
 

・日商簿記２級講座スケジュール 
※ 動画視聴で学習し、Zoom にて総まとめ＆質問会や答案練習も受けられる講座です。 

※  Zoom 講義までに、該当回を動画視聴し、学習を済ませておくことをお勧めします。 

※  講座スケジュールは変更する場合があります。最新のスケジュールはエクテン HP、manaba+Rにてご確認ください。 

※  動画は講座日の AM9:00 以降、随時視聴して頂けます。(多少、前後する場合がありますのでご了承ください) 

※  動画は 2021 年 3 月末まで繰り返し視聴出来ます。 

※  Zoom の講義（総まとめと答練）は 18:00〜19:30 と 19:40〜21:10 の２コマです。 

コマ 日程 曜日 開始 講座内容 コマ 日程 曜日 開始 講座内容 

1,2 11/27 金 随時 動画 商業簿記 33,34 1/11 月 随時 動画 工業簿記 

3,4 11/30 月 随時 動画 商業簿記 35,36 1/12 火 随時 動画 工業簿記 

5,6 12/1 火 随時 動画 商業簿記 37,38 1/14 木 随時 動画 工業簿記 

7,8 12/3 木 随時 動画 商業簿記 総まとめ

4 
1/15 金 

18:00 Zoom にて 29〜38コマ 

までの総まとめ＆質問会 総まとめ

1 
12/4 金 

18:00 Zoom にて 1〜8コマ 

までの総まとめ＆質問会 

19:40 

19:40 39,40 1/18 月 随時 動画 工業簿記 

9,10 12/7 月 随時 動画 商業簿記 41,42 1/19 火 随時 動画 工業簿記 

11,12 12/8 火 随時 動画 商業簿記 43,44 2/4 木 随時 動画 工業簿記 

13,14 12/10 木 随時 動画 商業簿記 45,46 2/5 金 随時 動画 工業簿記 

15,16 12/11 金 随時 動画 商業簿記 47,48 2/9 火 随時 動画 工業簿記 

17,18 12/14 月 随時 動画 商業簿記 総まとめ

5 
2/11 木 

18:00 Zoom にて 39〜48コマ 

までの総まとめ＆質問会 総まとめ

2 
12/15 火 

18:00 Zoom にて 9〜18コマ 

までの総まとめ＆質問会 

19:40 

19:40 
答練 1 2/12 金 

18:00 
Zoom にて答練 1 

19,20 12/17 木 随時 動画 商業簿記 19:40 

21,22 12/18 金 随時 動画 商業簿記 
答練 2 2/16 火 

18:00 
Zoom にて答練 2 

23,24 12/21 月 随時 動画 商業簿記 19:40 

25,26 12/22 火 随時 動画 商業簿記 
答練 3 2/18 木 

18:00 
Zoom にて答練 3 

27,28 12/24 木 随時 動画 商業簿記 19:40 

総まとめ

3 
12/25 金 

18:00 Zoom にて 19〜28コマ 

までの総まとめ＆質問会 
答練 4 2/19 金 

18:00 
Zoom にて答練 4 

19:40 19:40 

29,30 1/7 木 随時 動画 工業簿記 
答練 5 2/23 火 

18:00 
Zoom にて答練 5 

31,32 1/8 金 随時 動画 工業簿記 19:40 

 

 

 

 

 



 

・講座を受講するにあたって 

（１）受講資格について 

・エクステンション講座の受講対象は立命館大学生・院生・卒業生・修了生・校友・ＡＰＵからの交流学生（セメスター単位もしくは１年

単位での交流学生に限る）です。 

・非正規生は原則として受講できません（本学卒業・修了後に非正規生として在籍している方は、本学卒業生、修了生として受講できます）。 

・留学中、休学中、停学中、退学・除籍の方も受講できません。ただし、「留学中」であっても学籍異動が発生する学内の留学プログラム

で留学をしている場合には、派遣前後の本学に通学できる期間は受講することができます。 

（２）禁止事項 

・いかなる場合も受講生が受講権利を他人へ貸与・譲渡することはできません。 

・エクステンション講座で使用するテキスト・教材・講座・ＤＶＤ・Ｗｅｂ配信等の複製及び第三者への提供を禁止します。 

・講義の録音・録画・撮影を禁止します。 

・受講生が講座運営の妨げ及び他の受講生の妨げとなる行為は禁止します。 

・受講申込をしていない者及び受講生が登録外のエクステンション講座を受講することを禁止します。 

（３）指導及び利用の停止について 

・受講規則、不正受講等その他運用ルールに違反した者に対し、指導を行ないます。 

・エクステンションセンターによる指導にもかかわらず、受講生の行動に改善が見られない時には、受講契約を解除する場合があります。 

（４）日程変更・休講などの連絡事項について 

・エクステンションセンターから受講生への日程変更、休講等のお知らせは、manaba＋Rでの告知とメール送信（bkc-ekuten@e-prost.com , 

22zhmr34@st.ritsumei.ac.jp） にて行ないます。日頃から確認するように心がけてください。 

（５）通学講座を欠席した場合 

・当日の講義内容・連絡事項・次回準備等を記載した講義終了レポートを講座Ｗｅｂ配信システムに掲載しますので、各自ご確認ください。 

・講座以外では、原則レジュメ・資料の配布はいたしません。講座Ｗｅｂ配信システム上から各自印刷してください。 

・別途配布するものがある場合、講義終了レポートで案内します。 

（６）受講取り消し／受講料の返金について 

エクステンションセンターが開講する講座の受講申込は、当該学生の学習計画や受講目的、受講意識などを確認した上で受講申込をして

いるとみなしていることから、原則として開講後の取り消しは受け付けません。やむを得ない事情により、取り消し・解約の申し出があ

った場合は、窓口で相談を行なった上で、エクステンションセンターが定める内規に従い認めることとします。なお、受講取り消し・解

約が認められた場合は、申し出た翌日を起算日として、未受講分の受講料を返金します。講座運営の妨げとなる行為や迷惑行為、他の受

講生への妨害行為などのため、エクステンションセンターから受講登録の取り消し・解約処分を受けた場合、受講料は返金しません。 

 

立命館生活協同組合リンクスクエアショップ    

お問い合わせ先 bkc-ekuten@e-prost.com  TEL(077)561-3493 / FAX(077)561-2605 

営業時間（月～金）１１：００～１７：００  土曜・日曜・大学が定める休業日は閉室します。 

その他、窓口時間に変更がある場合は、エクステンションセンターの HP や manaba+R にてお知らせします 
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