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11次総まとめ学習計画次総まとめ学習計画 全科目Ａｖｅ．７０点へのロードマップ全科目Ａｖｅ．７０点へのロードマップ

LAST1週間で怒涛の仕上げ！
経営→白書サブタイトル集
政策→まとめ表BU

基本ABランクの用語をしっかり暗
記動作。繰り返して何度も。
暗記あるのみ。

間違い選択肢を使って押さえモレ
埋め。テキスト往復でCランク論点
を意識的に拾う。

過去問解き直し→OK。
論点・用語の押さえ量勝負
難問ボール球は無理しない

過去問解き直し→OK。
流れストーリー+解きパタ。
長文・因果を落ち着いて処理

手を動かす時間を確保。
頭で考えず、手が勝手に反射し
て動くレベルへ。毎日やる

最近の出題傾向にこだわらず
基礎論点(スピ問)をもう一周。
Cランク苦手意識払拭。

修正指針
(7/28)

■□□■□□■□□■□□■□□□□□■□□チャート書き出し

まずペンキ塗りで弱点再発見テキAB＋未出題Cランクカバー用語+ケース 2way作戦重点グルーピングワードポイント把握・因果慣れ計算慣れ、2次準備基本論点を薄く、幅広く対応指針

□レジュメペンキ塗り
□直前レジュメ短答○×

■レジュメペンキ塗り
□直前レジュメ短答○×
□直前レジュメ用語カバー

■レジュメペンキ塗り
□直前レジュメ短答○×

■レジュメペンキ塗り
□直前レジュメ1問1答

■レジュメペンキ塗り
□直前レジュメ重点ポイント

■レジュメペンキ塗り■レジュメペンキ塗り直・総レジュメ

×不要×不要□チェック□チェック□マーケのみさらっと再読×不要□チェックポケテキ活用方針

■地域3施策まとめ表
■ 3共済まとめ表(レジュメ)
■経営政策キモの表

■完成済×街づくり三法改正ポイント
×建築基準法（テキレベル)
→テキ活用に変更

■労働関連法規まとめ表×理論周り
→テキ活用に変更

作りモノ

□予想セレクト45□予想セレクト25□予想セレクト25□予想セレクト45
→過去問・模試の傾向差を考慮

□予想セレクト45□予想セレクト25□予想セレクト25最終予想セレクト
8/5作成

□重点暗記ポイント
■流れ・方向性
□未出題論点
□白書グラフ・サブタイトル・メモ

□直前しがみつき□直前しがみつき×原則不要
→直前レジュメ優先

×原則不要
→直前レジュメ優先
□暗記モノ直前チェック

□理論対策さらっと再読
□暗記モノ直前チェック

□参考書的
□理論トレース＋結論逆引き

テキスト読み込み

□経営・白書サブタイトル

□財務省統計の数字
■新事業活動促進法
■組合
■承継法

■白書サブタイトル集

□再記憶動作
□レジュメ追加論点
□セキュリティ・SSL
□プログラム言語総まとめ

■企業再生まとめ
■問題文表現・制約条件の処理
手順→深追いせず方向感で
■マザーズ上場要件
■金商法総まとめ
□知財横断サブ論点(下の方)
→直前しがみつき

■生産形態・方法総仕上げ
□MRP
■ IE方法研究総仕上げ
■ IE作業測定総仕上げ
■まちづくり三法改正ポイント
■建築基準法
■ GMROI総仕上げ
■バーコード総仕上げ
■流通標準総仕上げ

■競争戦略総仕上げ
■技術経営総仕上げ
■産業クラスター
■組織間関係論
■モチベーション理論
■リーダーシップ論
■組織変革総仕上げ
■労働関連法規
※暗記モノはテキスト重視

□FCF
□差額原価
■ポートフォリオ理論・計算
□MM理論で総まとめ

□二財モデル
□弾力性概念
□独占・寡占
□乗数理論
□IS-LM
□クラウディングアウト
□インフレ・デフレ
□その他の理論

強化ポイント

8/1～2

■基礎答練
■直前答練
□1次模試(政策)

■基礎答練
■直前答練
■1次模試

■基礎答練
■直前答練
■1次模試

□出題範囲再チェック

□基礎答練
□直前答練
□1次模試
□答練Cランクパタ

■基礎答練 □マーケ
■直前答練
■1次模試
■答練因果・入れ替わりパタ

■基礎答練
■直前答練
□1次模試
□1日1問筆算

■基礎答練
■直前答練
■1次模試

答練・模試

■ABCランク分析
■最重要
■過去3年分(政策)

■ABCランク分析
■最重要
■過去3年分

■ABCランク分析
■最重要
■過去3年分

■ABCランク分析
■最重要
■過去3年分

■ABCランク分析
■最重要
■過去3年分

■ABCランク分析
□最重要
□過去5年分

■ABCランク分析
■最重要 ■財市場
■過去3年分 ■AD-AS

過去問

□スピ問(政策)⇔チャート連携×不要■スピ問×不要×不要■スピ問→計算慣れ、早解き
□特訓問題集×1.5周

□スピ問 ←最終ダメ押しスピ問

7月To Doチェックリスト

当年版白書
改正論点トピック

ガイドライン
統計解析

会社法テキ内細かめ知識
会社法(ケース問題)
知財(ケース問題)

民法(想定外の範囲)

生産テキ外難問ボール球
材料・環境法規

建築基準法
バーコード絡み

経営戦略・組織の
因果関係

労働関係法規

精算表(の一部)
意地悪な計算問題

理論
応用・初見

マクロ応用・初見問題
理論

上級論点

妨害エリア
DEランク

(点取らせない)

用語知識系
店舗販売管理

◎大得意

66

86 (2/79.4)

80 (32/70.0)

爆弾
運営管理

○得意

68

73 (80/65.5)

79 (51/65.1)

エンジェル
企業経営理論

基本論点
(見たことある)平易な

計算問題

◎大得意

79

84 (16/71.6)

100 (1/71.1)
77 (117/62.5)

爆弾
財務・会計

○普通○普通○普通○得意達成度評価
用語知識系

政策(中小企業基本法)
前年版白書

用語知識系
§1基礎的知識

§3ソフトウェア開発

会社法
知財(基本論点)
民法(基本論点)

ミクロ基礎論点得点エリア
ABランク

(点取らせる)

588055841次模試

63707276 (19/67.8)直前答練

76 (44/69.8)87 (22/67.1)84 (69/63.6)96 (7/68.6)
84 (59/62.1)

基礎答練

経営：爆弾
政策：エンジェル

エンジェルエンジェル爆弾科目属性
中小企業経営・政策経営情報システム経営法務経済学・経済政策

2日目 8/9(日)1日目 8/8(土)

+αで1マーク

1コマ集中1コマ集中

レジュメの
流れ
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１次試験・課目別傾向と対策１次試験・課目別傾向と対策

□テキスト読み込みで重要論点を100%確実に仕
上げ、その上で知らない選択肢は捨て問。これの
判断スピードを上げる。

□経営の過去問は内容不要。問題の出し方・捻り
方をふぅん、と眺める

□政策は過去問じっくり。間違い選択肢をじっくり
吟味。→政策の出題論点は明確なので、テキスト
にあって過去出題のない論点をリストアップ

□難易度が安定している中小企業政策の頻出論
点を先にカバーし、次に中小企業経営を押さえる
□中小企業政策(頻出論点)＋前年版の中小企業
白書で60点を確保
□当年度の中小企業白書は不要。

□中小企業政策は頻出論点がはっきりし、難易度
も安定
□中小企業経営の難易度は難→易に変化。

中小

□知らない問題は割り切って捨てる

□新用語→いきなり正解選択肢では出しづらい
(テキ外の)知らない単語は原則選ばない

□出題範囲と要求レベルから、暗記すべき範囲を
確認
□過去問を使って知識のモレを埋めていく
□新出用語対策。前年の間違い選択肢の新出用
語は当年の正解に昇格するケースも多い

□テキストレベルの頻出用語は確実に覚える
□過去問をインプットツールとして活用する

□同じ論点から繰り返し出題。
□用語系の出題は、知っているか知らないか
□§1情報技術が4～5割、§2ソフトウェア開発が2
～3割、残りが2割。
□用語選択、空欄補充問題が多い。全部わからな
くても選択肢が1つわかると正解にいたるケース有
□新出用語が出やすい
□試験時間は余る

情報

□知識問題＝単純に知っているか知らないか□頻出論点・重要論点を確認
□問われるレベルの確認
□理解⇔暗記対応を切り分ける
□ケース問題の処理方法に慣れておく

□丸暗記を減らす工夫が必要
□共通する範囲はグループ化し、差分を暗記
□必ずしも知識ばかりでなく、一般常識で解けるこ
とにも注意

□H18より出題傾向が変化し、易化。
□§2会社法と§5知財から6～7割出題
□会社の機構は頻出。知っているだけで正答へ
□知財はケース問題として出題あり

法務

□知識問題＝単純に知っているか知らないか□重要論点のウェイト付けをする
□店舗販売管理の頻出用語をリストアップする

□理論で押さえる範囲を増やし、丸暗記を減らす
□出題頻度、重要度別に覚えるレベルをランク分
けする。重要論点は細かいレベルまで押さえる

□用語系の出題が多い。知っているか知らないか
□用語の内容だけでなく、そのメリット・デメリットま
で問われることがある
□覚えるべき範囲が広い
□理論をまたいだつながりの出題は少ない(出題
範囲のモジュール化)

運営

□｢不適切な選択肢｣の作成パターンを把握
□経営戦略・経営組織での出題⇔知識のつなが
りの捻り方をカバーしておく
□過去問は測定指標でなく、問われ方・知識のイ
ンプットツールとして早め早めに使う。

□過去問・答練での出題形式慣れ(知識→問題文
のパターン)に慣れておく

□大小・高低の方向が違っていないかをチェック

□同レベルの用語はグルーピングで押さえる
別な用語の方がふさわしくないかをチェック

□平均点は安定的。学問的・出題スキルが安定し
ているため

□知識→得点の間にギャップがある
□単純な知識だけでは選択肢の正誤の判断をつ
けづらい｢因果関係｣タイプの出題がある
□同レベルの用語でひっかける｢入れ替わり｣タイ
プの出題がある。

経営

□ファイナンス
□問題文条件が長くなるので、何が問われている
かの結論から考えると、容易に正答に至る可能性
大

□出題される範囲・頻出論点の確認
□出題範囲・形式の変化傾向を確認
□直前期での計算練習の時には、その理論・要素
への紐付きを意識しながら解く
□計算ミス・読み飛ばしの事後チェック用に計算過
程をノートに残す

□全ての問題にいったん目を通し、10問・40点を
確保
□解ける問題は、読み飛ばし・計算ミスのないよう
にしっかり解く

□問題量多く、時間が足りない。40点切れリスク
□出題傾向は、制度会計↓ 管理会計→ ファイナ
ンス↑
□計算よりも、理論・空欄補充・数式問題へと出題
傾向が変化
□答えに不要なダミーデータが混ぜてある

財務

□初見の経済モデルの問題
→基礎知識の応用で解けるケースが主。まずメモ
だけ残し、後で解く
□グラフ・式がヒントになる

□出題される範囲・頻出論点の確認
□ミクロの基本論点の整理
□マクロの捻り方のパターンを把握
□グラフ・式でのヒントの与え方のパターンを把握

□基本的な論点を繰り返し学習
①結論から押さえる
②結論を導く理論を押さえる、の順で

□1科目目は緊張が最大の敵。25問中やさしい10
問を選び、まず40点を確保する
→特にミクロの基本論点が得点しやすい

□マクロ・ミクロ問わず幅広い論点から出題
□結論を知っているか否かで決まる問題が多い
□ミクロは定型パターン、マクロは応用、捻りやす
い。
□一部難解な問題(捻りのある初見問題)あり
□試験時間は余る

経済
初見問題への対応過去問の使い方対策出題傾向
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