Step

講座内容
■基礎講義①

２次試験完全合格学習方法（Case Study100）

・中小企業診断士2次試験に求められる事例解法技術と2次合格に向けた学習スタンス
・診断技術・理論と事例問題解法の技術、問題文の読み方と合格答案の書き方、他

■基礎講義②

組織（Case Study111）

土･日曜講座

平日講座

09:40～12:30 講義１ 診断･解法技術解説
13:30～15:30 講義２ 2019年本試験解説

同右（通信講座と同一）

通信講座
自宅 講義1 動画講義
自宅 講義2 動画講義

本試験研究＆事例解法の実践知識

■基礎講義④

生産（Case Study131）

事例解法基本技術のマスター
合格キーワードの把握
出題傾向を分析し、事例の解答に必要な診断
技術や専門知識を習得する。

学習ガイドブック
本試験事例問題
本試験解答解説集

・組織事例の出題傾向と学習方法、事例解法に必要な専門知識

Step①
流通（Case Study121） 本試験研究＆事例解法の実践知識
基礎講義 ■基礎講義③
・マーケティング･流通事例の出題傾向と学習方法、事例解法に必要な専門知識

コース

講座目的･主教材

09:40～12:30 講義１ 本試験出題傾向
13:30～15:30 講義２ 合格キーワード

同右（通信講座と同一）

本試験研究＆事例解法の実践知識

自宅 講義1 動画講義
自宅 講義2 動画講義

・生産･技術の出題傾向と学習方法、事例解法に必要な専門知識

■基礎講義⑤

財務（Case Study141）

本試験研究＆事例解法の実践知識

・財務事例の出題傾向と学習方法、事例解法に必要な専門知識

■基本答練①

合格点を確保するの読み方
設問・事例文の読み方

組織（Case Study211）

・環境分析、事業展開、組織構造、人的資源管理等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

■基本答練②

流通（Case Study221）

Step② ・経営戦略、品揃戦略、プロモーション戦略等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）
基礎答練 ■基本答練③ 生産（Case Study231）
8事例 ・SWOT分析、生産計画、作業管理、情報管理等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）
■基本答練④

09:10～09:40
09:40～11:00
11:20～12:50
13:50～14:50
15:10～15:40

アドバイス答案返却
答練 教室取組
解説１ 合格キーワード
解説２ 設問・事例文の読み方
財務応用計算問題

17:30～18:30 アドバイス答案返却
教室
答案提出
18:30～20:00 解説1
20:10～21:10 解説2
自宅
財務応用計算問題

事例文･設問文の読み方と合格答案（60点レベ
ル）の書き方を中心に学ぶ。

自宅
自宅
自宅
自宅

マイページ答案提出
解説1 動画講義
解説2 動画講義
財務応用計算問題

事例問題
事例解答解説
解答用紙

財務（Case Study241）

★ 第１回模擬試験
■応用答練①

組織･流通･生産･財務（Mock examination11･12･13･14）

ー

・経営分析、ＣＶＰ分析、セグメント別損益計算等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

本試験同様の時間割で会場実施（後日アドバイス）

同左

自宅 マイページ答案提出

合格点を確保する書き方
事例文の根拠の見出し

組織（Case Study311）

・環境分析、事業展開、組織対策、人事制度等について出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

■応用答練②

流通（Case Study321）

・経営戦略、データ分析、品揃戦略、プロモーション戦略等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

■応用答練③

生産（Case Study331）

Step③ ■応用答練④ 財務（Case Study341）
応用答練 ・キャッシュフロー、投資の経済性計算等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）
12事例
■応用答練⑤ 合格答案徹底研究（Case Study351）

アドバイス答案返却
答練 教室取組
解説１ マトリックス整理
解説２ 型による合格解答文作成方
財務応用計算問題

09:10～09:40 アドバイス答案返却
09:40～11:00 答練
11:30～15:30 答案研究・発表（グループ別）

17:30～18:30 アドバイス答案返却
教室
答案提出
18:30～20:00 解説1
20:10～21:10 解説2
自宅
財務応用計算問題

自宅
自宅
自宅
自宅

マイページ答案提出
解説1 動画講義
解説2 動画講義
財務応用計算問題

土･日曜日講座へ編入。

財務アカウントゼミ（講座＋問題集）

09:40～15:30 問題集を使用して講義

同左

自宅 動画講義

オプション講座

財務ファイナンスゼミ（講座＋問題集）

09:40～15:30 問題集を使用して講義

同左

自宅 動画講義

オプション講座

財務答練ゼミ①･②･③（Case Study741･742･743）

09:40～18:00 答練(80分)・解説（40分）×３事例

同左

自宅 マイページ答案提出 動画講義

本試験同様の時間割で会場実施（後日アドバイス）

同左

自宅 マイページ答案提出

■強化答練①･②

組織･流通･生産･財務（Mock examination21･22･23･24）

■強化答練⑤･⑥

生産（Case Study431･432）

■徹底答練①･②

る。

09:10～09:40
09:40～11:00
11:20～12:00
12:50～14:10
14:25～15:05
15:20～15:50

アドバイス答案返却
答練1 教室取組
解説1 因果関係、切り口の活用
答練2
解説2 短時間対応方法
財務応用計算問題

17:30～18:30 アドバイス答案返却
教室
答練1 答案提出
18:30～19:10 答練1 解説
教室
答練2 答案提出
19:20～20:00 答練2 解説
自宅
財務応用計算問題

自宅
自宅
自宅
自宅
自宅

答練1 マイページ提出
解説1 動画講義
答練2 マイページ提出
解説2 動画講義
財務応用計算問題

事例問題
事例解答解説
解答用紙

中
期
コ
ー

Step④
強化答練 ■強化答練⑦･⑧ 財務（Case Study441･442）
18事例 ・経営分析、CVP分析、ＣＦ、投資経済性計算、期待値等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）
・SWOT分析、設計･技術、作業管理、設備管理等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

ス

本試験同等レベルの実践的問題に繰り返し取
り組むことで合格答案作成技術の定着を図

流通（Case Study421･422）

・品揃戦略、プロモーション戦略、データ分析、共同事業等を出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

ス 通
期
コ

合格答案の技術の定着
解答文の見栄えの確保

組織（Case Study411･412）

・環境分析、戦略的事業展開、組織体制、人事制度、モラール、等を出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

■強化答練③･④

事例問題
事例解答解説
解答用紙

－

オプション講座

★ 第２回模擬試験

前
中
期
コ

本試験レベルの事例問題に取り組み、事例文
の分析方法、高得点答案（80点レベル）の書
き方を学ぶ。

ー

・高得点答案の特長を徹底研究。受講生全員の答案を配布し、グループで優秀答案の選定と高得点答案の特長を研究する。

09:10～09:40
09:40～11:00
11:20～12:50
13:50～14:50
15:10～15:40

ス

ー

・SWOT分析、営業戦略、作業管理、情報管理等を中心に出題（予定）、財務の応用計算問題（30分）

前
期
コ

ス

流通･生産（Case Study423･433）

・事例は学習の進捗状況に合わせた本試験同等レベルの応用問題を出題、財務の応用計算問題（30分）

■徹底答練③･④

組織･財務（Case Study413･443）

・事例は学習の進捗状況に合わせた本試験同等レベルの応用問題を出題、財務の応用計算問題（30分）

オプション講座
★ 第３回模擬試験

ファイナル財務①～⑥（Case Study841～846）
組織･流通･生産･財務（Mock examination31･32･33･34）
組織（Case Study511･512･513）

■直前答練④･⑤･⑥
Step⑤
直前答練 ■直前答練⑦･⑧･⑨
28事例 ■直前答練⑩･⑪･⑫

流通（Case Study521･522･523）

★ 第４回模擬試験

生産（Case Study531･532･533）

本試験同様の時間割で会場実施（後日アドバイス）
09:10～09:40
09:40～12:00
12:50～15:10
15:30～17:50

アドバイス答案返却
答練1 答練(80分)・解説（40分）
答練2 答練(80分)・解説（40分）
答練3 答練(80分)・解説（40分）

17:30～18:30
18:30～19:10
19:20～20:00
20:10～20:50

同右

マイページ答案提出（講義無し）

同左

自宅 マイページ答案提出

アドバイス答案返却
答練1 解説（40分）
答練2 解説（40分）
答練3 解説（40分）

自宅
自宅
自宅
自宅

答練 マイページ答案提出
解説1 動画講義
解説2 動画講義
解説3 動画講義

財務（Case Study541･542･543）
組織･流通･生産･財務（Mock examination41･42･43･44）

本試験同様の時間割で会場実施（後日アドバイス）

同左

自宅 マイページ答案提出

オプション講座

直前スパーリング①

組織･流通･生産･財務（Sparring11～14）

本試験同様の時間割で会場実施（答練のみ。添削・個別アドバイス無）

オプション講座

直前スパーリング②

組織･流通･生産･財務（Sparring21～24）

本試験同様の時間割で会場実施（答練のみ。添削・個別アドバイス無）

・通学講座で一日に複数事例取り組んだ場合、1回目の答練に対して答案アドバイスを行います。なお、徹底答練③･④、直前答練⑩･⑪･⑫は答案のマイページ返却のみとなります。
・答案(再答案含む)提出には〆切があります。提出期間は、「解答用紙の提出・受取の手順書（ＰＤＦ）」に記載されています。また、再答案および本試験問題は、学習ガイドブックの注意事項に従ったものをご提出下さい。
・教室で行う答案アドバイス返却は、講義開始前、昼休み、休憩、講義終了後等に行います。一人あたり5～10分を予定しています。
・財務集中ゼミ、ファイナル財務、直前スパーリングは、オプション講座となり別途お申込みが必要です。（直前スパーリング①・②は、通学受講生、通信受講生の順で優先募集を行います。受講は、ＭＭＣ受講生が対象となっております。）
・模擬試験の受験形態（会場・通信）、受験日時は、模擬試験約1ヵ月前より同案内ページから変更可能です。土日・平日講座の通年コース（模擬試験含む）でお申込みの場合、第４回模擬試験受験日は9月12日（土）に初期登録されます。
・講座時は、筆記用具・電卓を必ずお持ちください。送付された教材は、特に連絡がない限り、お持ちいただく必要はありません。教室・会場の未定や変更は、「2020年教室案内（PDF）」で随時更新しお知らせします。

本試験対応力の強化
試験で実践的解答作成力の養
成
直前期は、予想問題に取り組み、本試験対応
力を強化する。

事例問題
事例解答解説
解答用紙

後
期
コ
ー

■直前答練①･②･③

同右

ス

