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平成30年受験向け

中小企業診断士講座ガイダンス

平成29年9月3日

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110人

3 個人正会員 60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長戦略のアドバイス

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&FAX 097-538-9123 お問い合わせください。
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
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中小企業診断士資格の魅力
「新たに取得したいビジネス関連資格」 中小企業診断士が１位獲得！

日経新聞社と日経ＨＲは共同で、ビジネスパーソンを対象に新たに取得したい資格（語学検定含む）を調査した。その結果

で「中小企業診断士」が１位になり、前年の６位から大きく順位を上げた（下記順位表：日本経済新聞2016年1月12日付）。

中小企業診断士は経営コンサルタントを認定する唯一の国家資格で、中小企業の経営診断・助言を担う。

また、経営全般に関わる知識を習得できるため会社員や公務員など幅広い業種で人気を集めている。将来のポストに不安を

抱く会社員らが、昇格や独立への備えとして取得するケースが増えていると見られる。

大原でも、仕事をしながら資格取得を目指すビジネスパーソンや、ビジネスシーンに役立つスキルとして学生時代から中小企

業診断士をめざす方の姿がみられる。

順位 資格名 割合

１位 中小企業診断士 16.0%
２位 ＴＯＥＩＣ（Ｃレベル、470～730点未満） 15.4%

３位 ＴＯＥＩＣ（Ｂレベル、730～860点未満） 14.8%

４位 ＴＯＥＦＬテスト 14.0%

５位 宅地建物取引士 12.5%

６位 日商簿記検定２級 5.3%

７位 日商簿記検定３級 5.2%

８位 ＴＯＥＩＣ（Ａレベル、860点以上） 4.9%

９位 ＴＯＥＩＣ（Ｄレベル、470点未満） 4.5%

１０位 ビジネス実務法務検定準1級、2級 4.4%
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公務員も取得！
（差別化）

人気＝需要の拡大！

民間企業→開業
で資格を活かす！

経営者として資格
を活かす！！
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中小企業診断士とは？

経営コンサルタント唯一の国家資格！

１．経営コンサルタントとしての役割を担います。

中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。

複雑化する経営環境の中で、幅広い知識を武器に、企業の利潤を最大化す
るために、現状を踏まえた成長戦略の策定、その実行のためのアドバイスを
行います。その結果、企業（経営者）に感謝され黒字経営による納税で国や地
域に貢献することが出来ます。

２．企業と他の専門家との橋渡し役を担います。

企業の成長戦略実現のために、他の専門家（税理士・弁護士・システムエン
ジニアなど）と企業の橋渡しを行います。複雑化する経営環境の中では、一つ
の専門分野だけでは解決出来ないことも多く、幅広い知識を持つ中小企業診
断士が実現のためのコーディネートを行います。

活躍するフィールドは？

企業内診断士（経営者）またはプロのコンサルタント
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１．企業内診断士（経営者含む）

幅広い知識 ＝ 活躍するフィールドが広い！

中小企業診断士資格取得のために学習する内容は、ビジネス全般に及びます。知識を
備えるだけでなく、経営を診る、ビジネスの組立を考える、問題解決能力があるという特長
を持っているのが中小企業診断士です。これらの知識や能力は企業内での評価も高く、社
員に資格取得を推奨する企業や、また経営者自ら資格取得を目指すケースも多くあります。

２．プロのコンサルタント

資格がなくても「コンサルタント」にはなれますが、その能力を測る物差しで唯一の
国家資格を取得した中小企業診断士に信頼がおかれます。企業や経営者は信頼出来
るパートナーとして有能なコンサルタントを求めているのです。

金融業界 流通業界 製造業 情報技術者

経営コンサルティング 講演・研修

中小企業経営センター等での経営相談

執筆活動
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資格取得者の年齢は？

若くても、ベテランも取得すれば大きな武器に！

１．資格取得者の年齢割合
若くして取得すれば、企業内での活躍、

（その後）プロのコンサルタントとして独立
開業など可能性は無限大です。また、他の
資格と組み合わせることで、さらに活躍の
場を広げることが出来ます。

年 齢 構成比（５％）

２０歳代 ０．６％

３０歳代 １３．０％

４０歳代 ２４．９％

５０歳代 ２７．５％

６０歳代 ２２．８％

７０歳代以上 １０．９％

中小企業診断士 ＋ 情報処理技術者

中小企業診断士 ＋ ファイナンシャルプランナー

中小企業診断士 ＋ 社会保険労務士

金融機関、支援機関で中小企業に接して
こられた方、企業でビジネスや経営管理に
携わっていた方は、その経験をベースとし
て理論を学ぶことで、活躍の場を飛躍させ
ることが出来ます。

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 <マークシート試験>
「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

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）

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）



5

どんな勉強をするの？

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！

１．１次試験 ７科目すべてを学習（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（２年間）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）

総点数の

６０％以上

で１次合格

どんな勉強をするの？

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！

２．オススメコース：１次２次ストレート合格コース

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
H29/10～H30/5

１次直前対策
H30/6～H30/7

２次直前対策
H30/8～H30/10

基礎知識のインプット

基礎講義

知識のアウト
プット

模擬試験
答案練習

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

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン

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！
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「資格の大原 大分校」にて開講！
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１．大分駅前という好立地！校舎・設備も最新！

駅前に校舎があり通学生に便利です。また、大学近辺で一人暮らしをしている学生にとっても、ＪＲを使
えば簡単に通学出来ます。また、希望者は申請により駐車場の利用も可能です。

大原学園（資格の大原）大分校は平成26年4月に開校したばかりの新しい校舎です。教室はもちろんの
こと、トイレやロビーなどの空間も清潔で、快適にご利用頂けます。

２．常設自習室あり、受講期間中はいつでも利用可能！

大原学園（資格の大原）大分校には、受講生専用の自習室を準備しています。勉強に集中出来る空間
で、授業のない日も気軽にご利用頂けます（自習室の利用可能時間は学校利用規約に従うこと）。

３．欠席時のＷＥＢ補講（有料）など、帰省や急用にも対応！

部活動・サークルや帰省時など様々な理由で欠席された場合であっても、ＷＥＢ補講（有料）またはＶＯ
Ｄ補講（有料）でフォローが出来るため安心です。また、帰省時などにお近くの資格の大原をご利用頂くこ
とも出来るのも全国展開の資格の大原ならではのサポート制度です。

※他にも無料の音声補講も準備しています。

どこで勉強するの？

～資格取得に最適な学習環境を準備～

週末の講義！教室受講に魅力あり！
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１．講師は実務家の中小企業診断士！

「大分県中小企業診断士協会」の会員診断士が講師を担当し、自らの受験体験を踏まえた内容の講義
を展開します。

最新の試験傾向をとらえた受験対策を資格の大原の教材や模試で網羅し、実務的な要素を講師の口
からお伝えすることで万全の受験対策となります。

２．大分県中小企業診断士協会がバックアップ！

講座は「資格の大原」と「大分県中小企業診断士協会」がタッグを組んで運営します。診断士の将来性
や実際の実務についての質問や相談がある時は、気軽に講師を通じて診断士協会へお問い合わせ下さ
い。

３．銀行員など学生に人気の職業人が受講中！

今も昔も学生に人気の就職先である金融業界。当講座は大分県診断士協会の賛助会員を中心とした
銀行員の方などにこれまでご利用頂きました。憧れの職業人が同じ教室内で同じ資格を目指すという貴
重な体験を得ることができます。大学の講義、アルバイトなどに影響がない週末（仕事をされている方も
休日を利用して受講します！）に開講！

いつ勉強するの？

日曜日の午前（9:30～12:10）と午後（13:20～16:00）に開講 ！！
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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」 …長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

H30年度受験 中小企業診断士講座（H29/10/8～H30/7/29）

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（９／３、９／１７、いずれも10時～12時、於大原学園大分校、無料）

オリエンテーション（１０／１、10時～12時、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

大分県中小企業診断士協会賛助会員
講座受講の特典

① 賛助会員向け特別受講料で受講できます。

② 大原診断士講座ＷＥＢ補講(Coconimo)を利

用できます。 欠席時の補講や自宅復習に
活用できます。

③ 大原学園（資格の大原）大分校の受講生専
用の自習室を利用できます。

④ 大分校は大分駅前という好立地で、校舎・設
備も最新で、希望者は申請により駐車場の
利用も可能です。

13
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受講料－１
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コース名 科目名 日数 一般受講生 賛助会員の社員

A)１次ストレート
合格コース

全7科目 39.5日 206,000円 185,400円

B)１次・2次ストレート
合格コース

全7科目 45.5日 258,000円 232,200円

C)科目別選択コース
企業経営理論 6.0日 39,600円 35,600円

財務・会計 8.5日 56,100円 50,400円

運営管理 5.5日 36,300円 32,600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 3.5日 23,100円 20,700円

（備考）上記受講料には教材費、消費税を含む。日数は平成30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次ストレート合格コース、B)１次・2次ストレート合格コースをお勧めします。

受講料－２
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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
コース

全7科目
7.0日 56,000円 50,400円

E) １次模擬試験科
目別選択コース

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。日数は平成30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次模擬試験コース、E) １次模擬試験科目別選択コースは受験経験者向けのコースです。


