
講義日 曜日 年次 分類 コード 科　　目　　名 講義等区分 講師又は立会者 会　　場 時　間

2022/5/14 土 J1 監査 332 販売【ゼミナール】 ゼミナール 兼高 則之（芙蓉監査法人）
レイアップ御幸町ビル 6

階 6-E
9:30

2022/5/14 土 J1 経営 201 経営分析総論【ゼミナール】 ゼミナール 櫻田　和秀
レイアップ御幸町ビル 6

階 6-E
13:00

2022/5/21 土 J2 監査 210 会計上の見積りの監査【ゼミナール】 ゼミナール 戸谷 雄一（芙蓉監査法人） ペガサート　小会議室2 9:30

2022/5/28 土 J2 経営 406 業務処理統制及び全般統制の実務演習 DVD 山崎（EY） ペガサート 演習室2 9:30

2022/5/28 土 J2 特別 204 財務報告の概念フレームワーク【ゼミナール】 ゼミナール 兼高 則之（芙蓉監査法人） ペガサート 演習室2 13:00

2022/6/4 土 J3 特別 205 管理会計総論【ゼミナール】 ゼミナール 櫻田　和秀 ペガサート 演習室1 9:30

2022/6/11 土 J1 法規 501 ディスカッション【その３】 ディスカッション 林 寛之（トーマツ） ペガサート　小会議室2 9:30

2022/6/18 土 J3 経営 107 持続的企業価値向上の経営実務 DVD 杉山（EY) ペガサート 演習室1 9:30

2022/6/18 土 J3 特別 107 経営者が語る経営哲学の授業 DVD 戸谷 雄一（芙蓉監査法人） ペガサート 演習室1 13:00

2022/6/25 土 J1 会計 201
連結財務諸表作成実務【その１】～【その４】
宿泊研修での実施は中止といたします。2022年11月に日
帰り研修での実施を予定しております）

宿泊研修 調整中 調整中

2022/6/25 土
J1
J2

経営 102
経営戦略（ビジネスゲーム）
（2020年期生及び2021年期生対象、付与単位はJ1単位）

日帰研修 東京 10:00～19:30

J1 【監査総合グループ】第５回考査 考査 木村 栄三（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 9:50～

J1 【監査総合グループ】第６回考査 考査 眞野 綱也（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 13:20～

2022/7/9 土 J2 税務 209 法人税法（総合演習）【その１】 DVD 杉山（EY) ペガサート　小会議室2 9:30

2022/7/9 土 J2 税務 209 法人税法（総合演習）【その２】 DVD
奥津　晶奈（あず

さ監査法人）
ペガサート　小会議室2 13:00

J1 【税務グループ】第１回考査 考査 大橋 洋介（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 9:50～

J2 【税務グループ】第２回考査 考査 白鳥 哲大（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 13:20～

2022/7/23 土 J1 特別 201 監査規範【ゼミナール】 ゼミナール 兼高 則之（芙蓉監査法人） ペガサート　小会議室1 9:30

2022/7/23 土 J1 特別 202 連結会計【ゼミナール】 ゼミナール 酒井 太郎（トーマツ） ペガサート　小会議室1 13:00

2022/7/30 土 J1 特別 203 会計倫理【ゼミナール】 ゼミナール 茂登山（EY） ペガサート　小会議室2 9:30

2022/7/30 土 J3 税務 103 公認会計士にとっての税務総論（実務編） DVD
奥津　晶奈（あず

さ監査法人）
ペガサート　小会議室2 13:00

2022/8/6.7
（いずれか１日）

土
日

J2・J3 会計 201
連結財務諸表作成実務（日帰研修）
（2019年期生及び2020年期生対象(受講料無料)、付与単
位はJ1単位）

日帰研修 ― 東京 ―

J2 【監査総合グループ】第７回追試 考査 橋詰 昌実（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 9:50～

J3 【監査総合グループ】第８回追試 考査 角田 正輝（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 13:20～

J1 【監査総合グループ】第１回追試 考査 山本 洋一郎（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 9:50～

J1 【監査総合グループ】第２回追試 考査 篠原 圭輔（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 13:20～

J1 【監査総合グループ】第３回追試 考査 前田 尚彦（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 9:50～

J1 【監査総合グループ】第４回追試 考査 望月 邦彦（トーマツ） 静岡商工会議所404号室 13:20～

J1 【監査総合グループ】第５回追試 考査 太田 裕司（トーマツ） 静岡商工会議所403号室 9:50～

J1 【監査総合グループ】第６回追試 考査 谷渕 孝則（トーマツ） 静岡商工会議所403号室 13:20～

J1 【税務グループ】第１回追試 考査 篠原 圭輔（トーマツ） 静岡商工会議所401号室 9:50～

J2 【税務グループ】第２回追試 考査 篠原 圭輔（トーマツ） 静岡商工会議所401号室 13:20～

2022/9/4 日

2022/8/21 日

東京実務補習所　静岡支所　2021年後期日程表　≪2022年５月～2022年10月≫

2022年5月3日現在

日2022/7/17

2022/7/3 日

2022/8/27 土

2022/8/28 日

2022/9/3 土


