
月 日 曜 時間 分類・ｺｰﾄﾞ 科　　　　　　　　　　目 講　師 会場 月 日 曜 時間 分類・ｺｰﾄﾞ 科　　　　　　　　　　目 講　師 会場

19 木 18:00

20 金

26 木 18:00 特講102

9:30 監査203 リスク評価及び評価したリスクへの対応① 吉持　豪人 近畿 9:30 監査203 リスク評価及び評価したリスクへの対応① 北岡愼太郎 商4

13:30 監査203 リスク評価及び評価したリスクへの対応② 吉持　豪人 近畿 13:30 監査203 リスク評価及び評価したリスクへの対応② 北岡愼太郎 商4

10 金 18:00 監査335 金融商品① 安福　健也 近畿

9:30 会計134 決算実務と開示① 世取山大輔 天満 9:30 会計134 決算実務と開示① 荻窪　輝明 近畿

13:00 会計134 決算実務と開示② 世取山大輔 天満 13:00 会計134 決算実務と開示② 荻窪　輝明 近畿

16:00 会計134 決算実務と開示③ 世取山大輔 天満 16:00 会計134 決算実務と開示③ 荻窪　輝明 近畿

14 火 18:00

15 水 18:00 監査335 金融商品② 安福　健也 近畿

17 金 18:00 監査335 金融商品③ 安福　健也 近畿

18 土

20 月 18:00 監査335 金融商品① 細谷　明宏 近畿

21 火 18:00 監査335 金融商品② 細谷　明宏 近畿

23 木 18:00

24 金 18:00 監査335 金融商品③ 細谷　明宏 近畿

9:30 監査332 販売① 荻窪　輝明 近畿 9:30 監査332 販売① 細谷　明宏 商地

13:00 監査332 販売② 荻窪　輝明 近畿 13:00 監査332 販売② 細谷　明宏 商地

16:00 監査332 販売③ 荻窪　輝明 近畿 16:00 監査332 販売③ 細谷　明宏 商地

28 火 18:00 監査320 実査・立会・確認 濵田　善彦 近畿

29 水 18:00 監査320 実査・立会・確認 濵田　善彦 近畿

30 木 18:00 監査303 購買・棚卸資産・原価計算① 瀧上　直人 近畿

31 金 18:00 監査303 購買・棚卸資産・原価計算① 西口　　卓 近畿

31 金

9:30 監査334 固定資産① 中村　智佐 近畿

13:00 監査334 固定資産② 中村　智佐 近畿

16:00 監査334 固定資産③ 中村　智佐 近畿

9:30 監査334 固定資産① 山添　清昭 近畿

13:00 監査334 固定資産② 山添　清昭 近畿

16:00 監査334 固定資産③ 山添　清昭 近畿

5 水 18:00 監査303 購買・棚卸資産・原価計算② 瀧上　直人 近畿

7 金 18:00 監査303 購買・棚卸資産・原価計算② 西口　　卓 近畿

9:30 監査301 現預金・借入金① 髙木 真一郎 天満 9:30 監査301 現預金・借入金① 野崎　貴裕 近畿

13:30 監査301 現預金・借入金② 髙木 真一郎 天満 13:30 監査301 現預金・借入金② 野崎　貴裕 近畿

17 月

18 火

20 木 18:00 監査306 人件費① 山本　繁行 近畿

21 金 18:00 監査306 人件費① 藤枝　政雄 近畿

22 土

25 火 18:00 監査306 人件費② 山本　繁行 近畿

26 水 18:00 監査306 人件費② 藤枝　政雄 近畿

29 土

9 月 18:00 法規101 近畿

10 火 18:00 法規101 近畿

21 土

考査は着席時刻　厳守！　着席時刻を過ぎると如何なる理由であっても受験出来ません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 会場を間違わないように注意して下さい。　　講義時間は３時間（１コマ）です。
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金融商品取引法及び証券取引等監視委員会の活動状況等

　　　　　　　　　　　　　　　講師：小谷　融（大阪経済大学）

金融商品取引法及び証券取引等監視委員会の活動状況等

　　　　　　　　　　　　　　　講師：小谷　融（大阪経済大学）

近畿実務補習所　2019年期生　第１学年前期日程表　(2019年12月～2020年3月）

Ａ　　　ク　　　ラ　　　ス Ｂ　　　ク　　　ラ　　　ス

12

　　　　　入　所　式　　　 　　リーガロイヤルホテル大阪

　　（Ａ・Ｂｸﾗｽ合同）　　所長講話／近畿実務補習所　所長　高濱　滋　　　会場：大阪商工会議所　７階ホール

　　第１回課題研究　テーマ発表　（近畿実務補習所Webページに詳細を掲載します）

2

1

4 土

11 土

　　　法規501　ディスカッション　Ⅰ　　　１班～４班：9時30分～　　５班～８班：13時30分～　会場：天満

1

土

1

4

11

土

　　　　　　 （Ａ・Ｂｸﾗｽ合同）　　法規303　　公認会計士の品位及び識見　　　講師： 柳　年哉　　　　大阪商工会議所　７階ホール　　

15

　　　　【必修】　（Ａ・Ｂｸﾗｽ合同）　特講101　会長講話／日本公認会計士協会 会長　手塚　正彦　　会場：天満

　　第２回課題研究　テーマ発表　（近畿実務補習所Webページに詳細を掲載します）

　【着席時刻　　９：５０】　考査　監査総合グループ第１回　職業倫理・リスク評価　（　Ａクラス：近畿　　Ｂクラス：TKPガーデンシティ大阪梅田　）

　【着席時刻　１３：２０】　考査　監査総合グループ第２回　開示制度・金融商品　　（　Ａクラス：近畿　　Ｂクラス：TKPガーデンシティ大阪梅田　）

25 土 25 土

2 日

土

8 土 8 土

土

1

　 2019年期  ｅラーニング実施科目（予定）は会計教育研修機構のウェブサイトを参照してください。http://www.jfael.or.jp/ja/
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　　　　　　監査334－固定資産　（ゼミナール）　　 　５班 ～８班：９時３０分～　　　　１班～４班：１３時３０分～　　　　会場：天満

　　　　【着席時刻　１３：２０】　考査　監査総合グループ第３回　販売・購買関連　　　（　Ａクラス：商４　　Ｂクラス：近畿　）

　　　　【着席時刻　１３：２０】　考査　監査総合グループ第４回　固定資産 ・人件費　（　Ａクラス：近畿　　Ｂクラス：商４　）

◇ 実施単位　　　講義等：　９６単位　(３２コマ）　　◇ 考査４回　　

近畿＝近畿会研修室　　　商4＝商工会議所 ４階　　商地＝商工会議所 地下　　天満＝天満研修センター

2

1

 　　　　　　経営102　ビジネスゲーム（宿泊研修）《講義３単位、演習：１２単位》　　 １班 ～８班　　　　ホテルフクラシア大阪ベイ


