
 2021/9/16現在　　

開講月 コース 学校 曜日 時間 開講月 コース 学校 曜日 時間 開講月 コース 学校 曜日 時間

札幌校 月木 18:30～21:35 松浦弥槻 マツウラミヅキ 梅田校 月木 18:30～21:30 田淵武史 タブチタケシ 東京水道橋校 月 18:30～21:35 生形胤美 ウブカタツグミ

東京水道橋校 月木 10:00～13:05 野田朋代 ノダトモヨ 梅田校 火金 10:00～13:00 湯川保 ユカワタモツ 東京水道橋校 土 10:00～13:05 桒原来貴 クワバラライキ

東京水道橋校 月木 18:30～21:35 野田朋代 ノダトモヨ 梅田校 日 10:00～17:00 安尾泰都 ヤスオタイト 池袋校 火 18:30～21:35 高橋貴光 タカハシタカミツ

東京水道橋校 土 10:00～17:00 上間顕一郎 ウエマケンイチロウ 難波校 火金 18:30～21:30 湯川保 ユカワタモツ 新宿校 日 10:00～13:05 生形胤美 ウブカタツグミ

池袋校 火金 18:30～21:35 村上将太朗 ムラカミショウタロウ 難波校 土 10:00～17:00 安尾泰都 ヤスオタイト 名古屋校 金 9:45～12:30 滝上直樹 タキガミナオキ

池袋校 日 10:00～17:00 村上将太朗 ムラカミショウタロウ 京都校 火金 18:30～21:30 北村和久 キタムラカズヒサ 梅田校 土 10:00～13:00 北村和久 キタムラカズヒサ

新宿校 火金 10:00～13:05 大木裕二 オオキユウジ 京都校 日 10:00～17:00 田淵武史 タブチタケシ 神戸校（中継クラス） 土 10:00～13:00 北村和久 キタムラカズヒサ

新宿校 火金 18:30～21:35 布施諒大 フセリョウタ 神戸校 火金 18:30～21:30 中村一輝 ナカムラカズキ 京都校（中継クラス） 土 10:00～13:00 北村和久 キタムラカズヒサ

新宿校 日 10:00～17:00 布施諒大 フセリョウタ 神戸校 日 10:00～17:00 中村一輝 ナカムラカズキ

横浜校 月木 18:30～21:35 外村貴朗 トノムラタカアキ 愛媛校 月木 18:30～21:30 松田　謙 マツダケン

横浜校 土 10:00～17:00 外村貴朗 トノムラタカアキ 愛媛校 土 9:30～16:30 松田　謙 マツダケン

町田校 月木 18:30～21:35 松本啓一 マツモトケイイチ 福岡校 月木 18:30～21:35 茨拓太 イバラタクト

立川校 月木 18:30～21:35 額賀亮 ヌカガアキラ

小倉校 日 10:00～17:00 茨拓太 イバラタクト

津田沼校 月木 18:30～21:35 目黒真澄 メグロマスミ

大宮校 月木 18:30～21:35 篠崎聡 シノザキサトシ ◇教室講義スタイル

名古屋校 月木 9:45～12:30 深谷善治 フカヤヨシハル

名古屋校 月木 18:30～21:15 小田容史 オダヨウジ

名古屋校 火金 18:30～21:15 滝上直樹 タキガミナオキ

名古屋校 土 9:45～16:15 古澤京子 フルサワキョウコ ◇時間の達人シリーズ

浜松校（中継クラス） 月木 18:30～21:15 小田容史 オダヨウジ

静岡校 月木 18:30～21:00 野崎正文 ノザキマサフミ

９月

ウエマケンイチロウ

映像通学、通信教育講座 担当講師

担当講師

野田朋代

生形胤美

ノダトモヨ

ウブカタツグミ

上間顕一郎経験者年内完結

初学者一発合格

経験者年内完結

10:00～17:00 野田朋代 ノダトモヨ

上間顕一郎 ウエマケンイチロウ

全国開講クラス一覧 簿記論

担当講師 担当講師担当講師

初学者一発合格

※
クラス設定及び担当講師は予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了
承下さい。

初学者一発合格コース第31講以降の講義は、週１回ペースとなります。
クラス詳細については、次ページをご参照ください。

※
一部の学校において、講義時間が異なる場合がございますので、詳しくは各校にお問い
合わせ下さい。

※

「教室ＶＴＲクラス」とは、東京水道橋校において収録した映像データの教室放映を行うク
ラスとなります。

※
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開講月 コース 学校 曜日 時間 開講月 コース 学校 曜日 時間

札幌校 月 18:30～21:35 松浦弥槻 マツウラミヅキ 浜松校（中継クラス） 木 18:30～21:15 河合良平 カワイリョウヘイ

東京水道橋校 月 10:00～13:05 野田朋代 ノダトモヨ 静岡校 木 18:30～21:00 野崎正文 ノザキマサフミ

東京水道橋校 月 18:30～21:35 野田朋代 ノダトモヨ 梅田校 木 18:30～21:30 田淵武史 タブチタケシ

東京水道橋校 土 10:00～13:00 上間顕一郎 ウエマケンイチロウ 梅田校 金 10:00～13:00 湯川保 ユカワタモツ

池袋校 火 18:30～21:35 村上将太朗 ムラカミショウタロウ 梅田校 日 10:00～13:00 安尾泰都 ヤスオタイト

池袋校 日 10:00～13:00 村上将太朗 ムラカミショウタロウ 難波校 火 18:30～21:30 湯川保 ユカワタモツ

新宿校 火 10:00～13:05 大木裕二 オオキユウジ 難波校 土 10:00～13:00 安尾泰都 ヤスオタイト

新宿校 火 18:30～21:35 布施諒大 フセリョウタ 京都校 火 18:30～21:30 北村和久 キタムラカズヒサ

新宿校 日 10:00～13:00 布施諒大 フセリョウタ 京都校 日 10:00～13:00 田淵武史 タブチタケシ

横浜校 木 18:30～21:35 外村貴朗 トノムラタカアキ 神戸校 金 18:30～21:30 中村一輝 ナカムラカズキ

横浜校 土 10:00～13:00 外村貴朗 トノムラタカアキ 神戸校 日 10:00～13:00 中村一輝 ナカムラカズキ

町田校 木 18:30～21:35 松本啓一 マツモトケイイチ 愛媛校 木 18:30～21:30 松田　謙 マツダケン

立川校 月 18:30～21:35 額賀亮 ヌカガアキラ 愛媛校 土 9:30～12:30 松田　謙 マツダケン

福岡校 月 18:30～21:35 茨拓太 イバラタクト

津田沼校 木 18:30～21:35 目黒真澄 メグロマスミ

大宮校 木 18:30～21:35 篠崎聡 シノザキサトシ 小倉校 土 10:00～13:00 茨拓太 イバラタクト

名古屋校 月 9:45～12:30 深谷善治 フカヤヨシハル

名古屋校 木 18:30～21:15 河合良平 カワイリョウヘイ

名古屋校 土 9:45～12:30 古澤京子 フルサワキョウコ

名古屋校 日 9:45～12:30 滝上直樹 タキガミナオキ

福岡校
（教室VTRクラス）

土 10:00～13:00 野田朋代 ノダトモヨ

担当講師 担当講師

全国開講クラス一覧簿記論（1月以降）
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土 10:00～13:00 野田朋代 ノダトモヨ
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