２０２２年度 明治大学
専門職大学院会計専門職研究科
（会計大学院）
科目等履修生 募集要項
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や感染防止対策により，授業
実施方法が対面形式からオンライン形式に変更される場合があります。
このことをご了承の上，出願してください。

明治大学専門職大学院

１

目 的

明治大学専門職大学院会計専門職研究科では，大学における教育研究成果を広く社会に
還元する取組の一環として，社会人等に対する学習機会を拡大する観点から，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，本研究科に昼間
や夜間，メディア授業にて開設されている特定の科目を履修し，一定の単位を修得するこ
とができます。また，その後，本研究科へ入学した場合，修得した単位は，本研究科教授
会の議を経て，一定の範囲内において，課程修了の要件として定める単位を修得したとみ
なされることもできます。
仕事で会計に関する知識のブラッシュアップが必要な方，会計大学院への進学を検討し
ているが正式な入学前に一部の科目を受講してみたい方，公認会計士や税理士等の資格を
取得したいと考えている方等，関心のある方のご出願をお待ちしています。
２

出願資格

２０２２年４月１日以降に，下記(1)～(10)のいずれか１つに該当する者
(1) 大学を卒業した者
(2) 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本国内において履修することにより
当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者
(5) 日本国内において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16
年の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制
度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当
該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校において，修業年限が３年以上の課程を修了すること
により，学士の学位に相当する学位を授与された者【注１】
(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める
基準を満たすものに限る。
）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め
る日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣が指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）
(9) 大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における 15 年の課程を修了し，本
研究科において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者【注１】
(10) 本研究科において，個別の出願資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力
があると認めた者で，22 歳に達したもの【注２】
【注１】中国の３年制大学（専科）の卒業生及び高等教育自学考試等は該当しません。出願資格
審査が必要です。
【注２】例えば，学士の学位はないが修士の学位を得た場合が該当します。
他にも公認会計士試験短答式試験合格，日本商工会議所簿記検定試験１級合格，全国経
理教育協会簿記能力検定試験上級合格，税理士試験の簿記論，財務諸表論のうち１科目
以上合格，米国公認会計士資格試験合格などが該当します。該当者は出願資格審査が必
要となります。
出願資格審査について
専門職大学院事務室に申し出たうえで，締切日までに以下の書類を提出してください。
イ）通常の出願書類一式
ア）出願資格審査申請書
ウ）その他，志願者が任意に提出する書類
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３

出願要件
(1) 日本国籍以外の国籍を有する者
出願の際に，日本に１年以上滞在可能もしくは更新可能なビザを有していることを条件
とします。なお，科目等履修生として同一年度に履修できる単位の上限 10 単位では，留学
ビザを更新できません。
また，日本の大学・大学院を卒業・修了していない場合，日本国際教育支援協会が実施
する「日本語能力試験（N1）
」を 2017 年 1 月 1 日以降に合格，又は，日本学生支援機構
が実施する「日本留学試験」の『日本語』を 2020 年度～2022 年度のいずれかで 250 点以
上取得していることを条件とします。該当する者は，日本語能力試験（N1）の『合否結果
通知書』又は日本留学試験「日本語」の『成績通知書』又は『成績確認書』が出願書類と
して必要になります。

４

履修可能科目
(1) 履修可能科目
◆印の科目を履修する際は，日商簿記２級程度の能力があることが望ましい。
★メディア授業科目科目設置授業
☆集中授業
※修了要件対象外科目
財務会計系 基礎
財務会計の原理Ⅰ（☆），財務会計の原理Ⅱ（☆）

管理会計系

監査系

企業法系

基本◆

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（★☆）

発展◆

ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ制度，環境会計，国際会計実務，
ｱﾒﾘｶ会計制度Ａ，ｱﾒﾘｶ会計制度Ｂ，比較会計制度，
財務会計外国書講読，公会計制度，会計・監査ｾﾐﾅｰ

応用実践◆

財務会計演習Ⅰ（☆），財務会計演習Ⅱ（☆），財務会計ｹ
ｰｽｽﾀﾃﾞｨＡ，財務会計ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨＢ，財務会計ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨＤ

基礎

管理会計の原理，原価計算の基礎（★※）

基本◆

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

発展◆

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

応用実践◆

管理会計演習，管理会計ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨＡ，管理会計ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ
Ｂ

基礎

監査の原理

基本

会計職業倫理，監査実施基準（★），監査報告基準（★），
監査制度（★），内部統制監査

発展

内部監査制度，公監査（★），ｼｽﾃﾑ監査

応用実践

監査演習（☆），監査ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨＢ

基礎

企業法の原理（★）

基本

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
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租税法系

応用実践

企業法演習，企業法ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨＡ

基礎

租税法の原理（★）

基本

法人税法Ⅰ（★），法人税法Ⅱ，所得税法（★），消費税法，
税務会計制度

発展

相続税法（★），租税手続法，国際税務

応用実践

租税法演習

経営・ファ
基礎
イナンス系
基本

(2)

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
経営管理（★），経営戦略（★），企業価値評価（★），
ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

発展

経営倫理，経営統計

応用実践

経営学演習，経営管理ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨＡ

シラバス
以下のＵＲＬから，２０２１年度版をご覧になれます。２０２２年度版は３月１０日
に公開予定です。
（https://www.meiji.ac.jp/macs/curriculum/kougi.html）

５

2022 年度学年暦（変更される場合もあります）
【春学期】 授業期間
4 月 8 日（金）～7 月 21 日（木）
休日授業実施日 7 月 18 日（月）
定期試験
7 月 22 日（金）～7 月 30 日（土）
定期試験予備日 7 月 31 日（日）
【秋学期】 授業期間
9 月 20 日（火）～1 月 21 日（土）
休日授業実施日 9 月 23 日（金）
，10 月 10 日（月）
定期試験
1 月 22 日（日）～1 月 31 日（火）
定期試験予備日 2 月 4 日（土）

６

授業時間割

７

１時限目

２時限目

３時限目

４時限目

５時限目

６時限目

09:00～
10:40

10:50～
12:30

13:30～
15:10

15:20～
17:00

17:10～
18:50

19:00～
20:40

ﾅｲﾄ
ﾓｼﾞｭｰﾙ
20:50～
21:40

出願から入学/履修手続までの流れ
【春学期開講科目】
出願期間
：2022 年 3 月 7 日（月）～3 月 10 日（木）※消印有効
選考結果通知
：2022 年 3 月末
授業開始
：2022 年 4 月 8 日（金）
入学/履修手続期間：2022 年 4 月 8 日（金）～4 月 15 日（金）※消印有効
【秋学期開講科目】
出願期間
：2022 年 7 月 28 日（木）～8 月 1 日（月）※消印有効
選考結果通知
：2022 年 9 月上旬
授業開始
：2022 年 9 月 20 日（火）
入学/履修手続期間：2022 年 9 月 21 日（水）～9 月 28 日（水）※消印有効
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８

出願書類
(1) 専門職大学院科目等履修生志願票（指定様式）
(2) 履歴書（指定様式・写真貼付（縦 4cm×横 3cm）のこと）
（継続者は不要）

(3) 卒業（修了）証明書
すべての出身大学・大学院の証明書の原本を提出してください。
（継続者及び最終出身大学が当研究科である者は不要）

(4) 成績証明書
すべての出身大学・大学院の証明書の原本を提出してください。
（継続者及び最終出身大学が当研究科である者は不要）

(5) 選考結果通知用封筒（角２サイズ）
選考結果通知用に使用するので，返送先の郵便番号・住所・氏名を記入してください。
切手貼付は不要です。
(6) 【日本国籍以外の国籍を有する志願者のみ】
パスポートの写し。氏名・生年月日・パスポート番号の記載・写真の貼ってあるペー
ジ及び上陸許可証印のページのコピー。（外国人登録証票・特別永住者証明書も可）
(7) 【日本国籍以外の国籍を有する者で日本の大学・大学院を卒業・修了していない志願
者のみ】
2017 年 1 月 1 日以降合格の日本語能力試験（N1）の『合否結果通知書』又は 2020 年度
～2022 年度のいずれかで 250 点以上取得の日本留学試験「日本語」の『成績通知書』又
は『成績確認書』の原本。通知書は，結果通知の際に返却します。
(8) 【「２ 出願資格(9)(10)」で出願する方のみ】
出願資格審査申請書
※１ 婚姻等の事由により戸籍と証明書の氏名が異なる場合は戸籍抄本を添付してください。
※２ 出願書類提出後の出願書類の返還・変更・差替えは認められません。

９

出願方法

出願書類の受付は，すべて郵送に限ります。配達記録の残る方法で郵送してください。郵送
先は，
「15 書類提出先・事務取扱時間」を参照ください。

10

選考方法及び結果通知

(1) 選考方法：書類審査。ただし，必要に応じて面接試問を課す場合があります。
(2) 選考結果：志願者が指定する宛先に，選考結果を郵送します。なお，入学・履修手
続期間は授業開始後になるため，学期当初は暫定的に受講を許可します。初回講義で
担当教員に「科目等履修生」であることを伝えてください。
11

入学・履修手続書類等

選考の結果合格した方へ，入学・履修手続書類等を郵送します。科目等履修生履修料を
納付の上，「７ 出願から入学/履修手続までの流れ」に記載された期間内に手続きを行っ
てください。手続期間に手続きしなかった場合は辞退したものとみなします。
(1) 入学手続者登録票（指定様式）
(2) 住民票記載事項証明願（指定様式）
(3) 科目等履修生履修料振込用紙（入学金・履修料）
(4) 授業に関する案内等
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12

学費
(1) 入学金：20,000 円
（他学部・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）
(2) 履修料（１科目２単位）
：66,000 円（当研究科修了生は 33,000 円）

13

留意事項
(1) 履修上限
同一年度に履修できる単位数の上限は 10 単位（５科目）です。
(2) 定期試験
 単位を修得するためには，定期試験を受験し，合格する必要があります。ただし，
全授業の４分の１以上を欠席すると，定期試験の受験資格を失います（オンデマン
ド型メディア授業の場合は，レポートを指定期限内に提出することで出席とされま
す）
。
 科目等履修生を対象とした追試験は実施しません。
(3) 授業・補講
 授業回数確保のため，休日に授業を行う日があります。詳しくは，
「５ 2022 年度学
年暦」を参照してください。
 通常の授業時間以外の曜日時限に補講を行うことがあります。補講の出席は出席回
数に含まれます。

14

その他
(1) 正課生の履修登録がなかった科目は無開講となりますので，一旦許可を得たものであ
っても，履修許可を取り消すことがあります。また，正課生の履修者数が履修定員を
超えた場合も同様の取扱いになります。
(2) 手続完了者には，科目等履修生証を交付します。
（在学期間終了後，返却のこと。
）紛
失した場合は，再発行手数料（ 2,000 円 ）が必要となります。
(3) 科目等履修生の在学期間は，春学期 4 月 1 日～9 月 19 日，秋学期 9 月 20 日～3 月 31
日です。ただし，所定の手続を経て，これを更新することができます。
(4) 履修した科目の試験に合格した者には，単位を与え，本人の請求により単位修得証明
書を発行します。
(5) 科目等履修生には，通学証明書（通学定期用）及び学生割引証は発行されません。
(6) 本学の図書館等の施設を利用することができます。

15

書類提出先・事務取扱時間
〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台１－１
駿河台キャンパス アカデミーコモン 10Ｆ
明治大学教務事務部 専門職大学院事務室（会計専門職研究科）
（電話） 03－3296－2399
（Email）kaikei@mics.meiji.ac.jp
事務取扱時間
平日 10：00～17：00（11：30～12：30 を除く）
土曜 9：30～13：00
※日・祝日は事務取扱を行いません。
※夏季・冬季休業期間中は事務取扱時間が変更になります。また，新型
コロナウイルスの感染状況により，取扱時間が変更になる場合もあり
ます。詳細は，ホームページでご確認ください。
◆問合せの際は，初めに「科目等履修生の件」とお伝えください。
以
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上

