


マスプロ教育ではなく、学術的な議論に基
づいた双方向授業

導入科目から開始しても、修了時までには
高度会計専門職として必要な素養を身に
つけることが可能

平日昼間（対面授業）のみならず、平日夜
間・土曜（対面授業）及びメディア授業のみ
でも修了可能

多様な学生のニーズに対応したきめ細か
いコース設定

会計プロフェッショナルを志すみなさまへ

会計プロフェッショナルの矜持

会計専門職研究科長

Yoshimura Koji

　わが国における国際会計基準（IFRS）の本格導入に向けたロードマップの一環として会計大学院が登場以来、わ

が国ならびに世界の経営・会計領域における環境変化は著しく、いまだに対峙すべき課題は少なくはありません。

　経営体は、経済主体として必要とされる利益（私益）を確保し、経営主体としてステークホルダーの要請に応え

（共益）、社会主体として社会環境の創造と貢献（公益）を使命とする存在であり、その実現のために、存在および活

動の継続性が求められるとともに、最近では経営のサステナビリティ（sustainability：持続可能性）が重要課題

として位置づけられるようになりました。

　企業をはじめとする経営体を取り巻く環境は加速度的に変化し続けており、企業経営のグローバル化と多様化

および複雑化はまさに“車の両輪”の関係にある経営と会計に対してさらなる進展を求めています。

　明治大学専門職大学院会計専門職研究科が育成する会計プロフェッショナル（高度会計専門職業人）とは、単に

会計ならびに経営に関する高度の専門知識のみを有する者を意味するのではなく、専門職業遂行能力を備えつ

つ、プロフェッショナルとしての自らの存在を可能とし、その存在を裏付けるための高い資質と人間力を具備する

者を意味します。ゆえに明治大学専門職大学院会計専門職研究科は知識と学習能力の向上のみに甘んじることな

く、プロフェッショナルとしての唯一無二の人間力の涵養を教育上の特長と位置づけています。

　プロフェッショナルたる高度専門職業人は、ある意味において孤高であり、その行動と先立つ思考および意思決

定は自らの社会上および職業上の倫理と道徳に照らして行われることが強く求められます。他者が示した基準や

価値観を単に拠りどころとするのではなく、自らがつねに問題意識を有し、解決のための方策を追求し続けること

でプロフェッショナルとしての自身の存在を可能とすることこそがまさに会計プロフェッショナルの矜持と言えま

しょう。

　社会からの享受に甘んぜず、これからの国際社会に広く貢献しようという高い志と理想のもとに会計プロフェッ

ショナルを志すみなさんを私たちは応援します。

　次代の会計プロフェッショナルの世界がいまここからはじまります。

Dean's message
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アドミッション・ポリシー（学生の受入方針、入学時に問われる能力）

　明治大学専門職大学院会計専門職研究科は高度会計専門職業人を養成するために、以下の資

質を備えた学生を国内外から広く迎え入れる。

高度会計専門職業人としての高い専門知識と技能及び情報技術への対応力を修得するた
めに不可欠な基礎的学力。

高度会計専門職業人として社会に貢献するために社会常識と倫理意識に基づく適切な判
断と行動のための基礎的能力。

高度会計専門職業人として適切なコミュニケーションができ、自らの考えを明確に示す基
礎的能力。

AP1

AP2

AP3

人材養成その他の教育研究上の目的

　会計専門職研究科会計専門職専攻は、公認会計士、企業等の民間部門又は政府等の公的部

門の会計実務担当者、租税スペシャリストなどが必要とする資質と技能を備えた高度会計専門

職業人を養成することを目的としています。

　そのために、高度会計専門職業人には、高度の専門知識とスキル及び職業倫理に裏打ちさ

れた的確な判断力が重要であるとの考えから、具体的には、①職業倫理違反や事件を講義の中

で取り上げることによりガバナンスの重要性とコンプライアンスの必要性とを理解させること、

②法律や会計基準の規定に関する解釈にとどまらず、規定の根底にある思考を講義中に検討す

ることにより会計基準や法令等の基礎にある考え方を的確に理解させ、さらに準拠すべき規定

が存在しない場合においても適切な判断が下せるようにすること、③現実に企業で使用されて

いる会計ソフトウェアの活用能力や英語によるプレゼンテーション能力、及び実務上の問題を

発見しその解決を図るための実践力を高めることを目指します。これにより、高い職業的価値

観及び倫理観、会計、監査及び税務の専門家としての社会的使命に応えられる専門的知識並

びに現代社会の国際化・情報化に対応したスキルの修得を目標としています。

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針及び修了時に修得が期待される能力）

　グローバル化した現代
社会において、国際的な業
務分野でも、会計、監査、税
務ならびにファイナンスの
専門家としての理念と信念
のもとに、自信を持って自
ら行動できる人材

　私的あるいは公的な部
門で求められる、会計、監
査、税務ならびにファイナ
ンスの専門家としての知
識を身につけた人材

  会計、監査、税務ならびに
ファイナンスの専門家や
コア・コンピタンスとして
の高度の技能及び情報技
術への対応力を身につけ
た人材

　高い職業的価値観と論
理的かつ職業倫理に根ざ
した判断力のもと、それら
の知識や技能を社会にお
いて適正かつ的確に発揮
できる人材

会計専門職
としての
「心」

会計専門職
としての
「技」

会計専門職
としての
「個」

会計専門職
としての
「知」

明治大学会計専門職研究科が養成する高度会計専門職業人

高度会計専門職業人として不可欠の高い専
門知識と技能及び情報技術への対応力を
修得していること。

高度会計専門職業人として社会に貢献す
るため社会常識と倫理意識に基づく適切
な判断と行動が出来ること。

高度会計専門職業人として期待される国
際的業務への対応力及び実践的で高度な
問題解決能力を修得していること。

DP1

DP2

DP3

　明治大学専門職大学院会計専門職研究科が授与する学位は、「会計修士（専門職）」（Master of 

Accountancy）であり、修了時点において修得が期待される能力と要件は以下のとおりである。

　「会計専修コース」は所定の標準修業年
限以上在学し、会計学（財務会計、管理会計、
監査）を中心とした所定の48単位を修得す
ることを修了要件とする。「税務専修コー
ス」は２年以上在学し、税法を中心とした所
定の48単位を修得することを修了要件と
する。

次世代を担う高度会計専門職業人の養成 
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ス」は２年以上在学し、税法を中心とした所
定の48単位を修得することを修了要件と
する。
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成及び実施方針）

【会計専門職研究科カリキュラム構成】

高度会計専門職業人（公認会計士・税理士など）
応用実践科目

講義科目の知識を前提とした演習・論文作成

発展科目
最先端の実践的知識を修得

基本科目
会計専門職業人にとってコアとなる知識を修得

基礎科目
会計専門職業人として最低限必要とされる知識を修得

     

基礎科目科目分類系 会計
専修

税務
専修

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎
◎

◎選択必修（講義）　○選択必修（演習）

◎
◎◎ ◎◎
◎◎

◎◎
◎◎
◎◎
◎◎
◎

◎
◎
◎◎

◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎

◎◎
◎◎

◎◎
◎◎
◎◎

◎◎
◎◎

◎◎
◎◎

◎◎

◎◎

◎◎
◎◎
◎◎

◎◎
◎◎

◎◎

◎◎

○
○
○

○

○
○
○

○

○
○
○

○
○
○

○

○

○

○
○

会計
専修

税務
専修

会計
専修

税務
専修

会計
専修

税務
専修

財務会計系

財務会計の原理Ⅰ
財務会計の原理Ⅱ

管理会計の原理
原価計算の基礎

監査の原理

企業法の原理

租税法の原理 法人税法Ⅰ
法人税法Ⅱ
所得税法
消費税法
税務会計制度

経営管理
経営戦略
企業価値評価
リスク・マネジメント

民法A
民法B
会社法Ａ
会社法Ｂ
商法総則・商行為法
金融商品取引法

原価計算
業績管理会計
意思決定会計
経営分析
戦略管理会計

財務会計Ａ
財務会計B
財務会計C
財務会計D
連結財務諸表Ａ
連結財務諸表Ｂ

監査職業倫理
監査実施基準
監査報告基準
監査制度
内部統制監査

相続税法
租税手続法
国際税務

経営倫理
経営統計

原価管理
管理会計外国書講読
会計情報システムⅠ
会計情報システムⅡ

ディスクロージャー制度
環境会計
国際会計実務
国際会計基準
アメリカ会計制度
比較会計制度
財務会計外国書購読
公会計制度
ファイナンシャル・
　アカウンティング
会計英語
会計・監査セミナー
国際会計研修

国際監査基準
内部監査制度
公監査
システム監査
オーディティング　アンド
　アテステーション

租税法演習
租税法ケーススタディ
租税法研究指導Ⅰ
租税法研究指導Ⅱ

経営学演習
経営管理ケーススタディ
経営管理研究指導Ⅰ
経営管理研究指導Ⅱ

企業法演習
企業法ケーススタディ
企業法研究指導Ⅰ
企業法研究指導Ⅱ

管理会計演習
管理会計ケーススタディ
管理会計研究指導Ⅰ
管理会計研究指導Ⅱ

財務会計演習Ⅰ
財務会計演習Ⅱ
財務会計ケーススタディ
国際会計実務ケーススタディ
財務会計研究指導Ⅰ
財務会計研究指導Ⅱ

監査演習
監査ケーススタディ
監査研究指導Ⅰ
監査研究指導Ⅱ

経営学の原理
企業ファイナンスの原理
統計学
マクロ経済学
ミクロ経済学

管理会計系

監査系

企業法系

租税法系

経営・
ファイナンス系

2022年度 授業科目一覧（予定）

基本科目

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成及び実施方針）

　明治大学専門職大学院会計専門職研究科では、高度会計専門職業人を養成するという理念

と信念のもとに、高度の専門知識と職業的倫理観を有し、会計、監査、税務及び経営・ファイナ

ンスの専門家としての技能や、情報技術への対応力を具備し、理論と実務の架橋教育を通じ、

国際的業務への対応力及び実践的で高度な問題解決能力を有した人材の育成を目的とする。

　本研究科における教育課程編成及び実施方針は以下のとおりである。

本研究科が想定する高度会計専門職業人とは、①公認会計士、②企業等の民間部門若
しくは国・地方公共団体等の公的部門における会計専門職、③税理士、④会計、監査、租
税及び経営・ファイナンス分野における研究者を指す。本研究科では、こうした高度会
計専門職業人の養成を目的として「会計専修コース」及び「税務専修コース」を設置する。

設置科目を学問系統別（財務会計系、管理会計系、監査系、企業法系、租税法系、経営・
ファイナンス系）に区分し、各系に属する基礎科目、基本科目、発展科目、応用実践科目

（研究指導を含む）を配置し、体系的かつ段階的な教育を行う。

各科目には前提科目（当該科目を履修するにあたって、事前に履修しておくことが前提
とされる科目）と、推奨科目（当該科目を履修するにあたって、事前又は同時に履修する
ことが推奨される科目）を明らかにし、相互の関連性を履修順序として明示したカリキュ
ラムマップを整備することで、志望する高度会計専門職業人の職務領域の差異に対応す
る体系的な科目履修を可能としている。

CP1

CP2

CP3

◆多数の科目から、自分にあった履修モデ
ルの設計が可能です。

◆全くの初学者でも、基礎科目から履修す
ることによって、会計専門職に必要な知
識を得ることができます。

◆コアとなる基本科目は、各種資格試験の
範囲を網羅したものになっています。

財
務
会
計
系

管
理
会
計
系

監
査
系

企
業
法
系

租
税
法
系

経
営
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
系

発展科目 応用実践科目

（公財）大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価適合の高水準教育の実践

　本研究科は、認証評価機関である大学基準協会が実施する認証評価を申請し、「経営系専門職大
学院基準に適合している」との認定を受けました。認定期間は2025年3月末日までです。
　大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価は、経営系専門職大学院の水準の向上をはかるこ
と、適格認定を通じて経営系専門職大学院の質を社会に対して広く保証することを目的としています。
今回の結果について、勧告事項がなく、適合認定されたことは本研究科の実態が第三者から見ても
評価できるものであったと受け留めております。今後は問題点（検討課題）として挙げられた項目を
改善し、教育研究の質を維持・向上させるべく努めてまいります。
　明治大学専門職大学院会計専門職研究科会計専門職専攻に対する認証評価（公益財団法人大学
基準協会）は本研究科ホームページの以下のURLよりご確認いただけます。
http://www.meiji.ac.jp/macs/accreditation/accreditation.html
　また、公益財団法人大学基準協会のホームページからもご確認いただけます。 http://www.juaa.or.jp/

授業科目の特長

　本研究科の授業科目は、専門職大学院ならではの理論と実務の架橋教育を目的としています。しかも、導入から応用
まで、マスプロ教育とよばれるような授業ではなく、受講生と教員とが相互に議論する双方向授業が展開されています。

カリキュラム
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成及び実施方針）

【会計専門職研究科カリキュラム構成】

高度会計専門職業人（公認会計士・税理士など）
応用実践科目

講義科目の知識を前提とした演習・論文作成

発展科目
最先端の実践的知識を修得

基本科目
会計専門職業人にとってコアとなる知識を修得

基礎科目
会計専門職業人として最低限必要とされる知識を修得

     

基礎科目科目分類系 会計
専修

税務
専修

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎◎
◎

◎選択必修（講義）　○選択必修（演習）

◎
◎◎ ◎◎
◎◎

◎◎
◎◎
◎◎
◎◎
◎

◎
◎
◎◎

◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎

◎◎
◎◎

◎◎
◎◎
◎◎

◎◎
◎◎

◎◎
◎◎

◎◎

◎◎

◎◎
◎◎
◎◎

◎◎
◎◎

◎◎

◎◎

○
○
○

○

○
○
○

○

○
○
○

○
○
○

○

○

○

○
○

会計
専修

税務
専修

会計
専修

税務
専修

会計
専修

税務
専修

財務会計系

財務会計の原理Ⅰ
財務会計の原理Ⅱ

管理会計の原理
原価計算の基礎

監査の原理

企業法の原理

租税法の原理 法人税法Ⅰ
法人税法Ⅱ
所得税法
消費税法
税務会計制度

経営管理
経営戦略
企業価値評価
リスク・マネジメント

民法A
民法B
会社法Ａ
会社法Ｂ
商法総則・商行為法
金融商品取引法

原価計算
業績管理会計
意思決定会計
経営分析
戦略管理会計

財務会計Ａ
財務会計B
財務会計C
財務会計D
連結財務諸表Ａ
連結財務諸表Ｂ

監査職業倫理
監査実施基準
監査報告基準
監査制度
内部統制監査

相続税法
租税手続法
国際税務

経営倫理
経営統計

原価管理
管理会計外国書講読
会計情報システムⅠ
会計情報システムⅡ

ディスクロージャー制度
環境会計
国際会計実務
国際会計基準
アメリカ会計制度
比較会計制度
財務会計外国書購読
公会計制度
ファイナンシャル・
　アカウンティング
会計英語
会計・監査セミナー
国際会計研修

国際監査基準
内部監査制度
公監査
システム監査
オーディティング　アンド
　アテステーション

租税法演習
租税法ケーススタディ
租税法研究指導Ⅰ
租税法研究指導Ⅱ

経営学演習
経営管理ケーススタディ
経営管理研究指導Ⅰ
経営管理研究指導Ⅱ

企業法演習
企業法ケーススタディ
企業法研究指導Ⅰ
企業法研究指導Ⅱ

管理会計演習
管理会計ケーススタディ
管理会計研究指導Ⅰ
管理会計研究指導Ⅱ

財務会計演習Ⅰ
財務会計演習Ⅱ
財務会計ケーススタディ
国際会計実務ケーススタディ
財務会計研究指導Ⅰ
財務会計研究指導Ⅱ

監査演習
監査ケーススタディ
監査研究指導Ⅰ
監査研究指導Ⅱ

経営学の原理
企業ファイナンスの原理
統計学
マクロ経済学
ミクロ経済学

管理会計系

監査系

企業法系

租税法系

経営・
ファイナンス系

2022年度 授業科目一覧（予定）

基本科目

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成及び実施方針）

　明治大学専門職大学院会計専門職研究科では、高度会計専門職業人を養成するという理念

と信念のもとに、高度の専門知識と職業的倫理観を有し、会計、監査、税務及び経営・ファイナ

ンスの専門家としての技能や、情報技術への対応力を具備し、理論と実務の架橋教育を通じ、

国際的業務への対応力及び実践的で高度な問題解決能力を有した人材の育成を目的とする。

　本研究科における教育課程編成及び実施方針は以下のとおりである。

本研究科が想定する高度会計専門職業人とは、①公認会計士、②企業等の民間部門若
しくは国・地方公共団体等の公的部門における会計専門職、③税理士、④会計、監査、租
税及び経営・ファイナンス分野における研究者を指す。本研究科では、こうした高度会
計専門職業人の養成を目的として「会計専修コース」及び「税務専修コース」を設置する。

設置科目を学問系統別（財務会計系、管理会計系、監査系、企業法系、租税法系、経営・
ファイナンス系）に区分し、各系に属する基礎科目、基本科目、発展科目、応用実践科目

（研究指導を含む）を配置し、体系的かつ段階的な教育を行う。

各科目には前提科目（当該科目を履修するにあたって、事前に履修しておくことが前提
とされる科目）と、推奨科目（当該科目を履修するにあたって、事前又は同時に履修する
ことが推奨される科目）を明らかにし、相互の関連性を履修順序として明示したカリキュ
ラムマップを整備することで、志望する高度会計専門職業人の職務領域の差異に対応す
る体系的な科目履修を可能としている。

CP1

CP2

CP3

◆多数の科目から、自分にあった履修モデ
ルの設計が可能です。

◆全くの初学者でも、基礎科目から履修す
ることによって、会計専門職に必要な知
識を得ることができます。

◆コアとなる基本科目は、各種資格試験の
範囲を網羅したものになっています。

財
務
会
計
系

管
理
会
計
系

監
査
系

企
業
法
系

租
税
法
系

経
営
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
系

発展科目 応用実践科目

（公財）大学基準協会 経営系専門職大学院認証評価適合の高水準教育の実践

　本研究科は、認証評価機関である大学基準協会が実施する認証評価を申請し、「経営系専門職大
学院基準に適合している」との認定を受けました。認定期間は2025年3月末日までです。
　大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価は、経営系専門職大学院の水準の向上をはかるこ
と、適格認定を通じて経営系専門職大学院の質を社会に対して広く保証することを目的としています。
今回の結果について、勧告事項がなく、適合認定されたことは本研究科の実態が第三者から見ても
評価できるものであったと受け留めております。今後は問題点（検討課題）として挙げられた項目を
改善し、教育研究の質を維持・向上させるべく努めてまいります。
　明治大学専門職大学院会計専門職研究科会計専門職専攻に対する認証評価（公益財団法人大学
基準協会）は本研究科ホームページの以下のURLよりご確認いただけます。
http://www.meiji.ac.jp/macs/accreditation/accreditation.html
　また、公益財団法人大学基準協会のホームページからもご確認いただけます。 http://www.juaa.or.jp/

授業科目の特長

　本研究科の授業科目は、専門職大学院ならではの理論と実務の架橋教育を目的としています。しかも、導入から応用
まで、マスプロ教育とよばれるような授業ではなく、受講生と教員とが相互に議論する双方向授業が展開されています。

授業科目一覧
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会計専修コース

履修モデル：修士論文の作成（会計系の場合）

ステップ1：講義科目及びケーススタディの履修
◆担当教員の履修指導により、修士論文作成に必要な講義科目やケーススタディを１年間で履修してください。研究テーマ・ア

プローチによって必要となる科目は異なりますので、網羅性は必ずしも要求されません。

ステップ2：研究指導Ⅰ・Ⅱの履修
◆修士論文のテーマ・アプローチを確定した後は、２年次から「研究指導Ⅰ」「研究指導Ⅱ」を履修することになります。
◆担当教員の指導のもと、修士論文を作成して、最終審査に合格すれば単位修得となります。

履修モデル：公認会計士試験受験

ステップ1：会計科目のコア

◆公認会計士試験の短答免除対象科目及び論文式試験の主要科目に対応するため、財務会計系・管理会計系・監査系の基礎
科目＋基本科目＋応用実践科目を優先的に履修してください。特に、公認会計士試験の範囲を網羅する基本科目の履修が
望まれます。

◆学期はじめに実施される会計学統一試験に合格しないと、財務会計系については「財務会計の原理Ⅰ・Ⅱ」、管理会計系
については「原価計算の基礎」からの履修となることには十分注意してください。

ステップ2：選択科目など

◆半期ごとの履修上限は20単位ですので、２年間（４学期）在籍すると、合計80単位の履修が可能となります。
◆ステップ１を完了した後は、学習進度に応じて、財務会計系・管理会計系・監査系の発展科目及び応用実践科目、あるいは、

企業法系・租税法系・経営・ファイナンス系の科目を履修してください。

コースのポイント

　公認会計士試験に対応し、段階的かつ体系的なカリキュラムで構成されています。また、「研究指導Ⅰ」及び「研究指導
Ⅱ」を履修すれば、税理士試験の科目免除も可能な修士論文を作成することも可能です。

修了要件（1年修了プログラムも同様）

⑴ 「原価計算の基礎」を除き、48単位以上を修得しなければならない。
⑵ 選択必修科目等は、次のすべての条件を満たすように修得しなければならない。

① 「研究指導」を除き、財務会計系科目から12単位以上（このうち同系の基本科目から8単位以上）
② 「原価計算の基礎」及び「研究指導」を除き、管理会計系科目から8単位以上（このうち同系の基本科目から4単位以上）
③ 「研究指導」を除き、監査系科目から8単位以上
④ 「監査職業倫理」及び「経営倫理」から2単位以上
⑤ 選択必修科目（会計専修・講義）から22単位以上
⑥ 選択必修科目（会計専修・演習）を4単位以上（ただし、財務会計系、管理会計系、監査系、企業法系又は経営・ファ

イナンス系のケーススタディから2単位以上）
⑶ ケーススタディは、8単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑷ 研究科間共通科目は、4単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑸ 修士論文を作成する場合には、財務会計系、管理会計系、監査系、企業法系又は経営・ファイナンス系に属する「研

究指導Ⅰ」及び「研究指導Ⅱ」を修得しなければならない。なお、「研究指導Ⅱ」を履修する者は、学位論文の審査及び
最終試験に合格することを修了要件とする。

1年次

財務会計の原理Ⅰ
財務会計の原理Ⅱ

財務会計A
財務会計B
財務会計C
財務会計ケーススタディ

財務会計研究指導Ⅰ
連結財務諸表A
連結財務諸表B
国際会計基準

財務会計研究指導Ⅱ
国際会計実務

原価計算の基礎
管理会計の原理

原価計算
意思決定会計

戦略管理会計
経営分析

会計情報システムⅠ

監査の原理
監査職業倫理

監査実施基準 監査制度
内部統制監査
監査報告基準

企業法の原理

経営学の原理
租税法の原理

財　務　会　計　系

管　理　会　計　系

監　　　査　　　系

企 　 業 　 法 　 系
租 　 税 　 法 　 系
経営・ファイナンス系

2年次

1年次

財務会計Ａ
財務会計Ｂ
連結財務諸表Ｂ
財務会計演習Ⅰ

財務会計Ｃ
財務会計Ｄ
連結財務諸表Ａ
財務会計演習Ⅱ

財務会計ケーススタディ
国際会計基準
比較会計制度

国際会計実務
国際会計研修

管理会計の原理
原価計算
業績管理会計

戦略管理会計
意思決定会計
経営分析

管理会計演習 会計情報システムⅠ

監査の原理
監査職業倫理
監査実施基準

監査報告基準
監査制度
内部統制監査

国際監査基準
監査演習
監査ケーススタディ

企業法の原理

経営学の原理
経営倫理

経営管理

会社法Ａ
会社法Ｂ

租税法の原理

財　務　会　計　系

管　理　会　計　系

監　　　査　　　系

企 　 業 　 法 　 系

租 　 税 　 法 　 系

経営・ファイナンス系

2年次

会計専修コース
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会計専修コース

履修モデル：修士論文の作成（会計系の場合）

ステップ1：講義科目及びケーススタディの履修
◆担当教員の履修指導により、修士論文作成に必要な講義科目やケーススタディを１年間で履修してください。研究テーマ・ア

プローチによって必要となる科目は異なりますので、網羅性は必ずしも要求されません。

ステップ2：研究指導Ⅰ・Ⅱの履修
◆修士論文のテーマ・アプローチを確定した後は、２年次から「研究指導Ⅰ」「研究指導Ⅱ」を履修することになります。
◆担当教員の指導のもと、修士論文を作成して、最終審査に合格すれば単位修得となります。

履修モデル：公認会計士試験受験

ステップ1：会計科目のコア

◆公認会計士試験の短答免除対象科目及び論文式試験の主要科目に対応するため、財務会計系・管理会計系・監査系の基礎
科目＋基本科目＋応用実践科目を優先的に履修してください。特に、公認会計士試験の範囲を網羅する基本科目の履修が
望まれます。

◆学期はじめに実施される会計学統一試験に合格しないと、財務会計系については「財務会計の原理Ⅰ・Ⅱ」、管理会計系
については「原価計算の基礎」からの履修となることには十分注意してください。

ステップ2：選択科目など

◆半期ごとの履修上限は20単位ですので、２年間（４学期）在籍すると、合計80単位の履修が可能となります。
◆ステップ１を完了した後は、学習進度に応じて、財務会計系・管理会計系・監査系の発展科目及び応用実践科目、あるいは、

企業法系・租税法系・経営・ファイナンス系の科目を履修してください。

コースのポイント

　公認会計士試験に対応し、段階的かつ体系的なカリキュラムで構成されています。また、「研究指導Ⅰ」及び「研究指導
Ⅱ」を履修すれば、税理士試験の科目免除も可能な修士論文を作成することも可能です。

修了要件（1年修了プログラムも同様）

⑴ 「原価計算の基礎」を除き、48単位以上を修得しなければならない。
⑵ 選択必修科目等は、次のすべての条件を満たすように修得しなければならない。

① 「研究指導」を除き、財務会計系科目から12単位以上（このうち同系の基本科目から8単位以上）
② 「原価計算の基礎」及び「研究指導」を除き、管理会計系科目から8単位以上（このうち同系の基本科目から4単位以上）
③ 「研究指導」を除き、監査系科目から8単位以上
④ 「監査職業倫理」及び「経営倫理」から2単位以上
⑤ 選択必修科目（会計専修・講義）から22単位以上
⑥ 選択必修科目（会計専修・演習）を4単位以上（ただし、財務会計系、管理会計系、監査系、企業法系又は経営・ファ

イナンス系のケーススタディから2単位以上）
⑶ ケーススタディは、8単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑷ 研究科間共通科目は、4単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑸ 修士論文を作成する場合には、財務会計系、管理会計系、監査系、企業法系又は経営・ファイナンス系に属する「研

究指導Ⅰ」及び「研究指導Ⅱ」を修得しなければならない。なお、「研究指導Ⅱ」を履修する者は、学位論文の審査及び
最終試験に合格することを修了要件とする。

1年次

財務会計の原理Ⅰ
財務会計の原理Ⅱ

財務会計A
財務会計B
財務会計C
財務会計ケーススタディ

財務会計研究指導Ⅰ
連結財務諸表A
連結財務諸表B
国際会計基準

財務会計研究指導Ⅱ
国際会計実務

原価計算の基礎
管理会計の原理

原価計算
意思決定会計

戦略管理会計
経営分析

会計情報システムⅠ

監査の原理
監査職業倫理

監査実施基準 監査制度
内部統制監査
監査報告基準

企業法の原理

経営学の原理
租税法の原理

財　務　会　計　系

管　理　会　計　系

監　　　査　　　系

企 　 業 　 法 　 系
租 　 税 　 法 　 系
経営・ファイナンス系

2年次

1年次

財務会計Ａ
財務会計Ｂ
連結財務諸表Ｂ
財務会計演習Ⅰ

財務会計Ｃ
財務会計Ｄ
連結財務諸表Ａ
財務会計演習Ⅱ

財務会計ケーススタディ
国際会計基準
比較会計制度

国際会計実務
国際会計研修

管理会計の原理
原価計算
業績管理会計

戦略管理会計
意思決定会計
経営分析

管理会計演習 会計情報システムⅠ

監査の原理
監査職業倫理
監査実施基準

監査報告基準
監査制度
内部統制監査

国際監査基準
監査演習
監査ケーススタディ

企業法の原理

経営学の原理
経営倫理

経営管理

会社法Ａ
会社法Ｂ

租税法の原理

財　務　会　計　系

管　理　会　計　系

監　　　査　　　系

企 　 業 　 法 　 系

租 　 税 　 法 　 系

経営・ファイナンス系

2年次
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プログラムのポイント

　会計専修コースには「１年修了プログラム」が開設されています。本プログラムの下で履修指導を受け、かつ所定の単
位を修得した場合には、会計修士（専門職）の学位を取得することが可能です。学術的議論に基づいた双方向授業とい
う会計大学院の特徴を生かしつつ、公認会計士に不可欠の専門知識を最短で修得し、さらには希望に応じて修士論文
の作成も可能なプログラムです。

　会計専修コースには「早期修了制度」が開設されています。本制度は会計専修コース入学者のうち、他研究科の正規
生又は本研究科の科目等履修生として取得した単位を本研究科の単位として６単位以上認定された場合に、在学期間
を半年間（１学期分）又は１年間（２学期分）短縮し、早期修了を可能とする制度です。

科目等履修生制度

　学外の方々を対象に科目等履修生制度を設けています。この制度を利用することで、正規入学によらず、本研究科に
開設されている科目を履修し、一定の単位を修得することができます。修得した単位は、本研究科入学後に既修得単位
として認定されます。
　また、科目等履修生として一定数以上の単位を修得した後、本研究科に入学すると、早期修了制度を利用して、修了す
ることが可能となります。

学　　費：①入学金：20,000円
※他学部・他研究科も含め、前年度からの継続の場合は不要。本学卒業生又は修了生の場合は半額となり
ます。
②履習料（1科目2単位）：66,000円（当研究科修了生は33,000円）

出願方法：本研究科ホームページから詳細をご確認ください。

制度のポイント

在学期間の短縮期間

半年間（１学期分）又は１年間（２学期分）

対象者

　本研究科に入学する前に他研究科の正規生又は本研究科の科目等履修生として修得した単位を本研究科におい
て６単位以上修得したものとみなされる場合であって、当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認めら
れる者

早期修了制度利用可否の判定方法

　本制度利用希望者は、一般入試受験時の出願書類として「早期修了制度利用願」及び「既修得単位事前認定願」を
提出してください。入試の合否判定と併せて早期修了制度の利用可否も判定します。また、既修得単位（履習中の科
目を含む）の決定については、事前相談も受け付けています。（要予約）

科目等履修生：
単位取得

入学試験 正規学生：
単位認定

修了合格 会計修士
（専門職）

標準修業年限

1年

◆半期ごとの履修上限は28単位ですので、１年間（２学期）在籍すると、合計56単位の履修が可能となります。
◆会計大学院を修了すると、企業法を除き会計士短答式試験の科目は免除となります。ただし、当該プログラムでは、1年
という期間で、財務会計系・管理会計系・監査系の短答免除対象科目を履修する必要があります。
◆会計大学院の利点を生かし論述能力を高めるには、本研究科のカリキュラムに沿って、最も配点の比重が大きい「会計
学」及び「監査論」の出題範囲を前提にしたコア科目群を重点的に履修するのが効果的です。

最長在学期間

2年

募集入試形態

一般入試　Ａ方式及びＢ方式のみ

修了要件

標準修業年限2年と同様（8ページを参照）

出願要件

所定の出願資格（34ページ参照）を満たし、かつ3年以上の職務経験を有する者

履修モデル：公認会計士試験受験

※履修モデルは、過年度の時間割を前提としています。2022 年度については、時間割を改めてご確認ください。

春学期

財務会計Ａ
財務会計Ｂ
連結財務諸表Ｂ
財務会計演習Ⅰ

財務会計Ｃ
財務会計Ｄ
連結財務諸表Ａ
財務会計演習Ⅱ

管理会計の原理
原価計算
業績管理会計
意思決定会計

戦略管理会計
経営分析
管理会計演習

監査の原理
監査職業倫理
監査実施基準

財務会計ケーススタディ
ディスクロージャー制度
経営倫理

監査制度
内部統制監査
監査演習
監査報告基準

国際監査基準
監査ケーススタディ

財務会計系コア科目

管理会計系コア科目

監 査 系 コ ア 科 目

そ 　 　 の 　 　 他

秋学期

会計専修コース（1 年修了プログラム）
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プログラムのポイント

　会計専修コースには「１年修了プログラム」が開設されています。本プログラムの下で履修指導を受け、かつ所定の単
位を修得した場合には、会計修士（専門職）の学位を取得することが可能です。学術的議論に基づいた双方向授業とい
う会計大学院の特徴を生かしつつ、公認会計士に不可欠の専門知識を最短で修得し、さらには希望に応じて修士論文
の作成も可能なプログラムです。

　会計専修コースには「早期修了制度」が開設されています。本制度は会計専修コース入学者のうち、他研究科の正規
生又は本研究科の科目等履修生として取得した単位を本研究科の単位として６単位以上認定された場合に、在学期間
を半年間（１学期分）又は１年間（２学期分）短縮し、早期修了を可能とする制度です。

科目等履修生制度

　学外の方々を対象に科目等履修生制度を設けています。この制度を利用することで、正規入学によらず、本研究科に
開設されている科目を履修し、一定の単位を修得することができます。修得した単位は、本研究科入学後に既修得単位
として認定されます。
　また、科目等履修生として一定数以上の単位を修得した後、本研究科に入学すると、早期修了制度を利用して、修了す
ることが可能となります。

学　　費：①入学金：20,000円
※他学部・他研究科も含め、前年度からの継続の場合は不要。本学卒業生又は修了生の場合は半額となり
ます。
②履習料（1科目2単位）：66,000円（当研究科修了生は33,000円）

出願方法：本研究科ホームページから詳細をご確認ください。

制度のポイント

在学期間の短縮期間

半年間（１学期分）又は１年間（２学期分）

対象者

　本研究科に入学する前に他研究科の正規生又は本研究科の科目等履修生として修得した単位を本研究科におい
て６単位以上修得したものとみなされる場合であって、当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認めら
れる者

早期修了制度利用可否の判定方法

　本制度利用希望者は、一般入試受験時の出願書類として「早期修了制度利用願」及び「既修得単位事前認定願」を
提出してください。入試の合否判定と併せて早期修了制度の利用可否も判定します。また、既修得単位（履習中の科
目を含む）の決定については、事前相談も受け付けています。（要予約）

科目等履修生：
単位取得

入学試験 正規学生：
単位認定

修了合格 会計修士
（専門職）

標準修業年限

1年

◆半期ごとの履修上限は28単位ですので、１年間（２学期）在籍すると、合計56単位の履修が可能となります。
◆会計大学院を修了すると、企業法を除き会計士短答式試験の科目は免除となります。ただし、当該プログラムでは、1年
という期間で、財務会計系・管理会計系・監査系の短答免除対象科目を履修する必要があります。
◆会計大学院の利点を生かし論述能力を高めるには、本研究科のカリキュラムに沿って、最も配点の比重が大きい「会計
学」及び「監査論」の出題範囲を前提にしたコア科目群を重点的に履修するのが効果的です。

最長在学期間

2年

募集入試形態

一般入試　Ａ方式及びＢ方式のみ

修了要件

標準修業年限2年と同様（8ページを参照）

出願要件

所定の出願資格（34ページ参照）を満たし、かつ3年以上の職務経験を有する者

履修モデル：公認会計士試験受験

※履修モデルは、過年度の時間割を前提としています。2022 年度については、時間割を改めてご確認ください。

春学期

財務会計Ａ
財務会計Ｂ
連結財務諸表Ｂ
財務会計演習Ⅰ

財務会計Ｃ
財務会計Ｄ
連結財務諸表Ａ
財務会計演習Ⅱ

管理会計の原理
原価計算
業績管理会計
意思決定会計

戦略管理会計
経営分析
管理会計演習

監査の原理
監査職業倫理
監査実施基準

財務会計ケーススタディ
ディスクロージャー制度
経営倫理

監査制度
内部統制監査
監査演習
監査報告基準

国際監査基準
監査ケーススタディ

財務会計系コア科目

管理会計系コア科目

監 査 系 コ ア 科 目

そ 　 　 の 　 　 他

秋学期

会計専修コース（早期修了制度）
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修了要件

⑴ 「原価計算の基礎」を除き、48単位以上を修得しなければならない。
⑵ 選択必修科目等は、次のすべての条件を満たすように修得しなければならない。

① 租税法系の科目から18単位以上
② 財務会計系の基本科目から6単位以上
③ 管理会計系の「管理会計の原理」及び基本科目から4単位以上
④ 「監査職業倫理」及び「経営倫理」から2単位以上
⑤ 選択必修科目（税務専修・講義）から22単位以上
⑥ 選択必修科目（税務専修・演習）を4単位以上（ただし、租税法系のケーススタディから2単位以上）

⑶ ケーススタディは、8単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑷ 研究科間共通科目は、4単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑸ 修士論文を作成する場合には、租税法系に属する「研究指導Ⅰ」及び「研究指導Ⅱ」を修得しなければならない。
　 なお、「研究指導Ⅱ」を履修する者は、学位論文の審査及び最終試験に合格することを修了要件とする。

◆
◆
◆

税理士として活躍するために必要な知識と問題解決のための思考力を習得することをねらいとします。
1年次に租税法系の科目を集中的に履修し、２年次より修士論文を作成します。
租税法系以外の科目はあくまでも目安であり、修了要件や開講時間帯に注意して履修してください。

履修モデル：修士論文の作成（租税法系の場合）

履修モデルのポイント

コースのポイント

　租税法に関する修士論文の作成を前提に、税理士をはじめとする高度会計専門職業人の育成に重点をおいたカ
リキュラムが編成されています。

　有職社会人でも課程の修了に必要な要件を満たすことができるよう、明治大学のeラーニングシステム
（e-meiji）を活用したメディア授業を導入するとともに、授業時間帯を平日昼間に平日夜・土曜日を加えた昼
夜開講制にてカリキュラムを展開しています。

開講科目

　カリキュラムの都合上、メディア授業と対面授業（平日夜・土曜日）の開講科目は、選択必修科目が中心になります。
各コースにおける選択必修科目は授業科目一覧（7ページ）をご覧ください。

メディア授業

　受講生はパソコンがあれば、「いつでも、どこでも、繰り返し」講義を受けることができます。これにより、自宅など学
外でも講義視聴が可能になりますので、特に多忙な社会人の通学負担も緩和されます。

有職社会人向け履修モデル

◆視聴方法は？
　各回に授業期間が設定されており、開始日順に視聴で
　きます。学生は配信期間中に授業を視聴し、期間内に
　各回の課題や小テストを提出します。

◆質問はできるの？
　e-meiji には質問機能が備わっており、科目担当教員
　または専属スタッフが速やかに回答します。

◆期末試験はあるの？
　各学期末に実施します。学生は、予め定められた日に来
　校し、試験を受ける必要があります。

＜2021年度開講科目：14科目＞
原価計算の基礎、監査制度、監査報告基準、企業法の原理、会社法Ａ、 会社法Ｂ、 商法総則・商行為法、
所得税法、相続税法、経営学の原理、経営管理、経営戦略、企業ファイナンスの原理、企業価値評価
※2022年度開講科目は、ホームページにて、順次、公開します。

１時限

月 火 水 木 金 土

2時限

3時限

4時限

5時限

6時限

ナイトＭ

※集中授業

9:00～10:40

10:50～12:30 システム監査

経営分析13:30～15:10

15:20～17:00

17:10～18:50

19:00～20:40

20:50～21:40
※集中授業

※集中授業

管理会計の原理

春学期に３科目＝財務会計Ａ，財務会計Ｂ、連結財務諸表B
150分授業×9回で2単位。週2回の授業ペースで、1科目を約4.5週で受講。

メディア授業 経営学の原理、企業ファイナンスの原理

＜ １年次春学期を想定（１６単位分）＞

1年次

財務会計A
財務会計B

財務会計C 財務会計ケーススタディ 国際会計実務

租税法の原理
所得税法
法人税法Ⅰ

租税法ケーススタディ
法人税法Ⅱ
相続税法
消費税法

租税法研究指導Ⅰ
税務会計制度

租税法研究指導Ⅱ
国際税務

管理会計の原理

監査の原理

会社法A
民法B

企業法の原理
民法A

原価計算

監査報告基準監査実施基準

財　務　会　計　系

監　　　査　　　系

企 　 業 　 法 　 系

租 　 税 　 法 　 系

2年次

経営倫理経営学の原理

管　理　会　計　系

経営・ファイナンス系

◆１学期あたり最大１０科目（２０単位）まで履修可能

　です。

◆１学期あたり６科目（１２単位）以上を履修・単位取得

　することで、修了に必要な４８単位を４学期（２年間）

　で修得できます。

◆平日昼間のみの開講科目であっても、通学が可能

　であれば、受講・単位取得は可能です。

◆修士論文作成希望者は、２年次に「研究指導Ⅰ」及

　び「研究指導Ⅱ」を履修する必要があります。

◆履修モデルは、2021年度の時間割を前提として

います。2022年度については、時間割を改めて

ご確認ください。

税務専修コース
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修了要件

⑴ 「原価計算の基礎」を除き、48単位以上を修得しなければならない。
⑵ 選択必修科目等は、次のすべての条件を満たすように修得しなければならない。

① 租税法系の科目から18単位以上
② 財務会計系の基本科目から6単位以上
③ 管理会計系の「管理会計の原理」及び基本科目から4単位以上
④ 「監査職業倫理」及び「経営倫理」から2単位以上
⑤ 選択必修科目（税務専修・講義）から22単位以上
⑥ 選択必修科目（税務専修・演習）を4単位以上（ただし、租税法系のケーススタディから2単位以上）

⑶ ケーススタディは、8単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑷ 研究科間共通科目は、4単位を限度として修了に必要な単位数に含めることができる。
⑸ 修士論文を作成する場合には、租税法系に属する「研究指導Ⅰ」及び「研究指導Ⅱ」を修得しなければならない。
　 なお、「研究指導Ⅱ」を履修する者は、学位論文の審査及び最終試験に合格することを修了要件とする。

◆
◆
◆

税理士として活躍するために必要な知識と問題解決のための思考力を習得することをねらいとします。
1年次に租税法系の科目を集中的に履修し、２年次より修士論文を作成します。
租税法系以外の科目はあくまでも目安であり、修了要件や開講時間帯に注意して履修してください。

履修モデル：修士論文の作成（租税法系の場合）

履修モデルのポイント

コースのポイント

　租税法に関する修士論文の作成を前提に、税理士をはじめとする高度会計専門職業人の育成に重点をおいたカ
リキュラムが編成されています。

　有職社会人でも課程の修了に必要な要件を満たすことができるよう、明治大学のeラーニングシステム
（e-meiji）を活用したメディア授業を導入するとともに、授業時間帯を平日昼間に平日夜・土曜日を加えた昼
夜開講制にてカリキュラムを展開しています。

開講科目

　カリキュラムの都合上、メディア授業と対面授業（平日夜・土曜日）の開講科目は、選択必修科目が中心になります。
各コースにおける選択必修科目は授業科目一覧（7ページ）をご覧ください。

メディア授業

　受講生はパソコンがあれば、「いつでも、どこでも、繰り返し」講義を受けることができます。これにより、自宅など学
外でも講義視聴が可能になりますので、特に多忙な社会人の通学負担も緩和されます。

有職社会人向け履修モデル

◆視聴方法は？
　各回に授業期間が設定されており、開始日順に視聴で
　きます。学生は配信期間中に授業を視聴し、期間内に
　各回の課題や小テストを提出します。

◆質問はできるの？
　e-meiji には質問機能が備わっており、科目担当教員
　または専属スタッフが速やかに回答します。

◆期末試験はあるの？
　各学期末に実施します。学生は、予め定められた日に来
　校し、試験を受ける必要があります。

＜2021年度開講科目：14科目＞
原価計算の基礎、監査制度、監査報告基準、企業法の原理、会社法Ａ、 会社法Ｂ、 商法総則・商行為法、
所得税法、相続税法、経営学の原理、経営管理、経営戦略、企業ファイナンスの原理、企業価値評価
※2022年度開講科目は、ホームページにて、順次、公開します。

１時限

月 火 水 木 金 土

2時限

3時限

4時限

5時限

6時限

ナイトＭ

※集中授業

9:00～10:40

10:50～12:30 システム監査

経営分析13:30～15:10

15:20～17:00

17:10～18:50

19:00～20:40

20:50～21:40
※集中授業

※集中授業

管理会計の原理

春学期に３科目＝財務会計Ａ，財務会計Ｂ、連結財務諸表B
150分授業×9回で2単位。週2回の授業ペースで、1科目を約4.5週で受講。

メディア授業 経営学の原理、企業ファイナンスの原理

＜ １年次春学期を想定（１６単位分）＞

1年次

財務会計A
財務会計B

財務会計C 財務会計ケーススタディ 国際会計実務

租税法の原理
所得税法
法人税法Ⅰ

租税法ケーススタディ
法人税法Ⅱ
相続税法
消費税法

租税法研究指導Ⅰ
税務会計制度

租税法研究指導Ⅱ
国際税務

管理会計の原理

監査の原理

会社法A
民法B

企業法の原理
民法A

原価計算

監査報告基準監査実施基準

財　務　会　計　系

監　　　査　　　系

企 　 業 　 法 　 系

租 　 税 　 法 　 系

2年次

経営倫理経営学の原理

管　理　会　計　系

経営・ファイナンス系

◆１学期あたり最大１０科目（２０単位）まで履修可能

　です。

◆１学期あたり６科目（１２単位）以上を履修・単位取得

　することで、修了に必要な４８単位を４学期（２年間）

　で修得できます。

◆平日昼間のみの開講科目であっても、通学が可能

　であれば、受講・単位取得は可能です。

◆修士論文作成希望者は、２年次に「研究指導Ⅰ」及

　び「研究指導Ⅱ」を履修する必要があります。

◆履修モデルは、2021年度の時間割を前提として

います。2022年度については、時間割を改めて

ご確認ください。

メディア授業・昼夜開講制による社会人の受入
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科目系統一覧

財務会計系
まず財務会計系のコア科目は、公認会計士など国家試験レ
ベルにも対応できる内容を段階的・網羅的に学修できるよ
うに設定されています。第１段階として「財務会計の原理
Ⅰ・Ⅱ」、第２段階として「財務会計A・B・C・D」「連結
財務諸表A・B」、第３段階として「財務会計演習Ⅰ・Ⅱ」
を履修することによって、計算と理論の両面から専門知識
の定着を図ります。また高度会計専門職に不可欠の応用
能力及び国際的な視野を涵養するために、「ディスクロー

ジャー制度」「アメリカ会計制度」「比較会計制度」などの
発展科目を設置しています。さらに会計大学院の特色であ
る理論と実務の架橋を目的とした「会計・監査セミナー」（公
認会計士の登録に必要な実務補習所の単位減免対象）、論
理的思考力及びプレゼンテーション能力の修得を目指した
「財務会計ケーススタディ」などが設置されています。

主要科目
財務会計Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

財務会計A・B・C・Dは、財務会計
の重要論点を網羅的に取り上げ、公
認会計士試験レベルまたはそれ以上
の知識を修得することを目的として
います。具体的な会計処理はもとよ
りその基礎にある考え方についても
深く学びます。日本基準の特徴と問
題点を理解するために、国際的な会
計基準との詳細な比較も行います。

連結財務諸表A・B

連結財務諸表A・Bは、連結会計や
企業結合会計の重要論点を網羅的に
学習し、公認会計士レベルの試験に
も対応できるように設定されていま
す。連結財務諸表に関する会計基準
は、近年、IFRSとのコンバージェン
スを視野に入れて複数回にわたって
改正されてきましたが、その内容に
は理論的にみても重要な論点が含ま
れています。この講義では、単なる
会計処理にとどまらず、財務会計の
基本的な考え方に関連付けながら議
論を進めます。

ディスクロージャー制度

ディスクロージャー制度の全体像及
び特徴を理解するために、財務情報
のみならず、コーポレート・ガバナ
ンス情報など投資意思決定にとって
有用な非財務情報（記述情報）の開
示がどのように求められているのか
を検討します。また金融商品取引法
や会社法における制度開示にとどま
らず、統合報告など任意開示の新た
な試みについても言及します。

管理会計系
管理会計系の科目は、企業の経営者・経営管理者や会計担
当者が経営上の諸問題に対処して組織をより良い方向へ導
くために、管理会計の知識・技法・理論を体系的に修得す
ることを目的としています。そこで、管理会計系のコア科
目では、ステップ１「原価計算の基礎」、ステップ2「原価
計算」「業績管理会計」「意思決定会計」「戦略管理会計」「経
営分析」、ステップ3「管理会計演習」を通じて、段階的に
専門知識の蓄積と計算力の向上を図ります。くわえて、管

理会計における理論の定着と実務に対応できる応用力の修
得を目指し、基礎科目の「管理会計の原理」、発展科目の「原
価管理」「会計情報システムⅠ・Ⅱ」などを設置しています。
また、企業実務における管理会計諸技法とその運用方法を
学ぶ「管理会計ケーススタディ」などの応用実践科目を履
修することにより、高度会計専門職に不可欠な論理的思考
力、プレゼンテーション能力、および応用実践能力を養成
します。

主要科目
原価計算

原価計算を支える基本的な考え方と
その理論を、各々の計算技法と結び
付けて体系的に講義します。わが国
の原価計算制度は、財務諸表の作成、
原価管理、予算統制等の異なる目的
を相ともに達成するために利用され
ます。本講義では、原価計算制度の
財務会計的側面と管理会計的側面か
ら、実際原価計算制度および標準原
価計算制度を中心に取り上げて説明
します。

業績管理会計

管理会計は業績管理会計と意思決定
会計の2つの領域に大別され、特に
業績管理会計は、期間を媒介とする
計画と統制の問題を扱い、戦略や組
織設計とも密接に関連します。した
がって本講義では、戦略遂行のため
のマネジメント・コントロール、短
期利益計画のための管理会計、企業
予算の編成・統制と責任会計、分権
的組織の業績管理などについて、そ
の概念や技法を分かりやすく説明し
ます。

意思決定会計

管理会計の2大領域の1つである意
思決定会計は、個別プロジェクト
についての経営意思決定問題に役
立つ情報を提供します。したがって
本講義では、意思決定に役立つ原価
の概念、自製／外注や特別注文受入
可否等の業務的意思決定、設備投資
の経済性計算等の戦略的意思決定、
DCF、M&Aや企業価値評価に関す
る問題などについて、その概念や技
法を分かりやすく説明します。
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企業法系
企業法系には、会計専門職業人にとって必要となる法律を体
系的に学習することができるように各科目を設置しています。
その中心的な科目は、会社の設立、組織、運営及び管理を
定めた「会社法」ですが、法律科目の初学者を対象として「企
業法の原理」を基本科目として設置しています。この他に
も、上場会社の企業内容等の開示制度を規制する「金融商
品取引法」、社会・経済社会を規律する基本法である「民法」、
商人及び商行為に関する規律を定める「商法総則・商行為

法」を設置し、企業活動を規律する法律を体系的に学習で
きるようにしています。また、実際の判例を題材として学
ぶ「企業法ケーススタディ」や企業法をより深く理解する
ための科目として「企業法演習」を設置し、企業活動を規
制する法律の知識の修得だけではなく、それを利用し問題
の解決を図る能力を涵養します。

主要科目
会社法A・B

会社法は、会社の設立、組織、運営
及び管理について定める法律です。
その内容は広範に及ぶため、会社法
A及び会社法Bでその全体の学習を
します。会社法Aでは、会社法のう
ち会社のガバナンス（会社の運営機
構）の法律問題に関する知識の習得
を目的とし、会社法Bでは、会社法
のうちファイナンスやM&Aの法律
問題に関する知識の習得を目的とし
ています。

商法総則 ･商行為法

この講義では、商法の総則と商行為
法に関する知識の習得を目的として
います。具体的には、商人の意義、
商業登記、商号、商業使用人、代理
商、営業譲渡など商法総則に規定さ
れている内容と、匿名組合、交互計
算、仲立人、問屋、運送営業など商
行為法に規定されている内容につい
て検討します。なお、会社法にも商
法総則の規定と同趣旨の規定が含ま
れていますので、それらの規定もこ
の講義で取り扱います。

金融商品取引法

この講義では、金融商品取引法の知
識の習得と、その基本的な考え方を
理解することを目的としています。
金融商品取引法の内容のうち、企業
内容の開示、公認会計士監査につい
ては、公認会計士法、開示府令、財
務諸表等規則、連結財務諸表規則な
どにも言及し、民事責任や行政処分
の局面も含め、掘り下げて検討を行
います。内部者取引、相場操縦、不
公正取引についても、この講義で取
り扱います。

監査系
監査系の科目は、高度会計専門職にとって必要な専門的知
識を体系的に学修できるように設置されています。第１段
階として「監査の原理」、第２段階として「監査職業倫理」「監
査実施基準」「監査報告基準」「監査制度」「内部統制監査」、
第３段階として「監査演習」を履修することによって、段
階的・網羅的に監査に関する知識の定着を図ります。以上
の科目は、公認会計士試験に対応できる内容となっていま
す。また、公認会計士又は組織内部の会計・監査担当者と

して、監査業務の拡大と高度化に対応できるように次のよ
うな発展科目を設置しています。公的機関や非営利法人を
対象とした「公監査」、内部統制を支える内部監査の視点
から「内部監査制度」、そして情報技術の進展と国際的な
視野を培うための「システム監査」「国際監査基準」など
です。さらに、論理的思考及びプレゼンテーション能力の
修得を目的とした「監査ケーススタディ」などが設置され
ています。

主要科目
監査職業倫理・監査実施基準・監査報告基準

財務諸表監査は、第三者としての監
査人が企業の財務諸表を監査し、そ
の信頼性を投資者に保証する社会的
制度です。このため、監査人は、他
の職業専門家以上に高度の職業倫理
を保持したうえで監査を実施し、そ
の結果を報告することが求められま
す。上記の３つの科目では、以上の
ことを踏まえたうえで監査基準を中
心に、公認会計士法、JICPA諸報告
(書)等に基づいて講義を行います。

内部統制監査

内部統制がしっかり構築され、整備，
運用されていることが組織経営を円
滑に行うための第一歩です。そして，
経営者の内部統制の状況の確認，評
価に対する監査人の監査が内部統制
監査です。まず，内部統制監査制度
の重要論点について学び，米国の
SOX法と日本のJ-SOXとの比較を踏
まえて，財務諸表監査と内部統制監
査との関係を学びます。また，AI時
代の今後の内部統制及び監査につい
ても取り上げます。

公監査

公監査とは、国ならびに地方公共団
体、および関連する公的機関の監査
をいいます。公監査の目的は、①政
府や地方自治体による国会や議会、
ならびに国民や地域住民への説明責
任の適切性、②政府や地方自治体の
行政に関する規律・綱紀の遵守状況、
そして③行財政事業の３E（経済性
（economy）、効率性（efficiency）、
有効性（effectiveness））の確保状
況などの検証です。
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科目系統一覧

租税法系
主なものとして、次に掲げる科目を設置しています。個人
の所得を課税対象とした所得税を学ぶ「所得税法」、法人
の所得を課税対象とする「法人税法Ⅰ・Ⅱ」、消費一般を
課税対象とする「消費税法」があります。また、租税に係
る手続き一般や租税の徴収について学ぶ「租税手続法」、

国際的な取引にかかる税務を学ぶ「国際税務」、
主として租税法系の判例を題材として学ぶ「租税法ケース
スタディ」があります。

主要科目
所得税法

この講義では、所得に対する税の基
本税である所得税について、その基
本的な仕組みや考え方について学習
します。個人の生活への影響が大き
いのが特徴です。具体的には、所得
概念や課税単位に関する議論、事業
所得や給与所得など各種所得の計算
の仕組み、雑損控除や寄付金控除な
ど様々な所得控除、累進税率が所得
税制全体に及ぼす影響、損失処理に
特有の課税問題、さらには、源泉徴
収制度などについて理解を深めてい
きます。

法人税法Ⅰ・Ⅱ

法人税法の講義は、法人税法Ⅰと法
人税法Ⅱで構成されています。法人
税法の基本的な考え方を理解したう
えで、主要な条文の趣旨、その内容、
及び課税上の効果について、理解を
含めてもらいます。法人税法Ⅰでは、
法人税法の特徴、資本取引、所得の
計算の中心である法２２条とその別
段の定めなどについて学習し、法人
税法Ⅱでは、所得計算における損金
にかかる別段の定めなどについて学
習します。

消費税法

この講義では、消費一般を課税対象
とする消費税について、基本的な仕
組みや考え方を学習します。特に、
この税が付加価値税タイプの一般間
接税であるという性格から、所得税
や法人税といった直接税との相違を
理解することが重要です。具体的に
は、課税範囲、非課税、輸出免税、
免税事業者、仕入税額控除、簡易課
税、あるいは特定収入など各種の制
度について説明し、理解を深めてい
きます。

経営・ファイナンス系
現代の企業経営について、経営およびファイナンスの視点
から体系的かつ総括的に理解することを目的としています。
企業による経営としての行為と現象について、管理、組織、
戦略等の基礎的理解を深め、企業経営の根幹に係わる経営
倫理への考察を通して広く経営ならびに会計に携わる者と
して不可欠の経営原理の修得を目的とする「経営学の原理」
をはじめとし、経営管理学説および管理手法の視点から考
察する「経営管理」、経営戦略手法の分析や戦略的経営の本

質に迫る「経営戦略」、企業価値最大化を目的とする、投資・
資金調達・配当政策に関わる意思決定論としての「企業ファ
イナンスの原理」、経営に携わる者が具備すべき理念と行動
規範のあり方を学ぶ「経営倫理」等の科目から編成されて
います。
これらの科目の修得を通して、会計専門職業人として不可
欠の経営および会計上の体系的な知見と諸問題に対処する
能力を身につけることができます。

主要科目
経営管理

経営管理の難しさはその対象を「職
務」と「人的資源」とする点にあり、
特に後者の管理の困難さは約一世紀
をめぐる管理学説史における多様性
にみることができます。加速度的に
変化する現代の経営環境下にあっ
て、マネジメントが対峙すべき課題
について、米国に端を発する経営管
理論を基に、いわゆる「職務の管理」
と「人的資源の管理」を主軸とする
ビジネス・マネジメントに関する広
範かつ深奥な知識の習得を通して解
明していきます。

経営戦略

経営学における最先端領域で
ある経営戦略論に関し、経営
戦略概念の解明、経営戦略の
構成要素、経営戦略研究の歴
史、経営戦略手法の分析、戦
略的経営の実態について検討
します。また、経営課題の多
様化に伴い複雑化する戦略的
経営のあり方について、新た
な戦略、イノベーションおよ
びビジネスモデルに関する事
例分析を踏まえた検討を行い
ます。

経営倫理

経営倫理とは、企業が社会的責任を果たす過
程で、経営管理者としての経営者が有する理
念と行動規範を意味します。経営倫理のカテ
ゴリーのなかでも会計不正は経営者とステー
クホルダーの両者の間で最も厳しい局面を見
せるものであり、会計を学び、会計専門職業
人を志す者は会計不正の原点が経営者にあり、
経営倫理のあり方について学ぶことは不可欠
と言えます。本講義は本研究科教員によるオ
ムニバス形式として開講し、会計人の立場か
ら会計不正の態様を知ると同時に、会計不正
にいかに対峙するかを広い視点から学びます。

MEIJI ACCOUNTING SCHOOL MEIJI ACCOUNTING SCHOOL16



【公認会計士試験】

国家試験の一部科目免除について

　会計大学院において次の条件を満たすことによって、公認会計士試験短答式試験科目のうち企業法以外の3科目
（財務会計論、管理会計論、監査論）について免除申請をすることができます。つまり、会計専修コースにおいては、修
了要件を満たすことにより、免除申請が可能です。
(1)簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目を10単位以上修得
(2)原価計算その他の管理会計に属する科目を6単位以上修得
(3)監査論その他の監査に属する科目を6単位以上修得
(4)(1) ～ (3)の各号に定める科目を合計で28単位以上修得した上で修了した者

【税理士試験】

　会計学または税法に属する科目等に関する修士論文を作成し修了した者は、税理士試験の会計学または税法に
属する科目について国税審議会への免除申請が可能です。ただし、税理士試験科目のいずれか1科目に合格しなけ
れば免除申請は出来ません。

公認会計士登録までの流れ（1年修了プログラムも同様）

メリット①：会計大学院を修了すると、短答式試験4科目のうち、企業法を除く3科目が免除されます。
メリット②：会計大学院在学中に適合する科目を修得していると、実務補習単位の減免申請が可能です。

マークシート形式
財務会計論
管理会計論
監査論
企業法

出題形式

試験科目

90分
60分
60分
60分

短答式試験

免除

単位減免

論述形式

必須科目

選択科目

出題形式

試験科目

会計学
企業法

経営学、経済学、民法、統計学のうち１科目
（120分）

300分
120分

監査論
租税法

120分
120分

論文式試験

業務補助 業務補助（監査証明業務に関して公認会計士等を補助
すること）による、２年以上の実務経験を積む。

実務補習
公認会計士の組織する実務補習所等
において講習を受講し、所定の単位を
修得する。

修
了
考
査

公
認
会
計
士
登
録

免除申請と資格登録
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教員一覧

専任教員（2021年4月１日現在）
明治大学専門職大学院会計専門職研究科では、専任・兼担・兼任合わせて総勢41名の教員が指導にあたります。
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吉 村  孝 司
Yoshimura Koji

専任教授 研究科長

新型コロナウィルスの世界的蔓延による未曽有の経営危機に対峙するなかで、いま企業が果たすべき
機能は、レジリエンス（強靭性）を伴う戦略的経営とイノベーション（変革）の実践にほかなりません。
こうした状況にあって、高度会計専門職業人（会計プロフェッショナル）に求められる能力は、経営な
らびに会計領域における専門能力と、戦略的思考能力、そして加速度的に変化する環境への的確な適応
力です。

講義においては、ケースメソッドを用いた多面的なアプローチによる経営センスの涵養と、戦略的思
考能力ならびにイノベーションの機軸としての革新性の習得を目標として進めてまいります。  
　Knock on the door to tomorrow!

経　　歴

1994 年明治大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。博士（経営学・明治大学）。新潟産業大学教授、
埼玉学園大学教授を経て、2005 年明治大学大学院（2008 年より明治大学専門職大学院）会計専門
職研究科教授。明治大学公認会計士受験講座講師、総務省行政管理研究委員会委員（2000 ～ 2004
年）および国土交通省各種委員会委員（2000 年～）、日本マネジメント学会理事（2009 年～）等を
歴任。著書：『企業イノベーション・マネジメント』（中央経済社）、『マネジメント・ベーシックス』（編
著，同文舘出版）、『グローバル経営』（共著，同文舘出版）、『経営戦略』（編著，学文社）、『働き方改革
時代における人的資源管理』（編著，同友館）など多数。

担当科目
● 経営学の原理　● 経営管理　● 経営戦略　● 経営学演習　● 経営管理ケーススタディ A　
● 経営管理研究指導Ⅰ・Ⅱ　● 国際会計研修

Akisaka Tomonori
秋 坂  朝 則 専任教授

企業会計は、多くの場合、会社の会計を対象としています。このため、会社の組織・運営等を定める
会社法についての理解は、会計を理解するに当たっても欠かすことのできないことです。そして、専門
家にとって重要なことは、知識があるということではなく、それを実務において使えるということです。
会社法の勉強においても、各規定を暗記をしようとせずに、その関連性やその背後にある考え方を理解
するように心がけてください。

経　　歴

1984 年日本大学商学部卒業、1990 年日本大学大学院法学研究科博士後期課程退学、法政大学大学
院イノベーション・マネジメント研究科教授を経て 2009 年明治大学専門職大学院会計専門職研究科
教授。著書：『株式会社法読本』（中央経済社）、『設例と仕訳でわかる会社計算規則』（税務研究会）、『商
法改正の変遷とその要点』（一橋出版）、ほか。

担当科目
● 企業法の原理　● 会社法 A　● 会社法 B　● 商法総則・商行為法　● 企業法演習　
● 企業法ケーススタディ A　● 企業法研究指導Ⅰ・Ⅱ

　公認会計士を目指す学生にとって重要なことは、各自がまず公認会計士試験に合格するための着実な学
習計画を立て、それを達成できるように目標管理を実行することです。いうまでもなく、会計大学院は公認
会計士試験の専門学校とは異なり、将来、会計専門職業人として活躍するために必要な科目の理論と実践
に関する知識を提供する場です。そのような会計大学院で学ぶ学生は、公認会計士試験の合格のみに焦点
を合わせるのではなく、自分自身の将来のビジョンをもって幅広く、かつ深く学習に取り組んでください。

1985年明治大学大学院経営学研究科博士後期課程退学。明治大学経営学部助手、専任講師、助教授、
1996年明治大学経営学部教授を経て、2005年明治大学大学院会計専門職研究科教授。郵政省客員
研究官、明治大学経営学部会計学科長などを歴任。2014年～2018年公認会計士試験試験委員、現
在、日本管理会計学会常務理事、日本経済学会連合評議員、2020年4月～埼玉学園大学大学院経営学
研究科博士後期課程客員教授。著書：『図解　会計情報システム（共著）』（中央経済社）、『マーケティング
の管理会計（共著）』（中央経済社）、『管理会計学大辞典（共同執筆）』（中央経済社）、『スタンダードテキス
ト　管理会計論（共著）』（中央経済社）、『要説　管理会計事典（編著）』（清文社）など多数。

● 管理会計の原理　● 管理会計外国書講読　● 会計情報システムⅠ　● 会計情報システムⅡ
● 管理会計ケーススタディA　● 管理会計研究指導Ⅰ・Ⅱ

Motohashi Masami
本 橋  正 美 専任教授

経　　歴

担当科目
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Kataoka Hiroto
片 岡  洋 人 専任教授

近年、企業環境が急激に変化する中で、企業は様々な経営問題に直面しています。その様な状況下で、
原価計算 / 管理会計には、組織設計や経営理念・経営戦略等と密接に結びつき、経営者や経営管理者の
意思決定をサポートするとともに組織メンバーを導く役割が期待されています。管理会計系の講義では、
原価計算 / 管理会計における各技法の背景にある理論や考え方の理解を深めて、管理会計に強い公認会
計士と税理士、そして企業内の会計担当者を育成したいと考えています。

経　　歴

2004 年一橋大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得。大分大学経済学部准教授、明治大学専門
職大学院会計専門職研究科准教授を経て、2013 年より現職。マサチューセッツ工科大学客員研究員

（2013年）。博士（商学・一橋大学）。公認会計士試験試験委員（2017年～）。防衛調達審議会委員（2021
年～）。日本原価計算研究学会常任理事。著書：『製品原価計算論』（森山書店、日本会計研究学会 太田・
黒澤賞および日本原価計算研究学会学会賞受賞）、『現代会計学の基礎（共著）』（税務経理協会）、『管理
会計レクチャー（共著）』（税務経理協会）、『自律的組織の経営システム（共著）』（森山書店）、『原価計
算の導入と発展（共著）』（森山書店）、『検定簿記講義／ 1 級工業簿記・原価計算（上）（共著）』（中央
経済社）、『原価計算セミナー（共著）』（中央経済社）、『要説　管理会計事典（共編著）』（清文社）など。

担当科目
● 原価計算の基礎　● 原価計算　● 意思決定会計　● 業績管理会計　● 管理会計ケーススタディ B
● 管理会計研究指導Ⅰ・Ⅱ

Ikegami Takeshi
池 上 　 健 専任教授

職業人としての会計専門家は、同時に税の専門家でもある必要があります。なぜなら、税制度の内容やそ
の背景などを正しく理解することは、個人や企業が社会で有意な活動をしていく上で不可欠なことだからです。

現代において、税制やその執行は、中立性を標榜しつつも個人や企業の意思決定に大きな影響を与え、株
主やステークホルダーの行動さえも左右します。

従って、会計大学院での租税法の学習の目的は、試験合格に止まることなく、職業会計人に不可欠な高度
の専門性と応用力を身に付けることであり、そのためには、税法独自の考え方を理解し、社会経済との関係、
更には各税法間の関係性をも踏まえた学習と研究が必要となります。
企業法や会計基準の深い理解のもとに租税法を学ぶ皆さんは、必ずや、社会的使命に応えられる高度な会計
専門職業人として迎えられることになるでしょう。

経　　歴

1979 年に早稲田大学政治経済学部卒業後、国税庁へ。旧大蔵省や経済企画庁などの勤務を経た後に、
1990 年米ハーバードロースクール国際租税講座修了。旧大蔵省での国際経済調査、国税庁で国際税務
などを担当した後、JICA（国際協力機構）の専門家としてインドネシア財務省の税務研修所にアドバ
イザーとして赴任。1998 年の帰国後は、各地の国税局で法人税等の税務執行の指揮に従事。2006
年から 2 年間のジェトロ（日本貿易振興機構）勤務を経た後、2011 年から仙台国税不服審判所長。
2012 年 4 月より現職。税理士。

担当科目
● 法人税法Ⅰ　● 法人税法Ⅱ　● 相続税法　● 租税法ケーススタディ B　
● 租税法研究指導Ⅰ・Ⅱ

Umehara Hidetsugu
梅 原  秀 継 専任教授

わが国の会計教育は、伝統的に計算テクニックの習得（記帳訓練主義）に偏る傾向があり、学術的な
視点から会計ルールを根底から見直すといった作業は軽視されがちでした。しかし、高度専門職業人の
素養には、会計ルールの機械的運用だけではなく、それらを批判的に解釈する能力も含まれるはずです。

たとえば、アメリカでは、受験資格それ自体に大学における一定の単位履修が求められており、学術
的な鍛錬を経ることも重視されています。こうした高度専門職に必要な思考方法の修得も念頭に置きつ
つ、学生諸君には、大学院で学ぶ機会を存分に活用してほしいと思います。

経　　歴

2000 年明治大学大学院経営学研究科経営学専攻博士後期課程修了。博士（経営学・明治大学）。埼玉
大学経済学部専任講師・助教授、中央大学商学部助教授・教授を経て、2014 年 4 月より現職。日本
会計研究学会理事・公認会計士試験委員などを歴任。著書：『のれん会計の理論と制度―無形資産およ
び企業結合会計基準の国際比較―』（白桃書房）、『スタンダードテキスト財務会計論』（共著・中央経済社）、

「会計主体と株主持分―一般理論および連結基礎概念の適用をめぐって―」『會計』第 169 第 4 号（日
本会計研究学会・学会賞）など多数。

担当科目 ● 財務会計Ａ　● 財務会計Ｂ　● 連結財務諸表Ｂ　● 財務会計研究指導Ⅰ・Ⅱ　● 会計・監査セミナー
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袴 田  裕 二
Hakamata Yuji 

専任教授

税務・会計の専門家として実務に携わる際には、難しい問題に直面した時に拠り所となるしっかりと
した基礎が欠かせません。また、経済活動が発展を続け、社会が変化し、人々の価値観が変化していく
のにあわせて、税制は毎年改正されていきますので、制度が変わっても対応できる応用力も必要です。
租税法とその考え方について一緒に学びながら、基礎と応用力を培い、実務家としての高度な事案処理
能力を身につけていきましょう。授業については、わかりやすく、学ぶことの楽しさを感じられるもの
になるように努めたいと考えています。質問や意見など、積極的なリアクションを歓迎します。

経　　歴

1985 年に早稲田大学政治経済学部を卒業し、国税庁に入庁。1991 年に米国Ｙａｌｅ大学でＭＢＡを取
得。国税庁では、東京国税局、大阪国税局、名古屋国税局等の部長、国際監理官などとして、①国際課
税事件の調査（租税回避事件、移転価格事件など）、②査察調査、③審査請求対応、などの仕事に従事。
2011 年から 2014 年まで和歌山大学経済学部で租税法担当教授を務める。国税不服審判所部長審判
官、東京国税不服審判所次席審判官などを経て、2018 年に国税庁を退職。同年 4 月から 2020 年 3
月まで拓殖大学商学部教授。2020 年 4 月より現職。

担当科目 ● 租税法の原理　● 所得税法　● 消費税法　● 租税法ケーススタディＡ　● 租税法研究指導Ⅰ・Ⅱ

小 松  義 明
Komatsu Yoshiaki 

専任教授

企業を取り巻く環境が急激に変化する今日では、財務諸表の信頼性を確保する監査制度も高度化して
います。監査人には、監査の実施において高い専門能力と職業上の倫理の保持が強く求められます。さ
らに監査報告に際しては、従来にも増して積極的な情報提供が期待されています。そのため、現在の監
査制度の全体像を正確に把握し、あるべき姿を探求するためには、歴史的発展の視点、諸外国との比較
の視点、そして監査の社会的な役割の視点から理解することが不可欠となります。将来、高度会計専門
職業人として活躍するために、幅広く学習を進め、議論し、多様な思考の存在について理解した上で、
自分なりの考え方ができるようになって欲しいと思います。

経　　歴

1984 年同志社大学商学部卒業、民間企業を経て、2002 年明治大学大学院商学研究科博士後期課程
単位取得退学。博士（商学・明治大学）。西武文理大学サービス経営学部教授、大東文化大学経営学部
教授を経て 2021 年より現職。日本監査研究学会理事、公認会計士試験試験委員（2015 年～ 2021
年）、米国公認会計士協会会員。
著書：『ドイツ監査制度改革論』（大東文化大学経営研究所、日本監査研究学会監査研究奨励賞）、『監査
報告書論』（共著・中央経済社）、『テクノロジーの進化と監査』（共著・同文舘出版）、『監査報告の変革』

（共著・中央経済社）、『監査役監査と公認会計士監査との連携』（共著・同文舘出版）など。

担当科目
● 監査制度　● 監査報告基準　● 監査実施基準　● 監査職業倫理　● 監査ケーススタディＡ
● アメリカ会計制度

Watanabe Masao
渡 邉 　雅 雄 専任教授

近年における資本市場の発展を背景として，企業会計のルールを定める会計基準の重要性は増すとと
もに，その内容は高度になり，複雑になっています。そうした状況において，会計基準に準拠してどの
ように会計処理するのかという点だけではなく，会計基準がどのような考え方にもとづいて設定されて
いるのかという点も理解していることが，会計プロフェッショナルに求められています。会計基準の内
容，具体的な会計処理，基本的な考え方を常に一体のものとして学習してみてください。財務会計の学
習がきっと知的関心に満ちあふれたものになるはずです。

経　　歴

2007年明治大学大学院商学研究科商学専攻博士後期課程修了。博士（商学・明治大学）。同課程在籍中に，
パリ第一大学パンテノン・ソルボンヌ校パリ・ビジネス・スクールおよびパリ第九大学ドフィーヌ校に
てルノー財団パリ国際 MBA プログラム修了。東京国際大学商学部専任講師，明治大学専門職大学院会
計専門職研究科専任講師，同准教授を経て，2018 年 4 月より現職。著書：『引当金・準備金制度論―
会計制度と税法の各国比較と主要論点の考察』（佐藤信彦編著，中央経済社），『簿記と帳簿組織の機能
―歴史的・国際的視点から』（原俊雄編著，中央経済社），「欧州における会計基準のエフェクト分析と
欧州財務報告諮問グループの役割」『産業経理』Vol.74 No.4 など。

担当科目
● 財務会計 C　● 財務会計 D　● 連結財務諸表 A　● 財務会計研究指導Ⅰ・Ⅱ　
● 財務会計演習Ⅰ・Ⅱ
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深 井  剛 良
Fukai Takeyoshi

特任教員

今日、社会経済活動は、税と密接にかかわっています。また、出生や死亡といった社会経済活動とは
関係のないものも税がかかわってきます。したがって、税を正しく理解することは、事業の維持・発展
はもちろん、人生設計の上でも非常に大切なことといえます。ところが、税法は近年ますます複雑化す
る傾向にあり、また、税法の適用に当たっては、民商法や行政法の理解も必要な場合が少なくないなど、
税を正しく理解することは容易ではありません。講義や論文指導を通じて、税に関する様々な知識を身
に付けるとともに、職業会計人にふさわしい税法の解釈・適用能力が身につくようにお手伝いをしたい
と考えています。

経　　歴

1980 年慶應義塾大学経済学部卒。同年東京国税局に入局し、徴収部・総務部等で勤務した後、法務省
訟務局租税訟務課係長、国税局徴収部徴収課課長補佐、税務大学校教授、葛飾税務署副署長、国税不服
審判所国税審判官などを経て、2016 年高松国税不服審判所長を最後に退官。現在税理士。著書に、「国・
公共団体をめぐる訴訟の現状―行政関係重要判例解説（共著）」（ぎょうせい）、「三訂版租税徴収関係判
例要旨集」（大蔵財務協会）、「国税 OB による税務の主要テーマの重点解説Ⅱ（共著）」（大蔵財務協会）、

「租税徴収実務講座・改正民法対応版（共著）」（ぎょうせい）、「滞納整理のカンどころ」（大蔵財務協会）
などがある。

担当科目 ● 租税手続法　● 租税法ケーススタディＣ　● 租税法研究指導Ⅰ・Ⅱ

岩 田  悦 之
Iwata Yoshiyuki

特任教員

会計はビジネスにおける共通言語です。
ビジネスの実態や価値は会計を用いて説明することになりますが、そのためには会計の手法・構造などの内

容と、その効用―会計数値から何がわかるのか、を理解する必要があります。それはとても奥が深いものです。
私は、会計の実務家であり、約 25 年会計に関する業務に従事してきました。
会計を広く深く理解することによって、ビジネスの実態や問題を会計数値から把握することが可能になりま

す。しかし、その一方で、会計を適切に用いないことによりビジネスの実態を誤認させる問題も発生していま
す。実態を見誤らないためには、会計の内容の理解にとどまらず、「質」を評価する能力も必要です。

会計の手法や効用はもちろんのこと、会計の「質」とは何かについて習得し、それをビジネスにおける自ら
の強みとして駆使して下さい。

経　　歴

1993 年東京理科大学大学院工学研究科経営工学専攻 博士前期課程修了。修士（工学）。公認会計士。
1993 年トーマツコンサルティング株式会社、1997 年より中央青山監査法人トランザクション・サー
ビス部を経て、2005 年 ZECOO パートナーズ株式会社、2017 年 11 月より代表取締役。2012 年
～ 2019 年国士舘大学経営学部非常勤講師。日本管理会計学会理事、日本経営分析学会会員、日本ア
クチュアリー会研究会員。
著書 :『見積る・測る　将来会計の実務』（共著、同文舘出版）『経営戦略の新展開 目白大学経営研究所
ライブラリー③』（共著、冨山房インターナショナル）『企業再生の実務』（共著、金融再生事情研究会）等。

担当科目 ● 経営分析　● 財務会計ケーススタディＤ　● 財務会計の原理Ⅰ・Ⅱ

弥 永  真 生
Yanaga Masao 

専任教授

新しい取引や事象が現れ、または、社会・経済環境が変化する中で、会計専門家に期待されるのは、
これまでの常識 ( と思われているもの ) に対して疑問を持つことだと思います。既成概念にとらわれて
思考を停止するのではなく、よりよいルール、よりよい仕組みを考えていくことが必要です。たとえば、
アメリカ合衆国の会計基準や法令は他の国々にも影響を与えていますが、実は、アメリカ合衆国におけ
るルールは多くの先進国のルールと異なっていることが多いのです。EU 諸国では IFRS を採用してい
るとしばしばいわれますが、EU 会計指令は IFRS とは異なる定めをしており、企業の大半を占める中
小企業は IFRS とは全く無縁な会計処理をしています。

経　　歴

明治大学政治経済学部・東京大学法学部卒業。公認会計士第 2 次試験、不動産鑑定士第 2 次試験、司
法試験第 2 次試験に合格後、東京大学法学部助手、筑波大学ビジネス科学研究科教授などを経て現
職。企業会計基準委員会委員 (2010-2019)、企業会計審議会委員 (2015-)。主著 :Cyber Law in 
Japan、『税効果会計』( 共著 )、『「資本」の会計』、『監査人の外観的独立性』、『会計監査人論』、『会計
基準と法』、『監査業務の法的考察』。日本公認会計士協会学術賞、大隅健一郎賞、日本会計研究学会太田・
黒澤賞、日本監査研究学会監査研究奨励賞、日本ディスクロージャー研究学会学会賞、日本内部監査協
会青木賞、全国銀行協会学術研究振興財団財団賞を受賞。International Academy of Comparative 
Law, Associate Member．

担当科目
● ディスクロージャー制度　● 比較会計制度　● 財務会計外国書講読　● 財務会計ケーススタディＥ
● 財務会計研究指導Ⅰ・Ⅱ



兼担教員・兼任教員（2021年4月１日現在）

教員一覧
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浅 見  　 透 Asami Toru 

現　　職 税理士（浅見会計事務所所長）

担当科目 税務会計制度　租税法演習

東 　  信 男 Azuma Nobuo

現　　職 明治大学経営学部　兼任講師
会計検査院事務総長官房調査課
国際検査情報分析官

担当科目 公会計制度

岩 﨑  政 明 Iwasaki Masaaki

現　　職 明治大学専門職大学院法務研究科　専任教授

担当科目 租税法研究指導Ⅰ・Ⅱ

石 田  万 由 里  Ishida Mayuri

現　　職 玉川大学経営学部　教授 　

担当科目 財務会計Ａ・財務会計Ｃ・財務会計Ｄ 

井 出  裕 子  Ide Yuko

現　　職  東海学園大学経営学部　准教授　

担当科目 租税法ケーススタディＦ  

越 智 　 信 仁  Ochi Nobuhito

現　　職 関東学院大学経営学部　教授 　

担当科目 監査の原理 

北 村  康 行  Kitamura Yasuyuki

現　　職  公認会計士 
（EY 新日本有限責任監査法人　パートナー）

担当科目 会計・監査セミナー

許  英 姿  Kyo Eishi

現　　職 明治大学会計専門職研究科　兼任講師　

担当科目 国際会計実務

小 阪  敬 志 Kosaka Takashi

現　　職 日本大学法学部　准教授

担当科目 連結財務諸表Ｂ

近 藤  大 輔 Kondo Daisuke 

現　　職 立正大学経営学部　准教授

担当科目 管理会計演習

坂 本  雅 士 Sakamoto Masashi

現　　職 立教大学経済学部　教授

担当科目 租税法ケーススタディＤ
租税法研究指導Ⅰ・Ⅱ

佐 藤 　 謙 一  Sato Kenichi

現　　職 國學院大學経済学部　特任教授

担当科目 租税法研究指導Ⅰ・Ⅱ

高 橋  勝  Takahashi Masaru

現　　職 公認会計士（高橋勝事務所代表） 

担当科目 内部統制監査 

千 葉  貴 律 　 Chiba Takanori

現　　職 明治大学経営学部　専任教授

担当科目 環境会計

中 西 　  貢  Nakanishi Mitsugu

現　　職 明治大学経営学部　専任教授

担当科目 リスク・マネジメント　経営統計

中 村 　  肇  Nakamura Hajime

現　　職 明治大学専門職大学院法務研究科　専任教授

担当科目 民法Ａ



兼担教員・兼任教員（2021年4月１日現在）
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西 口 　 昌 宏  Nishiguchi Masahiro

現　　職  公認会計士 
（EY 新日本有限責任監査法人　パートナー）

担当科目 会計・監査セミナー

橋 本  宜 幸 Ｈashimoto Yoshiyuki

現　　職 公認会計士（ＥＹ新日本有限責任監査法人）

担当科目 公監査 

林  　 　 總  Hayashi Atsumu

現　　職  公認会計士、税理士、  
LEC 東京リーガルマインド大学院　客員教授

担当科目 戦略管理会計　原価管理

平 田　厚 Hirata Atsushi 

現　　職 明治大学専門職大学院
法務研究科　専任教授

担当科目 民法Ｂ

平 屋 　 伸 洋  Hiraya Nobuhiro

現　　職 明治大学経営学部　専任講師

担当科目 企業ファイナンスの原理　企業価値評価

藤 本  佳 久 Fujimoto Yoshihisa

現　　職 明治大学経営学部　専任教授

担当科目 統計学

別 所  徹 弥 Bessho Tetsuya

現　　職 税理士 (ＥＹ税理士法人シニアアドバイザー )

担当科目 国際税務　租税法ケーススタディＥ

松 岡  啓 祐 Matsuoka Keisuke

現　　職 専修大学法科大学院　教授

担当科目 金融商品取引法

味 水 　 佑 毅  Misui Yuki

現　　職 流通経済大学流通情報学部　教授

担当科目 マクロ経済学　ミクロ経済学

宮島　裕 Miyajima Yutaka

現　　職 共栄大学国際経営学部　教授

担当科目 国際会計研修

村 上 　 翔 一  Murakami Shoichi

現　　職 敬愛大学経済学部   准教授

担当科目 財務会計Ａ・Ｂ　財務会計演習Ⅰ・Ⅱ

山 田　康 裕 Yamada Yasuhiro

現　　職 立教大学経済学部　教授

担当科目 財務会計ケーススタディＢ

吉 武  　 一 Yoshitake Hajime

現　　職 太陽誘電株式会社　常勤監査役  　　　　
 ( 社 ) 日本内部監査協会理事 

担当科目 内部監査制度　システム監査



本研究科では、授業時間以外にも学生個々のニーズに合わせた、きめ細かい学習指導やサポートを行っています。

　会計および税務領域における永年の伝統と実績を誇
る明治大学には、母校から輩出された数多くの公認会計
士により組織される「明治大学公認会計士会」と、同じく
税理士により組織される「駿台会計人倶楽部」がありま
す。本研究科では、研究会や講演会の開催、会報・図書の
発行等を通して両組織との緊密な連携をはかり、学術交
流をはじめ、在学生のキャリア設計に有益な交流を行っ
ています。

安心の個別学習指導

明治大学公認会計士会・駿台会計人倶楽部

　公認会計士に合格するには、継続して勉強することが
必要ですが、就職に不安を抱えながらでは、勉強に集中
することができず、十分な成果を期待することができま
せん。そこで、本研究科では、開設当初からキャリアコー
ディネーターを置き、就職等のキャリアデザインについて
の相談にあたり、安心して学習に専念できるようにしてき
ました。また、「就職の明治」の長き伝統を支えてきた就
職キャリア支援事務室による各種ガイダンス、対策講座、
業界研究セミナー、個別相談などの各種就職・キャリア
形成の支援を受けることができます。当研究科では、税
理士を目指す学生を対象に、大手税理士法人の参画のも
と、税理士法人合同説明会を開催し、院生の進路にあわ
せた独自の就職支援プログラムを提供しています。
　この他、国家試験指導試験センター経理研究所が実施
する法人説明会や公認会計士試験受験者を対象とする
就職ガイダンスにも参加することができます。法人説明
会では、明治大学のOB・OGが個別相談を行っているの
で、監査法人の具体的内容について聞くことができます。
また、公認会計士受験者を対象とする就職ガイダンスで
は、受験勉強に専念していたためそれまで就職活動を
行ったことのない学生も対象としています。

キャリア支援国家試験指導センター　経理研究所

オフィスアワー

　専任教員及び特任教員によるオフィスアワー制度を
設けています。各教員のメールアドレスを公開し、学生
と教員とで直接日程調整を行い、学習指導や履修計画
をはじめとする修学上の各種相談などに応じていま
す。講 義に関す
る質問はもちろ
ん、進 路に関す
る相 談など、広
く修学上の相談
にのっています
ので、積極的に
活用ください。

教育補助講師

　専任・特任・兼任教員のほかに、教育補助講師を配
置しています。教育補助講師は本研究科教員の教育活
動に対する補助をはじめ、学生からの各種質問への対
応や、課外講座を担当しています。教育補助講師への
質問や相談は、
随時「教育補助
講師室（14号館
4階）」で受け付
けています。

　伝統的に、明治大学は、公認会計士の育成に力を入れ
ており、全国の大学と比較しても数多くの合格者を輩出
しています。その受験指導の中心となっているのが経
理研究所であり、以下のような特徴を有しています。
○本学教員と当研究所を巣立った先輩「会計士」が協力

して運営。
○大学と受験勉強の両立がしやすい環境。
○入室試験を経て「特別会計研究室」の室員になれば、

専用の自習室や学内講座・提携専門学校の講座が
利用可能。

○経理研究所独自の奨学金制度や合格奨励制度など
の特典を用意（室員対象）。

　本研究科の学生に対しては、特に、会計士計算基礎ク
ラス（ライブ・Web）などの受講が認められており、同
研究所と提携している専門学校の割引制度を利用する
こともできます。

　高度会計専門職業人としてグローバルに活躍するた
めに必要な資質としての国際性の涵養と修得を目的と
して、2012年度からアジア屈指のビジネススクール
で あ る 延 世 大 学 ビ ジ ネ ス ス ク ー ル（Yonsei 
University School of Business：大韓民国）と「明
治 大 学 ― 延 世 大 学I FRS（国 際 会 計 基 準）ワ ー ク
ショップ」を実施しています。大韓民国は2011年から
IFRSを導入しており、IFRS導入の中心的役割を果た
してきた延世大学ビジネススクールのスタッフや韓国
会計基準委員会メンバーからの講義とディスカッショ
ンおよび現地ビジネス界との交流を内容とする本企
画は他に類を見ない貴重な学習の機会といえます。な
お、2018年度から「国際会計研修」として正規科目と
なりました。

明治大学―延世大学IFRSワークショップ（正規科目「国際会計研修」）

　本研究科では、合格報奨金制度を設け、学生が本研
究科で学んだ知識を十分にいかし、在学中に外部資格
を取得することで、社会的に高く認知された高度会計
専門職業人として修了していくことを奨励しています。
　この制度では、在学中に、公認会計士試験（短答式、
論文式）、税理士試験（科目）に合格すると、10万円から
2万円までの合格報奨金が支給されます。

　会計大学院協会と公認会計士協会の共同企画によ
る大手監査法人へのインターンシップを実施していま
す。このインターンシップでは毎年多くの学生が参加
し、早い段階での貴重な実務経験を通して、各自のキャ
リアプランへの一助として活用されています。

　本研究科では、初学者にも対応したカリキュラムを用意していますが、さらに入学前にも、習熟度別の指導を行ってい
ます。特に、会計大学院のコアとなる財務会計及び管理会計については、その基礎知識を確実に理解してもらうことを目
的とした入学前基礎講座を用意しています。当該講座を含めると、入学前のサポート体制は以下のようになります。入学
予定のみなさんは、これらを利用することによって、入学後の授業にもスムーズに対応することができます。

◆ 入学予定者に対する学修指導ガイダンス
◆ 入学前基礎講座（メディア授業を含む講義・演習・解説）
◆ 教育補助講師による個別質問の受付

入学前基礎講座

　公認会計士や税理士など高度会計専門職にとって基本的な素養となる会計学については、演習答練（無料）を実施し
ています。また近年話題となっている会計上のトピックについては、理論と実務の両面から検討する勉強会を定期的に
実施し、在籍生の議論する能力を高めるとともに、教員及び修了生との交流も促進しています。

演習講座・勉強会

合格報奨金制度 インターンシップ
明治大学の公認会計士試験合格者数

〈税理士法人合同説明会〉

※経理研究所調べ（本研究科を含む）

年度

本学関係者

大手税理士のうち8法人が参加

2020

65

2019

87

2018

82

IFAC（国際会計士連盟）のIn Ki JOO前会長
（延世大学名誉教授）による講義

課外活動
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本研究科では、授業時間以外にも学生個々のニーズに合わせた、きめ細かい学習指導やサポートを行っています。

　会計および税務領域における永年の伝統と実績を誇
る明治大学には、母校から輩出された数多くの公認会計
士により組織される「明治大学公認会計士会」と、同じく
税理士により組織される「駿台会計人倶楽部」がありま
す。本研究科では、研究会や講演会の開催、会報・図書の
発行等を通して両組織との緊密な連携をはかり、学術交
流をはじめ、在学生のキャリア設計に有益な交流を行っ
ています。

安心の個別学習指導

明治大学公認会計士会・駿台会計人倶楽部

　公認会計士に合格するには、継続して勉強することが
必要ですが、就職に不安を抱えながらでは、勉強に集中
することができず、十分な成果を期待することができま
せん。そこで、本研究科では、開設当初からキャリアコー
ディネーターを置き、就職等のキャリアデザインについて
の相談にあたり、安心して学習に専念できるようにしてき
ました。また、「就職の明治」の長き伝統を支えてきた就
職キャリア支援事務室による各種ガイダンス、対策講座、
業界研究セミナー、個別相談などの各種就職・キャリア
形成の支援を受けることができます。当研究科では、税
理士を目指す学生を対象に、大手税理士法人の参画のも
と、税理士法人合同説明会を開催し、院生の進路にあわ
せた独自の就職支援プログラムを提供しています。
　この他、国家試験指導試験センター経理研究所が実施
する法人説明会や公認会計士試験受験者を対象とする
就職ガイダンスにも参加することができます。法人説明
会では、明治大学のOB・OGが個別相談を行っているの
で、監査法人の具体的内容について聞くことができます。
また、公認会計士受験者を対象とする就職ガイダンスで
は、受験勉強に専念していたためそれまで就職活動を
行ったことのない学生も対象としています。

キャリア支援国家試験指導センター　経理研究所

オフィスアワー

　専任教員及び特任教員によるオフィスアワー制度を
設けています。各教員のメールアドレスを公開し、学生
と教員とで直接日程調整を行い、学習指導や履修計画
をはじめとする修学上の各種相談などに応じていま
す。講 義に関す
る質問はもちろ
ん、進 路に関す
る相 談など、広
く修学上の相談
にのっています
ので、積極的に
活用ください。

教育補助講師

　専任・特任・兼任教員のほかに、教育補助講師を配
置しています。教育補助講師は本研究科教員の教育活
動に対する補助をはじめ、学生からの各種質問への対
応や、課外講座を担当しています。教育補助講師への
質問や相談は、
随時「教育補助
講師室（14号館
4階）」で受け付
けています。

　伝統的に、明治大学は、公認会計士の育成に力を入れ
ており、全国の大学と比較しても数多くの合格者を輩出
しています。その受験指導の中心となっているのが経
理研究所であり、以下のような特徴を有しています。
○本学教員と当研究所を巣立った先輩「会計士」が協力

して運営。
○大学と受験勉強の両立がしやすい環境。
○入室試験を経て「特別会計研究室」の室員になれば、

専用の自習室や学内講座・提携専門学校の講座が
利用可能。

○経理研究所独自の奨学金制度や合格奨励制度など
の特典を用意（室員対象）。

　本研究科の学生に対しては、特に、会計士計算基礎ク
ラス（ライブ・Web）などの受講が認められており、同
研究所と提携している専門学校の割引制度を利用する
こともできます。

　高度会計専門職業人としてグローバルに活躍するた
めに必要な資質としての国際性の涵養と修得を目的と
して、2012年度からアジア屈指のビジネススクール
で あ る 延 世 大 学 ビ ジ ネ ス ス ク ー ル（Yonsei 
University School of Business：大韓民国）と「明
治 大 学 ― 延 世 大 学I FRS（国 際 会 計 基 準）ワ ー ク
ショップ」を実施しています。大韓民国は2011年から
IFRSを導入しており、IFRS導入の中心的役割を果た
してきた延世大学ビジネススクールのスタッフや韓国
会計基準委員会メンバーからの講義とディスカッショ
ンおよび現地ビジネス界との交流を内容とする本企
画は他に類を見ない貴重な学習の機会といえます。な
お、2018年度から「国際会計研修」として正規科目と
なりました。

明治大学―延世大学IFRSワークショップ（正規科目「国際会計研修」）

　本研究科では、合格報奨金制度を設け、学生が本研
究科で学んだ知識を十分にいかし、在学中に外部資格
を取得することで、社会的に高く認知された高度会計
専門職業人として修了していくことを奨励しています。
　この制度では、在学中に、公認会計士試験（短答式、
論文式）、税理士試験（科目）に合格すると、10万円から
2万円までの合格報奨金が支給されます。

　会計大学院協会と公認会計士協会の共同企画によ
る大手監査法人へのインターンシップを実施していま
す。このインターンシップでは毎年多くの学生が参加
し、早い段階での貴重な実務経験を通して、各自のキャ
リアプランへの一助として活用されています。

　本研究科では、初学者にも対応したカリキュラムを用意していますが、さらに入学前にも、習熟度別の指導を行ってい
ます。特に、会計大学院のコアとなる財務会計及び管理会計については、その基礎知識を確実に理解してもらうことを目
的とした入学前基礎講座を用意しています。当該講座を含めると、入学前のサポート体制は以下のようになります。入学
予定のみなさんは、これらを利用することによって、入学後の授業にもスムーズに対応することができます。

◆ 入学予定者に対する学修指導ガイダンス
◆ 入学前基礎講座（メディア授業を含む講義・演習・解説）
◆ 教育補助講師による個別質問の受付

入学前基礎講座

　公認会計士や税理士など高度会計専門職にとって基本的な素養となる会計学については、演習答練（無料）を実施し
ています。また近年話題となっている会計上のトピックについては、理論と実務の両面から検討する勉強会を定期的に
実施し、在籍生の議論する能力を高めるとともに、教員及び修了生との交流も促進しています。

演習講座・勉強会

合格報奨金制度 インターンシップ
明治大学の公認会計士試験合格者数

〈税理士法人合同説明会〉

※経理研究所調べ（本研究科を含む）

年度

本学関係者

大手税理士のうち8法人が参加

2020

65

2019

87

2018

82

IFAC（国際会計士連盟）のIn Ki JOO前会長
（延世大学名誉教授）による講義

サポート体制 
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奨学金制度

1　明治大学会計専門職研究科給費奨学金（2021年度予定）

採用予定者数…約10名
給 　 付 　 額…授業料年額相当額又は2分の1相当
額（120万円又は60万円）

⑴
⑵

給付期間…所定の在籍期間（標準修業年限）。ただし、
2年次については前年度成績等により継
続給付を取り消すことがあります。

留意事項…採用者は、日本学生支援機構第一種奨学
金、第二種奨学金への出願も可能です。

⑶

⑷

2　日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会奨学金）

趣旨… 優れた学生で経済的理由により修学困難な
学生に対して、学資等の貸与を行うことによ
り、国家および社会に有為な人材の育成に資
するとともに、教育の機会均等に寄与するこ
とを目的としています。

⑴

3　民間・地方公共団体奨学金

趣旨………民間団体、地方公共団体の教育委員会
などが奨学生を募集するもので、民間
団体などの奨学金は給付と貸与、地方
公共団体の奨学金は主に貸与です。

留意事項　　　
・採用基準、採用数、金額、および返還については、

それぞれ異なります。
・募集時期は、主に4～5月に集中するので、奨学

金の掲示板等で確認してください。

⑴

⑵

4　教育訓練給付制度

本研究科は厚生労働大臣から教育給付制度（一般教
育訓練給付）の対象として指定されています。受給資
格要件は一定期間雇用保険に加入している等の条件
がありますので、同制度の詳細については厚生労働省
ウェブサイトでご確認ください。

その他　　　
月額貸与の他に入学一時金10万～50万円を追加
で貸与できる入学時特別増額貸与奨学金制度があ
ります（要件を満たした場合のみ）。

⑸

募集時期……●予約採用（10月までに入学内定した
者）／ 10月下旬

●在学採用／4月上旬
推薦者発表…●予約採用／ 12月中旬

●在学採用／ 6月下旬
貸与期間
ア　第一種奨学金…採用年度の4月から修了までの

標準修業年限。
イ　第二種奨学金…採用年度の4月から修了までの

標準修業年限。ただし、第二種奨学金単願出願の
場合は、4月から7月までの貸与始期選択可。申請
時に金利の種類を選択。

⑵

⑶

⑷

種別

第一種奨学金
（無利子貸与）

第二種奨学金
（有利子貸与）

月額

 

  50,000円
  88,000円
  から選択

  50,000円
  80,000円
100,000円
130,000円
150,000円
上限年利率3%（在学中無利子）

（参考：2021年3月分貸与終了時の年利率は、利率
固定型0.268%、利率見直し型0.004%） 

返還期間等

卒業後無利子返還
（最長20年以内）

卒業後有利子
（年上限3％）
元利均等割賦返還

（最長20年以内)

2020年度採用者数
（全研究科における

1年次の合計）

218名

15名

2020年度の例

注）上記の奨学金は、実施予定のものです。以後、制度の変更や、
新設がある場合は、明治大学ホームページ等に記載します。

都心ならではの恵まれた立地に、最先端の施設

ルカ・パチョーリ
「算術・幾何・比及び比例全書」
第2版（1523年）のタイトルページ
明治大学図書館所蔵

　本研究科は、明治大学駿河台キャンパスに設置されています。高度会計専門職を目指す者が学ぶにふさわしいロケー
ションと学修環境を提供しています。

キャンパス

　本研究科の置かれた駿河台キャンパスは、伝統ある
明治大学のまさに本拠地。授業は「社会に開かれた生
涯教育の拠点」をコンセプトに明治大学の新しいシン
ボル「アカデミーコモン」にて行われます。地上11階･地
下2階の校舎に充実した最新設備を備えています。JR
線のほか地下鉄の5つの路線が利用可能と、交通アク
セスは抜群です。

抜群のアクセスを誇る駿河台キャンパス

院生共同研究室

　本研究科の院生共同研究室（自習室）には、全座席
にPCコンセントと無線LAN環境を整備し、大学院生
が常時PCを利用できるよう提供しています。インター
ネットによる情報検索や図書館蔵書検索、オンライン
ジャーナル及び外部データベース検索が自由にできる
ようになっています。また、ロッカー、コピー、オープン・
プリンターサービスも完備しています。

（開室時間　7：00～23：00）

ネット時代に対応した院生共同研究室（14号館）

書店

　駿河台キャンパス12号館地下2階には、三省堂
書店が出店しています。講義に使用する教科書は
もちろん、雑誌や書籍など充実した品揃えで、皆
さんの学問をサポートしています。明大生は、学
生証を提示することで全ての書籍が1割引きで購
入できます。

※営業時間はホームページを確認してください。

三省堂書店明治大学駿河台店

学生食堂

　リバティタワー 17階にある席数367席の、抜群の
眺望を誇るカフェテリア形式の学食「スカイラウンジ
暁」が利用できます。また、アカデミーコモン1階には
飲み物や軽食が楽しめる喫茶店「カフェ・パンセ」も
あります。
●スカイラウンジ暁
●カフェ・パンセ

※営業時間はホームページを確認してください。

眺望抜群のカフェテリア形式の学食

図書館

　中 央図書 館(面 積12,485ｍ2、座 席 数1,278席)は、
120万冊の蔵書と16,000種の新聞・雑誌をはじめ、マ
イクロ資料、CD-ROMなどのデジタル資料も充実した、
知の一大ギャラリーです。
目録情報のデータベース化
によりOPAC(蔵書検索シ
ステム)が利用可能です。ま
た、他にもLEXIS-NEXISを
はじめとする各種学術情報
データベースも自由に利用
できます。

120万冊の蔵書を誇る中央図書館

スカイラウンジ暁

自習室 オープン・プリンター

カフェ・パンセ

①入学後に実施する
　「会計学統一試験」成績優秀者

対象者 給付金額 初年度実質負担額

年間　60万円 ▶▶▶

約　43万円▶▶▶

約103万円▶▶▶

②特別奨学生入試合格者 年間120万円

③在学時成績優秀者 年間　60万円

約103万円 入学金20万円＋授業料・教育充実料83万円＋
学生健康保険互助組合費3千円

入学金20万円＋教育充実料23万円＋学生健康
保険互助組合費3千円

入学金20万円＋授業料・教育充実料83万円＋
学生健康保険互助組合費3千円

施設・設備案内

MEIJI ACCOUNTING SCHOOL MEIJI ACCOUNTING SCHOOL26



奨学金制度

1　明治大学会計専門職研究科給費奨学金（2021年度予定）

採用予定者数…約10名
給 　 付 　 額…授業料年額相当額又は2分の1相当
額（120万円又は60万円）

⑴
⑵

給付期間…所定の在籍期間（標準修業年限）。ただし、
2年次については前年度成績等により継
続給付を取り消すことがあります。

留意事項…採用者は、日本学生支援機構第一種奨学
金、第二種奨学金への出願も可能です。

⑶

⑷

2　日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会奨学金）

趣旨… 優れた学生で経済的理由により修学困難な
学生に対して、学資等の貸与を行うことによ
り、国家および社会に有為な人材の育成に資
するとともに、教育の機会均等に寄与するこ
とを目的としています。

⑴

3　民間・地方公共団体奨学金

趣旨………民間団体、地方公共団体の教育委員会
などが奨学生を募集するもので、民間
団体などの奨学金は給付と貸与、地方
公共団体の奨学金は主に貸与です。

留意事項　　　
・採用基準、採用数、金額、および返還については、

それぞれ異なります。
・募集時期は、主に4～5月に集中するので、奨学

金の掲示板等で確認してください。

⑴

⑵

4　教育訓練給付制度

本研究科は厚生労働大臣から教育給付制度（一般教
育訓練給付）の対象として指定されています。受給資
格要件は一定期間雇用保険に加入している等の条件
がありますので、同制度の詳細については厚生労働省
ウェブサイトでご確認ください。

その他　　　
月額貸与の他に入学一時金10万～50万円を追加
で貸与できる入学時特別増額貸与奨学金制度があ
ります（要件を満たした場合のみ）。

⑸

募集時期……●予約採用（10月までに入学内定した
者）／ 10月下旬

●在学採用／4月上旬
推薦者発表…●予約採用／ 12月中旬

●在学採用／ 6月下旬
貸与期間
ア　第一種奨学金…採用年度の4月から修了までの

標準修業年限。
イ　第二種奨学金…採用年度の4月から修了までの

標準修業年限。ただし、第二種奨学金単願出願の
場合は、4月から7月までの貸与始期選択可。申請
時に金利の種類を選択。

⑵

⑶

⑷

種別

第一種奨学金
（無利子貸与）

第二種奨学金
（有利子貸与）

月額

 

  50,000円
  88,000円
  から選択

  50,000円
  80,000円
100,000円
130,000円
150,000円
上限年利率3%（在学中無利子）

（参考：2021年3月分貸与終了時の年利率は、利率
固定型0.268%、利率見直し型0.004%） 

返還期間等

卒業後無利子返還
（最長20年以内）

卒業後有利子
（年上限3％）
元利均等割賦返還

（最長20年以内)

2020年度採用者数
（全研究科における

1年次の合計）

218名

15名

2020年度の例

注）上記の奨学金は、実施予定のものです。以後、制度の変更や、
新設がある場合は、明治大学ホームページ等に記載します。

都心ならではの恵まれた立地に、最先端の施設

ルカ・パチョーリ
「算術・幾何・比及び比例全書」
第2版（1523年）のタイトルページ
明治大学図書館所蔵

　本研究科は、明治大学駿河台キャンパスに設置されています。高度会計専門職を目指す者が学ぶにふさわしいロケー
ションと学修環境を提供しています。

キャンパス

　本研究科の置かれた駿河台キャンパスは、伝統ある
明治大学のまさに本拠地。授業は「社会に開かれた生
涯教育の拠点」をコンセプトに明治大学の新しいシン
ボル「アカデミーコモン」にて行われます。地上11階･地
下2階の校舎に充実した最新設備を備えています。JR
線のほか地下鉄の5つの路線が利用可能と、交通アク
セスは抜群です。

抜群のアクセスを誇る駿河台キャンパス

院生共同研究室

　本研究科の院生共同研究室（自習室）には、全座席
にPCコンセントと無線LAN環境を整備し、大学院生
が常時PCを利用できるよう提供しています。インター
ネットによる情報検索や図書館蔵書検索、オンライン
ジャーナル及び外部データベース検索が自由にできる
ようになっています。また、ロッカー、コピー、オープン・
プリンターサービスも完備しています。

（開室時間　7：00～23：00）

ネット時代に対応した院生共同研究室（14号館）

書店

　駿河台キャンパス12号館地下2階には、三省堂
書店が出店しています。講義に使用する教科書は
もちろん、雑誌や書籍など充実した品揃えで、皆
さんの学問をサポートしています。明大生は、学
生証を提示することで全ての書籍が1割引きで購
入できます。

※営業時間はホームページを確認してください。

三省堂書店明治大学駿河台店

学生食堂

　リバティタワー 17階にある席数367席の、抜群の
眺望を誇るカフェテリア形式の学食「スカイラウンジ
暁」が利用できます。また、アカデミーコモン1階には
飲み物や軽食が楽しめる喫茶店「カフェ・パンセ」も
あります。
●スカイラウンジ暁
●カフェ・パンセ

※営業時間はホームページを確認してください。

眺望抜群のカフェテリア形式の学食

図書館

　中 央図書 館(面 積12,485ｍ2、座 席 数1,278席)は、
120万冊の蔵書と16,000種の新聞・雑誌をはじめ、マ
イクロ資料、CD-ROMなどのデジタル資料も充実した、
知の一大ギャラリーです。
目録情報のデータベース化
によりOPAC(蔵書検索シ
ステム)が利用可能です。ま
た、他にもLEXIS-NEXISを
はじめとする各種学術情報
データベースも自由に利用
できます。

120万冊の蔵書を誇る中央図書館

スカイラウンジ暁

自習室 オープン・プリンター

カフェ・パンセ

①入学後に実施する
　「会計学統一試験」成績優秀者

対象者 給付金額 初年度実質負担額

年間　60万円 ▶▶▶

約　43万円▶▶▶

約103万円▶▶▶

②特別奨学生入試合格者 年間120万円

③在学時成績優秀者 年間　60万円

約103万円 入学金20万円＋授業料・教育充実料83万円＋
学生健康保険互助組合費3千円

入学金20万円＋教育充実料23万円＋学生健康
保険互助組合費3千円

入学金20万円＋授業料・教育充実料83万円＋
学生健康保険互助組合費3千円

奨学金等
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会計専門職研究科修了生特別対談

対談
研究科長　吉村 孝司 修了生　駿河 佳奈

Special Talk

吉村　専門職大学院で会計を勉強しようとし

た動機、またその中でなぜ明治大学を選ば

れたのか、お話をお聞かせください。

駿河　明治大学商学部出身で公認会計士をし

ている父から、「予備校で得られる知識だ

けではなく、プラスアルファの知識を学べ

る経験をした方が仕事の役に立つ」という

話を聞いたことがきっかけです。

　　私が通っていた大学には専門職大学院

がなかったこと、また大学のゼミの先生か

ら「明治には自分がお世話になった先生

や、他にも経験が豊富で素晴らしい先生が

いらっしゃる」という話を聞いて、明治大

学を志望しました。説明会に参加した時も、

先生方や学生の皆さんの雰囲気が良かった

というのも理由のひとつです。

吉村　会計専門職研究科では、駿河さんのよ

うに大学を卒業して入学する、いわゆるス

トレートマスターが多いのですが、最近は

現職の公認会計士や税理士の方も通ってい

ます。自身が資格取得のために勉強をしていた頃と

環境や業務が変わり、最先端の知識やノウハウを求

めて入学される方が増えています。

駿河　私の一学年下にも現職の公認会計士の方が入学

されましたが、学生では経験したことがない実務の

話を聞くことができたので、とても勉強になりました。

吉村　会計専門職研究科が養成を目的としている公認

会計士や税理士のプロフェッショナルは、自分で考

えて意思決定をしなければいけない孤高の存在です。

しかし、そのための知識や知恵だけがあればいいの

ではなく、人間性や倫理観を養う必要があると考え

ています。

　　先日、とある学生から、「試験に合格さえすればい

いのですよね」という質問を受けました。もちろん

入学したからには合格してほしいと思いますが、私

たちが求めているのはそれだけではありません。倫

理、道徳、社会性も学んで、プロフェッショナルと

してのマインドを持ってほしいのです。
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駿河　公認会計士や税理士を目指されている方の中に

は、とにかく試験に受かって、会社に入社をすれば

いいと考えている方がいると思います。しかし、試

験に受かった後、働いてどう社会に貢献できるかが

大切です。一緒に働く人に「この人すごいな」と思

われるような何かを専門職大学院で見つけてほしい

です。

　　また、財務諸表や貸借対照表に出てきた数字を見

た時、それが会社の何を示しているのか、それぞれ

がどうつながっているのかということは、試験勉強

だけではわからないと思います。実際に仕事をする

上でも、数字の背景を理解できていないとクライア

ントの会社のことを理解できません。専門職大学院

では、先生方の豊富な経験から語ってくださる話を

聞き、そういう深い知識を得ることができました。

　その上で明治大学は、先生とのつながりや、先輩、

後輩、修了生同士のつながりが強いので、他の学校

にはないアットホームな雰囲気で学ぶことができる

点が魅力です。

吉村　実際に公認会計士になるという夢が叶いました

が、会計のプロフェッショナルとしての難しさや厳

しさを感じることはありますか？

駿河　試験に合格した時はとてもうれしかったですが、

それで終わりではないという専門職ならではのつら

さがわかってきた気がします。日々働く中で、まだ

至らない点があると感じます。知識をアップデート

して専門的に考えられるように、また、プロフェッ

ショナルとしての意識や自信をつけるために、今後

も努力をして成長し続けたいと思っています。

吉村　明治大学には教員と学生、先輩と後輩、同期の

仲間など、いろいろな形で気付きの機会があります。

今後も、学生がさまざまな気付きを得て、自信を持

つことができる大学であるとともに、研究科であり

たいと思っています。本日はありがとうございました。

駿河 佳奈
Kana Suruga

P
R

O
F

IL
E

2019 年、会計専門職研究科会計専門
職専攻修了。在学中の 2018 年に公認
会計士試験に合格。現在は有限責任あ
ずさ監査法人第 4事業部でグローバル
分野の監査を担当。
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学部2年次から税理士試験の勉
強を始め、5科目合格を目指し
ながら本研究科に進学。1年間
の休学を経て、2018年度に税
理士試験5科目合格を達成し本
研究科を修了。現在はデロイト
トーマツ税理士法人に勤務。

自己紹介

杉 村  友 輝
●会計専門職研究科に入学した理由
　私が本研究科に入学した理由は２つあ
ります。１つは、本研究科は会計専門職大
学院ということもあり会計監査を学ぶこ
とができ、並行して税法論文を執筆できる
ことです。もう１つは良い意味で自由に学
べる環境であったからです。このように本
研究科に入学することが職業会計人にな
る近道であると考えました。

●会計専門職研究科の利点
　本研究科は、様々な分野で活躍する先
生方が集まっていることが一番の利点で
あると考えます。私が院生の時に疑問に感
じたことは大体、先生方が解決してくれま
した。それだけでなく、会計士と税理士の
受験生同士が同じ授業を受けるというこ
とは予備校などでは体験できない刺激的
な空間だったように思います。

●受験生へのメッセージ
　本研究科に入学後は、大学院の授業と国
家試験を両立できるかがとても重要とな
ります。本研究科の仲間は皆、高い意識で
学ぶだけでなく息抜きもできる大事な存
在になると思います。大学院を卒業するま
では自分自身のゴールを先に決めること
なく、仲間と共に切磋琢磨し、将来につな
がる大事な時間を過ごしてください。

SUGIMURA YUKI

国立音楽大学音楽学部を卒業
後、鼓童文化財団研修所を経
て、音楽教育系の企業に就職。
2016 年4月本研究科入学。修
了後、島村建税理士事務所に
勤務、税理士資格取得。

自己紹介

塩 澤  陽 子
●会計専門職研究科に入学した理由
　なんとなく始めた日商簿記の学習・受
験から、税理士試験の勉強を始めました。
勉強していくうちに、より幅広く税務・会
計の知識を修得したいと感じるようにな
りました。それまで全く異なる分野で過ご
してきたので、専門家として実務を行う上
で必要となる知識・基盤を得たいと思い
本研究科に入学しました。  

●会計専門職研究科の利点 
　租税法・財務会計の科目に加え、税理
士試験の受験科目とは関係ない企業法、
監査などの科目を学習することで、税務・
会計の専門家としての幅が広がりました。
専門学校の講義や受験勉強だけでは得ら
れない高度会計専門職としての基盤を築
くことができたと感じております。各分野
の専門家の先生方の講義は視野を広げて

くれました。  

●受験生へのメッセージ 
　同じ志を持つ友人や、第一線で活躍され
る先生方との出会いは自分の目指す税理
士像を明確にしてくれました。ここで学ん
だ２年間は私にとってかけがえのない財産
です。本研究科には、自分を一回り成長さ
せることができる環境が整っています。

SHIOZAWA YOKO

中国河南省出身で、中国で大学
を卒業した後、日本へ留学し本
研究科に入学。その後、米国公
認会計士の資格を取得して、あ
ずさ監査法人に勤務。

自己紹介

斉 　 芙 蓉
●会計専門職研究科に入学した理由
　私は、中国の大学を卒業し、簿記や監査
の基礎的な知識を学びました。卒業した後
に来日し、独学で日商簿記 2 級を取得しま
した。その後は、会計のプロフェッショナル
を目指し、日本の会計や監査の知識を最
先端の教育機関で修得したいと考え、本研
究科に進学することを決意しました。

●会計専門職研究科の利点
　公認会計士や税理士をはじめ、学生の
希望に応じた多様な授業があります。日本
の会計知識はもちろんのこと、国際的な人
材を育成するために、国際会計基準などの
授業にも力を入れています。また、本研究
科で学ぶことによって、会計に関する理論
的考え方を身につけることができ、しかも
院生共同研究室には固定席が整備されて
いるので、授業の予習・復習や資格のた

めの勉強も可能です。私も移動する時間を
節約するために、院生共同研究室で米国公
認会計士の勉強もしました。また、教育補
助講師室があり、質問とともに勉強の悩み
を気楽に相談できます。

●受験生へのメッセージ
　日本で就職して実感したのは、日本の会
計の知識があると、活躍の場がより広がる
という点です。国際的な人材として日本で
活躍するには、会計英語などはもちろん、
日本の会計知識も重要です。本研究科で二
年間勉強した結果、会社の同僚やクライア
ントとの交流が円滑になりました。また、本
研究科は会計や税務を学んだ OB・OG
との交流会も多いので、お互いに情報共有
ができます。

QI FURONG

明治大学経営学部を早期卒業
後、本研究科に入学。2017年
8月の公認会計士論文式試験
に合格し、2018年2月より有
限責任監査法人トーマツに勤
務。

自己紹介

中 山  翔 太
●会計専門職研究科に入学した理由
　私が会計専門職研究科に入学したのは、
公認会計士試験に本気で受かると決意し
たからです。大学に入学した当初から見え
ない将来に不安を抱えていました。そのた
め、誰からも認められる公認会計士という
資格を取得できる環境があり、社会に必要
とされる職業的専門家を目指すことがで
きる会計専門職研究科に入学を決めまし
た。

●会計専門職研究科の利点
　一番の利点は周りが会計に関する専門
領域で溢れていることです。同じ志を持っ
た同期が会計士を目指し、第一線で活躍さ
れている先生方が教鞭を執り、学生個々人
に与えられた固定席に戻れば、会計に関す
る本が並んでいます。会計のプロフェッ
ショナルを目指すための最高の環境が

揃っていますし、修了した時には必ず胸を
張って社会に出ていくことができます。

●受験生へのメッセージ
　私が本研究科に入学した当初は、日商簿
記2級レベルの知識もない程でした。そこ
から2年間積極的に授業を受け、継続して
勉強した結果、公認会計士試験に合格しま
した。結果はいつも後からしかついてこな
いので、その過程が大事だと思います。本
研究科で密度の濃い「過程」をつくってみ
ませんか。

NAKAYAMA SHOUTA

OB・OG からのメッセージ
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学部2年次から税理士試験の勉
強を始め、5科目合格を目指し
ながら本研究科に進学。1年間
の休学を経て、2018年度に税
理士試験5科目合格を達成し本
研究科を修了。現在はデロイト
トーマツ税理士法人に勤務。

自己紹介

杉 村  友 輝
●会計専門職研究科に入学した理由
　私が本研究科に入学した理由は２つあ
ります。１つは、本研究科は会計専門職大
学院ということもあり会計監査を学ぶこ
とができ、並行して税法論文を執筆できる
ことです。もう１つは良い意味で自由に学
べる環境であったからです。このように本
研究科に入学することが職業会計人にな
る近道であると考えました。

●会計専門職研究科の利点
　本研究科は、様々な分野で活躍する先
生方が集まっていることが一番の利点で
あると考えます。私が院生の時に疑問に感
じたことは大体、先生方が解決してくれま
した。それだけでなく、会計士と税理士の
受験生同士が同じ授業を受けるというこ
とは予備校などでは体験できない刺激的
な空間だったように思います。

●受験生へのメッセージ
　本研究科に入学後は、大学院の授業と国
家試験を両立できるかがとても重要とな
ります。本研究科の仲間は皆、高い意識で
学ぶだけでなく息抜きもできる大事な存
在になると思います。大学院を卒業するま
では自分自身のゴールを先に決めること
なく、仲間と共に切磋琢磨し、将来につな
がる大事な時間を過ごしてください。

SUGIMURA YUKI

国立音楽大学音楽学部を卒業
後、鼓童文化財団研修所を経
て、音楽教育系の企業に就職。
2016 年4月本研究科入学。修
了後、島村建税理士事務所に
勤務、税理士資格取得。

自己紹介

塩 澤  陽 子
●会計専門職研究科に入学した理由
　なんとなく始めた日商簿記の学習・受
験から、税理士試験の勉強を始めました。
勉強していくうちに、より幅広く税務・会
計の知識を修得したいと感じるようにな
りました。それまで全く異なる分野で過ご
してきたので、専門家として実務を行う上
で必要となる知識・基盤を得たいと思い
本研究科に入学しました。  

●会計専門職研究科の利点 
　租税法・財務会計の科目に加え、税理
士試験の受験科目とは関係ない企業法、
監査などの科目を学習することで、税務・
会計の専門家としての幅が広がりました。
専門学校の講義や受験勉強だけでは得ら
れない高度会計専門職としての基盤を築
くことができたと感じております。各分野
の専門家の先生方の講義は視野を広げて

くれました。  

●受験生へのメッセージ 
　同じ志を持つ友人や、第一線で活躍され
る先生方との出会いは自分の目指す税理
士像を明確にしてくれました。ここで学ん
だ２年間は私にとってかけがえのない財産
です。本研究科には、自分を一回り成長さ
せることができる環境が整っています。

SHIOZAWA YOKO

中国河南省出身で、中国で大学
を卒業した後、日本へ留学し本
研究科に入学。その後、米国公
認会計士の資格を取得して、あ
ずさ監査法人に勤務。

自己紹介

斉 　 芙 蓉
●会計専門職研究科に入学した理由
　私は、中国の大学を卒業し、簿記や監査
の基礎的な知識を学びました。卒業した後
に来日し、独学で日商簿記 2 級を取得しま
した。その後は、会計のプロフェッショナル
を目指し、日本の会計や監査の知識を最
先端の教育機関で修得したいと考え、本研
究科に進学することを決意しました。

●会計専門職研究科の利点
　公認会計士や税理士をはじめ、学生の
希望に応じた多様な授業があります。日本
の会計知識はもちろんのこと、国際的な人
材を育成するために、国際会計基準などの
授業にも力を入れています。また、本研究
科で学ぶことによって、会計に関する理論
的考え方を身につけることができ、しかも
院生共同研究室には固定席が整備されて
いるので、授業の予習・復習や資格のた

めの勉強も可能です。私も移動する時間を
節約するために、院生共同研究室で米国公
認会計士の勉強もしました。また、教育補
助講師室があり、質問とともに勉強の悩み
を気楽に相談できます。

●受験生へのメッセージ
　日本で就職して実感したのは、日本の会
計の知識があると、活躍の場がより広がる
という点です。国際的な人材として日本で
活躍するには、会計英語などはもちろん、
日本の会計知識も重要です。本研究科で二
年間勉強した結果、会社の同僚やクライア
ントとの交流が円滑になりました。また、本
研究科は会計や税務を学んだ OB・OG
との交流会も多いので、お互いに情報共有
ができます。

QI FURONG

明治大学経営学部を早期卒業
後、本研究科に入学。2017年
8月の公認会計士論文式試験
に合格し、2018年2月より有
限責任監査法人トーマツに勤
務。

自己紹介

中 山  翔 太
●会計専門職研究科に入学した理由
　私が会計専門職研究科に入学したのは、
公認会計士試験に本気で受かると決意し
たからです。大学に入学した当初から見え
ない将来に不安を抱えていました。そのた
め、誰からも認められる公認会計士という
資格を取得できる環境があり、社会に必要
とされる職業的専門家を目指すことがで
きる会計専門職研究科に入学を決めまし
た。

●会計専門職研究科の利点
　一番の利点は周りが会計に関する専門
領域で溢れていることです。同じ志を持っ
た同期が会計士を目指し、第一線で活躍さ
れている先生方が教鞭を執り、学生個々人
に与えられた固定席に戻れば、会計に関す
る本が並んでいます。会計のプロフェッ
ショナルを目指すための最高の環境が

揃っていますし、修了した時には必ず胸を
張って社会に出ていくことができます。

●受験生へのメッセージ
　私が本研究科に入学した当初は、日商簿
記2級レベルの知識もない程でした。そこ
から2年間積極的に授業を受け、継続して
勉強した結果、公認会計士試験に合格しま
した。結果はいつも後からしかついてこな
いので、その過程が大事だと思います。本
研究科で密度の濃い「過程」をつくってみ
ませんか。

NAKAYAMA SHOUTA
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●「財務会計A・B・C・D」
　現行基準に至る背景を歴史的経緯やIFRS/USGAAP
との比較と絡めて体系的に理解することができ、記述
問題を回答する能力の土台を築くことができました。
私の受験した年の論文式試験では単なる知識の吐き出
しではなく頭を使った記載が多く求められたのですが、
最後まで食らいつくことができました。（2019年公認
会計士論文式試験合格）

●「財務会計A・B」
　背景や基本的な考え方から、会計基準について学習し
ていく科目です。現在採用されている会計処理だけでな
く、以前採用されていたものやIFRSで採用されている
ものについても考えていくことで、専門学校とは違う新
たな視点から学ぶことができます。論文式試験で、学習
したことのないような論点が出題されたときにも、基本
的な考え方から自分なりの解答を記述することができ
ました。（2017年公認会計士論文式試験合格）

●「国際会計基準」
　グローバル化が進む今日、会計専門家はIFRSをはじ
め、様々な知識の深い理解が求められます。本授業は
IFRSの新旧基準の比較や日本基準との比較を行い、そ
の相違点をはじめ、理論根拠を深く理解することがで
きます。ただ単に基準の比較説明だけではなく、その背
景や根拠を理解することが実務に役立ちます。（2017
年米国公認会計士試験合格）

●「原価管理」
　あまり予備校では触れない原価計算基準について解
説をしていただける授業です。どのようにして原価計算
基準は作られているのか、また実務的な視点からも原価
計算基準を見ることができる貴重な授業だと思います。

（2018年公認会計士論文式試験合格）

●「意思決定会計」
　管理会計を用いて将来の意思決定をする考え方を学
べます。税理士を志す方々にはあまり馴染みのない管
理会計ですが、将来必ず使うことになるので、ぜひ受講
し新しい考え方を学んでいただきたいです。（2018年
税理士試験合格）

●「管理会計演習」
　本演習は、管理会計の主要な論点について、演習問題

（計算＋論述）を解き、ディスカッションします。演習問題
を解き、教授である先生や学生同士で議論することで、
管理会計の主要な論点を深く理解し、専門家としての思
考力、論述力、発言力を向上させることができます。ここ
での学びは、公認会計士試験だけでなく実務でも非常
に役立っています。（2020年公認会計士論文式試験合
格）

●「会計学系科目全般」
　試験制度面での利点だけでなく、会計学の知識・能
力を磨くための利点もあります。本研究科では、通常授
業をはじめとして、先生方とのコミュニケーション機会
が充実しているため、自身の考えを文章化する能力の向
上や深度ある理解が可能です。実際に私は、論文式試験
においては、記述形式の問題で偏差値を大きく伸ばし合
格することができました。（2018年公認会計士論文式
試験合格）

●「租税法系科目全般」
　税理士試験とは違う視点で税法を学習できます。税
法を研究された先生方の講義はどれも魅力的で、興味
深いものでした。受験勉強とは異なる、模範解答のない
事例について考える力が付きます。（2018年税理士試
験合格）

●「租税法研究指導」
　税法論文を執筆することで税法の考え方をより深く
学ぶことができます。執筆する際は科目免除のためとい
うマイナスのイメージではなく、これまでに学んだ税法
の知識をさらに深めることを目的として取り組むと良い
と思います。（2018年税理士試験合格）

おすすめ科目　‐会計士・税理士試験合格者の声‐会
計
専
門
職
研
究
科
を
語
る

学費・各種データ

出身大学（入学者数順） 志願者数 合格者数 入学者数
明治大学   22   22 21
その他 104   84 54
合計 126 106 75

有限責任あずさ監査法人
PwC あらた有限責任監査法人
新日本有限責任監査法人
有限責任監査法人トーマツ
EY 税理士法人
デロイトトーマツ税理士法人
KPMG 税理士法人
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
辻・本郷 税理士法人
税理士法人平成会計社
デロイトトーマツコンサルティング株式会社
日本公認会計士協会
国税専門官
朝日税理士法人
税理士法人豊心会上野会計事務所
税理士法人山田＆パートナーズ
アクタス税理士法人
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社足利銀行
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社ＮＴＴデータ
株式会社オービック
岡三証券株式会社
川越市役所
京セラ株式会社
株式会社群馬銀行
塩野義製薬株式会社
シャープ株式会社
住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社
綜合警備保障株式会社
第一生命保険株式会社
日産自動車株式会社
日本生命保険相互会社
野村證券株式会社
野村不動産株式会社
パナソニック株式会社
株式会社日立物流
株式会社読売新聞東京本社
株式会社りそなホールディングス
ＹＫＫ株式会社
船井総合研究所
株式会社 SUBARU
スズキ株式会社
森トラスト株式会社

など

各種データ（2021年4月1日現在）

2021年度入試データ（4月入学）

2021年度入学者データ

これまでの修了生の主な就職先

令和 2 年（2020年） 2名 　3名 　5名
令和 元 年（2019年） 2名 　4名 　6名
平成30年（2018年） 4名 　8名 12名
平成29年（2017年） 2名 　7名 　9名
平成28年（2016年） 3名 13名 16名

  在学生 修了生 合計

公認会計士試験合格者推移（過去5ヶ年）

20～24歳
65.3％
49名

30歳～
18.7％
14名

25～29歳
16％
12名

年齢別
経験あり
24％
18名

経験なし
76％
57名

社会人経験者

男
52％
39名

女
48％
36名

男女比

2023年度

ー

1,200,000円

230,000円

3,000円

1,433,000円

入学金＊

授業料

教育充実料

学生健康保険互助組合費

合計

学費

諸会費

＊ 本学卒業生の場合、入学金は半額とします。

　以下の学費等は、2022年度入学者のものです。

2022年度　    

200,000円

1,200,000円

230,000円

3,000円

1,633,000円

学費等

OB・OG からのメッセージ
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OB・OGからのメッセージ

●「財務会計A・B・C・D」
　現行基準に至る背景を歴史的経緯やIFRS/USGAAP
との比較と絡めて体系的に理解することができ、記述
問題を回答する能力の土台を築くことができました。
私の受験した年の論文式試験では単なる知識の吐き出
しではなく頭を使った記載が多く求められたのですが、
最後まで食らいつくことができました。（2019年公認
会計士論文式試験合格）

●「財務会計A・B」
　背景や基本的な考え方から、会計基準について学習し
ていく科目です。現在採用されている会計処理だけでな
く、以前採用されていたものやIFRSで採用されている
ものについても考えていくことで、専門学校とは違う新
たな視点から学ぶことができます。論文式試験で、学習
したことのないような論点が出題されたときにも、基本
的な考え方から自分なりの解答を記述することができ
ました。（2017年公認会計士論文式試験合格）

●「国際会計基準」
　グローバル化が進む今日、会計専門家はIFRSをはじ
め、様々な知識の深い理解が求められます。本授業は
IFRSの新旧基準の比較や日本基準との比較を行い、そ
の相違点をはじめ、理論根拠を深く理解することがで
きます。ただ単に基準の比較説明だけではなく、その背
景や根拠を理解することが実務に役立ちます。（2017
年米国公認会計士試験合格）

●「原価管理」
　あまり予備校では触れない原価計算基準について解
説をしていただける授業です。どのようにして原価計算
基準は作られているのか、また実務的な視点からも原価
計算基準を見ることができる貴重な授業だと思います。

（2018年公認会計士論文式試験合格）

●「意思決定会計」
　管理会計を用いて将来の意思決定をする考え方を学
べます。税理士を志す方々にはあまり馴染みのない管
理会計ですが、将来必ず使うことになるので、ぜひ受講
し新しい考え方を学んでいただきたいです。（2018年
税理士試験合格）

●「管理会計演習」
　本演習は、管理会計の主要な論点について、演習問題

（計算＋論述）を解き、ディスカッションします。演習問題
を解き、教授である先生や学生同士で議論することで、
管理会計の主要な論点を深く理解し、専門家としての思
考力、論述力、発言力を向上させることができます。ここ
での学びは、公認会計士試験だけでなく実務でも非常
に役立っています。（2020年公認会計士論文式試験合
格）

●「会計学系科目全般」
　試験制度面での利点だけでなく、会計学の知識・能
力を磨くための利点もあります。本研究科では、通常授
業をはじめとして、先生方とのコミュニケーション機会
が充実しているため、自身の考えを文章化する能力の向
上や深度ある理解が可能です。実際に私は、論文式試験
においては、記述形式の問題で偏差値を大きく伸ばし合
格することができました。（2018年公認会計士論文式
試験合格）

●「租税法系科目全般」
　税理士試験とは違う視点で税法を学習できます。税
法を研究された先生方の講義はどれも魅力的で、興味
深いものでした。受験勉強とは異なる、模範解答のない
事例について考える力が付きます。（2018年税理士試
験合格）

●「租税法研究指導」
　税法論文を執筆することで税法の考え方をより深く
学ぶことができます。執筆する際は科目免除のためとい
うマイナスのイメージではなく、これまでに学んだ税法
の知識をさらに深めることを目的として取り組むと良い
と思います。（2018年税理士試験合格）

おすすめ科目　‐会計士・税理士試験合格者の声‐会
計
専
門
職
研
究
科
を
語
る

学費・各種データ

出身大学（入学者数順） 志願者数 合格者数 入学者数
明治大学   22   22 21
その他 104   84 54
合計 126 106 75

有限責任あずさ監査法人
PwC あらた有限責任監査法人
新日本有限責任監査法人
有限責任監査法人トーマツ
EY 税理士法人
デロイトトーマツ税理士法人
KPMG 税理士法人
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
辻・本郷 税理士法人
税理士法人平成会計社
デロイトトーマツコンサルティング株式会社
日本公認会計士協会
国税専門官
朝日税理士法人
税理士法人豊心会上野会計事務所
税理士法人山田＆パートナーズ
アクタス税理士法人
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社足利銀行
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社ＮＴＴデータ
株式会社オービック
岡三証券株式会社
川越市役所
京セラ株式会社
株式会社群馬銀行
塩野義製薬株式会社
シャープ株式会社
住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社
綜合警備保障株式会社
第一生命保険株式会社
日産自動車株式会社
日本生命保険相互会社
野村證券株式会社
野村不動産株式会社
パナソニック株式会社
株式会社日立物流
株式会社読売新聞東京本社
株式会社りそなホールディングス
ＹＫＫ株式会社
船井総合研究所
株式会社 SUBARU
スズキ株式会社
森トラスト株式会社

など

各種データ（2021年4月1日現在）

2021年度入試データ（4月入学）

2021年度入学者データ

これまでの修了生の主な就職先

令和 2 年（2020年） 2名 　3名 　5名
令和 元 年（2019年） 2名 　4名 　6名
平成30年（2018年） 4名 　8名 12名
平成29年（2017年） 2名 　7名 　9名
平成28年（2016年） 3名 13名 16名

  在学生 修了生 合計

公認会計士試験合格者推移（過去5ヶ年）

20～24歳
65.3％
49名

30歳～
18.7％
14名

25～29歳
16％
12名

年齢別
経験あり
24％
18名

経験なし
76％
57名

社会人経験者

男
52％
39名

女
48％
36名

男女比

2023年度

ー

1,200,000円

230,000円

3,000円

1,433,000円

入学金＊

授業料

教育充実料

学生健康保険互助組合費

合計

学費

諸会費

＊ 本学卒業生の場合、入学金は半額とします。

　以下の学費等は、2022年度入学者のものです。

2022年度　    

200,000円

1,200,000円

230,000円

3,000円

1,633,000円

学費等

学費・各種データ
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入学試験情報

▪２０２２年度入学試験
　入学試験は、「会計専修コース」及び「税務専修コース」の２コース別に面接試問と筆記試験（一般入試Ｂ方式のみ）を実施し
ます。詳細は各入学試験要項をご確認ください。

一般入学試験

A方式 B方式 C方式

募集コース
会計専修（標準2年／ 1年修了プログラム）
税務専修 

会計専修（標準2年／ 1年修了プログラム）
税務専修

会計専修（標準2年のみ）
税務専修

求める人材
すでに会計専門職としての一定の資格を保有し
ている者

会計学をすでに学習している者 高度会計専門職に必要な潜在能力を有している者

試 験 内 容

①書類審査
　a. 志望理由書（全員）　1,000字程度
　b.  研究計画書（修士論文作成希望者のみ）

2,000字程度
② 面接試問（論文作成希望者15分，それ以外

10分）

①書類審査
　a. 志望理由書（全員） 1,000字程度
　b.  研究計画書（修士論文作成希望者のみ）

2,000字程度
②筆記試験
　会計専修コース：財務会計論・管理会計論
　税務専修コース：財務会計論
③ 面接試問（論文作成希望者15分，それ以外

10分）

①書類審査
　a. 志望理由書（全員）1,000字程度
　b.  研究計画書（修士論文作成希望者のみ）

2,000字程度
②面接試問（重点面接　※20分）

出 願 資 格 ※入学試験要項をご確認ください

出 願 要 件

【特定要件】
（１）下記のいずれかに該当する者。
①公認会計士試験短答式試験合格
②日本商工会議所簿記検定試験1級合格
③ 全国経理教育協会簿記能力検定試験上級 合格
④ 税理士試験の簿記論，財務諸表論のうち1科目

以上合格
⑤米国公認会計士資格試験合格

（２） 「会計専修コース1年修了プログラム」につ
いては，職務経験を３年以上有する者。

【特定要件】
（１） 「会計専修コース1年修了プログラム」につ

いては，職務経験を３年以上有する者。

【特定要件】　
（１） 高度会計専門職に必要な潜在能力を示す各

種資格等の証明書を提出すること。なお，
以下は，例示列挙であり，合否については
総合的に判定する。

① 司法書士・行政書士・弁理士・社会保険労務士・
ファイナンシャルプランナー等の資格証明書

② 税理士試験の税法に属する科目のうち１科目
以上合格

③ A方式の要件以外の会計系資格の証明書
④ 語学検定の合格証明書，TOEIC®（L&R)や

TOEFL®等の関係書類
⑤ 一定の職業経験を示す在職証明書
⑥その他

試 験 日 程

Ⅰ期　2021年10月24日（日）
Ⅱ期　2021年11月28日（日）
Ⅲ期　2022年 １ 月15日（土）
Ⅳ期　2022年 ２ 月19日（土）
秋季　2022年 ６ 月26日（日）
※ 秋季入試（2022年９月入学）については会計専修

コース（標準2年／1年修了プログラム）のみ募集

Ⅰ期　2021年10月24日（日）

Ⅲ期　2022年 １ 月15日（土）

Ⅰ期　2021年10月24日（日）
Ⅱ期　2021年11月28日（日）
Ⅲ期　2022年 １ 月15日（土）
Ⅳ期　2022年 ２ 月19日（土）
秋季　2022年 ６ 月26日（日）
※ 秋季入試（2022年９月入学）については会計専修

コース（標準2年／1年修了プログラム）のみ募集

出 願 期 間

Ⅰ期　2021年 ９ 月30日（木）～10月 ６ 日（水）
Ⅱ期　2021年11月 ４ 日（木）～11月11日（木）
Ⅲ期　2021年12月 ７ 日（火）～12月14日（火）
Ⅳ期　2022年 １ 月25日（火）～ ２ 月 １ 日（火）
秋季　2022年 ６ 月 ７ 日（火）～ ６ 月14日（火）

Ⅰ期　2021年 ９ 月30日（木）～10月 ６ 日（水）

Ⅲ期　2021年12月 7 日（火）～12月14日（火）

Ⅰ期　2021年 ９ 月30日（木）～10月 ６ 日（水）
Ⅱ期　2021年11月 ４ 日（木）～11月11日（木）
Ⅲ期　2021年12月 7 日（火）～12月14日（火）
Ⅳ期　2022年 １ 月25日（火）～ ２ 月 １ 日（火）
秋季　2022年 ６ 月 ７ 日（火）～ ６ 月14日（火）

合 格 発 表

Ⅰ期　2021年10月27日（水）
Ⅱ期　2021年12月 1 日（水）
Ⅲ期　2022年 １ 月19日（水）
Ⅳ期　2022年 ２ 月24日（木）
秋季　2022年 ６ 月29日（水）

Ⅰ期　2021年10月27日（水）

Ⅲ期　2022年 １ 月19日（水）

Ⅰ期　2021年10月27日（水）
Ⅱ期　2021年12月 1 日（水）
Ⅲ期　2022年 １ 月19日（水）　
Ⅳ期　2022年 ２ 月24日（木）
秋季　2022年 ６ 月29日（水）

入 学 手 続

Ⅰ期　2021年10月28日（木）～11月 ４ 日（木）
Ⅱ期　2021年12月 ２ 日（木）～12月 ９ 日（木）
Ⅲ期　2022年 １ 月20日（木）～ １ 月26日（水）
Ⅳ期　2022年 ２ 月25日（金）～ ３ 月 ３ 日（木）
秋季　2022年 ７ 月 1 日（金）～ ７ 月 ７ 日（木）

Ⅰ期　2021年10月28日（木）～11月 ４ 日（木）

Ⅲ期　2022年 １ 月20日（木）～ １ 月26日（水）

Ⅰ期　2021年10月28日（木）～11月 ４ 日（木）
Ⅱ期　2021年12月 ２ 日（木）～12月 ９ 日（木）
Ⅲ期　2022年 １ 月20日（木）～ １ 月26日（水）
Ⅳ期　2022年 ２ 月25日（金）～ ３ 月 ３ 日（木）
秋季　2022年 ７ 月 1 日（金）～ ７ 月 ７ 日（木）
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特別奨学生入学試験 学内選考入学試験

募集コース 会計専修（標準2年のみ） 
会計専修（標準2年のみ）
税務専修　

求める人材 学部在籍中で，公認会計士短答式試験に合格している者 本学学部在籍中で，優れた能力を有する者

試 験 内 容

①書類審査
　a. 志望理由書（全員） 1,000字程度
　b. 研究計画書（修士論文作成希望者のみ）2,000字程度
②面接試問（論文作成希望者15分，それ以外10分）

①書類審査
　a. 志望理由書（全員）1,000字程度
　b. 研究計画書（修士論文作成希望者のみ）2,000字程度
②面接試問（論文作成希望者15分，それ以外10分）

出 願 資 格

【特定要件】
下記（１）又は（２）のいずれかの要件を満たす者

（１）  大学（学士課程）を2022年３月31日までに卒業見込みの者で
2019年以降の公認会計士試験短答式試験に合格していること。

（２）  [飛び入学]大学（学士課程）３年次に在学し，出願時点において，所
属学部の卒業要件単位のうち92単位以上の修得かつGPAが3.00以
上ある者であり，2019年以降の公認会計士試験短答式試験に合格し
ていること。

【特定要件】
下記（１）～（３）のいずれかの要件を満たす者。

（１） 本大学を2022年３月31日までに卒業見込みの者で次のいずれかの
要件を満たしていること。

　　 ア．出願時点において，GPAが2.00以上である者。
　　 イ．2019年１月１日以降に下記のいずれかに該当する者。
　　　　  ①公認会計士試験短答式試験合格，②日本商工会議所簿記検定試

験１級合格，③全国経理教育協会簿記能力検定試験上級合格，④
税理士試験の簿記論，財務諸表論のうち１科目以上合格，⑤米国
公認会計士資格試験合格

（２） ［飛び入学］本大学３年次に在学し，出願時点において，所属学部の
卒業要件単位のうち92単位以上修得，かつGPAが3.00以上である者。

（３） 本大学で３年早期卒業制度を利用し，2022年3月31日までに３年
早期卒業候補の者。

入 学 資 格

入学するまでに次の要件を満たす者
①出願資格の特定要件（１）で出願した者は大学を卒業していること。
② 出願資格の特定要件（２）で出願した者は，３年次終了時点において，

所属学部の卒業要件単位108単位以上の修得かつGPAが2.60以上であ
ること。

入学するまでに次の要件を満たす者
① 出願資格の特定要件（１）で出願した者は卒業していること。
② 出願資格の特定要件（２）で出願した者は，３年次終了時点において次

の２つの要件を備えていること。
　ア．所属学部の卒業要件単位108単位以上修得していること。
　イ．GPAが2.60以上であること。
③出願資格の特定要件（３）で出願した者は，３年早期卒業していること。

試 験 日 程
Ⅱ期　2021年11月28日（日）
Ⅳ期　2022年 ２ 月19日（土）

Ⅱ期　2021年11月28日（日）
Ⅳ期　2022年 ２ 月19日（土）

出 願 期 間
Ⅱ期　2021年11月 ４ 日（木）～11月11日（木）
Ⅳ期　2022年 １ 月25日（火）～ ２ 月 １ 日（火）

Ⅱ期　2021年11月 ４ 日（木）～11月11日（木）
Ⅳ期　2022年 １ 月25日（火）～ ２ 月 １ 日（火）

合 格 発 表
Ⅱ期　2021年12月 １ 日（水）
Ⅳ期　2022年 ２ 月24日（木）

Ⅱ期　2021年12月 １ 日（水）
Ⅳ期　2022年 ２ 月24日（木）

入 学 手 続
Ⅱ期　2021年12月 ２ 日（木）～12月 ９ 日（木）
Ⅳ期　2022年 ２ 月25日（金）～ ３ 月 ３ 日（木）

Ⅱ期　2021年12月 ２ 日（木）～12月 ９ 日（木）
Ⅳ期　2022年 ２ 月25日（金）～ ３ 月 ３ 日（木）

▪入試ガイダンス等
今後のガイダンス等の開催予定につきましては、下記のホームページでご確認ください。

明治大学　会計専門職研究科（会計大学院）ホームページ
https://www.meiji.ac.jp/macs/
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