
 

 
１．講座の目的 
 この講座は、通信教育で日商簿記検定３級・２級の取得を目指す講座です。ネット試験にも対応しています。 

 
２．簿記の必要性 

就職活動で使える！ 
２級以上を取得していると、アピール手段として非常に有効です。社会で働くために必須のスキル

です。就職や転職関係のあらゆるランキングで、必ず上位に入っている資格です。 

どの学部生でも大丈夫！ 「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」の 4 つができれば何の問題もなし！ 

ビジネス全般に使える！ 
自社の経営状況を把握することができ、コスト感覚も身につきます。かつ、経営戦略的な提案やコ

ンサルティングができる、視野の広い社会人になれます。 
 
３．講座の実施方法 
    経理研究所 Web サイト「学生サポートシステム」を利用し、Web 上ですべて授業を受講します（ライブ講義を

実施しませんので、多摩キャンパスに通学する必要はありません）。また、「学生サポートシステム」より模擬試験

問題をダウンロードすることによって、実践的な問題練習を自宅で実施し、実践力を養成します。 
 
４．講座内容 

３級講座 ～ビジネスの共通言語としての簿記の基本的なルールが身につきます～ 

（１）カリキュラム ※試験範囲変更により、内容が変わることがあります。 
 

         

第Ⅰ期 
全９回 

講義と問題演習
で知識を習得 

第Ⅱ期 
全 11回 

講義と問題演習
で知識を習得 

模擬試験 
全 10回 

模擬試験で最終
確認 

 

 

 

 

 

 
 
（２）受講スケジュール 

 

年
月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

20232022

Ⅱ期受講Ⅰ期受講 Ⅳ期受講Ⅲ期受講

統一試験 統一試験

Ⅰ期受付 Ⅱ期受付 Ⅳ期受付Ⅲ期受付

ネット試験 統一試験  
 合格目標 受講期間 受付期間 
Ⅰ期 20２２年 6 月 20２２年 4 月～20２２年 6 月検定日 20２２年 2 月初旬～ ５月中旬 
Ⅱ期 20２２年 ８月頃 20２２年６月中旬～20２２年８月下旬 20２２年 ５月中旬～ ７月下旬 
Ⅲ期 20２２年 11月 20２２年 9 月～20２２年 11月検定日 20２２年 ８月初旬～１０月中旬 
Ⅳ期 202３年 2 月 20２２年 12月～202３年 2 月検定日 20２２年１０月中旬～ 1 月中旬 

 
 （３）受講料 26,000 円 

学部不問！ 

講義(Input) 演習(Output) 

 
第１章 簿記の基礎 
第２章 現金預金 
第３章 商品売買 
第４章 債権債務 
第５章 手形 
第６章 固定資産 
第７章 資本金と税金 
第８章 決算 
第９章 伝票式会計 

 
第２章 現金預金     ［過去問対策］ 
第３章 商品売買      
第４章 債権債務 
第５章 手形 
第６章 固定資産 
第７章 資本金と税金 
第８章 決算 
第９章 伝票式会計 
第 10章 証憑 
第 11章 帳簿組織 
第 12章 応用論点 

       「実学の中大」が誇る伝統と実績の研究所 

  中央大学経理研究所  

２０２２年度 
受講生 

募集 Web簿記セミナー 

【注意事項】 
第Ⅱ期のみネット試
験受験となります。 
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年
月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2022 2023

Ⅰ期受講

統一試験

Ⅰ期受付

統一試験

Ⅱ期受講

統一試験

Ⅱ期受付

統一試験

Ⅲ期受講

統一試験

Ⅲ期受付

統一試験

２級講座 ～株式会社の基本的なお金の流れを知ることができます～ 
 
（１）カリキュラム ※試験範囲変更により、内容が変わることがあります。 
 

      

第Ⅰ期 
一般簿記１７回 

講義と問題演習
で知識を習得 

第Ⅱ期 
工業簿記１２回 

講義と問題演習
で知識を習得 

模擬試験 
全 10回 

模擬試験で最終
確認 

      
第Ⅲ期 

構造簿記 2回 
連結会計 2回 

講義と問題演習
で知識を習得 

応用・発展期 
一般簿記２回 
連結・構造各1回 
工業簿記 2回 

講義と問題演習
で知識を習得 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）受講スケジュール 

  

  合格目標 受講期間 受付期間 
Ⅰ期 20２２年 11月 20２２年 4 月～20２２年 11月検定日 20２２年 3 月初旬～ 5 月中旬 
Ⅱ期 202３年 2 月 20２２年 7 月～202３年 2 月検定日 20２２年 6 月中旬～１０月中旬 
Ⅲ期 202３年 6 月 20２２年 11月～202３年 6 月検定日 20２２年 10月中旬～ 1 月中旬 

 
（３）受講料 66,000 円 

 

５．講座の受講について 
（１）講座の受講について 

① 受講料には、教材費、模擬試験、送料、消費税が含まれています。 

② 講座視聴期間内において、インターネット上（学生サポートシステム）での講義受講の他、Web または多摩

キャンパスにおいて質問・相談をすることができます。 

③ 教材等は受講申込者本人に送付します。受領時に万一不足するものがありましたら、経理研究所事務室ま

でお知らせください。模擬試験については「学生サポートシステム」よりダウンロードしていただきます。 

④ 講座視聴期間内にインターネットを通じて閲覧する場合、機器、通信回線の故障等で閲覧できなかったと

しても責任は負いかねます。 

⑤ Web 動画の複製または録画、ダウンロード等は禁止します。 

講義(Input) 演習(Output) 

第Ⅰ期 
［① 一般簿記ステップⅠ］ 
序章 株式会社の簿記 
第１章 現金預金 
第２章 棚卸資産 
第３章 債権債務 
第４章 有価証券 
第５章 固定資産 
第６章 引当金 
第７章 純資産 
第８章 損益と税金 

［② 一般簿記ステップⅡ］ 
第１章 現金預金 
第２章 棚卸資産 
第３章 債権債務 
第４章 有価証券 
第５章 固定資産 
第６章 引当金 
第７章 純資産 
第８章 損益と税金 
第９章 月次決算 
 
 

※項目は予告なく変更することがあります。 

第Ⅱ期 
［③ 工業簿記ステップⅠ］ 
第１章 工業簿記の基礎 
第２章 個別原価計算 
第３章 総合原価計算 
第４章 費目別計算① 
第５章 製造業の財務諸表 
第６章 費目別計算② 
第７章 本社工場会計 
第８章 部門別計算 
第９章 製品別総合原価計算 
第１０章 標準原価計算 
第１１章 ＣＶＰ分析 
第１２章 直接原価計算 

第Ⅲ期 
［④ 構造簿記ステップⅠ］ 
第１章 本支店会計 
第２章 企業結合 
［⑤ 連結会計ステップⅠ］ 
第１章 連結会計【連結修正仕訳】 
［⑥ 連結会計ステップⅡ］ 
第２章 連結会計【総合問題】 

応用・発展期 
［⑦ 連結会計ステップⅢ］ 
  第 3章 連結会計【応用論点】 
［⑧ 工業簿記 ステップⅡ］ 
  第 13章 工業簿記【応用論点】 
［⑨ 一般簿記 ステップⅢ］ 
  第 10章 一般簿記【応用論点】 
［⑩ 構造簿記 ステップⅡ］ 
  第 3章 構造簿記【応用論点】 
［⑪ 一般簿記 ステップⅣ］ 
第 11章 一般簿記【発展論点】 

［⑫ 工業簿記 ステップⅢ］ 
第 14章 工業簿記【発展論点】 

 受験チャンス 
は 2回！ 
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（２）受講キャンセル・講座変更等について 
      受講申込後のキャンセル及び講座の変更はできません。また、受講料納入後の返金はできません。 
（３）視聴期間について 
視聴期間開始後の申込はできますが、視聴期間の延長はできません。講座視聴期限の終了後に再度受

講を希望する場合には、改めて受講申込手続及び受講料が必要となります。 
（４）受講資格の取り消しについて 
      受講申込時に署名された誓約書の事項を遵守できなかった場合、または、不正受講が判明した場合には受
講資格を取り消します。 

 

６．受講資格 
中央大学在学生 

 

７．申込方法 
（１）経理研究所公式Webサイトにある「新着ニュース」に表示されている「【学生向け】求められる人材になる」
からお申し込みください。 
 経理研究所 中央大学 🔍 httpｓ://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/ 

（２）支払方法 
受講料は下記の口座にお振り込みください。振込手数料は、お振込人の負担にてお願いいたします。 
  ●振込口座名：中央大学経理研究所（ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸｹｲﾘｹﾝｷｭｳｼﾞｮ） 

      ●振込先銀行：三井住友銀行八王子支店  口座番号：（普通）３１６５７８５ 
みずほ銀 行 府 中 支 店  口座番号：（普通） ８１１５７４ 

※受講料納入後の返金はできません。原則として、領収書は発行しませんので、銀行からの振込金受取書を保管してください。 

 

８．受講ＩＤ・パスワードの発行 
（１）提出書類、受講料振込の確認後、学生サポートシステムＩＤ・パスワードや教材等を届出の住所に送付いた

します。 
（２）講座の受講は、受講申込者本人のみ有効です。他人に譲渡することはできません。 
 

９．動画の動作環境 
（１）動画視聴の推奨環境 

Windows 8 •Internet Explorer をご利用ください。 
•Google Chrome、Firefox でも動画を視聴可能ですが、動画のリンクをクリックしても再生が開始
されない場合があります。その際は、再読込操作を行ってください。 

Windows 10 •Microsoft Edge または Internet Explorer をご利用ください。 
•Internet Explorer は以下の手順で起動できます。 
  スタート → Windows アクセサリ → Internet Explorer 

•Google Chrome、Firefox でも動画を視聴可能ですが、動画のリンクをクリックしても再生が開始
されない場合があります。その際は、再読込操作を行ってください。 

Mac OS •Safari をご利用ください。 
•Google Chrome、Firefox でも動画を視聴可能ですが、動画のリンクをクリックしても再生が開始
されない場合があります。その際は、再読込操作を行ってください。 

Android •最新バージョン搭載のスマートフォンやタブレットでは標準ブラウザをご利用ください。 
•動画が再生されない場合は、ブラウザアプリ「Puffin Web Browser」をインストールし、同アプリで
ログインしてください。Puffin Web Browser は無料ですが、動画視聴に対しては一定期間後に年
間200円程度の料金が必要となります。 

iPhone / iPad •標準ブラウザをご利用ください。 

（２）動画の再生速度変更について 
動画の再生速度変更は、以下の場合のみ可能です。Google Chrome、Firefox、Android 端末、iPhone
では速度変更できません。 
Windows 8 Internet Explorer でログインし、Windows Media Player で動画を再生する場合。 
Windows 10 Microsoft Edge でログインする場合。または、Internet Explorer でログインし、Windows Media 

Player で動画を再生する場合。 
Mac OS Safari でログインする場合。 
iPad 標準ブラウザでログインする場合。 
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（３）Internet Explorer で動画を視聴できない 
動画のリンクをクリックするとファイルの保存を求められ、Windows Media Player が起動しない場合は、以
下の手順で「既定のプログラム」の設定を変更してください。 
1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「既定のプログラム」の順でクリック。 
2.「既定のプログラムの設定」をクリック。 
3.プログラムの一覧から「Windows Media Player」をクリック。 
4.「すべての項目に対し、既定のプログラムとして設定する」→「OK」の順でクリック。 

（４）注意事項 
お手元の環境によっては受講ができないことがあります。「無料公開動画」にて視聴可能かご確認いただい
てからお申し込み下さい。 

 

10．受験手続もサポート 
    ６月、１１月と翌年２月の日商簿記検定試験（統一試験）を中央大学多摩キャンパスにて受験できます。また、
受験申込から合格証書の受け取りまで、すべて多摩キャンパスにて行います。なお、社会情勢の変化により変更
されることがあります。詳細は経理研究所公式Web サイトにてお知らせいたします。 
 経理研究所 中央大学 🔍 httpｓ://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/accounting/  

    ネット試験については中央大学会場はありません。また、受験手続の取次は行っておりません。 
 

11．その他 
ご不明な点がございましたら、経理研究所事務室までお問い合わせください。 

 

【無料体験講座公開中！】 
ただいま簿記３級講座のWeb授業の一部を、無料公開しております。 

個人情報の入力などの面倒な手続きは一切ありません！是非一度ご覧ください。 
経理研究所学生サポートシステムWebサイト httpｓ://mdl３.chuo-keiriken.ｊｐ/ を開き、「無料公開動画」をク
リックしてください。 
 経理研究所 学生サポート 🔍  

 

 

中央大学 
多摩キャンパス 
〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1 学生研究棟（炎の塔）１階 
経理研究所事務室 
TEL：042-674-4215 

 
個人情報の取り扱いについて 
 「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、中央大学経理研究所では受講者の個人情報について慎重に管理し、個人情報の
保護に努めます。下記の目的以外に利用することはありません。また、受講者の情報を受講者の同意なしに第三者に開示・提供するこ
とはありません。 
１．受講者への連絡及び受講生証、教材・テキスト等の送付 
２．講座関連情報（パンフレット、チラシ等）の送付 
３．受講者に関する資料の作成（受講者名簿、統計資料等） 


