
2016年 合格目標

統計検定 ＆ アクチュアリー１次試験 対策講座 スケジュール
シグマベイスキャピタル株式会社

http://www.sigmabase.co.jp/qualify/actuary/actuary.html

（注）都合により、変更される可能性があります。ご了承ください。

5/16 (月) 5/17 (火) 5/18 (水) 5/19 (木) 5/20 (金) 2016/5/21 (土) 2016/5/22 (日)
1000-1800 1000-1800
＜1日集中＞ ＜1日集中＞

統計検定 2級 直前対策 統計検定 準1級 直前対策

5/23 (月) 5/24 (火) 5/25 (水) 5/26 (木) 5/27 (金) 2016/5/28 (土) 2016/5/29 (日)
午前3時間：1000-1300 1000-1800

年金数理1回 ＜1日集中＞
確率統計（モデリング）入門

5/30 (月) 5/31 (火) 6/1 (水) 6/2 (木) 6/3 (金) 2016/6/4 (土) 2016/6/5 (日)
午前3時間：1000-1300 午前3時間：1000-1300

年金数理2回 数学1回
午後3時間：1430-1730

損保数理1回
6/6 (月) 6/7 (火) 6/8 (水) 6/9 (木) 6/10 (金) 2016/6/11 (土) 2016/6/12 (日)

午前3時間：1000-1300
数学2回

午後3時間：1430-1730
損保数理2回

6/13 (月) 6/14 (火) 6/15 (水) 6/16 (木) 6/17 (金) 2016/6/18 (土) 2016/6/19 (日)
午前3.5時間：1000-1330 午前3.5時間：1000-1330

会計経済投資理論1回 会計経済投資理論2回
午後3.5時間：1430-1800

会計経済投資理論3回
6/20 (月) 6/21 (火) 6/22 (水) 6/23 (木) 6/24 (金) 2016/6/25 (土) 2016/6/26 (日)

午前3時間：1000-1300
年金数理3回

午後3時間：1430-1730
生保数理1回

6/27 (月) 6/28 (火) 6/29 (水) 6/30 (木) 7/1 (金) 2016/7/2 (土) 2016/7/3 (日)
午前3時間：1000-1300

数学3回
夕方3時間：1800-2100 午後3時間：1430-1730

生保数理2回 損保数理3回
7/4 (月) 7/5 (火) 7/6 (水) 7/7 (木) 7/8 (金) 2016/7/9 (土) 2016/7/10 (日)

夕方3時間：1800-2100
生保数理3回

7/25 (月) 7/26 (火) 7/27 (水) 7/28 (木) 7/29 (金) 2016/7/30 (土) 2016/7/31 (日)

8/8 (月) 8/9 (火) 8/10 (水) 8/11 (木) 8/12 (金) 2016/8/13 (土) 2016/8/14 (日)
午前3時間：1000-1300

年金数理4回

8/15 (月) 8/16 (火) 8/17 (水) 8/18 (木) 8/19 (金) 2016/8/20 (土) 2016/8/21 (日)
900-1700 午前3時間：1000-1300
確率統計 年金数理5回

（モデリング）

入門

（次ページに続く）

830-1700

生保数理
＜平日コース＞
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8/22 (月) 8/23 (火) 8/24 (水) 8/25 (木) 8/26 (金) 2016/8/27 (土) 2016/8/28 (日)
午前3時間：1000-1300

数学4回
午後3時間：1430-1730

損保数理4回
8/29 (月) 8/30 (火) 8/31 (水) 9/1 (木) 9/2 (金) 2016/9/3 (土) 2016/9/4 (日)

午前3.5時間：1000-1330
会計経済投資理論4回

午後3.5時間：1430-1800
会計経済投資理論5回

9/5 (月) 9/6 (火) 9/7 (水) 9/8 (木) 9/9 (金) 2016/9/10 (土) 2016/9/11 (日)
午前3時間：1000-1300

数学5回
夕方3時間：1800-2100 午後3時間：1430-1730

生保数理4回 損保数理5回
9/12 (月) 9/13 (火) 9/14 (水) 9/15 (木) 9/16 (金) 2016/9/17 (土) 2016/9/18 (日)

１日：830-1700
年金数理１回 ＜平日コース＞

夕方3時間：1800-2100
生保数理5回

9/19 (月) 9/20 (火) 9/21 (水) 9/22 (木) 9/23 (金) 2016/9/24 (土) 2016/9/25 (日)
830-1700
生保数理

２回
＜平日コース＞

10/10 (月) 10/11 (火) 10/12 (水) 10/13 (木) 10/14 (金) 2016/10/15 (土) 2016/10/16 (日)
午前2時間：1000-1200 午前2時間：1000-1200

数学　模試 生保数理　模試
午後2時間：1300-1500 午後2時間：1300-1500

損保数理　模試 年金数理　模試
夕方2時間：1600-1800
会計経済投資理論　模試

10/31 (月) 11/1 (火) 11/2 (水) 11/3 (木) 11/4 (金) 2016/11/5 (土) 2016/11/6 (日)

午後3時間：1430-1730
年金数理7回

11/7 (月) 11/8 (火) 11/9 (水) 11/10 (木) 11/11 (金) 2016/11/12 (土) 2016/11/13 (日)
午前3時間：1000-1300

数学7回
午後3時間：1430-1730

損保数理7回
11/14 (月) 11/15 (火) 11/16 (水) 11/17 (木) 11/18 (金) 2016/11/19 (土) 2016/11/20 (日)

午前3.5時間：1000-1330
会計経済投資理論7回

午後3時間：1430-1730
生保数理7回

11/21 (月) 11/22 (火) 11/23 (水) 11/24 (木) 11/25 (金) 2016/11/26 (土) 2016/11/27 (日)
830-1130 830-1130

生保数理平日 年金数理平日

11/28 (月) 11/29 (火) 11/30 (水) 12/1 (木) 12/2 (金) 2016/12/3 (土) 2016/12/4 (日)
830-1130 830-1130

損保数理平日 数学平日
1230-1630

会計経済投資理論平日

830-1800

会計経済投資理論
＜平日コース＞

損保数理
＜平日コース＞

数学
＜平日コース＞

830-1700

830-1700


