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学校法人 大原学園 大分校
一般社団法人 大分県中小企業診断士協会

当講座は、中小企業診断士試験を実施している一般社団法人中小企業診断協会とは一切関係ありません。



中小企業診断士

中小企業は全国で385万社 99.7%
（大企業を含めると386万社）

中小企業で働く人は全国で3,216万人 70%
（大企業を含めると4,614万人）

<登録資格者数>
1 全国 約26,000人
2 大分県 約120人
3 個人正会員 65人

１．中小企業診断士の業務とは︖
… 現状分析を踏まえた企業の成⻑戦略のアドバイス

２．中小企業診断士の役割とは︖
… 専門的知識の活⽤とともに、企業と⾏政、

企業と⾦融機関等のパイプ役
３．中小企業診断士の特徴とは︖

… ビジネス全般に及ぶ知識をベースに、経営を診る、
ビジネスの組み⽴てを考える、問題解決能⼒

一般社団法人 大分県中小企業診断士協会
〒870-0037 大分市東春日町１７番２０号 ソフトパークセンタービル２F 

TEL 097-538-9123 FAX 097-594-5606
Mail : office@oita-smeca.com URL: http://www.oita-smeca.com/

注）当講座は、中小企業診断士試験を実施している一般社団法人中小企業診断協会とは一切関係ありません



中小企業診断士試験から登録まで
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中小企業診断士第1次試験「経済学・経済政策」「財務・会計」
「企業経営理論」「運営管理（ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）」「経営法務」
「経営情報システム」「中小企業経営・中小企業政策」 の７科目

<マークシート試験>

中小企業診断士第２次試験

<筆記試験>試験科目︓中小企業の診断及び
助⾔に関する実務の事例Ⅰ〜Ⅳの４科目
<口述試験>

中小企業基盤整備機構
または

登録養成機関が実施する養成課程

（中小企業大学校東京校で半年間※
⾦融機関、⽀援機関等に

所属する方は可能性有り）
※2017年度より、福岡でも認可実務補習

（15日間以上）

中小企業診断士登録（経済産業大臣登録）

診断実務従事
（15日間以上）



中小企業診断士講座の申込から受講まで
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「中小企業診断士講座を受講したい」 …⻑丁場を越えられるか︖

「診断士資格を取りたい」…しかし、「家族は賛成してくれるか」
「職場は支援してくれるか」 「資⾦的に大丈夫か」

大分県中小企業診断士協会 大原学園大分校

2019年度受験 中小企業診断士講座（2018/10/14〜2019/7/28）

賛助会員の社員
※1 ⽀援機関等職員

受
講
申
込

一般社会人等 大学生等

ガイダンス（９／９、９／２２、いずれも10:00~11:30、於大原学園大分校、無料）

オリエンテーション（１０／7、10:00~12:00、於大原学園大分校）

（備考） ※1は大分銀⾏、豊和銀⾏、大分みらい信⾦、大分信⾦、大分県信組、大分ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ、TKC大分 etc



＜１次・２次合格コース＞

一発合格のためのスタンダードコース︕
簿記の基本が理解できていれば「財務・会計」が有利︕︕

１次基礎講義
10月 → 5月

１次直前対策
6月 → 7月

２次直前対策
8月 → 10月

基礎知識の
インプット

講義＋テスト

知識の
アウトプット

模擬試験

１
次
試
験
（マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
）

２
次
試
験
（記
述
式
・口
述
）

応⽤能⼒

問題演習

講
座
説
明
会

簿記・原価計算

企業経営理論

財務・会計

運営管理

経営情報システム

経済学・経済政策

経営法務

中小企業経営・中小企業政策

事例Ⅰ …組織（人事を含む）

事例Ⅱ …マーケティング・流通

事例Ⅲ …生産・技術

事例Ⅳ …財務・会計

経験者はここから︕



中小企業の診断・助⾔を実施するための
「基礎となる幅広い知識」を得る学習をします︕

１．第１次試験では７科目を学習（受験）します︕
試験科目 時間 配点

１日目

①経済学・経済政策
各６０分

各１００点

②財務・会計

③企業経営理論
各９０分

④運営管理

２日目
⑤経営法務

各６０分
⑥経営情報システム

⑦中小企業経営・中小企業政策 各９０分

→合格すれば２次試験の受験資格が得られます。
・⾜切りあり（１科目でも満点の40%未満であれば⾜きり＝科目合格）
・受験資格︓年齢、学歴等に制限なし ／ 科目合格制度あり（有効期間３年）

学習内容・試験制度について



受講形態について

教室通学 映像通学 Web通信

学習環境 ○ ○ △〜×

自習室 ○ ○ ○

質問対応 相対 電話 メール
（回数制限あり）

移動 △ △ ○

Web講義 標準装備 標準装備 Web講義のみ

大原九州
ポータル ○ ○ ×

大分教室の優位性 「大原の教室通学」＋「実務経験を持つ診断士による指導」
いろいろ質問して学習効果を高めよう！



受講料－１
コース名 科目名 日数 一般受講生 賛助会員の社員

A)１次合格コース 全7科目 38.0日 218,000円 196,200円

B)１次・2次
合格コース 全7科目 45.5日 258,000円 232,200円

C)１次科目別
合格コース

企業経営理論 6.0日 36,300円 32,670円

財務・会計 8.5日 56,100円 50,400円

運営管理 5.5日 33,000円 29,700円

経営情報システム 4.5日 29,700円 26,700円

経済学・経済政策 5.0日 33,000円 29,700円

経営法務 4.5日 29,700円 26,700円

中小企業経営・政策 4.0日 23,100円 20,790円

（備考）上記受講料には教材費、消費税を含む。日数は2019年受験向け講座日程による。
基礎講義、模擬試験、1次公開模試の課程を受講できます。
初学者には、A)１次合格コース、B)１次・2次合格コースをお勧めします。



受講料－２
コース名 科目名 日数 一般受講生 賛助会員の社員

D) １次模擬試験
パック

全7科目 7.0日 56,000円 50,400円

E) １次科目別
模擬試験パック

企業経営理論 1.0日 10,000円 9,500円

財務・会計 1.0日 10,000円 9,500円

運営管理 1.0日 10,000円 9,500円

経営情報システム 1.0日 10,000円 9,500円

経済学・経済政策 1.0日 10,000円 9,500円

経営法務 1.0日 10,000円 9,500円

中小企業経営・政策 1.0日 10,000円 9,500円

F)１次公開模試のみ受験 2.0日 5,000円 4,500円

（備考）上記受講料には教材費、消費税を含む。日数は2019年受験向け講座日程による。
模擬試験、1次公開模試の課程を受講できます。
D) １次模擬試験パック、E) １次科目別模擬試験パックは受験経験者向けのコースです。


