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2022年1月11日 

経理研究所駿河台特別会計研究室 

在籍室員継続利用希望者各位 

新規入室・再入室希望者各位 

明治大学国家試験指導センター経理研究所 

季節は寒の入りで真冬の寒さの日々が続いています，次回の入室試験の頃には農耕の準備を始める二十

四節気の「雨水」の期間を迎えます。公認会計士試験合格を目指す皆さんにとっても令和 4年試験を目指

す受験生が揃い，皆さんにとっての春の訪れ・秋の収穫に向け，合格への土づくりを進める時期を見据え

て励んでいることと思います。 

経理研究所ではこうした状況下でも努力を重ねて公認会計士試験合格を目指す在学生等(3月で卒業・修

了する現室員の在学生や在学中から継続して学習する卒業生･修了生の現室員を含む)を対象に，2022年度

も合格支援サービスを提供する準備を進めています。 

さて，駿河台特別会計研究室ではすべての室員が2022年2月28日に在籍期限の満了を迎えます。コロ

ナ禍で先の見通しや予定が立てにくく当初の予定の変更を余儀なくされる可能性がありますが，現時点で

は 2月 19日に入室試験を予定し，本学入学試験・定期試験に準じて実施します。つきましては，2022年

度の駿河台特別会計研究室室員を募集するため，入室試験兼合格奨励奨学金選考試験要項を案内します。 

募集対象は，令和4年公認会計士試験(短答式試験と論文式試験)の合格を目標としている本学在学生等

(過年度短答式試験合格者，過年度短答式試験受験経験者，令和 4年短答式試験[5月]受験予定者)です。

2021年度室員の方は今年度卒業・修了予定の在学生や過年度卒業・修了生も応募できます。なお，公認会

計士試験の受験経験がなく令和 4年度短答式試験[5月]受験予定もない方で，かつ令和 5年度第Ⅰ回短答

式試験[2022年 12月]が合格目標の方は経理研究所和泉特別会計研究室で募集しますので，2022年 4月 4

日頃に発信予定の「2022年度和泉特別会計研究室室員：募集要項」の発信をお待ちください。 

なお，入室試験に関する受験申込手続，書類選考・面接試験，合格発表，入室式，入室手続はインター

ネットで行います。筆記試験は対面で実施し，面接試験は対面またはオンラインで実施を予定しますが，

受験者に不利益が出ないように配慮する形で入室試験を実施します。以下の記載内容よく確認してご利用

ください。この要項(Ver.1)も変更する場合があります。本試験に関する最新情報やお知らせ，試験要項の

見落としにより，志願者が不利益を被った場合，当研究所は一切責任を負いませんので気を付けてしてく

ださい。 

【入室試験概要】 

 受験願書出願期間：2022年1月11日(火)～2022年2月4日(金) 

 入室試験日：筆記試験➡2022年2月19日(土) 

書類選考・面接試験➡対面実施の場合は 2022年2月19日(土) 

オンライン実施の場合は 2022年2月19日～2月26日に分散して実施(詳細未定) 

 合格発表日・合格奨励奨学金授与者発表日・入室式：2022年3月1日(火)10時 

【問い合わせ先・相談先】 

不明な点や相談など問い合わせがある場合は下記まで遠慮なくメールで連絡してください。 

国家試験指導センター経理研究所主任 本所 靖博➡メール：honjo＠meiji.ac.jp 

明治大学国家試験指導センター経理研究所駿河台特別会計研究室 
対象者：令和４年度（２０２2年度）５月短答式試験・８月論文式試験の合格目標の在学生等 
２０２１年度第２回入室試験兼合格奨励奨学金選考試験要項Ver.1 
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駿河台特別会計研究室：2021年度第２回入室試験兼合格奨励奨学金選考試験受験案内 

 

(1)特別会計研究室と合格支援サービスについて 

 当研究所は，公認会計士を目指す在学生(付属高校生を含む)等を対象に駿河台キャンパスと和泉キャン

パスに『特別会計研究室』を設け，在籍する室員に対して様々な合格支援サービスを提供しています。  

 和泉室員 駿河台室員 

利用対象 
※全キャンパスの学生 

入室時に会計士試験の受験経験がない「会計士講

座初学者」を対象とし，これから短答式試験合格を

目指す在学生を支援しています。 

入室時に会計士試験の受験経験がある「会計士講

座受講生」を対象とし，主に論文式試験合格を目指

す在学生･卒業生･修了生を支援しています。 

室 費 

(合格支援費) 

月額550円(消費税込) 
月額1,100円(消費税込) 

※入室手続時の納付額は入室手続欄に記載 

※室費は自習室の利用料だけでなく合格支援のための諸費用に充てています。 

学習環境の支援 

・経理研生専用の自習室の利用 

駿河台：固定席(151席)は入室試験等の成績順で貸与，ロッカーは希望者全員に貸与 

和 泉：短答･日商簿記１級･全経簿記上級合格等で固定席貸与，日商簿記２級合格でロッカー貸与 

・経理研限定価格での提携スクール･協力スクールの会計士講座の利用 

・経理研OBOGの公認会計士(特別指導員)や公認会計士試験合格者(幹事)への各種相談 

・日商簿記検定や全経簿記検定上級の団体受験申込(2020-2021年度は全経簿記上級のみ実施) 

キャリア形成支援 

・監査法人(経理研OBOG)と連携した就職セミナー(法人説明会･OBOG懇談会)の開催 

・就職キャリア支援センターと連携した就職セミナー(エントリーシート･面接対策)の開催 

・監査法人等からのリクルート行事の情報提供 

・国際会計人育成プログラム(短期留学プログラム)の提供と参加費助成(2020-2021年度は中止) 

経済的支援 

(奨学制度) 

特別会計研究室の室員(和泉･駿河台共通)は次の2つの経理研独自の奨学制度の選考対象となります。 

・奨励賞制度…短答式試験合格者 ・現役合格報奨金制度と所長奨励賞制度…論文式試験合格者 

和泉室員 駿河台室員 

[日商簿記1級または全経簿記上級合格者] 

・大学支援額制度(計算基礎クラス受講生限定) 

…会計士本科クラスの受講料の一部を助成 

[入室試験の成績上位者] 

・合格奨励奨学金制度 

…第２回(2/19)は実施，再試験は対象外 

 

(2)入室試験について 

【受験資格等】 

募集対象：令和４年公認会計士試験の合格を目標としている在学生等(卒業生･修了生の現室員含む)で

短答式試験の受験経験者等(注) 

(注)受験経験者等には過年度短答式試験合格者・受験経験者の他，令和4年5月の短答式試験受験予定者を含む 

受験資格：上記募集対象者で所定の受験料2,200円(消費税込)を納付済の者 ※納付方法の詳細は別記 

募集人数：約150名 

【受験願書の申込等】 

出願期間：2022年1月 11日(火)13:30頃～2022年2月4日(金)23:59 

出願方法：オンライン(インターネット)出願  ※出願方法の詳細は別記 

【試験日程】 

試験区分 試験期日 集合時間 試験時間 試験科目等 

筆記試験 

(注2)(注3) 
2022年2月 19日(土) 

 9:15  9:30～10:30 [ 60分] 管理会計論 

10:45 10:50～12:50 [120分] 財務会計論 

書類選考 

面接試験 

2022年2月 19日(土) 

または2/19～2/26に分散 
指定時刻5分前 後日指定(注1)[1人10～15分] 

エントリーシート等 

口頭試問 

(注1)面接の指定時刻は受験者数･面接官数によるため申込〆切後に通知します。 

(注2)短答式試験合格による筆記試験免除はありません。 

(注3)天災その他のやむを得ない事情で試験日時などを変更する場合，緊急時のお知らせやスケジュールなどの入室試験の

最新情報は経理研究所特別会計研究室(駿河台)ブログで配信します➡http://blog.livedoor.jp/keiriken2/ 

http://blog.livedoor.jp/keiriken2/


- 3 - 

 

【試験会場等】 

 筆記試験：本学駿河台キャンパスアカデミーコモン2階ビクトリーフロア(A1～A6会議室)で対面実施 

 書類選考および面接試験：対面実施の場合は筆記試験実施後にアカデミーコモン内の教室で実施 

オンライン実施の場合は Zoomミーティングによるオンラインで実施➡IDとPWは申込〆切後に通知 

【試験内容】 

書類選考 
エントリーシート(注1)，論文式試験成績通知書の得点率のデータ(注1)(注2) 

(注1)出願時にオンラインで提出，(注2)該当者：論文式試験受験者のみ 

面接試験 書類選考の資料に基づき入室目的，学習状況など口頭試問し，受験指導を行う 

筆記試験 

(目的)公認会計士試験合格に必要な会計学の基礎的な学識を有するかを客観的に判

定するため (注)基礎的な学識のレベル：日商簿記１級・短答式試験程度 

(範囲)管理会計論・財務会計論とも「公認会計士試験の出題範囲の要旨」に準ずる 

(形式)管理会計論：計算問題および原価計算基準に関する用語問題 

  財務会計論：計算問題および会計諸規則・会計諸基準に関する用語問題 

   (注)論述式の解答を求める出題も一部あります。 

(試験時間)管理会計論 60分，財務会計論 120分 (注)試験時間の短縮はありません。 

(配点)管理会計論 100点，財務会計論 200点 

(答案作成)論文式試験に準じてボールペンまたは万年筆(いずれも黒インクに限り，消

しゴム等でインクが消えるボールペンは不可)及び修正液・修正テープ（白色に限

る）を使用すること 

【合格基準】 

 次の2点をいずれも満たしていること 

 (1)特別会計研究室室則の前文に記載の使命を持っているなど室員として適格な人物であること 

 (2)令和3年公認会計士試験に合格できる可能性が見出せる成績水準(注)をクリアしていること 

  (注)筆記試験の合計得点が100点未満または筆記試験の総合偏差値が40未満の場合，不合格となる場合があります。 

【合格奨励奨学金制度】 

 合格奨励奨学金は，経理研究所特別会計研究室に所属し，公認会計士試験の合格を目指して勉学に励む

者を対象に，学習意欲の増進を図るために「合格奨励奨学金内規」に基づいて設けられた奨学金制度で

す。入室試験に合格した者のうち筆記試験の成績上位者(上位15％前後)が授与候補者となり，入室手続

完了後に上限100,000円の奨学金が授与されます。 

【合格発表および入室式】【合格奨励奨学金授与候補者発表】 

 合格発表：2022年3月 1日(火)10:00頃に経理研究所特別会計研究室(駿河台)ブログで発表 

 合格奨励奨学金授与候補者：入室式で発表 

 入室式 ：2022年3月 1日(火)10:00～11:00(9:45～出席確認)＠Zoomミーティングまたは対面 

       （注）ZoomミーティングのIDとPW，やむを得ず参加できない場合の対応は受験申込〆切後に別途通知 

【入室手続・室費納付・固定席】 

 入室手続：受験申込〆切後に詳細を別途通知…できる限りオンライン手続の予定 

 室費：短答式試験合格者＝論文室員➡8,800円(2021年4月～11月の8か月分) 

    短答式試験要受験者＝短答室員➡3,300円(2021年4月～6月の3か月分) 

 固定席：101自習室(60席),204自習室(66席),303自習室(25席)を論文室員席と短答室員席に区分 

※割当順：室員区分ごとに筆記試験の成績上位順と座席希望順を併用 

※割当確定まで継続利用者は現在の座席を，新規利用者はフリーゾーンを利用のこと 
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経理研究所駿河台特別会計研究室入室試験における新型コロナウイルス感染症の予防対策について 

【基本方針】 

 入室試験は本学在学生(現室員の卒業生・修了生を含む)を対象としていますので，入室試験における新

型コロナウイルス感染症の基本方針は，本学の「新型コロナウイルス予防対策に係る本学の活動状況，感

染予防対策，入構制限措置等について(試験実施最新の更新版)」にしたがい，入学試験における取り扱い

に準じます。入学試験における取り扱いが現時点で未公表のため，確定次第，「受験生厳守事項」を開示し

します。後日開示される受験生遵守事項に記載に基づき，受験上の配慮等が必要となる場合は，事前に経

理研究所(03-3296-4427,keiriken@cmm.meiji.ac.jp)へ相談してください。 

【入室試験における特別措置】 

今回の入室試験では，入室試験内規第6条および受験料に関する申し合わせ規定に基づき，やむを得な

い事情の場合の特別措置を講じます。対象事由とこれに対する特別措置は⑴～⑵のとおりです。 

⑴ 《試験当日の受験を認めない方》に該当する場合➡3/5の再試験に振替または受験料の返還 

 ➡①当日(2/19)の試験終了前までに経理研究所へメールか電話で申請すること，②3/5の再試験の受験を希望

する場合は「再試験受験願」を提出し，入室試験を辞退する場合は「受験料返還願」を提出してください。 

⑵ 正課教育の行事，病気や忌引等やむを得ない事情で入室試験に出席できない場合➡3/5の再試験に振替のみ 

 ➡①当日(2/19)の試験終了前までに経理研究所へメールか電話で申請すること，②3/5の再試験の受験を希望

する場合は「再試験受験願」を提出してください。この事由の場合は試験を辞退しても受験料は返還しません。 

《特別措置に関する留意事項》 

・必ず入室試験日までに確認し，当申請を行う場合は上記の申請期日内に不備なく手続きしてください。 

・再試験受験願の提出の際には上記事由を証拠する書類の提出が必要です。 

 ⑴の場合：①診断書または罹患治癒証明書のコピー，②自己申告書(濃厚接触者等の場合)のいずれか 

  (注)試験当日、試験会場で37.5度以上の発熱があったことが試験本部で確認できた場合は書類提出不要 

 ⑵の場合：①診断書のコピー(病気等の場合)，②会葬礼状(忌引)，③自己申告書(※) 

  ※来日できない留学生については自己申告書(フォーマット自由) 

・再試験の受験料の再納付は不要です。 

・再試験は入室試験と同じ内容・同時刻で 3/5(土)に実施します。詳細は該当者へ個別に通知します。 

・再試験(3/5)における特別措置は原則ありません。受験辞退となり，受験料の返還もできませんのでご承

知おきください。次回の入室試験(2022/7/9の予定)の機会を検討してください。 

・特別措置の事由に該当する場合でも当研究所が定める所定の手続きを行えない場合は，本件の取扱いは

行えません。 

・特別措置の事由に該当するかどうかなど特別措置の申請に関して不明な点がある場合は，必ず入室試験

日当日(2/19)の 13 時までに経理研究所(03-3296-4427，keiriken@cmm.meiji.ac.jp)へ問い合わせてく

ださい。期限までに問合せがない場合は特段の対応は行いません。 

 

経理研究所駿河台特別会計研究室入室試験における受験および入室後の配慮について 

身体等の機能に障がい(聴覚障がい・視覚障がい・肢体不自由・発達障がい・病弱等)があり，入室試験

の受験上および入室後の配慮希望する場合は経理研究所(03-3296-4427，keiriken@cmm.meiji.ac.jp)へ申

し出てください。入室試験出願者からの申請に基づき，審査のうえ，障がいや疾病等の程度に応じた措置

を講じます。ただし，すべての希望に対応できるとは限りません。 

上記のほか，日常生活において，補聴器，松葉杖，車椅子等を使用している方で，試験当日も同様に使

用する場合は，試験場設定等の関係から，配慮を希望する者として，必ず申請してください。また，試験

中にインスリン注射等投薬の可能性がある方も必ず申請してください。 



- 5 - 

 

新型コロナウイルス感染症予防として試験当日はマスクの着用をお願いしますが，事情によりマスクの

着用ができない場合も必ず申請してください。また，慢性的な疾患等により平熱が 37.5度以上ある方は，

国家試験指導センター事務室経理研究所担当まで（TEL 03-3296-4427）連絡してください。 

 

入室試験受験願書の申込(出願)について 

【出願時の注意事項】 

⑴ 後日配信の「受験生厳守事項」に記載のとおり，入室試験では「新型コロナウイルス感染症予防対策」

に努め，同感染症に対する特別措置を講じます。これらを十分に確認・了承のうえ，出願してください。 

⑵ 出願手続は，❶受験願書・エントリーシートの送信(Google フォーム)，❷受験料の納付，❸受験料の

振込明細書データの提出(Oh-o!Meiji)の３ステップで完了します。出願期間外における出願手続はいか

なる理由でも受け付けません。出願手続の３つに不備不足がある場合，受験願書・エントリーシートの

送信内容に不備不足がある場合は，出願を受理できません。不備不足のないように注意してください。 

⑶ いったん納入された受験料は原則として返還しません。納付金額の過誤納や特別措置に伴う返還事由

に該当する場合は試験当日(2/19)までに経理研究所へ申し出てください。 

⑷ 面接試験の指定時刻は面接の実施方向が確定後に受験申込者に詳細を連絡します。 

⑸ 筆記試験の受験票は2/12以降にOh-o!Meiji(卒業生・修了生はメール)で配信します。 

【個人情報の取り扱い】 

入室試験における個人情報は，本学「個人情報の保護に関する規程」に基づいて適切に取り扱います。

出願にあたって送信していただいた個人情報は，入室試験，合格発表，入室手続およびこれらに付随する

事項を行うために利用します。また，個人が特定されないように統計処理した情報を，経理研究所におけ

る入室試験・受験指導・教育支援改善のための調査に利用します。あらかじめご了承ください。 

 

【出願手続３ステップ】※❶と❷は前後しても可 

出願申込期限 2022年2月4日(金)23時59分まで 

❶ 受験願書の送信 

①受験願書，②エントリーシートの内容はGoogleフォームの質問項目に設定して

あります。以下(右の QRコード)の Googleフォームにアクセス

して必要事項を入力して送信してください。 

➡https://forms.gle/2wcJ1fHT23DZBvym7 

(注)送信後に自動受信メールが届きます。申込期限内は編集ボタンで修正・

再送信が可能です。 

❷ 受験料の納付 

以下の大学指定の銀行口座に受験料 2,200円(消費税込)を送金してください。 

〔振込先〕みずほ銀行 神田支店 普通預金 １１０４４８０ 

口座名義：学校法人明治大学国家試験指導センター 

〔振込人欄〕KS＋学生番号＋ｼﾒｲ（例：KS1650180789 ﾒｲｼﾞﾛｳ） 

(注1)卒業生・修了生も在学中の学生番号でお願いします(思い出せないときはKS＋ｼﾒｲで可) 

(注2)ＡＴＭ,ネットバンキング,銀行窓口どの方法でも送金可 

❸ 出願書類の提出 

以下の出願書類(①必須,②③は該当者のみ)を Oh-o!Meijiのグループ「2021経理

研究所(駿河台)室員」または「2021 経理研究所(和泉)室員」の提出物機能から送

信して提出してください。現在室員でない在学生は❶の Googleフォーム受信後に

Oh-o!Meiji の上記グループに一時的に登録しますので登録後に提出してくださ

い。卒業生･修了生はメール添付で提出してください。 

①受験料の振込明細書データ(PDFまたは画像ファイル)(注)残高[個人情報]は隠すこと 

②論文式試験受験者のみ：論文式試験成績通知書の写し 

https://forms.gle/2wcJ1fHT23DZBvym7
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③現在室員でない短答式試験合格者のみ：短答式試験合格通知書の写し 

➡在学生：https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/indexからログイン 

➡卒業生・修了生：keiriken@cmm.meiji.ac.jp 

入室試験受験当日の注意事項について 

学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項 

 入室試験当日，学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症(インフルエンザ，麻疹，風疹，

指定感染症(注)等)に罹患し治癒していない場合は，他の受験生や監督者等への感染のおそれがありますの

で，受験をご遠慮願います。なお，上記により受験をご遠慮いただいた場合，再試験の特別措置を講じて

いますが，受験料の返還は行いません。特別措置については 5～6頁の記載内容を確認してください。 

（※）2021年2月現在において，新型コロナウイルス感染症は指定感染症に認定されています。 

 ただし,現在指定感染症に指定されている新型コロナウイルス感染症については 4 頁に記載のとおり

《受験を認めない方》に該当する場合は受験できません。特別措置も講じていますのでご確認ください。 

【面接試験受験上の注意事項】 

 入室試験申込後に詳細を配信します。 

 

【問い合わせ先】 

その他不明な点は下記までご相談ください。 

平日(9:30～17:00)：国家試験指導センター経理研究所(駿河台) 

                   ０３－３２９６－４４２７，keiriken@cmm.meiji.ac.jp 

土日・平日時間外 ：経理研究所主任 本所 靖博 

          honjo@meiji.ac.jp 

 

以上 

https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index
mailto:keiriken@cmm.meiji.ac.jp

