
⇐講座
内容は

2017年度税理士試験対策
 WEB講座講義画面はこんなにすごい！ WEB講座講義画面はこんなにすごい！ WEB講座講義画面はこんなにすごい！

4アンケートボタン
講師から「今のところわかりましたか？」の確認で
「ＹＥＳ」「ＮＯ」を聞いたり、「ここで皆さんに5
択で聞きますね」などの問いかけで使用します。

学びやすさが　　　　　　　だから続けられる、合格できる

会計科目　 簿記論・財務諸表論一体型コース

ネットスクールの講師が 　　だから続けられる、合格できる

 穂坂治宏先生
 Haruhiro Hosaka
簿記論・財務諸表論
基礎・応用講義
直前期財表担当

2

4

31
1講師画面
講師が直接講義を行いま
す。講師の表情も映される
臨場感あふれる画面です。

2チャット画面
『生』講義中、講師へのメッ
セージを書き込めます。「質
問」はもちろん「今のとこ
ろもう一度説明して」もＯ
Ｋです。また講師から「わ
かった人チャットに答えを
お願いします」もあります。

3ホワイトボード画面
板書画面です。あらかじめ準備された「まとめ画面」
や「資料画面」に講師が書き込みながら授業を進
めます。もちろんプリントアウトもできます。

　担当講師　担当講師　担当講師

　　　　　　　だから続けられる、合格できる　　　　　　　だから続けられる、合格できる　　　　　　　だから続けられる、合格できる　　　　　　　だから続けられる、合格できる　　　　　　　だから続けられる、合格できる　　　　　　　だから続けられる、合格できる

ネットスクールは税理士受験生にとってもっとも効率的
で合格に直結する学習方法を研究してまいりました。
税理士試験では、１つの学習内容が２科目に渡って出題
されることがあり、これらはまとめて学習できるように
することが受験生に最も良いことと考えます。とりわけ
「簿記論」と「財務諸表論」の２科目は約７～８割が共通
する学習内容となっており、大きく異なるのは出題形式
でした。ネットスクールの簿財一体型コースは INPUT
（知識の習得）を一体型で行い、OUTPUT（問題演習）
は科目別に学習する方式になっています。

ここが

 桑原知之先生
 Tomoyuki Kurabara

生講義担当

経営学部同窓会
2017年度税理士試験対策

税理士講座（簿記論・財務諸表論）

 インターネットで授業配信
講義はインターネットを通じて行います。パソコンとＷＥＢ環境
があれば自宅でも外出先でも受講が可能です。（事前に環境
の確認ができます）

 オンデマンド講義（遅れての申込もOK）
生講義は翌日からオンデマンド（録画）配信。「生」講義が

受講できなくても本試験日までなら「いつでも」そして「何

度でも」受講が可能です。遅れての申込はペースを上げて

追いつきましょう。

 質問サポートもバッチリ
わからないところはどんどん質問してください。生講義中
のチャット質問に加え、毎週電話質問日を設定しています。
また専用ＳＮＳ「学び舎」では、質問掲示板を用意しています。

 合格サポートは進化型です
ネットスクールの税理士ＷＥＢ講座は、合格サポートをどん
どん進化させています。「ホームルーム」「質問会」の開催、
音声ダウンロードサービスなど盛りだくさんです。そして受
講生専用ＳＮＳ「学び舎」も、どんどん使い易さやその機能
を進化させています。

スマートフォン (iPhone・Android）
での視聴画面
※講師画面・ホワイトボード画面が
別々の画面で表示されます。
iPad・タブレット端末での視聴画面
※パソコンと同様に1画面で講義画
面が表示されます。

 自宅ではパソコン・外では携帯端末で！
iiPad・iPhone・タ ブ レ ット 端 末 で 視 聴 で き ま す。
自宅はパソコンで、外出先での復習は携帯端末等、隙間時
間を活用した学習も可能 !!

学びやすさの特長学びやすさの特長学びやすさの特長講義は WEB 講座 + 生講義

ムダのない学習法で効率的に合格を！

経営学部同窓会
龍谷大学　

本コースはインターネットを利用したWEB 講座と隔週の教室講義で 2017年８月税理士試験簿記論・財務諸表論２科目受験
を目標とした簿記論・財務諸表論を同時にムダなく効率的に学習する簿財一体型コースです。
税理士　会計科目の基礎となる、日商簿記２級の学習（復習）から開始し、2017年税理士簿記論・財務諸表論科目の合格を
目指します。講義は基本講義（基礎・応用講義 INPUT）をWEB講義で学習。隔週行われる生講義（スクーリング）で進捗の確認
やOUTPUTを行います。
また、２回行われる合宿で理論問題・過去問題の徹底学習を行います。

 簿記の基礎から学習し、税理士簿記論・財務諸表合格を目指します！

(1)　学識による受験資格
　　 大学 3 年次以上で、法律学又は経済学 (※1) を1科目以上含む 62 単位以上を取得した者

(2)　資格による受験資格
　　 日商簿記検定1級合格者・全経簿記検定上級合格者

（3）  大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学 (※1) を1科目以上履修した者
　　※1「経済学」とは、マクロ経済学、ミクロ経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、
　　　金融論、貿易論、会計学、　　 商品学、農業経済、工業経済等が該当します。
詳しくは、国税庁ホームページにてあらかじめご確認ください。

税理士試験の主な受験資格

受講料金免除 !!
※教材費は別途必要となります。

 倍 速 再 生 で 復 習 も バ ッ チ リ　
ライブ講義で実施した講義のオンデマンド講義は1.5 倍速・
2 倍速再生が可能 !

※講師は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

定員：50名
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簿記 2 級（商業簿記）INPUT

　2017年度受験向 税理士講座　年間スケジュール　2017年度受験向 税理士講座　年間スケジュール　2017年度受験向 税理士講座　年間スケジュール

簿
記
論

財務
諸表
論

税理士試験には受験資格を要します。受験資格には①学識②資格（日商簿記１級または全経簿記上級）③職歴の３つがあります。
詳細は【国税庁ホームページ】であらかじめご確認下さい。

コース 講義形式 講義コンセプト

基本講義 WEB講座 会計科目では簿・財一体型の講義で、効率的に計算から理論学習までのインプット講義行います。

OUTPUT講義 生講義
「簿記論」と「財務諸表論」に分け、問題の解き方を学習します。
また、４日間の長時間講義を合宿形式で実施し、財務諸表論の理解を深めます。

確認テスト 生講義 理解度チェックと苦手論点の確認の為、定期的にテストを行います。

過去問ゼミ WEB講座 現行制度にアレンジされた教材を用い「本番」への実践的な対処法を習得します。

的中答練 WEB講座 2017年向けの予想問題を使用して解き、講師より解法テクニックの伝授と解説を行います。

直前期OUTPUT
とおる模試

生講義
直前期に的中答練で学習した問題を中心に演習講義を実施。とおる模試は模擬試験形式で開催し
ます。また、試験直前に４日間連続の集中講義・演習を実施します。

簿記３級講義
WEB講座
生講義

日商簿記３級の基本論点をWEB 講義で学習・生講義で講義の内容チェックを行います。

簿記２級講義
WEB講座
生講義

日商簿記２級の基本論点をWEB 講義で学習・生講義で講義の内容チェックを行います。

経営学部同窓会税理士講座

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

  簿財一体型基本講義（WEB 講座）

OUTPUT講義（簿記論）・（財務諸表論）各10回

的中答練
簿・財（各6回） 税

理
士 

本
試
験

簿記論・財務諸表論コース

応用期（24 回）
過去問ゼミ
簿・財（各6回）　　基礎期（26回）

開
講
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合　宿

と
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模
試

直前期OUTPUT
（簿・財）各6回

日商簿記学習

９月 10月 11月

日商簿記学習期間の学習の流れ

簿記２級（商業簿記）OUTPUT

お申込み方法～受講の流れ
※インターネット環境が必要となります。　（スマートフォンやタブレットでも受講可能）
※視聴方法等、メールでのご連絡になりますので、受講者様のメールアドレスを教えていただ
　く必要があります。
　携帯電話メールアドレス・Yahoo メール・Gmail をご利用の場合は下記のメールアドレス
　からお送りするメールを受信できるよう設定変更をお願い致します。
　送信メールアドレス：boki-school@net-school.co.jp

▼お申込み前にご確認ください。

▼お申込み方法～受講の流れ
１．お申込みはお申込み期間 2016年 9月 12日～ 10月末日までに下記の内容をご入力いた
　　だき、メールにてお申込みをお願いいたします。
　　なお、お申込み前に、「個人情報のお取り扱いについて」をご確認いただき、ご同意の上、
　　お申込みをお願い致します。

個人情報のお取り扱いについて
※本申込時にご入力いただいた個人情報は、個人情報保護法及び関連法令に基づき適正に管理、
　保護し、講義配信目的以外の利用や第三者への情報提供は行いません。

※対象者は、経営学部の在学生および卒業生になります。
※お申込みは、先着順で定員50名になり次第、終了させて頂きます。

お申込み時にお送りいただくメール内容について

　送信先メールアドレス：zeirishi-kouza@ryukoku.biz
　件名：経営学部同窓会　税理士講座申込
　本文：経営学部同窓会　税理士講座申込をいたします。
　　　　ご受講者名　フリガナ：
　　　　ご受講者名　氏　　名：
　　　　学籍番号：（現在在籍中の方は学籍番号を、卒業生の方は卒業年をご記入ください。）
　　　　教材発送先郵便番号：（〒　　－　　　）
　　　　教材発送先ご住所：
　　　　電話番号：
　　　　メールアドレス：
　　　　
２．お申込み後、下記の銀行口座へ教材費をお振込ください。
　　卒業生の方は、事務局からの受付メールを受信後、教材費をお振込みください。
　　※お振込時の手数料につきましては、ご自身負担となります。
　　　あらかじめご了承ください。
　　
　　お振込銀行口座
　　　口座記号番号　　  00970-1-208184
　　　口座名称（漢字）　龍谷大学経営学部同窓会
　　　口座名称（カナ）　リュウコクダイガクケイエイガクブドウソウカイ
　　　教 材 費　　　　   教材費　30,000 円
　　※教材費に合宿料金は含まれません。合宿料金は参加を希望された方に別途ご案内をいたします。
　　※ご入金確認後、教材発送とメールにてご受講のご案内をお送りいたします。

なお、詳しい学習の流れにつきましては、開講ガイダンスにて、開講から本試験までの受講の
流れや学習方法についてご案内をいたします。

･･･WEB 講座 ･･･ 生講義

合　宿

お問い合せは　龍谷大学経営学部　同窓会事務局まで

簿記２級（商業簿記）の基本論点はWEB 講座で学習 !
OUTPUT は生講義を実施！
簿記論・財表の基本となる商業簿記の学習を行います。

税理士講座の学習の流れ
11月下旬から税理士簿記論と財務諸表の学習を開始します。
まずは、基本論点を学習いただく INPUT 講義と基本論点の問題対策を行うOUTPUT 講義から学習を開始します。
INPUT 講義はWEB 講座で学習いただけるので、タブレット端末やスマートフォンを活用して、移動時間や休憩時間等のスキ
マ時間を利用して学習いただけます。また、OUTPUT 講義は、龍谷大学の教室にて隔週土曜日に生講義で行います。
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