＣ生）

マイページ教材
ダウンロード可

製本送付
（新規生・既ＭＭＣ生・一般生）

マイページ教材
ダウンロード可

製本送付
（新規生・既ＭＭＣ生・一般生）

解説 Web 動画
ダウンロード可

無し

②PDF 教材のダウンロード開始時期は、製本教材の発送と同時にいたします。全国・海外受講生に迅速
な教材の提供が可能です。個別添削答案以外のダウンロードファイルを開くには、原則としてパス
ワードが必要です。ファイルを開くパスワードは、受講番号案内メールでお知らせ致します。また、
答案以外のファイルは、iPad、タブレットで電子ペンを用いた書き込み等の学習に対応できるよう
に、編集制限は行っておりません。また、印刷も可能です。マスターテキスト・第二次試験事例文
集は、文字認識ができ検索可能としています。
（第二次試験事例文集の初期年度に一部文字認識無し
の年度があります）
。答練等の教材（事例文、解答解説）は、テキストコピーによる無用な流出を防
止するため、画像処理され文字認識はできないようになっています。

ＰＤＦ機能

マスターテキスト 第二次試験事例文

教材

答案・成績表

パスワード

有

－

有

－

編集（書込）

可

可

可

可

印刷

可

可

可

可

文字認識

可

可（一部不可）

不可

不可

③ＰＤＦで配布されるファイルは、書き込みや検索といった学習に必要な機能に制限ないように、最低
限の保護に留めています。流出等には、十分、ご留意頂く様にお願い致します。
⑧中小企業診断士第二次試験事例文以外の教材（答案の添削コメント含む）やＷｅｂ動画（YouTube®
限定公開）は、㈱ＭＭＣが作成・所有・運営しており、その著作権は株式会社ＭＭＣに帰属します。
営利・非営利、個人・団体・企業を問わず、教材・Ｗｅｂ動画類に掲載されているコンテンツおよび
株式会社ＭＭＣの教材・動画のすべての画像データ、動画データ、音楽データ、音声データ、テキス
トデータ等の著作物を株式会社ＭＭＣの事前の承諾なくコピー・加工・配布・再出版等することを認
めておりません。

２．解説 Web 動画について
①解説Ｗｅｂ動画は、Vimeo(広告なし・登録不要・無料 Web 動画サービス）を介して配信します。
受講生のパソコンや通信環境によってご利用いただけない場合がございます。お申し込みの前
に、ＭＭＣホームページの「マイページ（サンプル）内のサンプルＷｅｂ動画」で配信動画の
動作をご確認ください。
マイページ（サンプル）へのログインは、受講番号 1111（メールアドレス、パスワードは未入
力）でできます。
②Ｗｅｂ動画（Vimeo）再生や PDF ファイル閲覧ソフト（Acrobat ReaderDCⓇ 等）の操作や設定方法、
パソコンの使い方、故障、接続、通信の不具合などのサポートは致しておりませんので、ご了承下
さい。
③Ｗｅｂ動画は、マイページ内の「解説Ｗｅｂ動画」からアクセスして御覧頂けます。講座にお申込
いただいた後、ＭＭＣより受講番号をご連絡致しますので、マイページのご登録をお願いいた
します。その後、マイページ内の「解説Ｗｅｂ動画」から御覧頂くことになります。視聴期間は、
中小企業診断士第二次試験の翌々日迄となります。
④講義の板書（レジュメ）を、PDF ファイルで配付する場合があります。PDF ファイルをご覧になるた
めには、PDF 閲覧ソフト（Adobe Acrobat ReaderDCⓇ等）が必要です。
(Acrobat ReaderDCⓇ は、AdobeⓇ のホームページよりをダウンロードできます) 。
⑤会社など、自宅以外から接続する場合、セキュリティの設定などによって、ご利用いただけない場
合があります。
⑥インターネットプロバイダーへの接続料金、並びに電話回線使用料等はお客様の負担となります。

⑦ＭＭＣ通信講座の配信動画は全て㈱ＭＭＣに著作権があります。ご自身の学習に利用する場合を除
き、㈱ＭＭＣの許可なく改変、再配布、商用使用等の２次配布は禁止いたします。また、受講番号
やパスワードはＭＭＣより受講生へ貸与するものであり無断で他人に供与することは禁じます。
⑧中小企業診断士第二次試験事例文以外の教材（答案の添削コメント含む）やＷｅｂ動画（vimeo）は、
株式会社ＭＭＣが作成・所有・運営しており、その著作権は株式会社ＭＭＣに帰属します。営利・
非営利、個人・団体・企業を問わず、教材・Ｗｅｂ動画類に掲載されているコンテンツおよび株式
会社ＭＭＣの教材・動画のすべての画像データ、動画データ、音楽データ、音声データ、テキスト
データ等の著作物を株式会社ＭＭＣの事前の承諾なくコピー・加工・配布・再出版等することを認
めておりません。Ｗｅｂ動画は、vimeo®上の限定公開ですので、他サイトへの URL の埋め込み行為
は、著作権侵害行為として認めておりません。

３．解答用紙、質問シートの提出･返却について
解答用紙の提出･返却は次の通り行います。
①合格講座答練、模擬試験、第二次試験答案、オプション講座答練の解答用紙(1 回目、再答案)
の提出･返却は、インターネットを介した「ＭＭＣ受講生マイページ（ＭＭＣ答案管理システ
ム）」を利用して行います。具体的な方法や手順は、お申込の前にＭＭＣ受講生ページの「マ
イページ取扱説明書（ＰＤＦ）
」をご確認ください。なお、各事例の再答案、第二次試験答案
の提出は１回限りとなります。
答案や質問シートの提出･受取は、全てマイページを通じて行い、郵送・ＦＡＸ・メール等に
よる提出･返却は承っておりません。
②事例答練･第二次試験の解説への疑問点や学習方法等の質問は、
「質問シート」を用いて行い
ます。質問シートの提出･受取は、解答用紙の提出・受取と同様の方法で行います。
16 枚の質問シート（4 枚×4 事例＝16 枚を想定）を提供しますので、ご活用下さい。事例毎
（事例Ⅰ～Ⅳ）の枚数制限は、ございません。
16 枚すべてをアップロードした場合、ＭＭＣにメールでご連絡下さい。リセット致しますの
で、新たに 16 枚のご提出が可能となります。
（リセット時、質問シート製本の再送付はござ
いません。コピーまたは PDF の印刷をお願い致します）
質問内容は、ＭＭＣ答練、第二次試験（ＭＭＣ模範解答解説に基づく内容）に限定させてい
ただきます。具体的な答練への疑問点だけでなく、ＭＭＣの考えに基づく内容であれば、事
例毎の全体的な学習方法などに関する質問等も受付けています。
※他社の中小企業診断士参考書やテキスト・第二次試験解答や出題者著書に基づく質問等は、承りかねます。
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第 2 次試験合格対策講座に関するＱ＆Ａ

Ｑ：ＭＭＣでは、通学講座では答案のアドバイス付き返却を行っていると聞きますが、具体的な内容を
教えてください。
Ａ：ライブ講座（Zoom･教室）当日に提出のあった答案を回収し、次回講義前日までにマイページ返却、
個別アドバイス致します。アドバイスは、一人当たり約 5～10 分で、朝の講義前、お昼の休憩時
間、午後の講座の休憩時間、講座終了後にアドバイスを行いながら答案を返却しています。アドバ
イスの内容は、答案の内容に基づいて、良くできた点や次回の課題などのポイントをお伝えして
います。
Ｑ：ＭＭＣでは、Zoom・教室講座で個別アドバイスを次週講義時にしている理由を教えてください。
Ａ：添削返却答案への答案アドバイスは、可能な限り、早いほうが有効と思われます。そのため、ライ
ブ講座（Zoom・教室）では、当日回収し、次週の講義時に答案アドバイスを行います。講義日に、
講師は添削作業を行わず答案アドバイスに集中しており、対応の充実を図っています。また、完全
に添削された答案でアドバイスするため、全問に渡って充実したアドバイスが可能となります。
答案は、講師がアドバイスする講義日の前日までに、マイページを通じて返却されるため、事前に
添削済答案の確認もでき、効果的なアドバイスを受けることができます。
Ｑ：ＭＭＣでは、Zoom･教室講座で欠席した場合でも答案の添削、アドバイスを行ってくれると聞いた
のですが、どのようにするのかを教えてください。
Ａ：ライブ講座（Zoom･教室）で欠席（水曜は教室で未提出）された場合、アーカイブ講座の手順に従
って、答案をマイページからご提出下さい。返却は、アーカイブ講座の返却日時に準じてマイペー
ジから返却されます。後日、添削済答案を受け取り、講義時に持参して頂ければ、随時、アドバイ
スを行います。また、ライブ講座（Zoom･教室）受講生は、アーカイブ講座受講生と同様に、Web
動画（vimeo 広告なしの Web 動画アプリ）を閲覧できます。動画をご覧になり、解説についての
質問等あれば、講義出席時に講師が対応いたしますので、随時、ご遠慮なくご質問下さい。
Ｑ：ＭＭＣでは、再答案学習をすすめていると聞いたのですが、どのような内容なのですか？
Ａ：ＭＭＣの再答案学習とは、講座の中で使用した事例問題を使用して、高得点を目標に、再度、答案
を作成し実力を高めていく学習のことで、コース中に含まれており、別オプションをお支払いの
必要はありません。再答案は、1 回目の添削コメントや解答解説集、講義内容、動画解説、各種テ
キスト類などを参考に始めは時間をかけてじっくりと取り組んでいただきます。模範解答を写経
的に暗記して書くのではなく、
設問題意把握 → 事例文根拠把握 → 解答マトリックス＋解答の型の想定
→ 分かりやすい解答の書きあげ（模範解答通りが望ましい） → 試験時間内に書上げ
→ 最終再答案としてご提出、
の流れでご提出下さい。そのため、採点時、キーワード的な内容は、既に復習できているとして、
内容基準の採点は行わず、見栄えや分かりやすさといった形式基準の採点のみとなります。本試
験の再答案も上記考え方に準じます。
ご自身で考えた別解的な解答の評価を行うものではないという点に注意して下さい。再答案の
目的は、試験時間内に模範解答レベルの解答を書きあげる力を養成することです。事例毎に考え
るといいうより、既に解いた事例に繰り返し取り組み、合格力のある分かりやすい解答を短時間
に書きあげる力を養成し、必然的に答案のレベルアップを図っていきます。再答案は、添削済答
案が返却された後、アドバイスや解答解説を基に、時間を十分にかけて復習したものを提出する
ことが最も効果的です。具体的な取り組み方については講座内で配布する『学習ガイドブック』
を参考にしてください。
Ｑ：いつも同じ講師が添削してくれるのですか？
Ａ：本試験の採点は、誰がどのような場所や状況で行うのか分かりません。出題者が一人で採点するの
ではなく複数人数で手分けして採点することも考えられます。このため、特定の講師だけではな
く、どの講師が見ても、
「これなら大丈夫、合格できる」と評価されるような答案を作り上げるこ
とが大切とＭＭＣでは考えています。そのため採点は、ライブ講座（Zoom･教室）
、アーカイブ講座
とも、同じ講師ではなく、異なる講師が採点･添削し、答案にアドバイスを行っています。講師間
では、添削基準を統一していることや受講生の学習到達度を同じように把握しているため、添削
者が変わっても同じ視点で採点やアドバイスができるようにしています。ＭＭＣは、基本的に講

師は、ＭＭＣで学習し、受験生時代にはＭＭＣの答練や模擬試験で、常に成績が上位に位置してい
た卒業生です。
Ｑ：本試験問題は採点・添削してもらえますか？
Ａ：本試験問題は、講座年以前 3 ヵ年分を採点・添削いたします(ライブ講座・アーカイブ講座とも)。
本試験問題の採点･添削は、自身の実力把握や、自信で考えた別解的な解答の評価、腕試し的に取
り組んだ答案に対する採点、
・添削は行っていません。本試験問題は、出題者や出題傾向、事例の
特徴などを把握するための研究材料として活用することが、最も効果的であるとＭＭＣは考えて
います。本試験問題の答案は、はじめは 80 分で取り組んでいただいても大丈夫ですが、できれば
初めから、ＭＭＣ模範解答解説やテキストなどを参考にして、自分なりに模範解答を見直し、不足
している視点やキーワードの修正を行い、答練再答案と同様に、答練の再答案同様、
設問題意把握 → 事例文根拠把握 → 解答マトリックス＋解答の型の想定
→ 分かりやすい解答の書きあげ（模範解答通りが望ましい） → 試験時間内に書上げ
→ 最終再答案、
の順で完成させた答案をご提出下さい。ご自身で答案の改善点に気づくことができ、それをご自
身で修正することができれば、大きな実力向上につながります。そのため、本試験の再答案は、事
例再答案同様、形式基準による採点となります。本試験の再答案の効果的な取り組み方法は、主
に各事例の基礎講義で伝えます。また、講座当該年度のＭＭＣ受講生の本試験合格再現答案も教
材の一部として使用しますので、そうした点を聴講した後、本試験の再答案に取り組むのが望ま
しいと思われます。
Ｑ：アーカイブ講座を検討していますが、模擬試験は会場で受けられますか。またライブ講座受講生と同
じように、アドバイスを受けられますか？
Ａ：アーカイブ講座をお申込み頂いた場合でも、模擬試験は会場受験に変更して受けられます。模擬試
験の答案アドバイス返却もライブ講座受講生と同様にご予約頂ければ受けることができます。各
模擬試験の 1 ヵ月前ごろからＭＭＣホームページやマイページ内で、模擬試験の受験形態の変更
受付や、アドバイスの予約受け付けを行いますので、模擬試験の近くになりましたら、ＭＭＣホー
ムページやマイページをご確認いただき、変更・予約の手続きをお願いします。模擬試験のアドバ
イス付き返却は、日程･時間をホームページから予約いただき、その時間にマンツーマンで、模擬
試験の結果をもとに今後の課題や対策などをアドバイスいたします。アドバイスの時間は一人当
たりおおよそ 30～40 分ぐらいになります。アドバイス形態は、Zoom 対応を原則としています。
直接対面のアドバイスは、講座日に実施するライブ講座受講生に限定しています。合格講座の
答練の答案アドバイスは、ライブ講座受講生のみです。アーカイブ講座受講生の模擬試験アドバ
イス時に合格講座答練の答案へアドバイスは、承っておりません。
Ｑ：アーカイブ講座からライブ講座への変更はできますか？
Ａ：各期毎に変更は可能です。各期の切り替わり時期にお問い合わせ下さい。アーカイブ講座からライ
ブ講座への変更は、ライブ講座受講生数や教室席の空き状況次第で、対応出来ない場合がありま
すので、その際はご容赦下さい。変更を希望する場合には、ＭＭＣ事務局にお問い合わせくださ
い。アーカイブ講座からライブ講座へ変更する場合は、差額受講料を計算し、追加で差額分をお支
払いいただくことになります。
Ｑ：アーカイブの Web 動画講義は、ライブ講座の録画ですか？
Ａ：講義の内容は、全てライブ講座（Zoom･教室）
（水、土、日曜日の全て）を撮影したものを配信する
予定です。従来は、アーカイブ講座用に短時間にまとめた再撮影動画を配信していました。しか
し、ＭＭＣイズムを用いた実践的な中小企業診断士第 2 次試験の合格方法のうち、受講生とのや
り取りを前提とした教室ライブ講義でしか伝えにくい内容もあることや、形式にとらわれない実
践的な教室講義の配信要望が多いため、2020 年から教室講義をアーカイブ動画として配信してし
ます。教室では、プロジェクター（EPSON プロジェクター EB-2265U 5500lm） を用いて見やす
くし、Zoom 上では共有画面に表示致しますので、教室でも Zoom でも鮮明に御覧頂けます。記述講
義は、書画カメラ（EPSON 書画カメラ ELDPC21）を用いて、鮮明な講師の手元画像を映し出しま
す。
講義の形態は、下記 3 形態があります。
・通常講義：講師が口頭で講義する形態で、演壇上の講師を映し講義します。
・板書講義：解説（PDF）や板書 PDF をプロジェクター・Zoom 共有画面で映しながら講義します。
・記述講義：講師が手元教材に書き込む形態で、書画カメラで映しながら講義します。

Ｑ：アーカイブ講座の Web 動画が教室録画であれば、ライブ講座に出る必要はないのですか？
Ａ：ライブ講座（Zoom･教室）は、複数の講師が出席して前週の答練のアドバイス返却を行います。ま
た、答練・模擬試験の最高得点答案をライブ受講生限定でマイページに公開（個人名は未公表）致
しますので、より実践的に学習を進めていくことができます。質問シートではなく、講師に直接質
問できますので、疑問点も解決しやすくなります。
ＭＭＣのライブ講座（Zoom･教室）は、随時、講師が質問を承りますので、講義前の時間、講義
間の休憩や昼食時などに気軽に質問することができます。そのため、ＭＭＣは、ライブ講座（Zoom･
教室）の受講を推奨しております。
Ｑ：ライブ講座（水曜日）は、答練の取り組みが自宅ですが、その理由を教えて下さい。
Ａ：2020 年より水曜講座の答練取り組みを自宅とし、答案を教室で提出する形式にしました。水曜講
義の希望者は、お仕事の都合（又は家族サービス）で土日曜日講座の参加が難しい方が多い傾向に
あります。従来は、答練取り組みを、講座時間内に取っていました。そのため講義の時間が確保で
きず、土日曜日講座の講義に比べ短縮して進めるしか方法がありませんでした。さらに、講義時間
やアドバイス返却の時間を確保するために、水曜日日中に講座を設定しても、参加できることが
少なく、早くても 17 時以降でしか参加できない場合が多いのが実情です。そのため自宅での答練
取り組みとし、講座では講義やアドバイス返却を中心として土日曜日講座とほぼ同等の講義時間・
アドバイス返却時間を確保するようにしました。
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