現役合格比率:脅威の80％

公認会計士への招待状
明治大学国家試験指導センター経理研究所

3 72名合格

大学別合格者数ランキング 位

簿記講座･会計士講座･特別会計研究室
ガイドブック2022
公認会計士を目指すなら経理研

公認会計士試験への招待状

経理研究 所とは？

限りある学生生活を『公認会計士』に賭けてみませんか
みなさんは今、自分の将来についてどんなイメージを持っていますか？大学での
４年間というのは、長いようで短いものです。しかし，大学の４年間とは社会人への
準備期間ともいえます。この４年間で「自分は何でメシを食うのか」を決めなければ
なりません。

大学別合格者ランキング3位
現役在学生40名合格

経理研究所特別会計研究室(略称:経理研特研室)
明治大学国家試験指導センター経理研究所は
1948年に設立された国内初の公認会計士養成機関です
経理研究所は、公認会計士試験合格を目指す学生をサポートするしくみとして「特別会
計研究室」および「会計士講座」「簿記講座」を設けています。

みなさんは、数年後の自分がどんな仕事をしているか，どんな社会人になっている
かの明確なイメージを持っていますか？

自分の将来の職業に対して漠然とした不安

を持っている方も多いのではないでしょうか。

会計士試験受験予備軍を養成する学内講座では，大学の授業と簿記検定試験合格が両立
できるように授業設計が配慮されています。また会計士試験合格を目指す学外講座は，提
携スクール３校と協力スクール１校の会計士講座を利用でき，Ｗスクールしやすい環境を
整備しています。また，2020年度より３つの会計士講座(計算基礎クラス)を学内講座で開
講，対面とオンラインで授業を提供して学生の挑戦をサポートする環境を整備しています。

そこで「公認会計士」です。公認会計士試験は大学生が受験できる数ある国家試験
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特別会計研究室に入室すると，この提携・協力スクールの会計士講座を経理研生限定価

の中でも最難関の試験の一つと言われています。しかし，在学中に合格することが十

格での利用，自習室やロッカーの利用（一定条件あり），経理研独自の奨学金の授与対象

分可能であることを多くの先輩たちが証明してくれています。そして，公認会計士は

となること，会計士業界専用のリクルート支援，国際会計人育成プログラムの利用など多

士業（サムライ業）であるため，試験合格後のキャリアの選択肢は大きく広がります。

くの特典を用意し，会計士を目指す学生の支援をしています。

監査法人や東証一部上場企業などの大企業に勤務することもできれば，個人で独立し
たり，起業したりとして「個の力」を存分に発揮することもできます。

こうした支援は、大学として難関国家試験を目指す学生をサポートする国家試験指導セ
ンターのもとで、明治大学公認会計士会の協力を得て、経理研出身の公認会計士と本学の
会計学を専門とする専任教員で協働して運営しており、経理研の強みになっています。

また、大学受験で悔しい思いをした方にとっては，公認会計士試験がリベンジのた

経理研究所の教育研究事業

めの絶好の機会となります。これは「敗者復活戦」です。自分の志望校だった大学の
公認会計士試験を目指す学生の受験指導

学生たちともう一度、「会計」という領域で勝負をしてみませんか。付属高校生は高
大連携のしくみを使って高校生のうちから挑戦できます。また在学生は学部生でも大

会計士講座・簿記講座の開講等学習支援

学院生でも何年生からでも挑戦できます。

独自の奨学金制度
特別会計研究室の運営とキャリア形成支援

これから社会に羽ばたく皆さんにとって，公認会計士試験は「最後の勝負」の場で

学術雑誌『経理知識』の発行

す。学歴や偏差値では測れない自分の本当の実力を試してみませんか。社会に出る前
に「自分がどこまでやれるのか」という限界に挑戦してみませんか。
経理研究所および公認会計士試験は，そんな皆さんを心待ちにしています。
限りある４年間。『公認会計士』に賭けてみませんか。

2022年4月 明治大学国家試験指導センター経理研究所

初期の頃の経理研究所特別会計研究室

就職キャリア支援事務室と就職セミナーを開催したり、
経理研OBOGの協力による法人説明会･就職懇談会･オフィ
スツアーなど経理研独自のリクルート支援をしています。
フィリピンで会計英語を学ぶ研修や海外の監査法人で
のインターンシップなどの経理研OBがサポートする短期
留学(国際会計人育成)プログラムもあります(2020～202
2年度はコロナ禍で中止)。

公認会計士を目指すなら経理研
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公認会計士試験への道のり

まずは「簿記」から

詳しくは公認会計士監査審査会の
ホームページを参照
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短答式試験が最初の関門。
簿記初学者の場合、合格レベルの実力をつけるために必要十分な準備期間は約１年半必要。
大学1年生で学習開始したとして最短でも大学2年生の12月に短答式試験を受けるのが現実的
詳しくは日本商工会議所・全国経理教育協会
の簿記検定ホームページを参照

公認会計士試験への道のり

まずは「簿記」から

詳しくは公認会計士監査審査会の
ホームページを参照
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経理研：会計士サポートコース

公認会計士への道のり

計算基礎夏クラス出身合格者の声！

計算基礎春クラス出身合格者の声！

明治大学ではまずは計算力の強化と口酸っぱく言われ
ると思います。私は基礎期の勉強を疎かにしてしまっ
たこともあり、結果として最後まで計算が得意になれ
ませんでした。しかし、周りを見ていると計算ができ
る人は全体的にもやっぱり強いです。特に短答式試験
ではその傾向を強く感じました。なので、是非計算の
基礎期に手を抜かず勉強することをオススメします。
また、この試験を終えて全体を振り返ってみると、公
認会計士試験の難しさってやはりモチベーションの維
持に尽きることではないのかなと思います。

春クラスは商業高校や付属高校出身の人が多くいて居心
地がとてもよかったです。短答式試験前にはなかなか成
績が振るわず、悩む日もあったのですが、友達が声をか
けてくれて乗り切ることができました。論文式試験も答
練が多くくじけそうなときもあり、周りの友達も苦労し
ていました。しかしそんなときにもお昼や少し休みたい
とき勉強仲間と話すことでストレスを発散できる環境が
経理研究所にはあります。私は経理研究所で勉強してい
なかったらこの公認会計士試験に合格していなかったと
思います。

合格時政経学部4年･経営学部3年生の合格体験記より抜粋

プランＡ（簿記初学者･簿記３級合格者）
3 級→2 級→計算基礎夏クラス→会計士本科クラス

05

3級

2級

1級

4 月下旬開講

6 月中旬開講

8 月下旬開講

個別面談

冬合宿

3 月上旬開講

学習がある程度進んだ段階で総まとめ
演習をします。
授業担当者に加え公認会計士試験に
現役合格した先輩が指導します !

計算基礎春クラス→会計士本科クラス

会計士
本科クラス
進級

1級

計算基礎春クラスは
ここから！

祝！合格 !!
会計士
本科クラス
進級

プランＢ（簿記１-２級合格者･学習経験者）

4 月下旬開講

計算基礎クラス出身
合格者占有比率６４%

「11 月下旬頃に実施します。
年末年始を有効活用するために
学習プランを講師がアドバイス
します！」

計算基礎夏クラスは
ここから！

個別面談

夏休み期間中に実施します。長期休みを
有効活用するために学習プランを講師が
アドバイスします！

合格時商学部3年生の合格体験記より抜粋

夏合宿

11 月下旬開講

祝！合格 !!

公
認
会
計
士
と
し
て
活
躍
！

公
認
会
計
士
と
し
て
活
躍
！

その他のプラン（随時開講プラン）
上位以外の時期に，公認会計士試験合格にチャレンジしたい場合も随時歓迎しますので、経理研に相談しましょう。
大学２年生も３年生も４年生も大学院生も付属高校生も，各自の状況に応じて会計士本科クラス等を案内します。
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講座の内容と申し込み方法

オンラインガイダンスでも
資料を配信しています
講座名･クラス名

学内講座

簿記講座

合

格

日商簿記3級

目

会計士講座
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計算基礎春クラス[標準]
計算基礎春クラス[速習]
計算基礎夏クラス
（会計士本科クラスの先取り）

※利用条件：
特別会計研究室への入室

授業時間

2022年6月頃 2022年8月と
2022年11月頃

授業回数

クラス･内容

曜日

授業時間

授業回数

クラス･内容
2級大原ｸﾗｽ夏接続
2級商簿/2級工簿

商簿16回
工簿11回

2級TACｸﾗｽ夏接続
2級商簿/2級工簿

3級TAC火金ｸﾗｽ

原則
火･水･金曜

3級商業簿記

原則
火･水･金曜

春学期
17:30～20:30
夏休み
10:00～13:00
10:00～17:00
秋学期
17:30～20:30

商簿15回
工簿11回

3級商業簿記

原則
月･水･木曜
原則
月･水･木曜

3級大原月木ｸﾗｽ

月曜
木曜

２級大原クラス(秋接続)
２級TACクラス(秋接続)

学内講座

曜日

10回
17:30～20:30

火曜
金曜

12回

商簿15回 2級大原ｸﾗｽ秋接続
工簿11回 2級商簿/2級工簿
商簿16回 2級TACｸﾗｽ秋接続
工簿11回 2級商簿/2級工簿

曜日

授業時間

授業回数

17:30～20:30 [標準]44回
[標準]火･木曜
[速習]火･金曜 ※夏休み10～13時など [速習]28回

月曜
木曜

17:30～20:30
※夏休み等10:00～13:00

41回

３３，０００円
消費税込

合

会計士本科クラス

目

クラス･内容

曜日

計算基礎春クラス [標準]火･金曜
[速習]土曜
財務会計論

短答式試験
2022年12月
2023年 5月

論文式試験

月曜
水曜
木曜

計算基礎夏クラス
財務会計論

17:30～20:30
※夏休み等14:00～17:00

31回

※利用条件：
特別会計研究室への入室

2023年12月
2024年 5月

Webフォロー教材(ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ)併用
一部の日程で駿河台キャンパスなど
他キャンパスでの開講もあります

3 級

受 講 料

2 級

開

講

1 級

場

会計士

所

会計士本科クラス(提携スクール･協力スクール)
※授業曜日、総学習時間数、週授業回数は利用する講座により異なるので，募集時の資料でご確認ください

6月：上級本科(短答式試験受験経験者)
11月：上級本科(論文式試験受験経験者)

2023年8月

4-6月：春本科(1年本科)…1級合格者等
8月：ﾌﾟﾚﾐｱﾑ本科…計算基礎春クラス[速習]修了者

2024年8月

7-9月：夏本科(2年本科)…2級講座･2級学習修了者
10-12月：春ｸﾗｽ用秋本科(1.5年本科)…計算基礎春ｸﾗｽ[標準]修了者，秋本科(1.5年本科)…2級講座･2級学習修了者
2月下旬：夏ｸﾗｽ用秋本科(1.5年本科)…計算基礎夏ｸﾗｽ生修了者
1-3月：冬本科(1.5年本科)…2級講座･2級学習修了者

（春本科･夏本科･秋本科･冬本科）

所

計算基礎春クラス[速習]
４４，０００円(消費税込)
計算基礎夏クラス
※受講期間中の室費を含む
管理会計論

講 座 ･ ク ラ ス の 概 要

標

公認会計士試験

学外講座

会計士講座

格

場

通常は和泉キャンパスで開講
※原則：対面授業(教室通学)

(注)学内講座の受講料・特別会計研究室の室費は消費税法基本通達6-1により非課税範囲外となるため消費税が課税されます。
講座名･クラス名

講

１１，０００円
消費税込

計算基礎春クラス(標準)
授業時間
クラス･内容
授業回数
計算基礎夏クラス
６６，０００円(消費税込)
17:30～20:30(夏休み10～13時) [標準]32回 計算基礎春クラス
管理会計論
※受講期間中の室費を含む
13:30～16:30 [速習]12回

開講時期：8月下旬～2月中旬

全経：2023年 2月
日商：2023年 6月

開

開講時期：4月中下旬～11月上旬（速習は7月下旬まで）

日商簿記1級・全経簿記上級

日商：2022年11月
全経：2023年 2月

受 講 料

開講時期：6月中旬～8月上旬または11月中旬

開講時期：4月中下旬～6月上旬
日商簿記2級

３級大原月木クラス
３級TAC火金クラス
２級大原クラス(夏接続)
２級TACクラス(夏接続)

講 座 ･ ク ラ ス の 概 要

標

経理研室員限定価格
※計算基礎クラス
受講生を対象にした
大学支援額制度あり

※別途、室費(消費
税込)の納付が必要

各スクールの校舎で開講
提携スクール：
資格の大原･ＴＡＣ･クレアール
協力スクール：
ＣＰＡ会計学院

(注)各スクールに直接申し込んだり、明大サポートのリエゾンディスクで申し込んだ場合は、経理研室員限定価格で会計士講座を利用することはできませんので、必ず経理研究所事務室を通じて申し込んでください。

《申込方法》※詳細は各講座・クラスの受講案内の記載にしたがってください。
受講相談などして受講する講座・クラスが決まったら…
①Googleフォームから申込
②受講料や室費(消費税を含めて)を大学指定の銀行口座に振り込んでください。振込手数料は利用者負担となります。
【入金先】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】ＫＡ＋学生番号(在学生のみ)＋受講者氏名(カタカナ)
③振込の利用明細書の写真データなど所定の申込手続書類をOh-o!Meiji指定のグループの提出物機能から提出

ここが経理研！注目!!
標準的な会計士講座のパッケージ価格より
経理研は、３級講座から会計士講座までを
別々に組み合わせても安くてリーズナブル！
(例)5-6頁の2つのプランの場合
プランＡ(3級～会計士本科)→約58万円
プランＢ(春ｸﾗｽ～会計士本科)→約58万円

付属高校との高大連携
付属高校生は，春休みや夏休みに簿記講座
(初級･3級･2級)を開講する場合があります。
また、上記学内講座・学外講座も利用でき
ます。高校からの案内や進路指導の先生に
相談したり、経理研究所に直接問い合わせて
ください。各自に合ったプランを提示します。
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特別会計研究室

2021年度試験

在学生合格者
42名中40名が
経理研室員

特別会計研究室（駿河台）

2021年度試験
短答合格者53名
うち在学生51名

特別会計研究室（和泉）

駿河台キャンパス猿楽町第一校舎に特別会計研究室を設けており、主として短答式試験受験経験者を

和泉キャンパスのリエゾン棟2階に特別会計研究室を設けており、主として短答式試験未受験者

利用対象としています。室員になるためには、入室試験に合格し、入室手続きを完了する必要があり

（学部生･院生の全学年･付属高校生）を利用対象としています。室員になるためには入室試験

ます。特別会計研究室の室員には次のような利用特典を提供しています。

に合格し、入室手続きを完了する必要がありますが、初学者は原則として受け入れています。
特別会計研究室の室員には次のような利用特典を提供しています。

電卓が叩ける自習室は7時から23時まで利用できます。大学の一斉休暇・入構制限期間を
除き日曜･祝日や春休み･夏休み･冬休みも利用できます(論文直前期のお盆休みも利用可)。
固定席は151席あり，論文席と短答席に区分され、自分専用の机・いすとして利用でき
るので存分に試験勉強に打ち込めます。固定席とロッカーは入室試験の成績順に割り当て
ています。なお、コロナ対応時は利用制限があります。

電卓が叩ける自習室は7時30分から22時まで利用できます。大学の一斉休暇・入構制限期間
を除き日曜･祝日や春休み･夏休み･冬休みも利用できます。
座席は40席あり，固定席とフリー席に区分され，固定席は短答式試験･日商簿記1級･全経
簿記上級の合格者等に割り当てています。ロッカーは日商簿記2級合格以上で貸与(上限あり)
しています。また3階の国家試験指導センターの自習室(28席)も利用できます。

学内ネットワークに接続したＰＣやWi-fiを利用できます。
室員間で情報交換する場として討論室が利用できます。

学内ネットワークに接続したＰＣ(事務室内)やWi-fi(自習室内)を利用できます。

特別指導員（公認会計士）や幹事（昨年度合格者）による指導･相談が受けられ、合格に
必要な「やる気のメンテナンス」に役立てられます。また、キャリア行事として、経理研
主催の就職セミナーや国際会計人育成プログラムが用意されています。
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論文席(論文式試験受験者専用)

経理研究所独自の奨学金制度の選考対象者となります。①現役合格報奨金（論文式試験合
格者対象）、②所長奨励賞（論文式･短答式試験合格者）、③奨励賞（短答式試験合格者
など）があります。

経理研究所独自の奨学金制度の選考対象者となります。①現役合格報奨金（論文式試験合
格者対象）、②所長奨励賞（論文式･短答式試験合格者）、③奨励賞（短答式試験合格者
など）があります。
提携･協力スクールが徒歩圏内にあって便利です。また、提携･協力スクールの上級本科講
座を経理研価格で利用できます。

特別指導員（公認会計士）や幹事（昨年度合格者）による指導･相談が受けられ、合格に
必要な「やる気のメンテナンス」に役立てられます。また、キャリア行事として、経理研
主催の就職セミナーや国際会計人育成プログラムが用意されています。

短答席(短答式試験受験者専用)

提携･協力スクールの会計士講座（会計士本科クラス）を経理研究所限定価格で利用できま
す。計算基礎クラス･会計士本科クラスを利用する場合は特別会計研究室に入室することが
条件となります。

4～6月

7～9月

10～12月

入室試験日程

第１回：2022年7月9日(土曜)

第２回：2023年2月25日(土曜)

入室時期

在室期間

(論文席)7月～11月 (短答席)7月～翌2月

(論文席)3月～11月 (短答席)3月～6月

募集区分

計算基礎春クラス

在室期間

4月～11月 4月～翌3月 9月～翌3月 7･8･9月～翌3月
(授業期間) (年度更新) (授業期間) (年度更新)

募集定員
受験資格

入室試験方法

筆記試験科目

受験料

約１５０名
明治大学在学生(学部生･院生)および卒業生･修了生(主に短答式試験受験経験者)
筆記試験･面接･書類審査(ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ)

筆記試験･面接･書類審査(ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ)

※短答式試験合格者(ただし、企業法のみ
合格者は除く)は筆記試験免除

※2020年度より第２回入室試験の
筆記試験免除はありません。

会計学(財務会計論：200点･120分，管理会計論：100点･60分
※試験の難易度水準は日商簿記1級から短答式試験の基本レベル

2,200円[消費税込]（筆記試験免除者は550円[消費税込]）

固定席(論文席･短答席)とフリー席

1～3月

会計士秋本科クラス 会計士本科クラス
会計士本科クラス
会計士本科クラス
会計士本科クラス
計算基礎夏クラス
(春本科)･一般室員
(夏本科)･一般室員 (春クラス用秋本科･秋本科)･一般室員 (計算基礎夏クラス用) (冬本科)一般室員
10･11･12月～翌3月
(年度更新)

4月～翌3月 1･2･3月～翌3月
(年度更新) (年度更新)

募集定員

全体で約３００名(各区分での募集定員はなし)

受験資格

明治大学在学生(学部生･院生)および付属高校生で簿記2級合格または学習済の短答式試験未受験者

書類審査（エントリーシート･簿記検定合格証明書類）
入室試験の方法
入室手続の方法
受験料
室 費

※簿記2級クラス受講生は受講終了後に受験して合格すること
※簿記2級クラス受講生以外で簿記2級に合格していない人は面接(受講相談)を受けること
※計算基礎春クラス･夏クラス受講生は筆記試験(確認テスト･直前答練)を受けること

無 料

月額550円[消費税込]（上記在室期間分前払い）
※ただし，計算基礎春クラス･計算基礎夏クラス受講生の在室期間の室費は受講料に含まれているため、別途室費の納付は不要

室 費

受験申込･告知

月額1,100円[消費税込]（上記在室期間分前払い）
受験案内・申込はすべてオンラインで行っています。詳しくはお問い合わせください。
第1回試験は5月下旬の短答式試験後、第2回試験は11月下旬の論文式試験合格発表後に
経理研ホームページ、ブログ、Oh-o!meiji等で配信して告知しています。

(注)学内講座の受講料・特別会計研究室の室費は消費税法基本通達6-1により非課税範囲外となるため消費税が課税されます。

入室申込･告知

入室案内・申込はすべてオンラインで行っています。詳しくはお問い合わせください。
随時募集していますが、4月など多くの問い合わせがある時期は、経理研ホームページ、ブログ、
Oh-o!meiji等で配信して告知しています。

(注1)学内講座の受講料・特別会計研究室の室費は消費税法基本通達6-1により非課税範囲外となるため消費税が課税されます。
(注2)募集区分にある「一般室員」とは，すでに個人で会計士講座を利用してＷスクールしている在学生を対象にしています。

特別会計研究室

2021年度試験

在学生合格者
42名中40名が
経理研室員

特別会計研究室（駿河台）

2021年度試験
短答合格者53名
うち在学生51名

特別会計研究室（和泉）

駿河台キャンパス猿楽町第一校舎に特別会計研究室を設けており、主として短答式試験受験経験者を

和泉キャンパスのリエゾン棟2階に特別会計研究室を設けており、主として短答式試験未受験者

利用対象としています。室員になるためには、入室試験に合格し、入室手続きを完了する必要があり

（学部生･院生の全学年･付属高校生）を利用対象としています。室員になるためには入室試験

ます。特別会計研究室の室員には次のような利用特典を提供しています。

に合格し、入室手続きを完了する必要がありますが、初学者は原則として受け入れています。
特別会計研究室の室員には次のような利用特典を提供しています。

電卓が叩ける自習室は7時から23時まで利用できます。大学の一斉休暇・入構制限期間を
除き日曜･祝日や春休み･夏休み･冬休みも利用できます(論文直前期のお盆休みも利用可)。
固定席は151席あり，論文席と短答席に区分され、自分専用の机・いすとして利用でき
るので存分に試験勉強に打ち込めます。固定席とロッカーは入室試験の成績順に割り当て
ています。なお、コロナ対応時は利用制限があります。

電卓が叩ける自習室は7時30分から22時まで利用できます。大学の一斉休暇・入構制限期間
を除き日曜･祝日や春休み･夏休み･冬休みも利用できます。
座席は40席あり，固定席とフリー席に区分され，固定席は短答式試験･日商簿記1級･全経
簿記上級の合格者等に割り当てています。ロッカーは日商簿記2級合格以上で貸与(上限あり)
しています。また3階の国家試験指導センターの自習室(28席)も利用できます。

学内ネットワークに接続したＰＣやWi-fiを利用できます。
室員間で情報交換する場として討論室が利用できます。

学内ネットワークに接続したＰＣ(事務室内)やWi-fi(自習室内)を利用できます。

特別指導員（公認会計士）や幹事（昨年度合格者）による指導･相談が受けられ、合格に
必要な「やる気のメンテナンス」に役立てられます。また、キャリア行事として、経理研
主催の就職セミナーや国際会計人育成プログラムが用意されています。

論文席(論文式試験受験者専用)

経理研究所独自の奨学金制度の選考対象者となります。①現役合格報奨金（論文式試験合
格者対象）、②所長奨励賞（論文式･短答式試験合格者）、③奨励賞（短答式試験合格者
など）があります。

経理研究所独自の奨学金制度の選考対象者となります。①現役合格報奨金（論文式試験合
格者対象）、②所長奨励賞（論文式･短答式試験合格者）、③奨励賞（短答式試験合格者
など）があります。
提携･協力スクールが徒歩圏内にあって便利です。また、提携･協力スクールの上級本科講
座を経理研価格で利用できます。

特別指導員（公認会計士）や幹事（昨年度合格者）による指導･相談が受けられ、合格に
必要な「やる気のメンテナンス」に役立てられます。また、キャリア行事として、経理研
主催の就職セミナーや国際会計人育成プログラムが用意されています。

短答席(短答式試験受験者専用)

提携･協力スクールの会計士講座（会計士本科クラス）を経理研究所限定価格で利用できま
す。計算基礎クラス･会計士本科クラスを利用する場合は特別会計研究室に入室することが
条件となります。

4～6月

7～9月

第１回：2022年7月9日(土曜)

第２回：2023年2月25日(土曜)

入室時期

在室期間

(論文席)7月～11月 (短答席)7月～翌2月

(論文席)3月～11月 (短答席)3月～6月

募集区分

計算基礎春クラス

在室期間

4月～11月 4月～翌3月 9月～翌3月 7･8･9月～翌3月
(授業期間) (年度更新) (授業期間) (年度更新)

受験資格

入室試験方法

筆記試験科目

受験料

約１５０名
明治大学在学生(学部生･院生)および卒業生･修了生(主に短答式試験受験経験者)
筆記試験･面接･書類審査(ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ)

筆記試験･面接･書類審査(ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ)

※短答式試験合格者(ただし、企業法のみ
合格者は除く)は筆記試験免除

※2020年度より第２回入室試験の
筆記試験免除はありません。

会計学(財務会計論：200点･120分，管理会計論：100点･60分
※試験の難易度水準は日商簿記1級から短答式試験の基本レベル

2,200円[消費税込]（筆記試験免除者は550円[消費税込]）

固定席(論文席･短答席)とフリー席

10～12月

入室試験日程

募集定員

10

1～3月

会計士秋本科クラス 会計士本科クラス
会計士本科クラス
会計士本科クラス
会計士本科クラス
計算基礎夏クラス
(春本科)･一般室員
(夏本科)･一般室員 (春クラス用秋本科･秋本科)･一般室員 (計算基礎夏クラス用) (冬本科)一般室員
10･11･12月～翌3月
(年度更新)

4月～翌3月 1･2･3月～翌3月
(年度更新) (年度更新)

募集定員

全体で約３００名(各区分での募集定員はなし)

受験資格

明治大学在学生(学部生･院生)および付属高校生で簿記2級合格または学習済の短答式試験未受験者

書類審査（エントリーシート･簿記検定合格証明書類）
入室試験の方法
入室手続の方法
受験料
室 費

※簿記2級クラス受講生は受講終了後に受験して合格すること
※簿記2級クラス受講生以外で簿記2級に合格していない人は面接(受講相談)を受けること
※計算基礎春クラス･夏クラス受講生は筆記試験(確認テスト･直前答練)を受けること

無 料

月額550円[消費税込]（上記在室期間分前払い）
※ただし，計算基礎春クラス･計算基礎夏クラス受講生の在室期間の室費は受講料に含まれているため、別途室費の納付は不要

室 費

受験申込･告知

月額1,100円[消費税込]（上記在室期間分前払い）
受験案内・申込はすべてオンラインで行っています。詳しくはお問い合わせください。
第1回試験は5月下旬の短答式試験後、第2回試験は11月下旬の論文式試験合格発表後に
経理研ホームページ、ブログ、Oh-o!meiji等で配信して告知しています。

(注)学内講座の受講料・特別会計研究室の室費は消費税法基本通達6-1により非課税範囲外となるため消費税が課税されます。

入室申込･告知

入室案内・申込はすべてオンラインで行っています。詳しくはお問い合わせください。
随時募集していますが、4月など多くの問い合わせがある時期は、経理研ホームページ、ブログ、
Oh-o!meiji等で配信して告知しています。

(注1)学内講座の受講料・特別会計研究室の室費は消費税法基本通達6-1により非課税範囲外となるため消費税が課税されます。
(注2)募集区分にある「一般室員」とは，すでに個人で会計士講座を利用してＷスクールしている在学生を対象にしています。

現役合格者に訊く：合格までの道のり

･幹事によるサポート)
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そこで，留学や国際的な取組ができるプログラムにも参加したいけど，公認
会計士試験にもチャレンジしたいという欲張りな人に，在学中に公認会計士試
験（短答式試験）に合格すれば参加できる「国際会計人育成プログラム」を用
「２年秋学期がポイントで，アカウンティング・コースだと両立しやすい」（商学部）
「会計学科はやりやすい。語学とレポートだけ乗り切れれば…」（経営学部）
「２年までにフル単位で頑張り，３年春学期を空けられるように…」（政経学部）
「ゼミに入るなら，負担を考慮してくれる両立可能なゼミがいいかな」（全学部共通）

意しました。
プログラム内容としては、①現地で会計英語が学べる会計英語プログラム、
②外国の監査法人･会計事務所で就業体験ができる海外会計事務所インターン
シップ、③フィリピン大学で国際会計を学べるオープンカレッジの３つの短期
留学プログラムがあります。
経理研ＯＢの公認会計士がコーディネートするプログラムなので、リーズナ
ブルで安心して参加できます。参加費用の一部を助成する経理研独自の制度も
あいます。是非，皆さんも欲張りにチャレンジしてみませんか。
（注）2020～2022年度はコロナ禍で中止。

現役合格者に訊く：合格までの道のり

･幹事によるサポート)

12

そこで，留学や国際的な取組ができるプログラムにも参加したいけど，公認
会計士試験にもチャレンジしたいという欲張りな人に，在学中に公認会計士試
験（短答式試験）に合格すれば参加できる「国際会計人育成プログラム」を用
「２年秋学期がポイントで，アカウンティング・コースだと両立しやすい」（商学部）
「会計学科はやりやすい。語学とレポートだけ乗り切れれば…」（経営学部）
「２年までにフル単位で頑張り，３年春学期を空けられるように…」（政経学部）
「ゼミに入るなら，負担を考慮してくれる両立可能なゼミがいいかな」（全学部共通）

意しました。
プログラム内容としては、①現地で会計英語が学べる会計英語プログラム、
②外国の監査法人･会計事務所で就業体験ができる海外会計事務所インターン
シップ、③フィリピン大学で国際会計を学べるオープンカレッジの３つの短期
留学プログラムがあります。
経理研ＯＢの公認会計士がコーディネートするプログラムなので、リーズナ
ブルで安心して参加できます。参加費用の一部を助成する経理研独自の制度も
あいます。是非，皆さんも欲張りにチャレンジしてみませんか。
（注）2020～2022年度はコロナ禍で中止。

公認会計士試験合格者

インフォメーション

経理研究所･公認会計士キャリアガイダンス
2021（令和3）年度公認会計士試験

現役合格報奨金･所長奨励賞授与式
経理研究所
特別会計研究室に
所属の50名に報奨金
所長奨励賞を授与

[対面]

① 4月4日(月)14:45～15:45
② 4月5日(火)11:00～12:00

和泉キャンパス第一校舎4階412教室
和泉キャンパス第一校舎3階303教室

[オンライン]
4月4日(月)に全学生にOh-o!Meijiでお知らせ配信します。
※詳細なガイダンス内容・資料の配信はオンラインガイダンスを
ご利用ください。

経理研究所はこちらです

明治大学国家試験指導センター
経理研究所 リエゾン棟2 ）
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経理研究所独自の「公認会計士試験現役合格者報奨金･所長」授与式での記念撮影（アカデミーホールにて）

経理研究所では，公認会計士試験合格を目指す学生の経済的支援として独自の奨学金制度を設けています。
「現役合格者報奨金」制度は，本学在学中に公認会計士試験の論文式試験に合格時に特別会計研究室に所属
する在学生室員を対象に，所定の基準を満たして選考された学生に報奨金を授与する給付型の奨学金制度です。
併せて，論文式合格者のうち，最年少合格者、全国上位合格者，高大連携合格者，経理研が推奨するプラン
での一発合格者，卒業生室員等を対象にした「所長奨励賞」の制度もあり，副賞として奨学金が給付されます。
また，在学中に論文式試験に合格した学部生は、合格時に経理研究所または所属学部事務室に合格の報告をし
ていただければ，経理研究所特別会計研究室に所属しているかどうかによらず，卒業時に連合父母会表彰の対
象者として推薦され，卒業式で表彰されます。
この他、公認会計士試験合格を目指す過程でも次のような独自の給付型奨学金制度があります。
①合格奨励奨学金：入室試験（筆記試験）を選考試験とし，
成績上位者に給付する奨学金制度
②奨励賞：特別会計研究室在籍時に短答式試験に合格した者，
計算基礎春クラス･夏クラス受講生を対象に所定の検定試験
に合格した者を表彰し，副賞を授与する制度
③大学支援額：計算基礎春クラス･計算基礎夏クラス受講生を
対象に、所定の試験の成績上位者に会計士本科クラスの
経理研究所独主催の合格祝賀会（紫紺館にて）
合格祝賀会には，論文式試験に合格した
受講料の一部を支援する制度

特別会計研究室室員が招待されます。
理事長･学長もお祝いしてくださいます！
（2020-2021年度は中止）

会計士を目指すなら経理研を活用しよう!

問い合わせ先
駿河台事務室

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1(神田猿楽町2-4-1)
国家試験指導センター事務室経理研究所(猿楽町第一校舎1階)
TEL：03-3296-4427 FAX：03-3296-4315
E-mail：keiriken＠cmm.meiji.ac.jp
受付時間(平日)9:30～17:00(昼休みを除く) (土曜)9:30～13:00

和泉事務室

〒168-8555 東京都杉並区永福1-9-1
国家試験指導センター事務室経理研究所(リエゾン棟2階)
TEL：03-5300-1445 FAX：03-5300-1447
E-mail：izukeiri＠cmm.meiji.ac.jp
受付時間(平日のみ)9:00～17:00(昼休みを除く)

公認会計士試験合格者

インフォメーション

経理研究所･公認会計士キャリアガイダンス
2021（令和3）年度公認会計士試験

現役合格報奨金･所長奨励賞授与式
経理研究所
特別会計研究室に
所属の50名に報奨金
所長奨励賞を授与

[対面]

① 4月4日(月)14:45～15:45
② 4月5日(火)11:00～12:00

和泉キャンパス第一校舎4階412教室
和泉キャンパス第一校舎3階303教室

[オンライン]
4月4日(月)に全学生にOh-o!Meijiでお知らせ配信します。
※詳細なガイダンス内容・資料の配信はオンラインガイダンスを
ご利用ください。

経理研究所はこちらです

明治大学国家試験指導センター
経理研究所(リエゾン棟2F）
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経理研究所独自の「公認会計士試験現役合格者報奨金･所長」授与式での記念撮影（アカデミーホールにて）

経理研究所では，公認会計士試験合格を目指す学生の経済的支援として独自の奨学金制度を設けています。
「現役合格者報奨金」制度は，本学在学中に公認会計士試験の論文式試験に合格時に特別会計研究室に所属
する在学生室員を対象に，所定の基準を満たして選考された学生に報奨金を授与する給付型の奨学金制度です。
併せて，論文式合格者のうち，最年少合格者、全国上位合格者，高大連携合格者，経理研が推奨するプラン
での一発合格者，卒業生室員等を対象にした「所長奨励賞」の制度もあり，副賞として奨学金が給付されます。
また，在学中に論文式試験に合格した学部生は、合格時に経理研究所または所属学部事務室に合格の報告をし
ていただければ，経理研究所特別会計研究室に所属しているかどうかによらず，卒業時に連合父母会表彰の対
象者として推薦され，卒業式で表彰されます。
この他、公認会計士試験合格を目指す過程でも次のような独自の給付型奨学金制度があります。
①合格奨励奨学金：入室試験（筆記試験）を選考試験とし，
成績上位者に給付する奨学金制度
②奨励賞：特別会計研究室在籍時に短答式試験に合格した者，
計算基礎春クラス･夏クラス受講生を対象に所定の検定試験
に合格した者を表彰し，副賞を授与する制度
③大学支援額：計算基礎春クラス･計算基礎夏クラス受講生を
対象に、所定の試験の成績上位者に会計士本科クラスの
経理研究所独主催の合格祝賀会（紫紺館にて）
合格祝賀会には，論文式試験に合格した
受講料の一部を支援する制度

特別会計研究室室員が招待されます。
理事長･学長もお祝いしてくださいます！
（2020-2021年度は中止）

会計士を目指すなら経理研を活用しよう!

問い合わせ先
駿河台事務室

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1(神田猿楽町2-4-1)
国家試験指導センター事務室経理研究所(猿楽町第一校舎1階)
TEL：03-3296-4427 FAX：03-3296-4315
E-mail：keiriken＠cmm.meiji.ac.jp
受付時間(平日)9:30～17:00(昼休みを除く) (土曜)9:30～13:00

和泉事務室

〒168-8555 東京都杉並区永福1-9-1
国家試験指導センター事務室経理研究所(リエゾン棟2階)
TEL：03-5300-1445 FAX：03-5300-1447
E-mail：izukeiri＠cmm.meiji.ac.jp
受付時間(平日のみ)9:00～17:00(昼休みを除く)

大学別合格者数ランキング

７２名合格

うち室員

３位

５０名

経理研究所室員の合格者占有率６９％

経理研究所「公認会計士試験現役合格者報奨金･所長奨励賞」授与式会場
2021年12月7日 明治大学アカデミーホールにて

経理研究所特別会計研究室

５０名合格
現役学生４０名合格
現役合格比率 驚威の８０％
室 員

明治大学国家試験指導センター経理研究所

