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2017-2018 エル・エー簿記検定３・２級講座ガイダンスレジュメ

エル・エー簿記検定講座 講師 広瀬

１．簿記とは？ … あらためて抑えておこう

現金などの収支、商品売買、債権・債務の発生および決済、備品・建物などの取得など、営業・経営活動を

記帳し、財産および損益の状況を明らかにすることを目的とし、その記帳のシステム(ルール)が簿記である

↓

事実(取引など)を記録・管理するもの

２．記録・管理の必要性 … なぜ簿記が必要なのか？

○日常の経営活動にともなう財産の変動(取引)を記録することによって、企業の財産管理に役立てる

○一定期間における企業の経営成績、財政状態(＝会社情報)を明らかにする

→ 利害関係者(ステークホルダー)に対して

経営者

従業員

自社の経営内容を把握

会社情報

(財政状態、経営成績)

投資者

投資判断

債権者

銀行など

取引先

取引をする上でのデータ

(取引可能か？)

国、地方自治体など

税金の徴収

経営上の判断

内部

外部

○商品販売業やサービス業で用いられるもの(商品を仕入れ販売をする)···················商業簿記(３・２級)

○製造業で用いられるもの(原材料からの製造過程：原価計算の要素を含む)·············工業簿記(２級)

３．取得へのきっかけ、メリット … 簿記の資格を取得していると？

○知識として必要（業務上など）、自己啓発（スキル Up）、就職・転職に役立てたい

・会計の業務のない会社はない → 業界を問わない幅広い選択肢

・経理などの業務につくための足掛かり

・お金の流れを把握していることのメリット(会社経営に関する数字を読み解く力、投資判断)

・社会人としての必須のスキル（契約、売買など様々なシーンで知識として役立つ、ビジネス基礎知識）

○その他資格取得の足がかりやダブルライセンスとして

→知識はもとより、資格取得学習において会計項目が含まれものもあります

公認会計士

税理士

米国税理士

米国公認会計士

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

中小企業診断士

マンション管理士

証券外務員

など

簿 記

など

<

会
計
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４．各級の内容（目標を定める） … 自分はどの級の取得を目指すのか？

○３級 簿記の基本知識。商店・中小企業の経理事務に役立ち、経営状況

を数字から理解できるようになる。日々の記録から決算書が作成

できるレベルまで到達

○２級 商業簿記＋工業簿記。商業簿記は３級で修得した知識をベースに

株式会社の経営管理など。

工業簿記は製造業で必要となる原価計算の基礎知識

○１級 商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算を修得。連結会計やキャ

ッシュ・フロー会計など。

経営管理や経営分析ができるレベルまで到達。公認会計士や税理

士などの国家試験の登竜門

試験までの期間（学習時間）や得る知識など要因はさまざまありますが、検定合格までのモチベーションを

保つため、学習(受講)前には必ず「○級取得を目指す！」といった目標を定めることが大切

よくある疑問

Ｑ．簿記をまったく学習したことがないが、３級からの受験でも大丈夫ですか？

Ａ．日商簿記検定は４級からありますが、一般的には３級の学習＝初学者対象として、各専門学校などは設定を行ってい

ます。エル・エー講座においても３級講座では簿記をまったく学習したことがない方向けとして講義内容も設定され

ていますので、ご安心ください。

Ｑ．自分は会社で経理の仕事を行っているので、２級からの受験で大丈夫ですか？

Ａ．まず、どのような業務を行っているか確認しましょう。３級は初学者向けとなっていますが、上記にある通り、日々

の記録から決算書の作成まで行います。現実の業務では会計ソフトなどを使用して、入力すれば決算書まで出来上が

るといった形になっていないでしょうか。そのソフトが行っている処理を学ぶことになります。また、書店等で３級

の学習内容を確認することもお勧めします。

５．日商簿記検定試験の概要（３級、２級）

○内容··········· ３級／商業簿記、２級／商業簿記、工業簿記 ○試験時間·········２時間

○試験日程····· ２月、６月、11 月の年３回 ○合格ライン······ 70％以上（70 /100 点）

○受験者数、合格率

実施回、日程
３級 ２級

実受験者数 合格者数 合格率 実受験者数 合格者数 合格率

144 回（H28.11.20） 94,411 名 42,558 名 45.1％ 56,530 名 7,588 名 13.4％

143 回（H28.6.12） 83,915 名 28,705 名 34.2％ 44,364 名 11,424 名 25.8％

142 回（H28.2.28） 89,012 名 23,701 名 26.6％ 70,402 名 10,421 名 14.8％

（日本商工会議所 HP より抜粋）

よくある疑問

Ｑ．受験する級は順番に受けていかなければいけないのでしょうか？

Ａ．日商簿記検定はどの級を受験されてもかまいません。また、検定回に３級・２級とダブルで受験していただくことも

可能です。

学習内容

（科目・ボリューム）

級

３級
（商簿）

２級
（商簿、工簿）

１級
（商簿、会計、工簿、原計）

？

？
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Ｑ．検定の改定はいつ行われているのですが？

Ａ．日商簿記検定は例年２月ごろに改正点などが発表され、６月検定よりその内容が反映されます。

つまり、２月検定と６月検定の間に行われるということになります。

改定内容については日本商工会議所ホームページでも確認することができます。

６．勉強のポイント … どうやって勉強していこうか？

＜学習計画の立て方＞

○インプット(講義)とアウトプット(演習)の関係を大切にする。

→１日に何時間という計画よりもインプットする項目＋それに属する問題をセットとして考え、

「１日○問」という量を目標として学習を行う

○時間のないときでも毎日持続して学習を続ける

→忙しいときは１問だけでもいいからともかく簿記から離れない

○インプットしたものを誰かに教えるイメージで声に出したり、取引を書き出してみたりする（体で覚える）

→取引の立ち位置で問題に対する解答も変わってきます。どういったことが行われているかを確認する為

にも書き出してみることも大切。そうすることによって理解度のチェックも行える

頭の中でイメージしていても実際に形にすると違っていたということもある

＜問題の取組み方＞

①取引をイメージしてみる →「応用力の強化」

②出題(問題)傾向のパターンを感じる →多くの問題に触れる、繰り返しの学習「試験合格への近道」

③計算ミス（電卓ミス）に注意 →慣れることが肝心「解答までの効率化、時間短縮」(※)

④得意・不得意分野を明確にする →学習にメリハリをつける 「学習の効率化」

(※)電卓の選び方 … 持ち込み可能な電卓機能について（商工会議所ホームページより）

電卓は計算機能(四則計算)のみのものに限る。以下の機能は持ち込みできない

・印刷（出力）機能 ・メロディー機能 ・辞書機能（文字入力を含む）

・プログラム機能（関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算等の公式の記憶機能がある電卓）

ただし、日数計算、時間計算、換算、税計算、検算(音の出ないもの)は可

できれば 12 桁以上のもので、早打ち機能など自分が使ってみてしっくり馴染むものを選ぶ

７．エル・エー簿記検定講座の内容

■コース紹介

○簿記検定３級パーフェクトコース（全 16 回）

合格徹底講義

全 13 回

直前対策講義

全１回

過去問解法講義

全１回

総合模擬答練

全１回
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○簿記検定２級パーフェクトコース（全 30 回）

合格徹底講義(全27回)

商業簿記／15 回

工業簿記／12 回

直前対策講義

全１回

過去問解法講義

全１回

総合模擬答練

全１回

■パックコース

○簿記検定３級・２級パーフェクトパック（全 46 回）

■受講形態

○<基本セット> 通信オンラインクラス

<講義> インターネット回線を使用した動画講義受講。受講期間内(※)なら何度も視聴可能

<教材> テキスト、問題集は郵送、その他補助教材はデータ(PDF データ)にて配信

○通信オンライン受講クラスにプラスできる「追加オプション」

①印刷レジュメ送付 … テキスト、問題集に加え、上記の補助教材も郵送にてお届け

②講義 DVD 送付 … オンライン講座と同内容の DVD をお届け

③印刷レジュメ送付＋講義 DVD

… テキスト、問題集、補助教材、そしてオンライン講座と同内容の DVD にしたものを郵送にてお届け

■受講期間

受講期間内は講義受講およびサポート(質問サポート、合格祝賀返金)が受けられます

○申込日から見て直近の検定回を「目標検定回（※）」と定めます

○受講期間は以下の通りとなります。

・簿記検定３級パーフェクトパック

・簿記検定２級パーフェクトパック ·············目標検定回＋翌回の検定回まで

例）申込日 3/1 の場合は、目標検定回は「6月検定」、受講期間は「11月検定」までとなります

・簿記検定３級・２級パーフェクトパック··········目標検定回＋翌々回の検定回まで

例）申込日 3/1 の場合は、目標検定回は「6月検定」、受講期間は「2月検定」までとなります

（※）目標検定回の確認につきましては、エル・エー／通信事業部までご連絡ください

■講義・教材の切り替え

上記でも明記した通り、６月検定より改定内容が反映されますので、エル・エー講座においてもそのタイミ

ングにあわせ、年１回、講義の収録と教材の切り替えを行っています。

＜エル・エー講座の販売スケジュール＞

〇２～５月 に教材発送 … ６月、１１月、２月検定対応

〇翌年１月下旬 … 販売終了

〇１月下旬～２月 … 教材発送待期時期


