
 
 

受講申込書 

中小企業診断士受験講座 

※ 先着順に受け付けます。   FAX ０２７－２８８－００６２  

一般社団法人群馬県中小企業診断士協会 〒371-0854 群馬県前橋市大渡町 1-10-7 群馬県公社総合ビル 5F 

  ＴＥＬ．０２７－２８８－０２５７ 

※ 受講申込書はコピーしてご利用いただけます。 

※ 講座開講後、途中から参加も可能です。お問い合わせください。 

申込書 

※ 本申込書により知り得た個人情報は、責任をもって管理します。 この情報は本講座運営のみに使用し、 

それ以外で使用することはありません。 

振込先：群馬銀行 竪町支店（店番号：１０１）  普通 口座番号：１４１６５９９ 

一般社団法人群馬県中小企業診断士協会 会長 福島久  ｼﾔ)ｸﾞﾝﾏｹﾝﾁﾕｳｼﾖｳｷｷﾞﾖｳｼﾝﾀﾞﾝｼｷﾖｳｶｲ  

※ 振込手数料は、ご負担をお願い致します。 

2019年 10月受験 

２次試験対策講座 

２０１９年８月１７日（土）開講（9:30-16:30)全 8回 

会場：高崎商科大学： 群馬県高崎市根小屋町 741 

受講料 52,000円 【学生 26,000円】 

2020年 8月受験 

1次試験対策講座 

２０１９年１０月１２日（土）開講 

２０２０年６月２０日までの土曜日（9:30-16:30)全 28回 

会場：高崎商科大学： 群馬県高崎市根小屋町 741 

受講料 130,000円 【学生 70,000円】 

※ 科目選択受講の場合は、1 科目あたり 20,000 円【学生 10.000 円】です。 
４～６科目受講の場合、1 科目あたり 19,000 円（一般割引）です。 

※ テキスト(TAC スピードテキスト)は、別途各自で購入して頂きます。 

申込日 ２０１９年   月   日 

ふりがな 

氏 名 
 

生年月日・年齢  

自宅住所 
〒 

 

 
電話番号（自宅）

電話番号（携帯） 
 

メールアドレス 

（事務連絡･緊急連絡） 
 

勤務先・所属部署  

受講科目 

（受講する科目を〇で 

囲んでください） 

・２次試験対策講座 

・１次試験対策講座 □全７科目 □科目選択：科目数＿＿科目 
企業経営理論／財務•会計／経済学•経済政策／運営管理／ 

経営情報システム／経営法務／中小企業経営•政策 

備考  



 
 

 

2019.7.2１

2次試験　受験コース 都合により変更になる場合があります。

回数 年月日 科目 講師 会場

2019/8/10(土) 2次、1次講座説明会 事務局 高崎商科大学

1 2019/8/17(土) 事例Ⅳ(財務・会計)① 住友 高崎商科大学

2 2019/8/24(土) 事例Ⅱ(ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・流通)① 小澤 高崎商科大学

3 2019/8/31(土) 事例Ⅰ(組織・人事)① 剱持 高崎商科大学

2019/9/3(火) 2019.9.3(火)　1次試験合格発表

4 2019/9/7(土) 事例Ⅲ(生産・技術)① 田辺 高崎商科大学

5 2019/9/14(土) 事例Ⅰ(組織・人事)② 剱持 高崎商科大学

6 2019/9/21(土) 事例Ⅳ(財務・会計)② 住友 高崎商科大学

7 2019/9/28(土) 事例Ⅲ(生産・技術)② 田辺 高崎商科大学

8 2019/10/5(土) 事例Ⅱ(ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・流通)② 小澤 高崎商科大学

試験案内配布・申込受付 平成31年8月23日(金)～9月17日(火)

2019/10/20(日) 【診断士2次本試験】

１次試験　受験コース 都合により変更になる場合があります。

No. 年月日 科目 講師 会場

1 2019/10/12(土) ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・企業経営理論① 田辺 高崎商科大学

2 2019/10/19(土) 財務会計① 住友 高崎商科大学

3 2019/11/2(土) 企業経営理論② 田辺 高崎商科大学

4 2019/11/9(土) 財務会計② 住友 高崎商科大学

5 2019/11/17(日) 企業経営理論③ 田辺 学外貸会議室

6 2019/11/23（土祝） 財務会計③ 住友 学外貸会議室

7 2019/11/30(土) 財務会計④ 住友 高崎商科大学

8 2019/12/7(土) 企業経営理論④ 田辺 高崎商科大学

9 2019/12/14(土) 経済学・経済政策① （新任） 高崎商科大学

10 2019/12/21(土) 運営管理① 鴻上 高崎商科大学

11 2020/1/11(土) 経営法務① （新任） 高崎商科大学

12 2020/1/25(土) 経営情報システム① 阿左美 高崎商科大学

13 2020/2/1(土) 中小企業経営・政策① 梅澤 高崎商科大学

14 2020/2/8(土) 経済学・経済政策② （新任） 高崎商科大学

15 2020/2/15(土) 運営管理② 鴻上 高崎商科大学

16 2020/2/22(土) 経営法務② （新任） 高崎商科大学

17 2020/2/29(土) 経営情報システム② 阿左美 高崎商科大学

18 2020/3/7(土) 中小企業経営・政策② 梅澤 高崎商科大学

19 2020/3/14(土) 経済学・経済政策③ （新任） 高崎商科大学

20 2020/3/28(土) 運営管理③ 鴻上 高崎商科大学

21 2020/4/4(土) 経営法務③ （新任） 高崎商科大学

22 2020/4/11(土) 経営情報システム③ 阿左美 高崎商科大学

23 2020/4/18(土) 中小企業経営・政策③ 梅澤 高崎商科大学

24 2020/5/9(土) 経済学・経済政策④ （新任） 高崎商科大学

25 2020/5/16(土) 運営管理④ 鴻上 高崎商科大学

26 2020/5/30(土) 経営法務④ （新任） 高崎商科大学

27 2020/6/13(土) 経営情報システム④ 阿左美 高崎商科大学

28 2020/6/20(土) 中小企業経営・政策④ 梅澤 高崎商科大学

７月中旬の土日 1次試験（本試験）：　東京オリンピックのため例年より前倒し予定です。

 2019年-2020年　中小企業診断士受験講座日程


