スマートフォンでもご覧いただけます※

Web通信講座

通学講座の専任講師が直接指導する安心の通信講座 !
!

マスターコースＳ
２次試験初学者・学習経験者向け

コースNo.
18‑252

答案の提出・返却はインターネットを利用！添削答案は原則7日後にＭＭＣより返却!
!
２次マスターコースＳ(
通学講座)
と同様の問題とカリキュラム。
無料：再答案添削付き（各事例1回/全16回）!
!
事例問題16題(
模試含)
＋財務の応用計算問題(
16問)
＋基本知識確認テスト(
短答式)
。
We
b動画配信で重要ポイントを解説(模試は除く)。

▼通信講座マスターコースＳのカリキュラム▼
〔事例解法の基本技術〕
組織・マーケティング・
生産・財務事例の解法技術

■事例解法の基本的な考え方
■事例問題の出題傾向と対策
■２次試験合格の鉄則(
考え方)
■２次試験合格の武器(
ツール)

基本知識確認ﾃｽﾄ
(短答式)自己学習

STEP１は、学習ガイドブック・Web動画び基本知識確認テストなどで２次試験に必要な専門知識を学習
するとともに事例解法技術の基本を学びます。

組織の事例：１題
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの事例：１題
生産の事例：１題
財務の事例：１題

４事例

︵
再答案学習付︶

添削指導

基本事例への取り組み

第１回模擬試験
３月10日
（添削指導） ４
事例
■基本事例問題は１題で多くのこ
とが学べる良問を出題します。

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの事例：１題
生産の事例：１題
財務の事例：１題

４事例

︵
再答案学習付︶

添削指導

応用事例への取り組み
組織の事例：１題

第２回模擬試験
５月19日
（添削指導） ４
事例

●模擬試験は、会場受験に変
更することができます。
●通学講座で取り組む『財務事
例の応用計算問題』も、送付し
ます。問題は全部で16問、問題
のレベルは平成26年度事例Ⅳ
の第2問･
第3問や平成27年度事
例Ⅳの第3問と同等の難易度を
想定しています。

２次試験対策通学講座(
マスター
コースＳ)
の教材を使用する「Web
通信講座マスターコースＳ」は、２
次試験合格を目指す上で必要と
なる「専門的な知識」、「事例問題
の読み方・分析の仕方」、「合格答
案の書き方」がステップアップ方式
で学習できるように構成された通
信講座です。
全16題の事例数と親身な添削指
導で2次試験合格力を高めていき
ます。事例問題の添削は、「今回
できたことと」「次回の課題」を分か
りやすく明確に
アドバイスしま
す。

●質問は、E‑ma
i
l
、FAX、電話
にて受付します。

■応用事例問題は、本試験と同等
レベルの問題を出題します。

事例は全て再答案添削付です

STEP２･３では、「２次対策通学講座でも使用している重要重点問題」や「本年度の予想問題を出題する模擬
試験」に取り組み、合格答案作成の技術を修得していきます。Web動画配信による解説付(模擬試験は除く)。

希望によりSt
ep
４（全12事例）を追加受講することもできます。
（申し込み受け付けは４月末頃にホームページでご案内します）
50点

60点

70点

80点

８月中旬スタート!
!

オプション：２次直前対策通信講座
本年度の予想重点問題を出題します。（
別途申込みが必要です）
①組織・人事の事例 ×３題 ②マーケティング・流通の事例 ×３題
③生産・技術の事例 ×３題 ④財務・会計の事例 ×３事例

平成30年度 ２次試験完全合格

合格のためには、多くの事例問題に
取り組み、あらゆる問題に対応でき
るよう実践力を高めておくことが必
要です。しかし、確実に高得点を取
るためには、１つの問題を深く掘下
げて高品質な答案をつくる学習も必
要です。ＭＭＣでは、受講生のみな
さんが作り上げた再答案を添削し応
援しています。(無料：各事例1回/
全16回)

【答案の提出・返却等について】
❶ Step2～3 及び模擬試験の答案提出･返却
はインターネットを利用して行います(郵送
による答案の受付･返却はございません)。
❷答案(再答案含)の提出には締め切りがあ
ります。Step2→5/7、Step3→6/18、本試験
問題(25～29 年のみ)→7/2、いずれも 17:00
迄の提出(マイページからのアップロード)
になります。再答案および本試験問題(25～
29 年のみ)は、学習ガイドブックを参考に取
り組んだものを提出いただきます。
❸ 答案は、答案提出後７日後にＭＭＣより
返却(受講生マイページへのアップロード)
します。答案の返却は模擬試験と時期が重な
った場合は遅れる場合もあります。また、再
答案や本試験問題の添削については原則提
出後７日後にＭＭＣより返却する予定です
が、模擬試験と時期が重なった場合は、通常
課題の添削を優先するため遅れる場合もあ
ります。予めご了承ください。
❹ 再答案および本試験(25～29 年度のみ)
は、学習ガイドブックを参考に取り組んだも
のを提出いただきます。再答案および本試験
答案の提出受付は 1 回限りとなります。

□写真は通信講座マスターコースＳの主な教材です。写真に含まれていない教材(財務の応用計算問題など)もあります。
□教材は、カラーや表紙のデザインなど写真と一部異なる場合もあります。
□本試験問題集、本試験解答解説集には、解答用紙は含まれていません。本試験の解答用紙は MMC Web ページよりダウンロードできます。

【通信講座マスターコースＳの教材と送付予定】
目
的

Step1

教
材

目
的

Step2

教
材

目
的

Step3

教
材

■期

（送付予定日）

学習ガイドブック、テキスト、Web 動画解説などを利用して、事例（組織･人事、マーケティング･流通、
生産･技術、財務･会計）の解答に必要な基本的な考え方(解法の技術)と専門知識を習得します。
□テキスト類（基本学習テキスト、学習ガイドブック）
□本試験問題集･本試験解答解説集(13-29 年分)）
□事例基本知識確認テスト（組織、マーケティング、生産、財務の 4 分冊）
□web 動画配信（事例解法の技術=約 4 時間）
事例文(与件)や設問文をどのように読んだら良いか、さらに合格レベル(60 点)の答案をどのように書い
たら良いか、効果的かつ効率的な読み方・書き方を Web 動画のポイント解説と添削を通じて学びます。
□基本事例問題（全４事例）
▶ マーケティング･流通の事例- １事例
▶ 組織(人事を含む)の事例---- １事例
▶ 生産･技術の事例----------- １事例
▶ 財務･会計の事例----------- １事例
□Web 動画配信による解説（1 事例当り約 30 分×4 事例）
□第１回模擬試験：組織･人事、マーケティング･流通、生産･技術、財務･会計の事例）---- ４事例
本試験同等レベルの事例問題に取り組み、事例文(与件)や設問文の分析の方法、高得点(80 点レベル)を
確保するための答案づくりの技術を Web 動画のポイント解説と添削を通じて学びます。
□応用事例問題（全４事例）
▶ マーケティング･流通の事例- １事例
▶ 組織(人事を含む)の事例---- １事例
▶ 生産･技術の事例----------- １事例
▶ 財務･会計の事例----------- １事例
□Web 動画配信による解説（1 事例当り約 30 分×4 事例）
□財務の応用計算問題(16 問)
□第２回模擬試験：組織･人事、マーケティング･流通、生産･技術、財務･会計の事例）---- ４事例

・平成 29 年 12 月 21
日まで にお 申込 み
を行い、21 日迄に
お振り込 みが確 認
できた方へは 12 月
26 日にＭＭＣより教
材を発送します
・平成 29 年 12 月 22
日～平成 30 年 1 月
4 日迄にお申込み
を行い、1 月 4 日迄
にお振込が確認で
きた方へは、平成
30 年 1 月 6 日に教
材を発送します。
・平成 30 年 1 月 5 日
以 降に お 申 し 込 み
の方は、お振り込み
確認後 5 営業日(土
日除く)以内に教材
を発送します。

3/1(予定)

2/16(予定)

5/10(予定)

間：随時お申込できます（平成 29 年 12 月～平成 30 年 4 月中頃まで）
（お申込時に既に配布日程を過ぎた課題は一括でお送りいたします。課題の提出には締切がございます。Step2→5/7、Step3→6/18、
）
本試験問題(25～29 年のみ)→7/3 、いずれも 17：00 迄の提出(マイページからのアップロード)です。

■受

講

料：通信講座マスターコースＳは模擬試験の有無を選択して申込することができます。※模試は、後日追加で申込できます。
❶模擬試験(2 回分)を除く場合=38,880 円、 ❷模擬試験(2 回分)を含む場合=64,800 円
※2017 年度ＭＭＣ受講生は、基本学習テキスト、事例別基本知識確認テスト、本試験解答解説集を除いて申し込むことができます。

❸模擬試験(2 回分)を除く場合=30,240 円、 ❹模擬試験(2 回分)を含む場合=56,160 円

ＣＤ

(動画解説についてはＣＤを送付することもできます(ＣＤ代 2,270 円)。ＣＤをご希望の場合は、Web 申込みフォームで「ＣＤ有」を選択して申し込みくだ
さい。なお、動画ファイルは.wmv 形式のため、ご覧いただくためには MicrosoftⓇ/Windows Media Player 等が必要です。発送は教材と一緒にお送りいたします。)

【※お申込の際のご注意】
●通信講座のＷｅｂ動画は、ブロードバンド等の通信環境(ＡＤＳＬ同等以上)、MicrosoftⓇ/Windows Media Player 等が必要です。スマートフォンでもご覧いただけま
すが、お申込の前に必ずＭＭＣホームページ/2 次対策通信講座のページの無料デモ体験版で動作状況をご確認ください。詳しい内容は 23 頁をご覧ください。
●解答用紙の提出･返却は、インターネットを利用して行います。具体的な方法･手順は、お申込の前に必ずＭＭＣホームページ/2 次対策通信講座のページで「インタ
ーネットを利用した解答用紙の提出・受取の手順書（ＰＤＦ）」をダウンロードしてご確認ください。

