
The Institute of Accounting Research 
CHUO UNIVERSITY

「実学の中大」が誇る、伝統と実績の研究所

中央大学経理研究所

2023年度版

検索中央大学経理研究所

学内スクールだから通学時間・交通費はゼロ　受講料は予備校等の約半額

「実学の中大」が誇る、伝統と実績の研究所

中央大学経理研究所

企業が求める資格ランキング
（㈱リクルートキャリアによる集計より）

人気資格ランキング
（「クチコミランキング」ホームページより）

簿記
検定

公認会計士公認会計士公認会計士
経理研なら在学中に合格できる！！経理研なら在学中に合格できる！！経理研なら在学中に合格できる！！

2019年公認会計士試験（論文式試験）TOPIC

TOPIC

TOPIC 2020年公認会計士試験（論文式試験）

（全国現役合格率44.4％）

65.3％65.3％65.3％
現役合格率現役合格率

2021年公認会計士試験（論文式試験）

2年生合格4名、3年生合格11名、4年生合格10名の合計25名が経理研究所受講生です！

2年生合格2名、3年生合格9名、4年生合格20名の 合計31名が経理研究所受講生です！
2年生合格5名、3年生合格15名、4年生合格15名の 合計35名が経理研究所受講生です！

新入生のための「経理研究所ガイダンス」を実施中です！

https://mdl3.chuo-keiriken.jp/

経理研究所
学生サポートシステムホームページ

こちらをクリック
ユーザー名：keiriken2023
パスワード：keiriken2023

Web上にて「経理研究所講師（中央大学卒・公認会計士）による経理研究所ガイダンス」を配信中！
―経理研究所講師が、「入学前時間の活用方法」「経理研究所の魅力」等をお伝えします！

― 学生同士ですので、気軽に何でも聞いてください！ ―

経理研究所の先輩が、皆さんのお越しをお待ちしています。「経理研究所」や「会計士講座・簿記会計講座」についてはもちろん、
「一人暮らしをするならどこに住むのがおすすめですか？」等の学生生活についてのご質問も大歓迎です。学生同士でしか聞け
ない話もあるかと思います。下記時間内でしたらいつでも構いませんので、お気軽にお越しください。

「現役学生（公認会計士試験合格者）による相談会」を実施中！

【時間帯】　月～金　９：００～１１：３０、１２：３０～１6：００ ・ 土　９：００～１１：３０
【場　所】　経理研究所事務室＜多摩キャンパス学生研究棟（炎の塔）１階＞

多摩キャンパス
〒192-0393　
東京都八王子市東中野 742-1　
学生研究棟 1階
経理研究所事務室
TEL.042-674-4215
FAX.042-674-4214

※上記時間は変更されることがあります。お電話にてご確認の上、お越し下さい。

簿記検定（中大生のための就職支援講座）
税 理 士（簿記論・財務諸表論）
簿記検定（中大生のための就職支援講座）
税 理 士（簿記論・財務諸表論）

現役合格するなら中央大学経理研究所！

公認会計士公認会計士公認会計士
簿記検定（中大生のための就職支援講座）
税 理 士（簿記論・財務諸表論）



全国最強の学内ダブルスクール
～中央大学出身公認会計士試験累積合格者3,732人を支える伝統と実績～

公認会計士
論文式試験現役合格するなら経理研!!
現役合格実績
2021年経理研の現役合格者割合65.3%

圧倒的な現役合格 率！

開 講 講 座 一 覧

　中央大学は「実学」を伝統とし、その実学の実践において
経理研究所は大きな役割を果たしています。「実学」では、企業
経営に関する基礎的な知識を身につけることが重要であり、
そのためには「企業の言語」である簿記会計が必要不可欠です。
この簿記会計を多くの中大生が身につけていることこそが
「実学の中大」と言われる理由の一つなのです。学生の皆さん、
中央大学の「実学教育の実践」を体感してみませんか？

　公認会計士は、弁護士や医師と並ぶ社会的地位の高い資格と言われています。その試験内容の専門性と難しさから、大
学の正規課程の勉強だけでは合格が困難なため、全国の大多数の学生は多額の受講料を払って外部の予備校等（ダブル
スクール）に通っているのが実態です。
　しかし、中大生は違います。経理研究所は中央大学内にあるため通学時間ゼロ、時間割の重複もほとんどありません。
大学からの補助により受講料は予備校等の約半額、それでいて授業時間数は1.5倍から2倍多く、全員中央大学OB・経理
研究所OBの公認会計士が懇切丁寧に分かるまで教えてくれます。その結果、外部予備校等に依存している他大学に比べ
ると抜群の合格実績があります。（P2参照）
　公認会計士までは目指さなくとも、簿記の資格があれば上位の級ほど就職に有利です。また、卒業後あらゆる分野におい
ても、簿記会計の知識は必須です。
　毎年、400人以上の新入生が学部・学科を問わず受講しています。簿記の基礎からスタートするため、学部・学科や、
簿記の知識も出身高校も全く関係ありません。この機会にあなたもはじめてみませんか。

中央大学が設置・運営
「実学の中大」が誇る、伝統と実績の研究所

通学時間ゼロ、受講料は予備校等の約半額
学部・出身高校は関係なし。「資格取得」をサポート

簿記会計講座
　■ 1級・2級・3級パック
　■ 1級のみ　 ■ 2級のみ　 ■ 3級のみ

P 1 7 へ簿 記 検 定

TOPIC

TOPIC

TOPIC

　■ 税理士（簿記論・財務諸表論）

P 2 3 へ税 　 理 　 士 P 2 6 へ申 込 方 法

公認会計士講座（3年合格目標）
P 7 へ公認 会 計 士

●年度別合格状況（全国／経理研究所）
１．短答式試験

受験者（全国）

合格者（全国）

合格率（全国）

経理研究所の
合格者

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2017年

4,916

475

9.7％

19

6,045

1,194

19.8％

36

55

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2018年

5,346

975

18.2％

40

6,569

1,090

16.6％

35

75

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2019年

5,604

709

12.7％

25

6,610

1,097

16.6％

17

42

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2020年

5,616

722

12.9％

23

7,245

1,139

15.7％

16

39

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2021年

9,524

2,060

21.6％

37

37

●年度別合格状況（全国）
2．論文式試験

2017年2018年

論文式受験者（全国）

論文式合格者（全国）

（内）現役合格者（全国）

合格率（全国）

（内）現役合格率（全国）

現役合格者の割合（全国）

A

B

C

B/A

C/A

C/B

3,213

1,215

473

37.8％

14.7％

38.9％

3,602

1,294

562

35.9％

15.6％

43.4％

2019年

3,722

1,331

530

35.8％

14.2％

39.8％

2020年

3,719

1,335

555

35.9％

14.9％

41.6％

2021年

3,992

1,360

604

34.1％

15.1％

44.4％

2017年2018年

D

E

E/D

77

60

77

71

●中央大学合格状況

中央大学全体合格者 

（内）経理研の合格者 

（内）経理研の現役合格者

現役合格者の割合

全国現役合格者に対する
経理研の現役合格者占有率

50 28

70.4％ 46.7％

E/C 8.9％

2019年

71

56

25

44.6％

4.7％

2020年

74

64

33

51.6％

5.9％

2021年

65

49

32

65.3％

5.3％ 5.9％

1 位

2 位

3 位

4 位

5 位

6 位

7 位

8 位

9 位

10 位
注１．中央大学の数字は、経理研究所独自調査および公認会計士白門会（学員会支部）の調査に基づく当年度合格者実数。 注２．他大学数字は、公認会計士白門会（学員会支部）の調査による数字。 注３．各大学数字は、学部卒業および在学者のみ（大学院を除く）。
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111

84

77

50

48

36

31

29

29

2017年
慶應義塾大学

早稲田大学

明治大学

中央大学

東京大学

京都大学

一橋大学

立命館大学

神戸大学

専修大学

3．他大学との比較
●現役合格者の割合比較

全　　　　国

中央大学（経理研）

2017年

38.9％

46.7％

中央大学（経理研）

2017年

66.7％

2018年

43.4％

70.4％
2020年

41.6％

51.6％
2021年

44.4％

65.3％
2019年

39.8％

44.6％

2018年

84.5％
2019年

85.3％
2020年

93.5％
2021年

90.5％

●経理研究所短答合格者のうち、論文式試験合格者の現役合格者の割合

2020年
169

98

74

60

52

49

47

43

42

34

慶應義塾大学

早稲田大学

中央大学

明治大学

立命館大学

東京大学

神戸大学

京都大学

法政大学

同志社大学

2021年
178

126

72

65

58

49

41

38

36

35

慶應義塾大学

早稲田大学

明治大学

中央大学

東京大学

立命館大学

京都大学

神戸大学

大阪大学

一橋大学

2019年
183

105

81

71

40

38

38

36

34

34

慶應義塾大学

早稲田大学

明治大学

中央大学

東京大学

京都大学

立命館大学

神戸大学

一橋大学

法政大学

2018年
慶應義塾大学

早稲田大学

中央大学

明治大学

東京大学

京都大学

立命館大学

一橋大学

関西学院大学

立教大学

144

115

77

77

43

39

39

37

34

32

中止

2019年公認会計士試験（論文式試験）

2020年公認会計士試験（論文式試験）

2年生合格4名、3年生合格11名、4年生合格10名の合計25名が経理研究所受講生です！

2021年公認会計士試験（論文式試験）
2年生合格2名、3年生合格9名、4年生合格20名の合計31名が経理研究所受講生です！
2年生合格5名、3年生合格15名、4年生合格15名の 合計35名が経理研究所受講生です！
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経理研究所とは 現役合格するなら中央大学経理研究所！

経理研究所とは



全国最強の学内ダブルスクール
～中央大学出身公認会計士試験累積合格者3,732人を支える伝統と実績～

公認会計士
論文式試験現役合格するなら経理研!!
現役合格実績
2021年経理研の現役合格者割合65.3%

圧倒的な現役合格率！

開 講 講 座 一 覧

　中央大学は「実学」を伝統とし、その実学の実践において
経理研究所は大きな役割を果たしています。「実学」では、企業
経営に関する基礎的な知識を身につけることが重要であり、
そのためには「企業の言語」である簿記会計が必要不可欠です。
この簿記会計を多くの中大生が身につけていることこそが
「実学の中大」と言われる理由の一つなのです。学生の皆さん、
中央大学の「実学教育の実践」を体感してみませんか？

　公認会計士は、弁護士や医師と並ぶ社会的地位の高い資格と言われています。その試験内容の専門性と難しさから、大
学の正規課程の勉強だけでは合格が困難なため、全国の大多数の学生は多額の受講料を払って外部の予備校等（ダブル
スクール）に通っているのが実態です。
　しかし、中大生は違います。経理研究所は中央大学内にあるため通学時間ゼロ、時間割の重複もほとんどありません。
大学からの補助により受講料は予備校等の約半額、それでいて授業時間数は1.5倍から2倍多く、全員中央大学OB・経理
研究所OBの公認会計士が懇切丁寧に分かるまで教えてくれます。その結果、外部予備校等に依存している他大学に比べ
ると抜群の合格実績があります。（P2参照）
　公認会計士までは目指さなくとも、簿記の資格があれば上位の級ほど就職に有利です。また、卒業後あらゆる分野におい
ても、簿記会計の知識は必須です。
　毎年、400人以上の新入生が学部・学科を問わず受講しています。簿記の基礎からスタートするため、学部・学科や、
簿記の知識も出身高校も全く関係ありません。この機会にあなたもはじめてみませんか。

中央大学が設置・運営
「実学の中大」が誇る、伝統と実績の研究所

通学時間ゼロ、受講料は予備校等の約半額
学部・出身高校は関係なし。「資格取得」をサポート

簿記会計講座
　■ 1級・2級・3級パック
　■ 1級のみ　 ■ 2級のみ　 ■ 3級のみ

P 1 7 へ簿 記 検 定

TOPIC

TOPIC

TOPIC

　■ 税理士（簿記論・財務諸表論）

P 2 3 へ税　理　士 P 2 6 へ申 込 方 法

公認会計士講座（3年合格目標）
P 7 へ公認会計士

●年度別合格状況（全国／経理研究所）
１．短答式試験

受験者（全国）

合格者（全国）

合格率（全国）

経理研究所の
合格者

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2017年

4,916

475

9.7％

19

6,045

1,194

19.8％

36

55

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2018年

5,346

975

18.2％

40

6,569

1,090

16.6％

35

75

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2019年

5,604

709

12.7％

25

6,610

1,097

16.6％

17

42

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2020年

5,616

722

12.9％

23

7,245

1,139

15.7％

16

39

第Ⅱ回 第Ⅰ回
2021年

9,524

2,060

21.6％

37

37

●年度別合格状況（全国）
2．論文式試験

2017年2018年

論文式受験者（全国）

論文式合格者（全国）

（内）現役合格者（全国）

合格率（全国）

（内）現役合格率（全国）

現役合格者の割合（全国）

A

B

C

B/A

C/A

C/B

3,213

1,215

473

37.8％

14.7％

38.9％

3,602

1,294

562

35.9％

15.6％

43.4％

2019年

3,722

1,331

530

35.8％

14.2％

39.8％

2020年

3,719

1,335

555

35.9％

14.9％

41.6％

2021年

3,992

1,360

604

34.1％

15.1％

44.4％

2017年2018年

D

E

E/D

77

60

77

71

●中央大学合格状況

中央大学全体合格者 

（内）経理研の合格者 

（内）経理研の現役合格者

現役合格者の割合

全国現役合格者に対する
経理研の現役合格者占有率

50 28

70.4％ 46.7％

E/C 8.9％

2019年

71

56

25

44.6％

4.7％

2020年

74

64

33

51.6％

5.9％

2021年

65

49

32

65.3％

5.3％ 5.9％

1 位

2 位

3 位

4 位

5 位

6 位

7 位

8 位

9 位

10 位
注１．中央大学の数字は、経理研究所独自調査および公認会計士白門会（学員会支部）の調査に基づく当年度合格者実数。 注２．他大学数字は、公認会計士白門会（学員会支部）の調査による数字。 注３．各大学数字は、学部卒業および在学者のみ（大学院を除く）。
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48

36
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2017年
慶應義塾大学

早稲田大学

明治大学

中央大学

東京大学

京都大学

一橋大学

立命館大学

神戸大学

専修大学

3．他大学との比較
●現役合格者の割合比較

全　　　　国

中央大学（経理研）

2017年

38.9％

46.7％

中央大学（経理研）

2017年

66.7％

2018年

43.4％

70.4％
2020年

41.6％

51.6％
2021年

44.4％

65.3％
2019年

39.8％

44.6％

2018年

84.5％
2019年

85.3％
2020年

93.5％
2021年

90.5％

●経理研究所短答合格者のうち、論文式試験合格者の現役合格者の割合

2020年
169
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74
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52

49

47

43

42

34

慶應義塾大学

早稲田大学

中央大学

明治大学

立命館大学

東京大学

神戸大学

京都大学

法政大学

同志社大学

2021年
178

126

72

65

58

49

41

38

36

35

慶應義塾大学

早稲田大学

明治大学

中央大学

東京大学

立命館大学

京都大学

神戸大学

大阪大学

一橋大学

2019年
183

105

81

71

40

38

38

36

34

34

慶應義塾大学

早稲田大学

明治大学

中央大学

東京大学

京都大学

立命館大学

神戸大学
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2019年公認会計士試験（論文式試験）

2020年公認会計士試験（論文式試験）

2年生合格4名、3年生合格11名、4年生合格10名の合計25名が経理研究所受講生です！

2021年公認会計士試験（論文式試験）
2年生合格2名、3年生合格9名、4年生合格20名の合計31名が経理研究所受講生です！
2年生合格5名、3年生合格15名、4年生合格15名の 合計35名が経理研究所受講生です！
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経理研究所とは 現役合格するなら中央大学経理研究所！

経理研究所とは



7
公認会計士講座を受講中の方は、上級プランに所属できます（短答式試験対策まで学習が進ん
だ方のみ）。当プランでは講師やスタッフが学習の進捗管理や定期的な学力チェック等を行う点
で、学習進度をご自身で管理する通常プランとは異なります。また選抜試験で成績順に個人研究
室の利用を希望する事もできますので、仲間と切磋琢磨し学習に取り組むことができます。

6
いつでもどこでも受講生と経理研究所講師・スタッフが連絡を取り合い、質問事項や相談事項を気
軽にメールでやりとりできます。共通の課題について、いつでもディスカッションができ、経理研究所
講師から直接、論文答案の採点・個別指導を受けることができます。受講生の学習習得度合い
（トレーニングシステムの状況等）に応じて、経理研究所講師からのきめ細かなアドバイス・学習指導
を行うシステムが学生サポートシステムです。このシステムにより各個人別の万全な学習フォローが
可能となり、現役合格することができるのです。

より高いレベルで現役合格を目指す上級プラン

5 経理研究所のメリットはまず受講料です。具体的には、大学からの
補助によって受講料が予備校等の半額程度で済み、公認会計士
講座は約45万円で受講できます（予備校等では、同様のプランの
場合Webサポート付きであれば80万円程度かかります）。また、学
内にあるため通学時間や交通費は全くかからずに済みますので、貴
重な学生生活をより効率的に過ごすことができます。そして、経理

研究所の講義は大学の授業と重複しないよう、動画配信を中心に
行います。練習問題を解くための学習場所についても、炎の塔内
の自習室だけでなく、キャンパス内の一般教室の一部を受講生の方
だけに開放いたします。（※一般教室の開放時間はキャンパスと時
期によって異なります。基本的に月～金曜日の17時以降、土曜日
の午前中とします。）

格安な受講料、時間の有効利用、大学生活との両立で現役合格

長年の指導経験を基に、学習効率の良い学習進度表・計画表を用意しました。合格したい時
期や1日に確保できる学習時間は、人によって様々です。この計画表を参考に講師やスタッフと
相談しながらご自身の理想的な学習進度を導き出し、無理なく合格を勝ち取ります。学習ペース
が途中で変わっても、柔軟に合格プランを調整できるのがスモールステップ教育の強みです。

※別途、講師や学生スタッフが学習進度を管理するプランがあります。7番をご覧ください。
4

スモールステップ教育による現役合格

学生サポートシステムによる現役合格完全フォロー

経理研究所学生サポートシステム https://mdl3.chuo-keiriken.jp/

初学者を公認会計士現役合格に導く

秘訣
つの 公認会計士論文式試験現役合格率

65.3%の実績を誇る
中央大学経理研究所。
公認会計士試験現役合格に導く
7つのポイントを紹介します。

1

2
3

経理研究所の特長は現役公認会計士9名の経理研究所講師による一貫教育にあります。講師
陣はすべて中央大学出身者。そのため、中大生の学生生活を十分に理解しており、大学の授業
との両立を図りながら効率的・効果的なベストカリキュラムを提供し指導しています。また、現役学
生合格者（特に3年生合格者）が自らの新鮮な合格経験を生かし、合格翌月からスタッフとなって
指導しています。講師・スタッフ一致協力して、後輩の夢の実現のために日夜奮闘しています。

卓越した現役合格ノウハウによる情熱指導

授業だけではすべての受講生が確実に合格することは困難です。そのため、学生サポートシステム
（インターネット上での個別指導）を導入し、いつでも経理研究所講師への相談や質問が可能になり
ました。また、講師や公認会計士試験合格者約20名からなるスタッフによって、個別面談・個別合
格プランの構築・個別論文指導・個別質問コーナーといった徹底した個別教育が実施されています。
このことにより現役合格のノウハウが直接伝授され、現役合格が多くなっているのです。

個人の進度に合わせた現役合格ノウハウの直接個別伝授

経理研究所はすべての授業が映像授業で、Webにて配信していま
す。一般的な受験予備校等では開講される授業のペースに自分が合
わせる必要がありますが、映像授業なら受講ペースを自分に合わせる
ことができます。得意科目の先取りや不得意科目の復習など、目的に
応じて、学習プランを立てられます。早送りや再視聴など、理解度に
応じて学ぶ速度を変えて効率よく学べます。また、キャンパス内だけで

いつでも、どこでも現役合格講義でサポート

公認会計士の経理研究所講師が、学習相
談はもちろん、将来のことや人生についてな
ど、さまざまな相談にのります。経理研究
所に所属している受講生なら誰でも利用可
能ですので、ひとりで悩まずに、気軽に相談
してください。

この質問コーナーでは、会計士試験に合格
した先輩たちが、後輩である皆さんの質問
に迅速に対応します。講義で分からないと
ころがあったり、勉強方法で悩んだりした
ら、遠慮なく相談してください。

経理研究所講師が各受講生の学習状況に合っ
た丁寧な指導を行っていきます。
◆個人別学習プランの構築
学習スケジュールも人によりそれぞれ違ってき
ます。学習習得状況を日々確認し、学部の授業
や各自の予定と調整しながら、自分に合った学
習プランを一緒に考えていきましょう。

学習相談室 質問コーナー 個別指導

いつでもどこでも受講生と講師・ス
タッフが連絡を取り合い、質問事項
や相談事項を気軽にメールでやり
取りでき、共通の課題について、デ
ィスカッションができます。

https://mdl3.chuo-keiriken.jp/

学生サポートシステム ～インターネット上
　　での個別指導～

P5を
チェック！

公認会計士試験に合格しても、すぐに独立開業というのは非常に困難です。多く
の合格者は、まず大手監査法人に就職し、公認会計士の実務経験を積むのが一
般的です。長い伝統を持つ経理研究所は多くのOB・OGが公認会計士として活躍
しています。このヒューマンネットワークを利用して、合格者の就職をサポートします。
年度ごとの就職指導の内容は、採用状況をみながら柔軟に対応します。

試験合格後の就職もフォロー
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なく、自宅のパソコンやスマートフォンで学習することも可能です。いつ
でもどこでも何度でも繰り返し見ることができます。Web授業視聴後
は答案練習（確認テスト）を受けてアウトプットの練習をすることで授業
の知識が身についているのか確認することができます。答案練習で
弱点を見つけ、映像授業の復習で弱点を補強。一人ひとりのレベル・
目標に合わせた最適な学習が可能です。

◆OB・OG会計士による監査法人説明会 ◆若手OB・OGの公認会計士による個別相談

学習相談室、質問コーナー、個別指導は、原則オンライン会議システムでの実施となります。

〈オンライン学習相談の様子〉 〈オンライン質問コーナーの様子〉

※個人研究室は多摩キャンパスのみの設置となります。
※上級プランへの参加は希望制（選抜試験あり）のため、追加費用は発生しません。
※座席の貸与が取り消された場合、事務室にて荷物を撤去して預かりますが、3か月以上申し出が無い場合は廃棄します。

経理研究所とは 現役合格するなら中央大学経理研究所！

現役合格実績の秘訣

経理研究所ならではのサポートシステム
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ここまでできるのは、
経理研究所だけ！

全国最強学内ダブルスクールを担う、経理研究所講師陣からエールをお送りします。

小島　一富士（公認会計士・商学部卒、会計学・監査論等担当）

当研究所は、9名の講師を中心に、講義・答練・ゼミ・個別指導・質問コーナーはすべて公認会計士、会
計士試験合格者が担当しております。その人数は約20名になり、後輩である皆さん方の指導に熱心に
あたります。また多数の公認会計士の先輩方が、合格祝賀会・懇親会に参加し、皆さん方との交流を
深めています。皆さん方に携わる講師陣はオール中大、オール経理研究所出身で構成されています。
また、講座のカリキュラムは大学の授業や期末試験との関係等、中大生として最も効果的なベストプラン
になっています。簿記を今まで習ったことのない方も、安心して、自信をもって経理研究所の扉を叩いて
ください。

吉田　和広
（公認会計士・商学部卒、会計学等担当）

公認会計士として
の実務で得てきた
経験や知識を十
分に使って分かり
やすく講義します。
やる気のある人は
是非ともおいでく
ださい。お待ちし
ています。

上出　亮
（公認会計士・経済学部卒、租税法等担当）

私も経理研究所
のパンフレットを見
て公認会計士に
なろうと決心した
一人です。皆さん
と一緒にこの業界
で仕事ができるよ
うになりたいもの
です。

門田　隆太郎
（公認会計士・商学研究科商学専攻
  博士前期課程修了、会計学等担当）

生きて行くにはお
金がつきまといま
す。お金が動くと
ころ、会計の知識
は不可欠ですか
ら、簿記を身につ
けておく必要があ
ります。頑張ってく
ださい。

古田　満正
（公認会計士・商学部卒、企業法等担当）

公認会計士試験
は難しい試験で
すが、誰にでも合
格できる可能性は
あるのです。皆さ
んも自分の可能性
を信じてこの試験
にチャレンジして
みませんか。

岡本　進
（公認会計士・商学部卒、会計学・租税法等担当）

大学生活の４年
間は将来の方向
性を決めたり、ビ
ジネス社会にでる
ための重要な準
備期間です。一緒
に勉強し有意義
な大学生活を送り
ましょう。

関口　高弘
（公認会計士・商学研究科商学専攻
  博士前期課程修了、会計学等担当）

皆さんには沢山の
可能性があり、チ
ャレンジする意欲・
熱意があれば道
はいくらでも開け
てきます。大きな可
能性にかけてみま
せんか？

横田　昌彦
（公認会計士・商学部卒、会計学・監査論等担当）

公認会計士試験
は、努力の量に比
例して合格率が
高まります。私達
が皆さんの努力を
最大限にサポート
しますので、一緒
にがんばりましょ
う。

森　直也
（公認会計士・商学部卒、経営学等担当）

公認会計士試験
に受験資格はあり
ません。意欲があ
れば誰にでもチャ
ンスがあります。挑
戦する皆さまを精
一杯サポートしま
す。共に頑張りま
しょう。

インターネット環境があれば、いつでもどこでも
利用できます。経理研究所にしかないこの
システムを紹介します。

受講に関するお知らせをいつでも確認できます。
情報が掲載されるとメールで配信されます。

いつでもどこでも
連絡事項（掲示板）が
確認できる

特
長 1

講義画面 経理研究所内研究室（タブレット貸出有）スマートフォンでも接続可

いつでもどこでも授業が見られる、練習問題や資料がＰＤＦでダウンロードできる
特
長 3

ここまで経理研はサポートするから、現役合格できるのです。

受講生の学習習得度合い（トレーニングシステムの状況等）をシステム上で
確認。受講生一人ひとりに対して、経理研究所講師がきめ細やかなアドバイス・
学習指導を行い、フォローします。

合格お
めでと

う！

学習習得度合いに応じた、きめ細やかな個別指導
一人ひとりに対して、
経理研究所講師がしっかりフォローします

特
長 4

質問事項や相談事項はこちらをクリック。各講師
とやり取りできます。わからないことがあればすぐに
解決できる仕組みが整っています。

いつでもどこでも
質問ができる特

長 2

https://mdl3.chuo-keiriken.jp/

経理研究所とは 現役合格するなら中央大学経理研究所！

学生サポートシステムがすごい！
～インターネット上での個別指導～ 経理研究所講師からのメッセージ
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　公認会計士（Certified Public Accountant 略称CPA）とは、昭和23年
の公認会計士法の制定に伴い誕生した、我が国の会計のプロフェッショナルを
指します。
　公認会計士の主な業務には、①監査業務、②税務業務、③コンサルティング
業務の3つがあり、特に①監査業務は公認会計士にだけ認められている業務で
す。これら公認会計士の果たす役割は、21世紀における日本の経済発展のた
めばかりでなく、国際的な規模にまで及んでいます。
　また、近年の企業の多様化・国際化のめざましい進展とともに、会計情報がま
すます重要とされてきています。特に、企業は株主（株価）を意識した経営を思
索しています。これに伴って、会計情報の信頼性を確保するための会計監査や
会計情報の作成に関する指導・助言を主な業務とする公認会計士の社会的役
割もまた重要性を増してきています。
　いわば経済社会のドクターとしての公認会計士は、現代の魅力ある職業と言
えるでしょう。ただ、それには責任と仕事に対する誇りが必要とされています。

公認会計士とは―医師、弁護士と並ぶ専門職の代表

監　査
　監査とは、企業（会社）が作成する貸借対照表、損益計算書、その他の財務諸表が、企業の財政状態及び経営成績を適正に表示している
かどうかを、公正な第三者の立場から公認会計士が判断し、意見を表明する一連の業務のことを言います。
　監査業務は、企業の会計資料をチェックするほか、全国にある支店、工場を定期的にまわり、企業全体をみた上で会計システム等の整備・運
用状況を検証します。

　これらの業務は公認会計士の資格を持ったまま、企業内会計士として、内部から直接指導的立場で担っていく道もあります。
　また、これらのサービスを高品質で行うためには、公認会計士といえども高度な専門知識や豊富な経験が必要とされますので、専門分化が進ん
でいるのが現状です。

　税務業務とは、企業に対し毎年改正される税法の動向を的確にアドバイスする業務のことを言います。しかし、大企業に対しては国内に限ら
ず、海外進出に伴う国際税務サービスが重要になっています。海外進出に際しての各国税制への対応はもちろんのこと、進出先や事業形態等
の幅広い知識が要求されます。また、中小企業に対しては法人税法に限らず、所得税法・贈与税法等の知識も必要となり、幅広い知識と経験
が要求されます。

税　務

　コンサルティング業務とは、企業等から依頼された各種の経営上の重要課題に対する有効な指導、助言全般を指します。この分野は、日々変
化する経済社会の中で、企業等の活動も常に変革を求められているため大きく広がりつつあり、例えば次のような業務があります。

コンサルティング

　公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関す
る情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、も
つて「国民経済の健全な発展に寄与する」ことを使命とする。

－－－公認会計士法第１条

M&A

株式公開支援

ファイナンシャル・プランニング

IT Trustサービス

環境監査

今や大企業といえども企業の合併・買収・売却が盛ん
になっています。その提案を行ったり財務内容を調査
したり、企業の戦略をアドバイスします。

日本では今、新たな産業・企業が続 と々立ち上がって
います。将来性のあるベンチャー企業の株式公開を
支援するとともに、その先の企業の成長も支援します。

公認会計士としての専門知識や経験、豊富な情報を
武器に企業等の資産運用のアドバイスを行います。

ITシステムはどこの企業でも経営の基盤です。それら
が正しく機能しているか診断したりアドバイスしたりする
業務です。

企業等が環境対策を講じているか、それが組織の中で
きちんと機能しているかをチェックするなど、今注目を浴
びている業務です。

公認会計士

三大
国家資格

医師弁護士

“情報の信頼性を保証する”
“経営に的確なアドバイス”

“揺るぎない心で、公正な判断を行う”
全ては社会の発展のために

“情報の信頼性を保証する”
“経営に的確なアドバイス”

“揺るぎない心で、公正な判断を行う”
全ては社会の発展のために

利害関係者 企　業

公認会計士（監査法人）

金融機関・投資家・
取引先・消費者

財務
諸表

監査
報告書

報告

作成

調査

公表 作成

￥
投資などの判断

公認会計士

公認会計士とは 公認会計士の業務

公認会計士の使命

経済社会を健全で活力あふれる場として守り、育てる会計・監査のスペシャリスト。
それが、公認会計士です。

－企業を動かし、経済を動かし、社会を動かす仕事

現役合格するなら中央大学経理研究所！
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企業等が環境対策を講じているか、それが組織の中で
きちんと機能しているかをチェックするなど、今注目を浴
びている業務です。

公認会計士

三大
国家資格

医師弁護士

“情報の信頼性を保証する”
“経営に的確なアドバイス”

“揺るぎない心で、公正な判断を行う”
全ては社会の発展のために

“情報の信頼性を保証する”
“経営に的確なアドバイス”

“揺るぎない心で、公正な判断を行う”
全ては社会の発展のために

利害関係者 企　業

公認会計士（監査法人）

金融機関・投資家・
取引先・消費者

財務
諸表

監査
報告書

報告

作成

調査

公表 作成

￥
投資などの判断

公認会計士

公認会計士とは 公認会計士の業務

公認会計士の使命

経済社会を健全で活力あふれる場として守り、育てる会計・監査のスペシャリスト。
それが、公認会計士です。

－企業を動かし、経済を動かし、社会を動かす仕事

現役合格するなら中央大学経理研究所！
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CHEC
K!

　「短答式試験」と「論文式試験」の2段階選抜で行われます。「短答式試験」に合格すると、以後2年間は「短答式試験」が免
除されます。つまり、たとえ「論文式試験」に合格できなくても、以後2年間は「論文式試験」から受験できるのです。
　「短答式試験」に合格すると、次は「論文式試験」です。「論文式試験」は5科目受験ですが、科目免除制になっています。科目
免除制では、たとえ5科目合計点で合格できなくても、一部の科目が優秀な成績を修めた場合、当該科目は免除となるのです。つまり、
以後2年間は「短答式試験」と「論文式試験の成績優秀科目」が免除になりますので、「論文式試験」の残りの科目だけ受験して合
格することができるのです。

公認会計士試験制度

短答式試験
財務会計論／管理会計論／監査論／企業法
年2回／例年12月・5月

マークシート方式
試 験 日
試験科目

特　　色

就職し、実務経験を積む
（２年以上。合格の前後は問わない。）

実務補習
（実務補習所にて講習を受け、必要な単位を取得）

修了考査の合格

公認会計士

合格者（翌年及び翌々年の２年間は短答式試験を免除）

５科目全部合格＝公認会計士試験合格

会計学（財務会計論・管理会計論）／
監査論／企業法／租税法

選択科目
（経営学、経済学、民法、統計学のうち1科目受験）

年1回／例年8月
論述式
科目免除制
※論文式試験で不合格になった場合でも、公認会計士・監査審査会が
　相当と認める成績を得た科目については、翌年及び翌々年の2年間、
　当該科目の免除を受けることができます。

試 験 日

試験科目

特　　色

論文式試験

必 須 科 目

選 択 科 目 >>>>>以下のうち、1科目を選択 ※経理研究所では経営学を選択

❶財務会計論は、概ね簿記と財務諸表論に区分され、主として財務諸表を作成するための理論と手法について
出題されます。論文式では、会計学の一つの分野として3問程度出題されることが予想されます。
❷簿記は、企業等の簿記手続の理解に必要な基本原理、仕訳、勘定記入、帳簿組織、決算および財務諸表の
作成についての学習が必要とされます。短答式、論文式ともに基礎力が重視され、受験において最も多くの
時間を割かなければならない科目です。

❸財務諸表論は、簿記で学習する会計処理を会計基準の内容や理論的背景に主眼を置き、また、現行制度に
対する対立的な理論等にも踏み込んだ学習が必要とされます。短答式、論文式ともに体系的な理解が重視さ
れる科目です。

❶管理会計理論は、原価計算の基礎理論および計算手続を中心とし、原価管理、予算編成および経営計画へ
の原価情報の提供に係る基礎的、専門的な学習が必要とされます。大別して、意志決定会計と業績評価会計
に区分されます。論文式では、会計学の一つの分野として2問程度出題されることが予想されます。
❷意思決定会計では、将来の経営上の問題について、その解決に必要となる情報を提供するための学問です。
多くの受験生が苦手とする分野の一つです。

❸業績評価会計は、将来の経営上の目標を予算実績差異分析等により、その必要となる情報を提供するための
学問です。

❶基礎的・応用的な理解が問われるため、暗記的要素とともに体系的な理解が必要となる科目です。
❷実務的な出題もなされるようになりました。このため、監査手法の活用等の対応が必要となります。

❶法律科目は条文を暗記するのではなく、条文の趣旨など法律の体系的な理解が必要とされます。
❷企業法という科目の中で、中心となる科目は「会社法」です。会社法は、企業の組織・運営・活動などを規
律する法律です。会社法は、短答式および論文式の双方に出題されます。また、主に短答式に出題され
る「商法」と「金融商品取引法」も企業法に含まれます。商法は、商取引に関する一般原則を掲げる法律
であり、金融商品取引法は、有価証券の発行や売買等の取引を公正かつ流通を円滑にさせることを規律し
た法律です。

❶法人税法、所得税法および消費税法など租税法総論および各論の中から、主として監査証明業務を行う
ために必要となる法人税法の基礎理論を中心に、租税に関する法律関係等についての体系的な理解が
必要となる科目です。

❷他の科目に比べると、努力に応じた得点が望める科目です。ただし、簿記の知識が必要とされるので、簿記
の学習が一巡しないと得点できない科目です。

簿記および財務諸表論、その他企
業等の外部利害関係者の経済的意
思決定に役立つ情報を提供すること
を目的とする会計の理論が含まれま
す。

原価計算を中心とした企業等の内
部の経営者の意思決定および業績
管理に役立つ情報を提供することを
目的とする会計の理論です。

公認会計士の独占的業務である監
査業務について、理論的背景や実
務的な手続等を金融商品取引法、
会社法に基づく監査制度および監
査諸基準に基づいた学習が必要と
される科目です。

商法、会社法、金融商品取引法お
よび監査を受けるべきこととされてい
る組合その他の組織に関する法など
を中心とした法律科目です。

会社などの法人が義務を負う法人
税、個人が義務を負う所得税および
最終消費者が支払う義務を負う消費
税など、税金に関する幅広い知識が
必要とされる科目です。

管理会計論

監　査　論

企　業　法

租　税　法

科目の概要 留意事項

科目の概要 留意事項

財務会計論
短 答

論 文

短 答

論 文

短 答

論 文

短 答

論 文

論 文

❶学問としての範囲は、非常に多岐にわたりますが、他の選択科目に比べて、出題者である試験委員の特色
が色濃く出る科目なので、学習する際は最も試験委員を意識する科目です。
❷経営学は大別して、財務管理、組織管理、経営戦略に分かれ、財務管理は若干数学的な要素を必要とし
ます。

企業の行動はいかにすべきかなどを
研究する学問です。経　営　学

論 文

❶事例問題の出題が大半であり、多くの事例に当たり理解を深めることが必要となります。
❷他の選択科目に比べて多くの勉強時間が必要とされます。

みなさんが日常行う売買契約や賃貸
借契約などを規律する民法につい
て、条文の解釈や学説の理解などを
中心とした法律科目です。

民　　　法
論 文

❶ミクロ経済学は、微分など数学的要素が高く、企業や消費者の経済行動や個々の財・サービスの需給に
対する分析を行う学問です。

❷マクロ経済学は、一国の経済全体を分析する学問です。

人や企業などの経済主体を研究する
学問で、ミクロ経済学とマクロ経済
学に区分されます。

経　済　学
論 文

❶数学的要素が絶対的に必要となる科目であり、理科系の方が選択する可能性が高い科目です。データ解析や金融工学に必要な記述
統計、確率、推測統計、相関・回帰
分析の基礎などが中心の科目です。

統　計　学
論 文

　業界の人手不足から、監査法人の求人
状況が改善されたため、現在は希望すれ
ば監査法人に就職できる状況となって
います。

就職状況が改善

CHEC
K!

　税理士とは、税務に関する専門家で主
に法人税・所得税など税金の申告の代行
業務や税務書類の作成及び作成にあたっ
ての相談を受ける業務が中心となります。
　公認会計士には税理士資格が与えられ
ているため、税理士登録すれば税理士業
務を行うことができます。なお、税理士には
公認会計士資格は与えられません。つまり、
公認会計士は税理士に比べ、活躍の場が
格段に広いと言えます。

税理士と
公認会計士の違い

公認会計士

公認会計士への道のり 公認会計士試験科目

現役合格するなら中央大学経理研究所！

09 10 The Institute of Accounting Research CHUO UNIVERSITY



CHEC
K!

　「短答式試験」と「論文式試験」の2段階選抜で行われます。「短答式試験」に合格すると、以後2年間は「短答式試験」が免
除されます。つまり、たとえ「論文式試験」に合格できなくても、以後2年間は「論文式試験」から受験できるのです。
　「短答式試験」に合格すると、次は「論文式試験」です。「論文式試験」は5科目受験ですが、科目免除制になっています。科目
免除制では、たとえ5科目合計点で合格できなくても、一部の科目が優秀な成績を修めた場合、当該科目は免除となるのです。つまり、
以後2年間は「短答式試験」と「論文式試験の成績優秀科目」が免除になりますので、「論文式試験」の残りの科目だけ受験して合
格することができるのです。

公認会計士試験制度

短答式試験
財務会計論／管理会計論／監査論／企業法
年2回／例年12月・5月

マークシート方式
試 験 日
試験科目

特　　色

就職し、実務経験を積む
（２年以上。合格の前後は問わない。）

実務補習
（実務補習所にて講習を受け、必要な単位を取得）

修了考査の合格

公認会計士

合格者（翌年及び翌々年の２年間は短答式試験を免除）

５科目全部合格＝公認会計士試験合格

会計学（財務会計論・管理会計論）／
監査論／企業法／租税法

選択科目
（経営学、経済学、民法、統計学のうち1科目受験）

年1回／例年8月
論述式
科目免除制
※論文式試験で不合格になった場合でも、公認会計士・監査審査会が
　相当と認める成績を得た科目については、翌年及び翌々年の2年間、
　当該科目の免除を受けることができます。

試 験 日

試験科目

特　　色

論文式試験

必 須 科 目

選 択 科 目 >>>>>以下のうち、1科目を選択 ※経理研究所では経営学を選択

❶財務会計論は、概ね簿記と財務諸表論に区分され、主として財務諸表を作成するための理論と手法について
出題されます。論文式では、会計学の一つの分野として3問程度出題されることが予想されます。
❷簿記は、企業等の簿記手続の理解に必要な基本原理、仕訳、勘定記入、帳簿組織、決算および財務諸表の
作成についての学習が必要とされます。短答式、論文式ともに基礎力が重視され、受験において最も多くの
時間を割かなければならない科目です。
❸財務諸表論は、簿記で学習する会計処理を会計基準の内容や理論的背景に主眼を置き、また、現行制度に
対する対立的な理論等にも踏み込んだ学習が必要とされます。短答式、論文式ともに体系的な理解が重視さ
れる科目です。

❶管理会計理論は、原価計算の基礎理論および計算手続を中心とし、原価管理、予算編成および経営計画へ
の原価情報の提供に係る基礎的、専門的な学習が必要とされます。大別して、意志決定会計と業績評価会計
に区分されます。論文式では、会計学の一つの分野として2問程度出題されることが予想されます。
❷意思決定会計では、将来の経営上の問題について、その解決に必要となる情報を提供するための学問です。
多くの受験生が苦手とする分野の一つです。
❸業績評価会計は、将来の経営上の目標を予算実績差異分析等により、その必要となる情報を提供するための
学問です。

❶基礎的・応用的な理解が問われるため、暗記的要素とともに体系的な理解が必要となる科目です。
❷実務的な出題もなされるようになりました。このため、監査手法の活用等の対応が必要となります。

❶法律科目は条文を暗記するのではなく、条文の趣旨など法律の体系的な理解が必要とされます。
❷企業法という科目の中で、中心となる科目は「会社法」です。会社法は、企業の組織・運営・活動などを規
律する法律です。会社法は、短答式および論文式の双方に出題されます。また、主に短答式に出題され
る「商法」と「金融商品取引法」も企業法に含まれます。商法は、商取引に関する一般原則を掲げる法律
であり、金融商品取引法は、有価証券の発行や売買等の取引を公正かつ流通を円滑にさせることを規律し
た法律です。

❶法人税法、所得税法および消費税法など租税法総論および各論の中から、主として監査証明業務を行う
ために必要となる法人税法の基礎理論を中心に、租税に関する法律関係等についての体系的な理解が
必要となる科目です。
❷他の科目に比べると、努力に応じた得点が望める科目です。ただし、簿記の知識が必要とされるので、簿記
の学習が一巡しないと得点できない科目です。

簿記および財務諸表論、その他企
業等の外部利害関係者の経済的意
思決定に役立つ情報を提供すること
を目的とする会計の理論が含まれま
す。

原価計算を中心とした企業等の内
部の経営者の意思決定および業績
管理に役立つ情報を提供することを
目的とする会計の理論です。

公認会計士の独占的業務である監
査業務について、理論的背景や実
務的な手続等を金融商品取引法、
会社法に基づく監査制度および監
査諸基準に基づいた学習が必要と
される科目です。

商法、会社法、金融商品取引法お
よび監査を受けるべきこととされてい
る組合その他の組織に関する法など
を中心とした法律科目です。

会社などの法人が義務を負う法人
税、個人が義務を負う所得税および
最終消費者が支払う義務を負う消費
税など、税金に関する幅広い知識が
必要とされる科目です。

管理会計論

監　査　論

企　業　法

租　税　法

科目の概要 留意事項

科目の概要 留意事項

財務会計論
短 答

論 文

短 答

論 文

短 答

論 文

短 答

論 文

論 文

❶学問としての範囲は、非常に多岐にわたりますが、他の選択科目に比べて、出題者である試験委員の特色
が色濃く出る科目なので、学習する際は最も試験委員を意識する科目です。
❷経営学は大別して、財務管理、組織管理、経営戦略に分かれ、財務管理は若干数学的な要素を必要とし
ます。

企業の行動はいかにすべきかなどを
研究する学問です。経　営　学

論 文

❶事例問題の出題が大半であり、多くの事例に当たり理解を深めることが必要となります。
❷他の選択科目に比べて多くの勉強時間が必要とされます。

みなさんが日常行う売買契約や賃貸
借契約などを規律する民法につい
て、条文の解釈や学説の理解などを
中心とした法律科目です。

民　　　法
論 文

❶ミクロ経済学は、微分など数学的要素が高く、企業や消費者の経済行動や個々の財・サービスの需給に
対する分析を行う学問です。
❷マクロ経済学は、一国の経済全体を分析する学問です。

人や企業などの経済主体を研究する
学問で、ミクロ経済学とマクロ経済
学に区分されます。

経　済　学
論 文

❶数学的要素が絶対的に必要となる科目であり、理科系の方が選択する可能性が高い科目です。データ解析や金融工学に必要な記述
統計、確率、推測統計、相関・回帰
分析の基礎などが中心の科目です。

統　計　学
論 文

　業界の人手不足から、監査法人の求人
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CHEC
K!
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現役合格するなら中央大学経理研究所！
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公認会計士試験合格を目指す講座です。簿記の基礎からスタートしますので、全くの初学者でも大丈夫です。
ただし、公認会計士試験は最難関国家試験のひとつであり、最後までやり抜く覚悟が必要です。

経理研究所では各受講生の学習状況に合った個別指導を重視しています。
その時点の学習習得状況に合ったカリキュラムを提供しておりますので、
学習がより進んでいる状況、学習が遅れている状況、あらゆる状況に対応したカリキュラムを選択することにより、
各受講生に合った現役合格カリキュラムに基づいて学習することができます。

経理研究所出身現役公認会計士による担任指導

合格指導面談

進捗チェック

担任と1対1で実施。受講状況や答案練習の結果をもとに、学習
計画の確認・修正などを行います。

担任が受講の進捗状況や答案練習の受験状況などをチェックし、
計画的な学習を習慣づけます。そのため、欠席の際には事前連
絡や欠席した授業の自習が必要となります。

1.

2.

現役公認会計士が担任講師として、個別学習指導、学習相談を実施します。学習習得状況をもとに、各受講生のニーズに
合った学習プランを直接指導することにより、現役合格が可能となります。

スモールステップ教育

短答20ステップ
（簿記10ステップ含む）

+
論文10ステップ

入門から論文まで30ステップ

段階別に学習できるから
次のステップに進める！

無理なく確実に

経理研究所の伝統・ノウハウの蓄積から、独自に30ステップに分けて段階的に学習します。
日商簿記検定レベルの「財務会計」と「管理会計」を10ステップ（入門期２・基礎期４・応用期２・直前期２ステップ）、公
認会計士試験の学習を20ステップ（短答期10・論文期10ステップ）に分けて段階的に学習します。

高速学習　―大学２年合格も可能なカリキュラム

Web講義で効率よく学ぶ1.

いつでもどこでも受講可能2.

経理研究所オリジナル「学生サポートシステム」を活用し、自分のペースで早期合格を目指します。
学部の講義の空き時間を効率的に活用したＷｅｂ学習、また、倍速機能を活用したＷｅｂ学習により、他の受講生よりも
早く学習し、早期合格が可能となります。

充実した答案練習

曖昧な箇所を残さない答案練習

知識・概念の 修得
Web 授業

知識・概念の 定着
答案練習

各ステップの学習内容を確認する答案練習が日々実施
されるため、学習内容の習得状況をタイムリーに確認す
ることができます。習得状況が不十分である場合は、そ
の内容をＷｅｂ学習することにより、適時に補うことが
可能です。この反復学習により、確実な学習習得ができ、
現役合格が可能となります。

戦略的な試験科目の攻略

公認会計士試験科目の中で、最も試験の配点が高く、最も合否を左右する試験科目が「財務会計」と「管理会計」です。こ
の２科目を徹底的にマスターした上で、他の試験科目の学習を行うことが、現役合格の近道となります。まず、「財務会
計」と「管理会計」について、初学者を対象にした入門から学習し、2023年11月簿記検定までに日商簿記検定の出題範
囲レベルまで学習します。その後、公認会計士試験レベルの学習をします。

現役合格後は公認会計士としての素地を養成する機会の提供

経理研究所では公認会計士試験合格者を輩出することが目的ではなく、社会に貢献する高い付加価値を有する公認会
計士を輩出することが目的であります。そのために、現役合格後は後輩を指導するスタッフ業務、現役の公認会計士に
よる実務講義、ＯＢ・ＯＧ公認会計士による就職サポート等、各種のアドバイスをもらえる機会を提供しております。

入学前学習が可能なカリキュラム編成

すべての授業が映像授業で、Webにて配信しています。そのため、中央大学に入学手続をした段
階から、カリキュラムの受講が可能です。入学前から学習をスタートして、早期に公認会計士試
験合格を勝ち取ることが可能です。

申込受付後、「テキスト」と「学生サポートシステムＩＤ」を送付

早期申込特典

1.

入学前から学習スタート！
2.

入学前の時間を有効活用し、Web授業で早期合格を目指します。

早めのスタートが早期合格への近道です。簿記３級・２級を入学前に学習できれば、2023年6月簿記１級
合格、2023年12月短答合格、2024年8月論文合格を勝ち取り、大学２年合格も可能です。講座の特長

講義動画の配信だけでなく、学習相談室、質問コーナー、練習問題のダウンロード
など、4月以降のサービスを先取りで利用できます。
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※原則、オンライン会議システムでの実施となります。
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公 認 会 計 士 講 座

３年合格目標カリキュラム

Point!
中央大学在学中に公認会計士試験に合格できるカリキュラム
大学在学中に公認会計士試験に合格すること（現役合格）を最大の目標に、カリキュラム編成した講座を展開。基本は大学３
年次での合格を目標にしたカリキュラム構成ですが、より早く大学２年次で現役合格、より確実に大学４年次で現役合格するカリ
キュラムも整備しています。

Point!
初学者を対象にしたカリキュラム編成
多くの受講生は高校時代に簿記を学習したことのない状況でスタートします。簿記の入門からスタートしますので、安心して受講
することができるカリキュラムとなっています。具体的には、入門第Ⅰ期の段階で「日商簿記３級レベル」を、入門第Ⅱ期の段階で
「日商簿記２級レベル」を学習します。

Point!
受講生の学習進捗状況に応じた
「スモールステップ教育」による現役合格サイクル

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、健康上の理由、経済上の理由等により受講継続困難となった場合は事務室へご相談ください。
※公認会計士試験や簿記検定試験等の受験料は別途費用がかかります。
※受講料には消費税を含みます。　※受講期間終了後のテキストの受け取りはできません。

現役合格
サイクル

ステップ終了毎に「選抜試験」を実施し、進捗状況
別・希望別にクラス編成（約10クラス）します。
クラス担任講師（現役公認会計士）が各受講生
の学習状況をみながらきめ細やかな対応をします。
このサイクルにより早期合格を実現させます。

選抜試験 個別面談

クラス決定 合格目標・計画の
確認・修正

●受講会場　

　多摩キャンパス

●受講資格　

　中央大学学生（学部不問）

●受講手続　Ｐ26参照

●受 講 料

448,000円
日商簿記３級取得者  428,000円
日商簿記２級取得者  398,000円
日商簿記１級取得者  358,000円

●受講期間
2023年4月～
　2025年8月末

●2023年2月末日施行分（統一試験は第163回）までの取得（合格）が割引対象です。
　ただし、申込書到着時点での取得状況で判断するため、合否結果待ち等は対象外となります。
　申込後に合格が判明した場合の返金、合格を見越しての割引（申し込み）はいたしかねます。
●日商以外の検定試験を取得している場合は以下の様に読み替えてください。
　日商3級→全経2級、全商2級　日商2級→全経1級、全商1級　日商1級→全経上級

受講期間終了後のWeb視聴、答練の利用
はできません。
受講期間終了後の講座延長は別途費用
がかかります。

予備校等の受講料は、同様のプランの場合は80万円程度の受講料が必要となります。経理研究所は中央大学から補助を
受けているため、ここまで安くできるのです。他大学生にはない中大生のメリットです。

受講料を予備校等と比べて
みてください

※検定取得済による割引条件は以下の通りとなります。

３年合格目標 合　格

簿記検定 ３級・２級
合格

簿記検定 1級 合格

短答式 合格

論文式 合格

簿
記
3
・
2
・
1
級

短
答
式
試
験
対
策

論
文
式
試
験
対
策

月年

公認会計士講座（講座延長）

短答対策・論文対策

　この講座は、短答式試験合格者、公認会計士講座の受講経験者等
を対象に、次年度の論文式試験の合格を目指す講座です。この講座は、
講義、答練を通じて、個別指導を中心とした講座です。短答式及び論文
式の試験免除状況等の個人の学習状況の違いを考慮に入れて、個人
別合格プランの立案等、個別指導に重点をおいています。

※別途費用がかかります。詳細は経理研究所事務室までお問い合わせください。

公認会計士試験を
再チャレンジ

公認会計士講座
受講者対象（2025年9月以降）
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簿記３級・２級の学習をします。財務会計
論・管理会計論の入門部分に該当します。

簿記１級および全経上級の学習をします。
財務会計論・管理会計論の基礎部分に
該当します。

論文の学習方法および論文作成方法を
講義および答練で学習します。直前期に
は、本試験対策直前講義および本試験
形式の直前答練を実施します。

財務会計論・管理会計論・監査論・企業
法の講義および答練を実施します。直前
期には、本試験対策直前講義および本試
験形式の直前答練を実施します。

入 門

基 礎

応 用

直 前

公
認
会
計
士
講
座

短答式合格

論文式合格（科目免除含む）

短答式合格

公認会計士

公認会計士講座

現役合格するなら中央大学経理研究所！
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することができるカリキュラムとなっています。具体的には、入門第Ⅰ期の段階で「日商簿記３級レベル」を、入門第Ⅱ期の段階で
「日商簿記２級レベル」を学習します。

Point!
受講生の学習進捗状況に応じた
「スモールステップ教育」による現役合格サイクル

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、健康上の理由、経済上の理由等により受講継続困難となった場合は事務室へご相談ください。
※公認会計士試験や簿記検定試験等の受験料は別途費用がかかります。
※受講料には消費税を含みます。　※受講期間終了後のテキストの受け取りはできません。

現役合格
サイクル

ステップ終了毎に「選抜試験」を実施し、進捗状況
別・希望別にクラス編成（約10クラス）します。
クラス担任講師（現役公認会計士）が各受講生
の学習状況をみながらきめ細やかな対応をします。
このサイクルにより早期合格を実現させます。

選抜試験 個別面談

クラス決定 合格目標・計画の
確認・修正

●受講会場　

　多摩キャンパス

●受講資格　

　中央大学学生（学部不問）

●受講手続　Ｐ26参照

●受 講 料

448,000円
日商簿記３級取得者  428,000円
日商簿記２級取得者  398,000円
日商簿記１級取得者  358,000円

●受講期間
2023年4月～
　2025年8月末

●2023年2月末日施行分（統一試験は第163回）までの取得（合格）が割引対象です。
　ただし、申込書到着時点での取得状況で判断するため、合否結果待ち等は対象外となります。
　申込後に合格が判明した場合の返金、合格を見越しての割引（申し込み）はいたしかねます。
●日商以外の検定試験を取得している場合は以下の様に読み替えてください。
　日商3級→全経2級、全商2級　日商2級→全経1級、全商1級　日商1級→全経上級

受講期間終了後のWeb視聴、答練の利用
はできません。
受講期間終了後の講座延長は別途費用
がかかります。

予備校等の受講料は、同様のプランの場合は80万円程度の受講料が必要となります。経理研究所は中央大学から補助を
受けているため、ここまで安くできるのです。他大学生にはない中大生のメリットです。

受講料を予備校等と比べて
みてください

※検定取得済による割引条件は以下の通りとなります。

３年合格目標 合　格

簿記検定 ３級・２級
合格

簿記検定 1級 合格

短答式 合格

論文式 合格

簿
記
3
・
2
・
1
級

短
答
式
試
験
対
策

論
文
式
試
験
対
策

月年

公認会計士講座（講座延長）

短答対策・論文対策

　この講座は、短答式試験合格者、公認会計士講座の受講経験者等
を対象に、次年度の論文式試験の合格を目指す講座です。この講座は、
講義、答練を通じて、個別指導を中心とした講座です。短答式及び論文
式の試験免除状況等の個人の学習状況の違いを考慮に入れて、個人
別合格プランの立案等、個別指導に重点をおいています。

※別途費用がかかります。詳細は経理研究所事務室までお問い合わせください。

公認会計士試験を
再チャレンジ

公認会計士講座
受講者対象（2025年9月以降）
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簿記３級・２級の学習をします。財務会計
論・管理会計論の入門部分に該当します。

簿記１級および全経上級の学習をします。
財務会計論・管理会計論の基礎部分に
該当します。

論文の学習方法および論文作成方法を
講義および答練で学習します。直前期に
は、本試験対策直前講義および本試験
形式の直前答練を実施します。

財務会計論・管理会計論・監査論・企業
法の講義および答練を実施します。直前
期には、本試験対策直前講義および本試
験形式の直前答練を実施します。

入 門

基 礎

応 用

直 前

公
認
会
計
士
講
座

短答式合格

論文式合格（科目免除含む）

短答式合格

公認会計士

公認会計士講座

現役合格するなら中央大学経理研究所！
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　私は中央大学附属中学3年次に簿記の勉強を始め、高校3
年間も継続的に簿記の勉強をしていました。その中で、簿記検
定2、3級は1回で合格できたものの、1級はなかなか合格できず、
簿記の勉強をやめようかと思ったこともありました。そんな時に僕
の指導をしてくださっていた小島一富士先生やスタッフの方々の
お話をたくさん伺う中で、将来は自分も公認会計士として少しでも
社会に貢献したいと感じたことを覚えています。
　大学へは絶対公認会計士になるという強い意志を持って入学
し、日々勉強を頑張りました。ところが、2年次には新型コロナウ
イルスの影響で自宅での学習を余儀なくされ、友達と励まし合い
ながら切磋琢磨することができなくなり、何度か諦めそうになったこ
とがありました。しかし、私は一度始めたことは絶対に諦めないと
心に決めていたため立ち直ることができ、最終的には合格するこ
とができました。
　そこで私は、合格に最も大切なことは絶対に諦めない心だと考
えます。途中で諦めずに日々勉強を継続すれば、いずれ結果は
ついてくると思います。現在受験生の方も、これから受験を考え
ている方も、途中で投げ出さず最後まで挑戦を続けて欲しいと思
います。

大屋 裕貴
商学部会計学科　3年
中央大学附属高等学校卒

　私は、高校卒業時に日商簿記2級まで取得し、大学1年の
11月に1級、大学2年の5月の短答式、同年8月の論文式試
験に合格しました。
　私が大学2年合格を達成できたのは、合格者の学生スタッフ
の方々の存在が大きかったと思います。入学当初から大学2年
合格を目標にしていた私ですが、思うように学習が進められず、何
人もの、学生スタッフの方々に相談に乗って頂きました。すると、
想像以上に、合格者の意識と考え方のレベルは高く、1人1人と
の相談の場で新たな発見がありました。合格者の考え方に早い
時期から、触れられた事は私にとって大きく、少しでも偉大な先輩
方に近づきたいという思いが、大きな励みとなっていました。
　公認会計士試験を通して、得た知識は勿論、勉強過程で培わ
れた根気強さや主体性は、私にとって大きな財産となりました。ま
た、様々な方 と々の出会いや、経験を通して、自分の信念が確立
されたことに、意味があったと強く感じます。
　最後に、私は経理研究所という温かい環境の下、公認会計士
試験に挑戦できたことを、とても幸せに感じています。見える所、
見えない所で私を支えてくださった関係者の皆様に心から感謝申
し上げます、ありがとうございました。

高橋　和宏
商学部会計学科　2年
札幌第一高等学校卒

　私は会計士試験に合格するにあたり特に重要なことは２点あ
ると考えています。
　１つ目はモチベーションの維持です。合格のためには長期間
の学習が必要です。そのためにはこれを維持し、継続して学習す
ることが必要になります。
　私は小さな目標を立ててそれに向き合うことでこの維持に努め
てきました。具体的には、次の模試で良い点数を取るといった目
標を自らに課してきました。
　小さな目標に向かって努力をし、それを積み重ねていくことで自ず
と合格という大きな目標を達成するビジョンが見えてくると思います。
　２つ目は、答練や模試の結果を受け止め、苦手な論点や課題
を改善するにはどうしたらよいかを考えることです。
答練や模試の解き直しをして満足し、これらを放っておくと後 し々
わ寄せがきて苦労することになります。したがって、その都度これ
らを克服していくことが重要となります。そして、その積み重ねが
合格に直結することになると私自身強く感じています。
　最後に、講師やスタッフの方々、身近な方々のおかげで今の自
分があります。本当にありがとうございました。これからは新たな
目標に向かって努力を重ねていきたいと思います。

田崎　朋輝
法学部法律学科　３年　
中央大学杉並高等学校卒

　私は高校3年生の時に公認会計士を目指すと決め、中央大
学に入学しました。しかし、入学当初は他の商業高校生と比べ
ても答練で全く点数が取れず、本当に公認会計士試験に合格で
きるのかと思うようになりました。
　そんな中で私が公認会計士試験に合格できたのは「前向きに
取り組む」ということを意識したからだと思います。公認会計士試
験に合格するまでは多くの勉強時間が必要で、点数が取れな
かったりする落ち込むことが多くなります。もちろん間違えた論点
やなぜできなかったのかを振り返り、反省もしますが、できなかった
から落ち込むのではなく、「今自分に足りないところを教えてくれ
た」と考えるようにしました。そうすることで、モチベーションの維
持にもつながりましたし、意欲的に勉強できたと感じています。ま
た、身近に点数を競ったり支え合ったりできる存在が近くにいたこ
とも大きかったです。
　このような環境で勉強できるということは当たり前ではないと思
います。こうした環境を作ってくれた方に感謝をしながらこれからも
成長していきたいです。

戸沢　大紀
商学部会計学科　3年　
秋田市立秋田商業高等学校卒

　私が会計士試験を合格するにあたり、大切だと感じたことは、共
に高めあえる仲間の存在と、勉強に対してこだわりを持つことです。
私が会計士試験の勉強を始めたのは、コロナウイルスが流行して
いる時期であり、同じ目標を持った仲間と知り合うこともかなわず、
学習進捗について不安を抱いたまま自宅での学習に励みました。
そんな中、スタッフが同じくらいの学習進捗の仲間を紹介してくださ
り、共に切磋琢磨することで、前向きに勉強に取り組むことができま
した。仲間がいたからこそ、答練はもちろん、毎日の学習にも全力
で取り組むことができたのだと感じています。
　勉強に対してこだわりを持つ、というのは、テキストの隅から隅まで
暗記するという意味ではなく、自分が一度解いた問題は、理解してい
るか確認するという意味です。たとえ、正解できた問題であっても、そ
こに「正確な理解」がない限り合格はできません。私は、何が原因で
間違えてしまったのか、どこを理解していなかったのかなどを考えて答
練の直しを行うことで、答練の点数を上げることができました。
　会計士試験の合格には多くの勉強時間と知識を必要とします。
しかし、努力を続ければ必ず合格できる試験だと思っています。経
理研究所という恵まれた学習環境で全力で学習に取り組み、合格
をつかみ取るために頑張ってください。

豊島柊太
商学部会計学科　2年
城南静岡高等学校卒

　私は大学1年の4月に簿記の勉強を始め、会計士試験の短
答式は三度目、論文式は二度目で合格しました。4年間を振り
返ると、勉強しても全く点数が伸びなかった時期と、学んだことが
着実に点数に結びついた時期がありました。ここでは、その時期
の違いについて書かせていただきます。
　まず、ミスノート作りを徹底するようにしました。これは、合格報
告会に登壇された先輩から教えて頂きました。失敗を観察して原
因を分析し、失敗を繰り返さないように自分なりの対処法を考え、
それらを日々記録していきました。そして、このノートを定期的に見
直すことでミスが減少し、点数が安定しました。
　また、直前期以外の時期に講師やスタッフ、先輩方に勉強方
法について相談しました。合格者の勉強方法を聞くと、自分と同
じ点は安心感につながりましたし、違う点は積極的に取り入れて
試行錯誤を重ねるうちに自分なりの学習方法を確立することがで
き、迷わずに本試験を迎えることができました。
　このように、変化は劇的にではなく、小さな行動の積み重ねと
気づきにより、徐々に訪れました。最後まで支えてくださった経理
研究所の方々に心から感謝しています。本当にありがとうござい
ました。

春山　芽衣
商学部会計学科　4年
国立東京大学教育学部附属中等教育学校卒

　私は大学に入学する際に公認会計士になると決め、これまで
勉強を続けてきました。具体的には、4月から経理研究所で勉強
を始め、1年生の6月に日商簿記3・2級に合格し、その後2年
生の11月に日商簿記1級、3年生の5月に短答式、8月に論文
式試験に合格することができました。　
　私が公認会計士試験の勉強をしていく中で、1年生の11月に
日商簿記1級の試験に落ちてから3年生に短答式に合格できる
までの期間がつらかった記憶があります。その理由として、コロナ
禍で試験が中止されたのもあり、教科書の範囲や模試での結果
は順調に進んでいるのにもかかわらず、それが結果としてなかなか
反映されなかったのが挙げられます。しかし、今振り返るとそのよ
うな時期でも勉強時間を確保し自分が可能な範囲まで学習を進
めたことが、論文式試験の合格につながったと思います。
　経理研究所での3年間は、自分の納得のいく結果が得られた
時期やそうでない時期がありましたが、それを含めて良い経験がで
きたと思います。また、小島先生をはじめ講師陣の方々からは会
計の知識以外にも仕事に対する思いなど勉強以上に大事なこと
を考える機会をいただきました。本当にありがとうございました。

福原　崇倫
商学部会計学科　3年
中央大学杉並高等学校卒

　私は六回の短答式試験、一回の論文式試験を経て、何とか
在学中に合格を勝ち取ることができました。まずは、受験勉強を
支えてくれた周りの人たちに感謝を伝えたいです。
　高校で簿記に出会い、そのまま流れで公認会計士試験に挑
戦することになりましたが、きちんと試験に向き合うためのモチベー
ションは持ち合わせていませんでした。公認会計士試験に四年
間費やしましたが、合格するために必要な努力をできたのは最後
の半年だったように考えています。最後の半年に取り組んだこと
で、効果があったなと感じたことは四点あります。目標点数を定め
ること、自分の得意な分野や問題形式を把握すること、それを学
習戦略に落とし込むこと、合格するためにはどうすればよいかを常
に考えることです。
　しかしながら、最も大きな影響があったのは、既に合格している
友人たちの存在でした。友人たちを含めた、周りの人たちからの
刺激や影響、支えによって何とか合格することができました。周り
に恵まれたことが私の一番の財産で、常に感謝することを忘れず
にこれからも努力し続けます。本当にありがとうございました。

平田　航太朗
商学部会計学科　４年
滋賀県立八幡商業高校卒

公認会計士

2 0 2 1 年度
公認会計士論文式試験 合格体験談

現役合格するなら中央大学経理研究所！
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　私は中央大学附属中学3年次に簿記の勉強を始め、高校3
年間も継続的に簿記の勉強をしていました。その中で、簿記検
定2、3級は1回で合格できたものの、1級はなかなか合格できず、
簿記の勉強をやめようかと思ったこともありました。そんな時に僕
の指導をしてくださっていた小島一富士先生やスタッフの方々の
お話をたくさん伺う中で、将来は自分も公認会計士として少しでも
社会に貢献したいと感じたことを覚えています。
　大学へは絶対公認会計士になるという強い意志を持って入学
し、日々勉強を頑張りました。ところが、2年次には新型コロナウ
イルスの影響で自宅での学習を余儀なくされ、友達と励まし合い
ながら切磋琢磨することができなくなり、何度か諦めそうになったこ
とがありました。しかし、私は一度始めたことは絶対に諦めないと
心に決めていたため立ち直ることができ、最終的には合格するこ
とができました。
　そこで私は、合格に最も大切なことは絶対に諦めない心だと考
えます。途中で諦めずに日々勉強を継続すれば、いずれ結果は
ついてくると思います。現在受験生の方も、これから受験を考え
ている方も、途中で投げ出さず最後まで挑戦を続けて欲しいと思
います。

大屋 裕貴
商学部会計学科　3年
中央大学附属高等学校卒

　私は、高校卒業時に日商簿記2級まで取得し、大学1年の
11月に1級、大学2年の5月の短答式、同年8月の論文式試
験に合格しました。
　私が大学2年合格を達成できたのは、合格者の学生スタッフ
の方々の存在が大きかったと思います。入学当初から大学2年
合格を目標にしていた私ですが、思うように学習が進められず、何
人もの、学生スタッフの方々に相談に乗って頂きました。すると、
想像以上に、合格者の意識と考え方のレベルは高く、1人1人と
の相談の場で新たな発見がありました。合格者の考え方に早い
時期から、触れられた事は私にとって大きく、少しでも偉大な先輩
方に近づきたいという思いが、大きな励みとなっていました。
　公認会計士試験を通して、得た知識は勿論、勉強過程で培わ
れた根気強さや主体性は、私にとって大きな財産となりました。ま
た、様々な方 と々の出会いや、経験を通して、自分の信念が確立
されたことに、意味があったと強く感じます。
　最後に、私は経理研究所という温かい環境の下、公認会計士
試験に挑戦できたことを、とても幸せに感じています。見える所、
見えない所で私を支えてくださった関係者の皆様に心から感謝申
し上げます、ありがとうございました。

高橋　和宏
商学部会計学科　2年
札幌第一高等学校卒

　私は会計士試験に合格するにあたり特に重要なことは２点あ
ると考えています。
　１つ目はモチベーションの維持です。合格のためには長期間
の学習が必要です。そのためにはこれを維持し、継続して学習す
ることが必要になります。
　私は小さな目標を立ててそれに向き合うことでこの維持に努め
てきました。具体的には、次の模試で良い点数を取るといった目
標を自らに課してきました。
　小さな目標に向かって努力をし、それを積み重ねていくことで自ず
と合格という大きな目標を達成するビジョンが見えてくると思います。
　２つ目は、答練や模試の結果を受け止め、苦手な論点や課題
を改善するにはどうしたらよいかを考えることです。
答練や模試の解き直しをして満足し、これらを放っておくと後 し々
わ寄せがきて苦労することになります。したがって、その都度これ
らを克服していくことが重要となります。そして、その積み重ねが
合格に直結することになると私自身強く感じています。
　最後に、講師やスタッフの方々、身近な方々のおかげで今の自
分があります。本当にありがとうございました。これからは新たな
目標に向かって努力を重ねていきたいと思います。

田崎　朋輝
法学部法律学科　３年　
中央大学杉並高等学校卒

　私は高校3年生の時に公認会計士を目指すと決め、中央大
学に入学しました。しかし、入学当初は他の商業高校生と比べ
ても答練で全く点数が取れず、本当に公認会計士試験に合格で
きるのかと思うようになりました。
　そんな中で私が公認会計士試験に合格できたのは「前向きに
取り組む」ということを意識したからだと思います。公認会計士試
験に合格するまでは多くの勉強時間が必要で、点数が取れな
かったりする落ち込むことが多くなります。もちろん間違えた論点
やなぜできなかったのかを振り返り、反省もしますが、できなかった
から落ち込むのではなく、「今自分に足りないところを教えてくれ
た」と考えるようにしました。そうすることで、モチベーションの維
持にもつながりましたし、意欲的に勉強できたと感じています。ま
た、身近に点数を競ったり支え合ったりできる存在が近くにいたこ
とも大きかったです。
　このような環境で勉強できるということは当たり前ではないと思
います。こうした環境を作ってくれた方に感謝をしながらこれからも
成長していきたいです。

戸沢　大紀
商学部会計学科　3年　
秋田市立秋田商業高等学校卒

　私が会計士試験を合格するにあたり、大切だと感じたことは、共
に高めあえる仲間の存在と、勉強に対してこだわりを持つことです。
私が会計士試験の勉強を始めたのは、コロナウイルスが流行して
いる時期であり、同じ目標を持った仲間と知り合うこともかなわず、
学習進捗について不安を抱いたまま自宅での学習に励みました。
そんな中、スタッフが同じくらいの学習進捗の仲間を紹介してくださ
り、共に切磋琢磨することで、前向きに勉強に取り組むことができま
した。仲間がいたからこそ、答練はもちろん、毎日の学習にも全力
で取り組むことができたのだと感じています。
　勉強に対してこだわりを持つ、というのは、テキストの隅から隅まで
暗記するという意味ではなく、自分が一度解いた問題は、理解してい
るか確認するという意味です。たとえ、正解できた問題であっても、そ
こに「正確な理解」がない限り合格はできません。私は、何が原因で
間違えてしまったのか、どこを理解していなかったのかなどを考えて答
練の直しを行うことで、答練の点数を上げることができました。
　会計士試験の合格には多くの勉強時間と知識を必要とします。
しかし、努力を続ければ必ず合格できる試験だと思っています。経
理研究所という恵まれた学習環境で全力で学習に取り組み、合格
をつかみ取るために頑張ってください。

豊島柊太
商学部会計学科　2年
城南静岡高等学校卒

　私は大学1年の4月に簿記の勉強を始め、会計士試験の短
答式は三度目、論文式は二度目で合格しました。4年間を振り
返ると、勉強しても全く点数が伸びなかった時期と、学んだことが
着実に点数に結びついた時期がありました。ここでは、その時期
の違いについて書かせていただきます。
　まず、ミスノート作りを徹底するようにしました。これは、合格報
告会に登壇された先輩から教えて頂きました。失敗を観察して原
因を分析し、失敗を繰り返さないように自分なりの対処法を考え、
それらを日々記録していきました。そして、このノートを定期的に見
直すことでミスが減少し、点数が安定しました。
　また、直前期以外の時期に講師やスタッフ、先輩方に勉強方
法について相談しました。合格者の勉強方法を聞くと、自分と同
じ点は安心感につながりましたし、違う点は積極的に取り入れて
試行錯誤を重ねるうちに自分なりの学習方法を確立することがで
き、迷わずに本試験を迎えることができました。
　このように、変化は劇的にではなく、小さな行動の積み重ねと
気づきにより、徐々に訪れました。最後まで支えてくださった経理
研究所の方々に心から感謝しています。本当にありがとうござい
ました。

春山　芽衣
商学部会計学科　4年
国立東京大学教育学部附属中等教育学校卒

　私は大学に入学する際に公認会計士になると決め、これまで
勉強を続けてきました。具体的には、4月から経理研究所で勉強
を始め、1年生の6月に日商簿記3・2級に合格し、その後2年
生の11月に日商簿記1級、3年生の5月に短答式、8月に論文
式試験に合格することができました。　
　私が公認会計士試験の勉強をしていく中で、1年生の11月に
日商簿記1級の試験に落ちてから3年生に短答式に合格できる
までの期間がつらかった記憶があります。その理由として、コロナ
禍で試験が中止されたのもあり、教科書の範囲や模試での結果
は順調に進んでいるのにもかかわらず、それが結果としてなかなか
反映されなかったのが挙げられます。しかし、今振り返るとそのよ
うな時期でも勉強時間を確保し自分が可能な範囲まで学習を進
めたことが、論文式試験の合格につながったと思います。
　経理研究所での3年間は、自分の納得のいく結果が得られた
時期やそうでない時期がありましたが、それを含めて良い経験がで
きたと思います。また、小島先生をはじめ講師陣の方々からは会
計の知識以外にも仕事に対する思いなど勉強以上に大事なこと
を考える機会をいただきました。本当にありがとうございました。

福原　崇倫
商学部会計学科　3年
中央大学杉並高等学校卒

　私は六回の短答式試験、一回の論文式試験を経て、何とか
在学中に合格を勝ち取ることができました。まずは、受験勉強を
支えてくれた周りの人たちに感謝を伝えたいです。
　高校で簿記に出会い、そのまま流れで公認会計士試験に挑
戦することになりましたが、きちんと試験に向き合うためのモチベー
ションは持ち合わせていませんでした。公認会計士試験に四年
間費やしましたが、合格するために必要な努力をできたのは最後
の半年だったように考えています。最後の半年に取り組んだこと
で、効果があったなと感じたことは四点あります。目標点数を定め
ること、自分の得意な分野や問題形式を把握すること、それを学
習戦略に落とし込むこと、合格するためにはどうすればよいかを常
に考えることです。
　しかしながら、最も大きな影響があったのは、既に合格している
友人たちの存在でした。友人たちを含めた、周りの人たちからの
刺激や影響、支えによって何とか合格することができました。周り
に恵まれたことが私の一番の財産で、常に感謝することを忘れず
にこれからも努力し続けます。本当にありがとうございました。

平田　航太朗
商学部会計学科　４年
滋賀県立八幡商業高校卒

公認会計士

2 0 2 1 年度
公認会計士論文式試験 合格体験談

現役合格するなら中央大学経理研究所！
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3級
2級

1級

　株式会社の基本的なお金の流れを知る
ことができます。また、製造業（メーカー）が
生産している製品がいくらでできているの
か？その基本的な仕組みが身につきます。さ
らに、企業の経営管理の基礎が身につき、
経営管理の土台作りとなります。
　ビジネス人としては必須のスキルです。

中小企業レベル
（高校卒業レベル）

　ビジネスの共通言語としての簿記の基本
的なルールが身につきます。また、簿記の
基本的な言語を身につけることができます。
　ビジネス界の社会人であれば当然のよう
に取り扱う企業言語を習得することができ
ます。

小規模企業レベル
（高校1・2年生レベル） 　大企業は、多くの人々が働き、様々な分

野で経営を行っているため、一般に、企業
集団全体の経営状況を把握することは困
難です。しかし、簿記の最高峰の能力であ
る１級を身につけることは、大企業の様々な
経営活動がどのように経営に影響を与えて
いるか、企業集団全体の経営状況を理解
することができます。
　企業分析、経営分析、経営管理に必要
な能力が身につきます。

大企業レベル
（大学卒業レベル）

簿記1級合格者には
税理士受験資格が
与えられます。

一言でいえば、「企業言語」「ビジネス言語」です。それも世界共通の言語です。
人のコミュニケーションの手段として、日本語・英語・中国語等の「言語」があります。
音楽の世界の言語として、「音符」があります。
企業がビジネスをするための言語として、「簿記」があるのです。

「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」の
４つができれば何の問題もなし！  電卓の使用
も認められています。

経済・商学部生はもちろん、法・文・総
合政策・国際経営・国際情報・
理工学部生でも取得できる資格！

とくに２級以上を取得していると、アピール手
段として非常に有効です。簿記は、社会人の
マナーとも言われており、社会で働くために必
須のスキルです。就職や転職関係のあらゆる
ランキングで、必ず上位に入っている資格です。

自社の経営状況を把握することができ、コ
スト感覚も身につきます。かつ、経営戦略
的な提案やコンサルティングができる、視野
の広い社会人になれます。とくに１級取得
者は、将来のリーダーとして活躍できる道
が開けます。

就職活動で使える！ どの学部生でも大丈夫！ ビジネス全般に使える！

　企業はモノを仕入れたり、製造した
り、販売したりします。この活動はお
金やモノの出入りを伴います。もし、
この出入りを記録しておかなかったら、
会社はどれだけ儲かったのか、またど
れだけのお金やモノを持っているのか、
また、製造した製品のコストがいくら
なのかわからなくなってしまいます。
　そこで、企業の活動に伴うお金やモ
ノの出入りを帳簿に記録し、その記録
に基づいて計算し、情報を整理してお
くことが必要になります。このように、
お金やモノの出入りを一定のルールに
従って帳簿に記録・計算・整理するこ
とを“簿記”といいます。

小規模企業

中
小
企
業

大
企
業簿記って何？point1

簿記の必要性

簿記のメリットは？point2
簿記の必要性

・・
・ ・

　“簿記”を知らずして企業（会社）は語れません。企業（会社）
には、常に“お金”がつきまとうからです。なぜなら、企業の
活動ではすべてのものに金額をつけ、それをもとに様々な計算
や分析をします。そして、会社の社長など経営者はその分析に
基づいて判断し、会社の経営方針を決定します。
　“簿記”は経理以外の仕事でも必要です。例えば営業部門では、

自分の売り込む商品の知識だけでなく、自分の売上が会社に与
える影響がわかり、仕事に対する取り組みが変わってきます。
また、取引先の経営状態が分析できれば、安全に商品代金の回
収もできます。重要なポストになればなるほど、自分なりの分
析が重要となり、簿記の知識は必要です。

簿記はどこで役に立つの？point3
簿記の必要性

―社会人にとって必須の知識

■簿記資格の級と内容（難易度）

（＊）企業の経営状況を表す報告書であり、どの企業も必ず作成し、企業にかかわる関係者（株主、融資を
受けている銀行、国や地方自治体等）に報告する書類です。決算書によってのみ経営状況を客観的に
判断できるのです。

決算書
賃借対照表損益計算書　　　　etc...ルー

ル
ブッ
ク

企業の経営活動 世界共通ルール 決 算 書（＊）

▲ ▲
み な さ ん は ど う 判 断 し ま す か ？

経理研究所の受講生は、適切な判断ができます。

なぜなら、「簿記」を身につけているからです。
「簿記」は、お金の状況や企業の経営状況を客観的に理解できる方法だからです。

どちらがお金持ちだと思いますか？

A １億円の家に住んでいる人
B 3,000万円の家に住んでいる人

どちらに就職しますか？

A 店舗数が100店舗の企業
B 店舗数が30店舗の企業

みなさんは何を基準に
お金持ちであるかどうかを判断しますか？

就職先企業を選択しますか？

見た目ですか？ 人気ですか？ イメージですか？

簿記検定

簿記の必要性 The  n e e d  o f  t h e  b o o k k e e p i n g
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1級
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簿記はどこで役に立つの？point3
簿記の必要性

―社会人にとって必須の知識

■簿記資格の級と内容（難易度）

（＊）企業の経営状況を表す報告書であり、どの企業も必ず作成し、企業にかかわる関係者（株主、融資を
受けている銀行、国や地方自治体等）に報告する書類です。決算書によってのみ経営状況を客観的に
判断できるのです。

決算書
賃借対照表損益計算書　　　　etc...ルー

ル
ブッ
ク

企業の経営活動 世界共通ルール 決 算 書（＊）

▲ ▲

み な さ ん は ど う 判 断 し ま す か ？

経理研究所の受講生は、適切な判断ができます。

なぜなら、「簿記」を身につけているからです。
「簿記」は、お金の状況や企業の経営状況を客観的に理解できる方法だからです。

どちらがお金持ちだと思いますか？

A １億円の家に住んでいる人
B 3,000万円の家に住んでいる人

どちらに就職しますか？

A 店舗数が100店舗の企業
B 店舗数が30店舗の企業

みなさんは何を基準に
お金持ちであるかどうかを判断しますか？

就職先企業を選択しますか？

見た目ですか？ 人気ですか？ イメージですか？

簿記検定

簿記の必要性 The  n e e d  o f  t h e  b o o k k e e p i n g
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　日商簿記検定とは、日本商工会議所が主催する資格試験です。初級から1級までありますが、中央大学で
は3級を初学者対象コースとしています。毎年40万人以上が受験する人気資格となっています。

統一試験またはネット試験試験方法

制限なし受験資格

  6月第2日曜日
11月第3日曜日
  2月第4日曜日（1級は実施しない）
ネット試験はテストセンターが定める日時で随時実施（1級は
実施しない）

試　験　日

全国の商工会議所もしくは商工会議所の指定する会場
※中央大学多摩キャンパスは、検定試験会場に指定されて
います。申し込みも中央大学で簡単に手続きできます。

試験会場

試験データ

3級
商業簿記

午前

1時間

基礎的な商業簿記及び
記帳、決算等に関する初
歩的な実務を理解してい
る。

2,850円

科　　目

開始時間

時　　間

内　　容

受 験 料

2級
商業簿記・工業簿記

午後

1時間30分

高校程度の商業簿記及
び工業簿記（初歩的な原
価計算を含む）を修得して
いる。

4,720円

科　　目

開始時間

時　　間

内　　容

受 験 料

1級

3
級

簿
記
会
計
講
座

簿
記
会
計
講
座

1
級

簿
記
会
計
講
座

2
級

商業簿記・会計学
工業簿記・原価計算

9：00～

商業簿記・会計学
　1時間30分
工業簿記・原価計算
　1時間30分

大学程度の商業簿記、工
業簿記、原価計算ならび
に会計学を修得し、財務
諸表規則や企業会計に
関する法規を理解し、経
営管理や経営分析ができ
る。

7,850円

科　　目

開始時間

時　　間

内　　容

受 験 料

試験内容（統一試験）

講　座　内　容

講　座　内　容

講　座　内　容

簿記1級合格者には税理士受験資格が与えられます。

小規模企業小規模企業

中
小
企
業

大
企
業

　商業簿記・会計学では、大会社組織を前提とした取引を学習します。輸
入・輸出取引、さまざまな金融商品、リース取引、不採算事業の減損会計、
Ｍ＆Ａ取引、キャッシュ・フロー計算書、企業集団の経営成績や財政状態を
表す連結財務諸表等を学習します。会計学では、その理論的な考え方も
学習します。
　工業簿記・原価計算では、様 な々生産形態を持つ製造業（メーカー）に
おける原価計算の考え方を学習します。また、大企業の経営管理としての
コスト管理、利益管理だけでなく、設備投資すべきであるかどうかといった経
営者の意思決定に必要な考え方も学習します。

　ビジネスの共通言語としての簿記の基本的なルール・小規模企業が
取り扱う商品やお金の流れを学習します。また、１年間の企業の経営
成績を表す損益計算書と財産の状況を表す貸借対照表の基本的な
構造、日常的な取引の記録の正確性を検証する方法、いわゆる決算の
基本的な考え方等を学習します。

　商業簿記では、会社組織を前提とした取引・会社が取り扱う商品（特殊
商品販売）やお金の流れ（株式の発行、社債の発行等）を学習します。ま
た、帳簿組織の仕組みや支店組織を持つ企業活動を学習します。
　工業簿記では、製造業（メーカー）において生産される製品の原価の基
本的な考え方・企業が製造した製品はいくらで作られたのか？ どのように計
算するのか？を学習します。また、いかに安く生産するためにはどうしたらよ
いか？どうやって利益の計画を立てるのか？といった経営管理の基礎を学習
します。

各級とも100点満点中70点以上が合格となります。
（ただし、１級については上記以外の条件が付きます。）

合格基準

合　格　点級

3級

2級

1級

100点満点中70点以上

商簿60点、工簿40点、計100点満点中70点以上

各科目25点、計100点満点中70点以上
（ただし、1科目でも10点未満があるときは不合格）

※合格点については2022年度実績を記載。

3級

2級

1級

受験者数

合格者数

合 格 率

受験者数

合格者数

合 格 率

受験者数

合格者数

合 格 率

77,064

30,654

39.8%
51,727

7,255

14.0%
10,078

1,158

11.5%

第156回
（’20.11）

70,748

40,129

56.7%
45,173

3,091

6.8%

第157回
（’21.02）

9,310

746

8.0%

7,785

502

6.4%

58,070

14,252

24.5%
28,572

5,440

19.0%

第158回
（’21.06）

58,025

13,296

22.9%
27,854

6,932

24.9%
11,389

935

8.2%

第159回
（’21.11）

52,649

22,512

42.8%
21,974

3,057

13.9%

第160回
（’22.02）

11,002

902

8.2%

43,723

16,770

38.4%
16,856

3,524

20.9%

第161回
（’22.06）

※第157回1級は第155回中止の代替措置になります。

３級では、商業簿記のみを学習し、小規模レベルの企業を
対象にします。

２級では、商業簿記と工業簿記を学習し、中小企業レベル
の企業を対象にします。

１級では、商業簿記・会計学、工業簿記・原価計算を学習
し、大企業レベルの企業を対象にします。

実施なし

簿記検定

試験概要（日商簿記検定） 簿記会計講座

※2022年11月現在。
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　日商簿記検定とは、日本商工会議所が主催する資格試験です。初級から1級までありますが、中央大学で
は3級を初学者対象コースとしています。毎年40万人以上が受験する人気資格となっています。

統一試験またはネット試験試験方法

制限なし受験資格

  6月第2日曜日
11月第3日曜日
  2月第4日曜日（1級は実施しない）
ネット試験はテストセンターが定める日時で随時実施（1級は
実施しない）

試　験　日

全国の商工会議所もしくは商工会議所の指定する会場
※中央大学多摩キャンパスは、検定試験会場に指定されて
います。申し込みも中央大学で簡単に手続きできます。

試験会場

試験データ

3級
商業簿記

午前

1時間

基礎的な商業簿記及び
記帳、決算等に関する初
歩的な実務を理解してい
る。

2,850円

科　　目

開始時間

時　　間

内　　容

受 験 料

2級
商業簿記・工業簿記

午後

1時間30分

高校程度の商業簿記及
び工業簿記（初歩的な原
価計算を含む）を修得して
いる。

4,720円

科　　目

開始時間

時　　間

内　　容

受 験 料

1級

3
級

簿
記
会
計
講
座

簿
記
会
計
講
座

1
級

簿
記
会
計
講
座

2
級

商業簿記・会計学
工業簿記・原価計算

9：00～

商業簿記・会計学
　1時間30分
工業簿記・原価計算
　1時間30分

大学程度の商業簿記、工
業簿記、原価計算ならび
に会計学を修得し、財務
諸表規則や企業会計に
関する法規を理解し、経
営管理や経営分析ができ
る。

7,850円

科　　目

開始時間

時　　間

内　　容

受 験 料

試験内容（統一試験）

講　座　内　容

講　座　内　容

講　座　内　容

簿記1級合格者には税理士受験資格が与えられます。

小規模企業小規模企業

中
小
企
業

大
企
業

　商業簿記・会計学では、大会社組織を前提とした取引を学習します。輸
入・輸出取引、さまざまな金融商品、リース取引、不採算事業の減損会計、
Ｍ＆Ａ取引、キャッシュ・フロー計算書、企業集団の経営成績や財政状態を
表す連結財務諸表等を学習します。会計学では、その理論的な考え方も
学習します。
　工業簿記・原価計算では、様 な々生産形態を持つ製造業（メーカー）に
おける原価計算の考え方を学習します。また、大企業の経営管理としての
コスト管理、利益管理だけでなく、設備投資すべきであるかどうかといった経
営者の意思決定に必要な考え方も学習します。

　ビジネスの共通言語としての簿記の基本的なルール・小規模企業が
取り扱う商品やお金の流れを学習します。また、１年間の企業の経営
成績を表す損益計算書と財産の状況を表す貸借対照表の基本的な
構造、日常的な取引の記録の正確性を検証する方法、いわゆる決算の
基本的な考え方等を学習します。

　商業簿記では、会社組織を前提とした取引・会社が取り扱う商品（特殊
商品販売）やお金の流れ（株式の発行、社債の発行等）を学習します。ま
た、帳簿組織の仕組みや支店組織を持つ企業活動を学習します。
　工業簿記では、製造業（メーカー）において生産される製品の原価の基
本的な考え方・企業が製造した製品はいくらで作られたのか？ どのように計
算するのか？を学習します。また、いかに安く生産するためにはどうしたらよ
いか？どうやって利益の計画を立てるのか？といった経営管理の基礎を学習
します。

各級とも100点満点中70点以上が合格となります。
（ただし、１級については上記以外の条件が付きます。）

合格基準

合　格　点級

3級

2級

1級

100点満点中70点以上

商簿60点、工簿40点、計100点満点中70点以上

各科目25点、計100点満点中70点以上
（ただし、1科目でも10点未満があるときは不合格）

※合格点については2022年度実績を記載。

3級

2級

1級

受験者数

合格者数

合 格 率

受験者数

合格者数

合 格 率

受験者数

合格者数

合 格 率

77,064

30,654

39.8%
51,727

7,255

14.0%
10,078

1,158

11.5%

第156回
（’20.11）

70,748

40,129

56.7%
45,173

3,091

6.8%

第157回
（’21.02）

9,310

746

8.0%

7,785

502

6.4%

58,070

14,252

24.5%
28,572

5,440

19.0%

第158回
（’21.06）

58,025

13,296

22.9%
27,854

6,932

24.9%
11,389

935

8.2%

第159回
（’21.11）

52,649

22,512

42.8%
21,974

3,057

13.9%

第160回
（’22.02）

11,002

902

8.2%

43,723

16,770

38.4%
16,856

3,524

20.9%

第161回
（’22.06）

※第157回1級は第155回中止の代替措置になります。

３級では、商業簿記のみを学習し、小規模レベルの企業を
対象にします。

２級では、商業簿記と工業簿記を学習し、中小企業レベル
の企業を対象にします。

１級では、商業簿記・会計学、工業簿記・原価計算を学習
し、大企業レベルの企業を対象にします。

実施なし

簿記検定

試験概要（日商簿記検定） 簿記会計講座

※2022年11月現在。

19 20 The Institute of Accounting Research CHUO UNIVERSITY



現役公認会計士が担任講師として、個別学習指導、学習相談を実施します。学習習得状況をもとに、
各受講生のニーズに合った学習プランを直接指導することにより、現役合格が可能となります。

経理研究所出身現役公認会計士による担任指導

合格指導面談
担任と1対1で実施。受講状況や答案練習の結果をもとに、学習計画の確認・修
正などを行います。1.

進捗チェック
担任が受講の進捗状況や答案練習の受験状況などをチェックし、計画的な学習を
習慣づけます。そのため、無断欠席等には厳しい態度で臨みます。2.

中央大学に入学手続をした段階から、カリキュラムの受講が可能です。入学前から学習をスター
トして、早期に1級合格を勝ち取ることが可能です。

入学前学習が可能なカリキュラム編成

申込受付後、「テキスト」と「学生サポートシステムＩＤ」を送付
入学前の時間を有効活用し、Web授業で早期合格を目指します。

1.

入学前から学習スタート！
早めのスタートが早期合格への近道です。

2.

Web講義で効率よく学ぶ1.

いつでもどこでも受講可能2.

高速学習
授業は全てインターネットを介して配信しています。経理研究所オリジナル「学生サポートシステム」を活用し、自分のペースで早期合格を目指します。
学部の講義の空き時間を効率的に活用したＷｅｂ学習、また、倍速機能を活用したＷｅｂ学習により、他の受講生よりも早く学習し、早期
合格が可能となります。

10ステップ

スモールステップ教育

入門から1級まで10ステップ

段階別に学習できるから

次のステップに進める！

無理なく確実に

充実した答案練習

知識・概念の 修得
Web 授業

知識・概念の 定着
答案練習

曖昧な箇所を
残さない
答案練習

日商簿記検定１級・２級・３級合格を目指す講座です。簿記の基礎からスタートしますので、全くの初学者でも大丈夫です。

経理研究所では各受講生の学習状況に合った個別指導を重視しています。
その時点の学習習得状況に合ったカリキュラムを提供しておりますので、
学習がより進んでいる状況、学習が遅れている状況、あらゆる状況に対応したカリキュラムを選択することにより、
各受講生に合った合格カリキュラムに基づいて学習することができます。

講座の特長

※原則、オンライン会議システムでの実施となります。

年
月

2023 2024
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
級
・
2
級
・
3
級

パ
ッ
ク

合 

格
目 

標

単 

独

３級のみ

２級のみ

１級のみ 無料延長期間

簿記会計講座

簿記３級
・２級の学
習をします。

簿記１級の基礎講義
および過去問対策を
実施します。

簿記１級の直前講義
および対策答練を実
施します。

入門・
基礎 直前応用

トリプルチャンス！！
最大3回の

受験チャンスがあります。

1級講座受講者対象

（2023年11月・2024年6月・11月）

追加料金

不 要

答案練習で弱点を見つ
け、Web授業で弱点を補
強。一人ひとりのレベル・
目標に合わせた最適な学
習が可能です。

無料延長期間

カリキュラム

いろいろな講座に継続できます

▲

公認会計士へステップアップ P 7 へ
１級講座受講者→公認会計士講座（短答式・論文式試験対策〈応用・直前〉）　継続受講料　240,000円

１級講座受講者→税理士講座（簿記論・財務諸表論）　継続受講料　50,000円

▲

税理士へステップアップ P 2 3 へ

　簿記会計講座応用コース及び直前
コース受講経験者を対象に、日商簿記
１級検定試験合格を目指したカリキュラ
ムです。この講座は、簿記会計講座の
学習をさらに確実に理解し、どのような
問題にも対応できる応用的・実践的な
学習を行い、合格を確実にしようとする
講座です。

簿記会計上級講座

簿記１級を再チャレンジ
１級講座受講者→簿記会計上級講座

（2024年11月以降）

簿記会計講座（1級・2級・3級パック）

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、健康上の理由、経済上の理由等により受講継続困難となった場合は事務室へご相談ください。
※検定試験受験料は別途費用がかかります。　※受講料には消費税を含みます。　※受講期間終了後のテキストの受け取りはできません。
※2級のみに申込の場合、3級は受講できません。　※1級のみに申込の場合、3・2級は受講できません。

●受講会場　多摩キャンパス　　　●受講資格　中央大学学生（学部不問）
●受講手続　Ｐ26参照　　              ●受講期間　上記カリキュラム参照

日商簿記３級取得者 238,000円
日商簿記２級取得者 208,000円

※単独受講の場合、前級の合否は問いません。

258,000円●受 講 料

３級のみ       26,000円
２級のみ       66,000円
１級のみ     208,000円

単独受講料

※別途費用がかかります。詳細は経理研究
所事務室までお問い合わせください。

※３級のみ：受講期間終了後の講座延長はできません。継続して2級講座を受講する際は別途費用がかかります。
※２級のみ：受講期間終了後の講座延長はできません。継続して１級講座を受講する際は別途費用がかかります。

※ステップアップする年度によっては
　受講料が変更されることがあります。

　・2023年2月末日施行分（統一試験は第163回）までの取得（合格）が割引対象です。
　 ただし、申込書到着時点での取得状況で判断するため、合否結果待ち等は対象外となります。
　 申込後に合格が判明した場合の返金、合格を見越しての割引（申し込み）はいたしかねます。
　・日商以外の検定試験を取得している場合は以下の様に読み替えてください。
　 日商3級→全経2級、全商2級　　日商2級→全経1級、全商1級

※検定取得済による割引条件は以下の通りとなります。

簿記検定

簿記会計講座

３級・２級
合格 １級合格 １級合格１級合格

早期申込特典 講義動画の配信だけでなく、学習相談室、質問コーナー、練習問題のダウンロード
など、4月以降のサービスを先取りで利用できます。
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現役公認会計士が担任講師として、個別学習指導、学習相談を実施します。学習習得状況をもとに、
各受講生のニーズに合った学習プランを直接指導することにより、現役合格が可能となります。

経理研究所出身現役公認会計士による担任指導

合格指導面談
担任と1対1で実施。受講状況や答案練習の結果をもとに、学習計画の確認・修
正などを行います。1.

進捗チェック
担任が受講の進捗状況や答案練習の受験状況などをチェックし、計画的な学習を
習慣づけます。そのため、無断欠席等には厳しい態度で臨みます。2.

中央大学に入学手続をした段階から、カリキュラムの受講が可能です。入学前から学習をスター
トして、早期に1級合格を勝ち取ることが可能です。

入学前学習が可能なカリキュラム編成

申込受付後、「テキスト」と「学生サポートシステムＩＤ」を送付
入学前の時間を有効活用し、Web授業で早期合格を目指します。

1.

入学前から学習スタート！
早めのスタートが早期合格への近道です。

2.

Web講義で効率よく学ぶ1.

いつでもどこでも受講可能2.

高速学習
授業は全てインターネットを介して配信しています。経理研究所オリジナル「学生サポートシステム」を活用し、自分のペースで早期合格を目指します。
学部の講義の空き時間を効率的に活用したＷｅｂ学習、また、倍速機能を活用したＷｅｂ学習により、他の受講生よりも早く学習し、早期
合格が可能となります。

10ステップ

スモールステップ教育

入門から1級まで10ステップ

段階別に学習できるから

次のステップに進める！

無理なく確実に

充実した答案練習

知識・概念の 修得
Web 授業

知識・概念の 定着
答案練習

曖昧な箇所を
残さない
答案練習

日商簿記検定１級・２級・３級合格を目指す講座です。簿記の基礎からスタートしますので、全くの初学者でも大丈夫です。

経理研究所では各受講生の学習状況に合った個別指導を重視しています。
その時点の学習習得状況に合ったカリキュラムを提供しておりますので、
学習がより進んでいる状況、学習が遅れている状況、あらゆる状況に対応したカリキュラムを選択することにより、
各受講生に合った合格カリキュラムに基づいて学習することができます。

講座の特長

※原則、オンライン会議システムでの実施となります。

年
月

2023 2024
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
級
・
2
級
・
3
級

パ
ッ
ク

合 

格
目 

標

単 

独

３級のみ

２級のみ

１級のみ 無料延長期間

簿記会計講座

簿記３級
・２級の学
習をします。

簿記１級の基礎講義
および過去問対策を
実施します。

簿記１級の直前講義
および対策答練を実
施します。

入門・
基礎 直前応用

トリプルチャンス！！
最大3回の

受験チャンスがあります。

1級講座受講者対象

（2023年11月・2024年6月・11月）

追加料金

不 要

答案練習で弱点を見つ
け、Web授業で弱点を補
強。一人ひとりのレベル・
目標に合わせた最適な学
習が可能です。

無料延長期間

カリキュラム

いろいろな講座に継続できます

▲

公認会計士へステップアップ P 7 へ
１級講座受講者→公認会計士講座（短答式・論文式試験対策〈応用・直前〉）　継続受講料　240,000円

１級講座受講者→税理士講座（簿記論・財務諸表論）　継続受講料　50,000円

▲

税理士へステップアップ P 2 3 へ

　簿記会計講座応用コース及び直前
コース受講経験者を対象に、日商簿記
１級検定試験合格を目指したカリキュラ
ムです。この講座は、簿記会計講座の
学習をさらに確実に理解し、どのような
問題にも対応できる応用的・実践的な
学習を行い、合格を確実にしようとする
講座です。

簿記会計上級講座

簿記１級を再チャレンジ
１級講座受講者→簿記会計上級講座

（2024年11月以降）

簿記会計講座（1級・2級・3級パック）

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、健康上の理由、経済上の理由等により受講継続困難となった場合は事務室へご相談ください。
※検定試験受験料は別途費用がかかります。　※受講料には消費税を含みます。　※受講期間終了後のテキストの受け取りはできません。
※2級のみに申込の場合、3級は受講できません。　※1級のみに申込の場合、3・2級は受講できません。

●受講会場　多摩キャンパス　　　●受講資格　中央大学学生（学部不問）
●受講手続　Ｐ26参照　　              ●受講期間　上記カリキュラム参照

日商簿記３級取得者 238,000円
日商簿記２級取得者 208,000円

※単独受講の場合、前級の合否は問いません。

258,000円●受 講 料

３級のみ       26,000円
２級のみ       66,000円
１級のみ     208,000円

単独受講料

※別途費用がかかります。詳細は経理研究
所事務室までお問い合わせください。

※３級のみ：受講期間終了後の講座延長はできません。継続して2級講座を受講する際は別途費用がかかります。
※２級のみ：受講期間終了後の講座延長はできません。継続して１級講座を受講する際は別途費用がかかります。

※ステップアップする年度によっては
　受講料が変更されることがあります。

　・2023年2月末日施行分（統一試験は第163回）までの取得（合格）が割引対象です。
　 ただし、申込書到着時点での取得状況で判断するため、合否結果待ち等は対象外となります。
　 申込後に合格が判明した場合の返金、合格を見越しての割引（申し込み）はいたしかねます。
　・日商以外の検定試験を取得している場合は以下の様に読み替えてください。
　 日商3級→全経2級、全商2級　　日商2級→全経1級、全商1級

※検定取得済による割引条件は以下の通りとなります。

簿記検定

簿記会計講座

３級・２級
合格 １級合格 １級合格１級合格

早期申込特典 講義動画の配信だけでなく、学習相談室、質問コーナー、練習問題のダウンロード
など、4月以降のサービスを先取りで利用できます。
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簿記会計講座（1級）修了者を対象とした、会計分野２科目（「簿記論」「財務諸表論」）の科目合格を目指す講座です。

「公認会計士」へステップアップすることができます。近年の公認会計士試験では、一次試験で
ある「短答式試験」が最大の難関であると言われます。この「短答式試験」は４科目受験ですが、
このうち１科目が免除されるという
ことは、公認会計士合格への近道
であると言えます。

税理士試験は、科目選択制度と科目合格制度をとっているのが特徴です。受験者は１１科目中５科目を選択
（必須科目あり・下図参照）することができます。また、一度に５科目を受験する必要はなく、１科目ずつ受験で
き、一度合格した科目は生涯有効です。

試験科目
・道のり（　　　）必須科目である「簿記論」と「財務諸表論」の会計科目２科目と、選択必須科目である「法人税法」と「所得税法」

のどちらかを含めた税法科目３科目の、合計５科目を合格することが必要です。

特　　徴（　　　） 全１１科目から５科目を自由に選択することができます。必須科目もありますが、自
分の得意なパターンを選んで受験できます。

科目選択制度 得意な科目・好きな科目を選んで受験できる！

一度に５科目全てに合格する必要がなく、１科目ずつ受験・合格することができま
す。また、一度合格した科目は生涯有効ですので、自分の状況に合わせて臨機
応変に学習することができます。

科目合格制度 自分のペースに合わせて、学習量をアレンジできる！

就職し、実務経験を積む
（２年以上。合格の前後は問わない）

税理士

税理士試験（年１回／８月上旬）

通算５科目合格達成＝税理士試験合格

会計科目
（2科目受験）

国税

地方税

簿 　 記 　 論

法 人 税 法

または

または

必須科目

選択必須 選択必須

いずれか1科目は必ず選択

税法科目
（3科目受験）

財 務 諸 表 論 必須科目

所 得 税 法

消 費 税 法
いずれか1科目しか選択できません

酒　税　法

住　民　税
いずれか1科目しか選択できません

固定資産税

事　業　税

相 続 税 法 国税徴収法

税理士の科目合格は履歴書に書ける！
就職活動においてアピール材料になります！

「簿記論」「財務諸表論」に合格すると、
公認会計士試験科目「財務会計論」が免除になります！

P 7 へ公認会計士については

メリット

1

メリット

2

ここが

税理士試験制度

❶　簿記会計講座（１級）修了者を対象とした講座となりますので、この講座のみの受講はできません。
❷　税理士になるためには、会計分野２科目（「簿記論」「財務諸表論」）と税法分野３科目の合計５科目の合格が必

要となります。したがって、この講座は税理士試験５科目全部の合格を目指すものではありません。

注
意

事
項

一般的な試験では、最終合格しなければ履
歴書には記載できませんが、税理士試験は
科目合格でも履歴書に記載ができます。

就職にも使える！！

税理士講座（簿記論・財務諸表論）
●受講会場　多摩キャンパス

●受 講 料　50,000 円
●受講資格　簿記会計講座（1級）修了者

●受講期間　上記カリキュラム参照

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、
健康上の理由、経済上の理由等により受講継続困難と
なった場合は事務室へご相談ください。

※税理士試験の受験料は別途費用がかかります。
※受講料には消費税を含みます。
※受講期間終了後のテキストの受け取りはできません。

オ  ス  ス メ ！

税理士

税理士試験概要 税理士講座（簿記論・財務諸表論）

年
月

2023 2024
12 1

合 

格
目 

標

税理士講座
簿　記　論
財務諸表論
合　格

カリキュラム

2 3 4 5 6 7 8
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簿記会計講座（1級）修了者を対象とした、会計分野２科目（「簿記論」「財務諸表論」）の科目合格を目指す講座です。

「公認会計士」へステップアップすることができます。近年の公認会計士試験では、一次試験で
ある「短答式試験」が最大の難関であると言われます。この「短答式試験」は４科目受験ですが、
このうち１科目が免除されるという
ことは、公認会計士合格への近道
であると言えます。

税理士試験は、科目選択制度と科目合格制度をとっているのが特徴です。受験者は１１科目中５科目を選択
（必須科目あり・下図参照）することができます。また、一度に５科目を受験する必要はなく、１科目ずつ受験で
き、一度合格した科目は生涯有効です。

試験科目
・道のり（　　　）必須科目である「簿記論」と「財務諸表論」の会計科目２科目と、選択必須科目である「法人税法」と「所得税法」

のどちらかを含めた税法科目３科目の、合計５科目を合格することが必要です。

特　　徴（　　　） 全１１科目から５科目を自由に選択することができます。必須科目もありますが、自
分の得意なパターンを選んで受験できます。

科目選択制度 得意な科目・好きな科目を選んで受験できる！

一度に５科目全てに合格する必要がなく、１科目ずつ受験・合格することができま
す。また、一度合格した科目は生涯有効ですので、自分の状況に合わせて臨機
応変に学習することができます。

科目合格制度 自分のペースに合わせて、学習量をアレンジできる！

就職し、実務経験を積む
（２年以上。合格の前後は問わない）

税理士

税理士試験（年１回／８月上旬）

通算５科目合格達成＝税理士試験合格

会計科目
（2科目受験）

国税

地方税

簿 　 記 　 論

法 人 税 法

または

または

必須科目

選択必須 選択必須

いずれか1科目は必ず選択

税法科目
（3科目受験）

財 務 諸 表 論 必須科目

所 得 税 法

消 費 税 法
いずれか1科目しか選択できません

酒　税　法

住　民　税
いずれか1科目しか選択できません

固定資産税

事　業　税

相 続 税 法 国税徴収法

税理士の科目合格は履歴書に書ける！
就職活動においてアピール材料になります！

「簿記論」「財務諸表論」に合格すると、
公認会計士試験科目「財務会計論」が免除になります！

P 7 へ公認会計士については

メリット

1

メリット

2

ここが

税理士試験制度

❶　簿記会計講座（１級）修了者を対象とした講座となりますので、この講座のみの受講はできません。
❷　税理士になるためには、会計分野２科目（「簿記論」「財務諸表論」）と税法分野３科目の合計５科目の合格が必

要となります。したがって、この講座は税理士試験５科目全部の合格を目指すものではありません。

注
意

事
項

一般的な試験では、最終合格しなければ履
歴書には記載できませんが、税理士試験は
科目合格でも履歴書に記載ができます。

就職にも使える！！

税理士講座（簿記論・財務諸表論）
●受講会場　多摩キャンパス

●受 講 料　50,000 円
●受講資格　簿記会計講座（1級）修了者

●受講期間　上記カリキュラム参照

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、
健康上の理由、経済上の理由等により受講継続困難と
なった場合は事務室へご相談ください。

※税理士試験の受験料は別途費用がかかります。
※受講料には消費税を含みます。
※受講期間終了後のテキストの受け取りはできません。

オ  ス  ス メ ！

税理士

税理士試験概要 税理士講座（簿記論・財務諸表論）

年
月

2023 2024
12 1

合 

格
目 

標

税理士講座
簿　記　論
財務諸表論
合　格

カリキュラム

2 3 4 5 6 7 8
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◎入学前のお申し込みがおトクです。【2023年1月】より申込受付開始！！

◎受講料を先にお振り込みいただいてから、お申し込みください。

申込受付後「テキスト」と「学生サポートシステム ID」を送付します。入学までの期間をWeb上で先に学習を始めることができます。

◎初回講義【2023年4月10日（月）】までに、できる限りお申し込みください。
講座開講後の申し込みも可能ですが、確実な合格を目指すためにも、初回講義からの出席をおすすめします。

次の方法により、別添の申込書にてお申し込みください。

●申込書類について
❶「公認会計士講座」・「簿記会計講座」のうち希望する講座の申込書と、銀行から渡される振込金受取書（またはATM利用明細）のコピーを提出して
ください。なお、インターネットバンキングによるお振込の場合、振込額、振込依頼人が確認できる振込完了画面を印刷してください。また、日商簿記３級・２
級・1級取得者は、合格証書のコピー（白黒）もあわせて提出してください。（2級取得者は2級、1級取得者は1級の合格証書のみご提出ください）

❷申込書は切り取り線より小さく切らないで下さい。（HPから印刷する際は縮小せず、A4サイズで出力をお願いします。）
※現金による申し込みは、受け付けておりませんのでご注意ください。
※単独受講でお申し込みの方は合格証書のコピー提出は不要です。
※合格証書の到着待ちの方は合格したことが確認できる合格発表サイトの画面印刷でも構いません。

●郵送でお申し込みの場合

スタートダッシ
ュで

差をつける

振り込み銀行

三井住友銀行（八王子支店）
みずほ銀行（府中支店）

普通 3165785 番
普通   811574 番

口座番号
本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える
現金の振り込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となりますので
ご注意ください。

チュウオウダイガクケイリケンキュウジョ

振込口座名 ： 中央大学経理研究所

振込名義は本人名（受講者）でお願いします。学籍番号等は入れないで下さい。【受講料振込先】

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、健康上の理由、経済上の理由等により
　受講継続困難となった場合は事務室へご相談ください。

●経理研究所事務室（多摩）でお申し込みの場合
事務室でお申し込みの方は、申込受付時にその場で「学生サポートシステム」の ID・テキスト等をお渡しします。
茗荷谷キャンパスでのお申し込みはできません。法学部に入学予定の方は郵送でお申し込みください。

「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、中央大学経理研究所では受講者の個人情報について慎重に管理し、個人情報の保護に努め
ます。下記の目的以外に利用することはありません。また、受講者の情報を受講者の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
１．受講者への連絡及び受講生証、教材・テキスト等の送付
２．講座関連情報（パンフレット、チラシ等）の送付
３．受講者に関する資料の作成（受講者名簿、統計資料等）

個人情報の取り扱いについて

郵送でお申し込み（入学前含む）をされた方には、書類等確認後、「学生サポートシステム」の ID・テキスト等を郵送します。受け取り住所として、
申込書のテキスト郵送先欄のどちらかに必ず○をつけて下さい。
申込書の郵送先　〒192-0393　東京都八王子市東中野742-1　中央大学経理研究所　申込手続係

予備校等は費用も高く、大学の授業とのスケジュール調整が困
難ですが、経理研究所は費用も安く、大学の授業との両立も容
易です。特に、通学時間が必要ないのが魅力です。講師も授業
の質も予備校等と比べても全く遜色ありません。

A
予備校等に通うのと
経理研究所に通うのとどちらがいいですか？Q

商学部に比べて他学部には授業で関連する科目が少ない
のは事実ですが、経理研究所では初歩から丁寧に教えます
のでご安心ください。また、商学部以外にも法学部、経済学
部、文学部、総合政策学部、国際経営学部の人が在籍して
います。商学部以外の受講生の１級合格者・公認会計士試
験合格者も大勢います。

A
商学部以外の学部で不利になりませんか？
商学部以外の人も受講していますか？Q

公認会計士の有する知識、能力は経済社会にとって、必要
不可欠なものなので、さまざまな場でその知識、能力を活かす
ことができます。コンサルティング会社はもちろんのこと、一般
企業の経理部や銀行の企業調査部で仕事をしている公認会
計士や、金融検査官や知能犯罪の捜査にあたっている人、さ
らには社外監査役や地方公共団体の外部監査人として活躍
している人もいます。（日本公認会計士協会会報から転載）

A
公認会計士の仕事の場は、監査法人ないし
公認会計士事務所以外にありますか？Q

心配いりません。受講生の大半が普通科高校出身者です。
また簿記も仕組みを理解すれば楽しくなります。経理研究所
では基礎から講義しますので安心してください。A
普通科高校出身ですが簿記の授業に
ついていけますか？また、簿記は楽しいですか？Q

簿記と数学は関係ありません。足し算・引き算・掛け算・割り
算ができれば充分です。電卓の使用も認められています。

数学が苦手なのですが大丈夫ですか？Q
A

通学時間を有効に活用することにより勉強時間を確保できま
す。スマートフォンから「学生サポートシステム」（P5参照）を活
用している方が多いようです。A
家が遠いため経理研究所に入ると
帰る時間が遅くなり、
予習や復習の時間がとれそうもないのですが…。Q

無理ではありませんが、自分で優先順位をつけ、目的意識をし
っかり持たないと、どれも中途半端に終わります。やる気さえあ
れば充分可能です。自分の時間を上手に使ってください。A
サークル・アルバイトとの両立はできますか？Q

心配無用です。経理研究所の講座は、原則オンラインで開講
するので時間は選びません。教室で実施する場合も5時間目
以降に実施し、参加できない方向けの代替措置も用意します。

A
大学の授業との両立はできますか？
学部の授業科目と時間割が
重なる心配はないですか？Q

男女の区別なく、監査法人に就職して定年まで勤務すること
もできますし、パートタイム勤務することもできます。また、独立
開業することでさまざまな業務を選択することが可能です。（日
本公認会計士協会会報から転載）

A
女性公認会計士の活躍を耳にしますが、
この仕事は一生続けられますか？Q

受講可能です。ただし、多摩キャンパスとは一部異なる取扱いがありま
す。不明な点はお問い合わせください。
・多摩キャンパスのみで実施される参加必須の講義等はありますか。
→所属プランによって、週末に模擬試験等を実施する場合がありま
　す。これは多摩キャンパスのみの実施となります。参加できない方は
　事前にご連絡いただければ、試験データの送付等の対応が可能で
　すので、自宅等で解いて提出していただく事ができます。
・長期休暇中（夏季休業等）は多摩キャンパスに行かなければなりま
せんか。
→基本的には必要ありません。練習問題のデータはサイトからダウンロ
　ードが可能です。
・茗荷谷キャンパスで対面形式の授業はありますか。
→対面式の講義はなく、全て録画済みの講義映像を視聴していただ
　きます。インターネット環境があればいつでもどこでも、何度でも視聴
　可能です。これは多摩も同様です。
　映像を視聴していることを前提に、練習問題（答案練習）を実施し
　ていただきます。わからない問題があれば講師または学生スタッフに
　お問い合わせください。自己採点をして、オンライン上で点数報告を
　していただきます。
・わからない問題はどうやって質問できますか。
→多摩所在の現役合格者がオンライン上で対応します。事前予約等は
　必要なく、ライブ形式またはメッセージ形式で問い合わせが可能です。
・テキストはどの様な受け渡しになりますか。
→送料着払いでの郵送になります。恐れ入りますが、茗荷谷キャンパ
　スでの手渡しはありません。
・茗荷谷キャンパスで受講生用の個人研究室や自習室はありますか。
→個人研究室は多摩キャンパスのみの設置となります。図書館や共
　有の学習スペースをご利用ください。
・簿記検定試験は茗荷谷キャンパスでも受験できますか。
→できません。中央大学が会場になるのは多摩キャンパスのみです。

A
法学部が茗荷谷キャンパスへ移転しますが、
法学部生の受講は可能でしょうか。Q

経理研究所 Q&A

経理研究所  Q&A 申込方法
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◎入学前のお申し込みがおトクです。【2023年1月】より申込受付開始！！

◎受講料を先にお振り込みいただいてから、お申し込みください。

申込受付後「テキスト」と「学生サポートシステム ID」を送付します。入学までの期間をWeb上で先に学習を始めることができます。

◎初回講義【2023年4月10日（月）】までに、できる限りお申し込みください。
講座開講後の申し込みも可能ですが、確実な合格を目指すためにも、初回講義からの出席をおすすめします。

次の方法により、別添の申込書にてお申し込みください。

●申込書類について
❶「公認会計士講座」・「簿記会計講座」のうち希望する講座の申込書と、銀行から渡される振込金受取書（またはATM利用明細）のコピーを提出して
ください。なお、インターネットバンキングによるお振込の場合、振込額、振込依頼人が確認できる振込完了画面を印刷してください。また、日商簿記３級・２
級・1級取得者は、合格証書のコピー（白黒）もあわせて提出してください。（2級取得者は2級、1級取得者は1級の合格証書のみご提出ください）

❷申込書は切り取り線より小さく切らないで下さい。（HPから印刷する際は縮小せず、A4サイズで出力をお願いします。）
※現金による申し込みは、受け付けておりませんのでご注意ください。
※単独受講でお申し込みの方は合格証書のコピー提出は不要です。
※合格証書の到着待ちの方は合格したことが確認できる合格発表サイトの画面印刷でも構いません。

●郵送でお申し込みの場合

スタートダッシ
ュで

差をつける

振り込み銀行

三井住友銀行（八王子支店）
みずほ銀行（府中支店）

普通 3165785 番
普通   811574 番

口座番号
本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える
現金の振り込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となりますので
ご注意ください。

チュウオウダイガクケイリケンキュウジョ

振込口座名 ： 中央大学経理研究所

振込名義は本人名（受講者）でお願いします。学籍番号等は入れないで下さい。【受講料振込先】

※講座開講後は返金できませんのでご注意ください。なお、健康上の理由、経済上の理由等により
　受講継続困難となった場合は事務室へご相談ください。

●経理研究所事務室（多摩）でお申し込みの場合
事務室でお申し込みの方は、申込受付時にその場で「学生サポートシステム」の ID・テキスト等をお渡しします。
茗荷谷キャンパスでのお申し込みはできません。法学部に入学予定の方は郵送でお申し込みください。

「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、中央大学経理研究所では受講者の個人情報について慎重に管理し、個人情報の保護に努め
ます。下記の目的以外に利用することはありません。また、受講者の情報を受講者の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
１．受講者への連絡及び受講生証、教材・テキスト等の送付
２．講座関連情報（パンフレット、チラシ等）の送付
３．受講者に関する資料の作成（受講者名簿、統計資料等）

個人情報の取り扱いについて

郵送でお申し込み（入学前含む）をされた方には、書類等確認後、「学生サポートシステム」の ID・テキスト等を郵送します。受け取り住所として、
申込書のテキスト郵送先欄のどちらかに必ず○をつけて下さい。
申込書の郵送先　〒192-0393　東京都八王子市東中野742-1　中央大学経理研究所　申込手続係

予備校等は費用も高く、大学の授業とのスケジュール調整が困
難ですが、経理研究所は費用も安く、大学の授業との両立も容
易です。特に、通学時間が必要ないのが魅力です。講師も授業
の質も予備校等と比べても全く遜色ありません。

A
予備校等に通うのと
経理研究所に通うのとどちらがいいですか？Q

商学部に比べて他学部には授業で関連する科目が少ない
のは事実ですが、経理研究所では初歩から丁寧に教えます
のでご安心ください。また、商学部以外にも法学部、経済学
部、文学部、総合政策学部、国際経営学部の人が在籍して
います。商学部以外の受講生の１級合格者・公認会計士試
験合格者も大勢います。

A
商学部以外の学部で不利になりませんか？
商学部以外の人も受講していますか？Q

公認会計士の有する知識、能力は経済社会にとって、必要
不可欠なものなので、さまざまな場でその知識、能力を活かす
ことができます。コンサルティング会社はもちろんのこと、一般
企業の経理部や銀行の企業調査部で仕事をしている公認会
計士や、金融検査官や知能犯罪の捜査にあたっている人、さ
らには社外監査役や地方公共団体の外部監査人として活躍
している人もいます。（日本公認会計士協会会報から転載）

A
公認会計士の仕事の場は、監査法人ないし
公認会計士事務所以外にありますか？Q

心配いりません。受講生の大半が普通科高校出身者です。
また簿記も仕組みを理解すれば楽しくなります。経理研究所
では基礎から講義しますので安心してください。A
普通科高校出身ですが簿記の授業に
ついていけますか？また、簿記は楽しいですか？Q

簿記と数学は関係ありません。足し算・引き算・掛け算・割り
算ができれば充分です。電卓の使用も認められています。

数学が苦手なのですが大丈夫ですか？Q
A

通学時間を有効に活用することにより勉強時間を確保できま
す。スマートフォンから「学生サポートシステム」（P5参照）を活
用している方が多いようです。A
家が遠いため経理研究所に入ると
帰る時間が遅くなり、
予習や復習の時間がとれそうもないのですが…。Q

無理ではありませんが、自分で優先順位をつけ、目的意識をし
っかり持たないと、どれも中途半端に終わります。やる気さえあ
れば充分可能です。自分の時間を上手に使ってください。A
サークル・アルバイトとの両立はできますか？Q

心配無用です。経理研究所の講座は、原則オンラインで開講
するので時間は選びません。教室で実施する場合も5時間目
以降に実施し、参加できない方向けの代替措置も用意します。

A
大学の授業との両立はできますか？
学部の授業科目と時間割が
重なる心配はないですか？Q

男女の区別なく、監査法人に就職して定年まで勤務すること
もできますし、パートタイム勤務することもできます。また、独立
開業することでさまざまな業務を選択することが可能です。（日
本公認会計士協会会報から転載）

A
女性公認会計士の活躍を耳にしますが、
この仕事は一生続けられますか？Q

受講可能です。ただし、多摩キャンパスとは一部異なる取扱いがありま
す。不明な点はお問い合わせください。
・多摩キャンパスのみで実施される参加必須の講義等はありますか。
→所属プランによって、週末に模擬試験等を実施する場合がありま
　す。これは多摩キャンパスのみの実施となります。参加できない方は
　事前にご連絡いただければ、試験データの送付等の対応が可能で
　すので、自宅等で解いて提出していただく事ができます。
・長期休暇中（夏季休業等）は多摩キャンパスに行かなければなりま
せんか。
→基本的には必要ありません。練習問題のデータはサイトからダウンロ
　ードが可能です。
・茗荷谷キャンパスで対面形式の授業はありますか。
→対面式の講義はなく、全て録画済みの講義映像を視聴していただ
　きます。インターネット環境があればいつでもどこでも、何度でも視聴
　可能です。これは多摩も同様です。
　映像を視聴していることを前提に、練習問題（答案練習）を実施し
　ていただきます。わからない問題があれば講師または学生スタッフに
　お問い合わせください。自己採点をして、オンライン上で点数報告を
　していただきます。
・わからない問題はどうやって質問できますか。
→多摩所在の現役合格者がオンライン上で対応します。事前予約等は
　必要なく、ライブ形式またはメッセージ形式で問い合わせが可能です。
・テキストはどの様な受け渡しになりますか。
→送料着払いでの郵送になります。恐れ入りますが、茗荷谷キャンパ
　スでの手渡しはありません。
・茗荷谷キャンパスで受講生用の個人研究室や自習室はありますか。
→個人研究室は多摩キャンパスのみの設置となります。図書館や共
　有の学習スペースをご利用ください。
・簿記検定試験は茗荷谷キャンパスでも受験できますか。
→できません。中央大学が会場になるのは多摩キャンパスのみです。

A
法学部が茗荷谷キャンパスへ移転しますが、
法学部生の受講は可能でしょうか。Q

経理研究所 Q&A

経理研究所  Q&A 申込方法
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「実学の中大」が誇る、伝統と実績の研究所

中央大学経理研究所

2023年度版

検索中央大学経理研究所

学内スクールだから通学時間・交通費はゼロ　受講料は予備校等の約半額

「実学の中大」が誇る、伝統と実績の研究所

中央大学経理研究所

企業が求める資格ランキング
（㈱リクルートキャリアによる集計より）

人気資格ランキング
（「クチコミランキング」ホームページより）

簿記
検定

公認会計士公認会計士公認会計士
経理研なら在学中に合格できる！！経理研なら在学中に合格できる！！経理研なら在学中に合格できる！！

2019年公認会計士試験（論文式試験）TOPIC

TOPIC

TOPIC 2020年公認会計士試験（論文式試験）

（全国現役合格率44.4％）

65.3％65.3％65.3％
現役合格率現役合格率

2021年公認会計士試験（論文式試験）

2年生合格4名、3年生合格11名、4年生合格10名の合計25名が経理研究所受講生です！

2年生合格2名、3年生合格9名、4年生合格20名の 合計31名が経理研究所受講生です！
2年生合格5名、3年生合格15名、4年生合格15名の 合計35名が経理研究所受講生です！

新入生のための「経理研究所ガイダンス」を実施中です！

https://mdl3.chuo-keiriken.jp/

経理研究所
学生サポートシステムホームページ

こちらをクリック
ユーザー名：keiriken2023
パスワード：keiriken2023

Web上にて「経理研究所講師（中央大学卒・公認会計士）による経理研究所ガイダンス」を配信中！
―経理研究所講師が、「入学前時間の活用方法」「経理研究所の魅力」等をお伝えします！

― 学生同士ですので、気軽に何でも聞いてください！ ―

経理研究所の先輩が、皆さんのお越しをお待ちしています。「経理研究所」や「会計士講座・簿記会計講座」についてはもちろん、
「一人暮らしをするならどこに住むのがおすすめですか？」等の学生生活についてのご質問も大歓迎です。学生同士でしか聞け
ない話もあるかと思います。下記時間内でしたらいつでも構いませんので、お気軽にお越しください。

「現役学生（公認会計士試験合格者）による相談会」を実施中！

【時間帯】　月～金　９：００～１１：３０、１２：３０～１6：００ ・ 土　９：００～１１：３０
【場　所】　経理研究所事務室＜多摩キャンパス学生研究棟（炎の塔）１階＞

多摩キャンパス
〒192-0393　
東京都八王子市東中野 742-1　
学生研究棟 1階
経理研究所事務室
TEL.042-674-4215
FAX.042-674-4214

※上記時間は変更されることがあります。お電話にてご確認の上、お越し下さい。

簿記検定（中大生のための就職支援講座）
税 理 士（簿記論・財務諸表論）
簿記検定（中大生のための就職支援講座）
税 理 士（簿記論・財務諸表論）

現役合格するなら中央大学経理研究所！

公認会計士公認会計士公認会計士
簿記検定（中大生のための就職支援講座）
税 理 士（簿記論・財務諸表論）



日商簿記
3級取得者
日商簿記
2級取得者

258,000円
238,000円
208,000円

日商簿記3級または2級取得者は、合格証書のコピーも提出してください

日商簿記3級・2級・1級取得者は、合格証書のコピーも提出してください

振込
金額に
○印

事　務
使用欄

26,000円
66,000円
208,000円

振込
金額に
○印

日商簿記
3級取得者
日商簿記
2級取得者

448,000円
428,000円
398,000円

日商簿記
1級取得者 358,000円

振込
金額に
○印

公認会計士講座

2023年度公認会計士講座申込書

2023年度簿記会計講座（1級・2級・3級パック）申込書

※検定取得済による割引条件は、講座
案内P.13をご覧ください。
※学籍番号及び入学後の住所の欄は、
未定の場合は未定と記入し、判明次第
「学生サポートシステム」に登録してくだ
さい。
※講座開講後は返金できませんのでご
注意ください。なお、健康上の理由、経
済上の理由等により受講継続困難とな
った場合は事務室へご相談ください。

※検定取得済による割引条件は、講座
案内P.22をご覧ください。
※学籍番号及び入学後の住所の欄は、
未定の場合は未定と記入し、判明次第
「学生サポートシステム」に登録してくだ
さい。
※講座開講後は返金できませんのでご
注意ください。なお、健康上の理由、経
済上の理由等により受講継続困難とな
った場合は事務室へご相談ください。

2023年度簿記会計講座（単独受講）申込書

※学籍番号及び入学後の住所の欄は、未
定の場合は未定と記入し、判明次第「学
生サポートシステム」に登録してください。
※講座開講後は返金できませんのでご
注意ください。なお、健康上の理由、経
済上の理由等により受講継続困難とな
った場合は事務室へご相談ください。
※2級のみに申込の場合、3級は受講
できません。
※1級のみに申込の場合、3・2級は受講
できません。
※単独受講の場合、前級の合否は問い
ません。

（西暦）

学籍番号※学科学部年入学2 0

（　　　－　　　  ）

（　　　－　　　  ）

（　　　－　　　－　　　 ）

（　　　－　　　－　　　 ）

２級のみ

１級のみ

３級のみ

テ
キ
ス
ト
郵
送
先

名

テ

事　務
使用欄

（西暦）

学籍番号※学科学部年入学2 0

（　　　－　　　  ）

（　　　－　　　  ）

（　　　－　　　－　　　 ）

（　　　－　　　－　　　 ）

テ
キ
ス
ト
郵
送
先

名

テ

事　務
使用欄

（西暦）

学籍番号※学科学部年入学2 0

（　　　－　　　  ）

（　　　－　　　  ）

（　　　－　　　－　　　 ）

（　　　－　　　－　　　 ）

テ
キ
ス
ト
郵
送
先

名

テ

フリガナ

氏　名

出身高校

振込銀行
に○印

保護者
の住所

入学後
の住所

フリガナ

氏　名

出身高校

振込銀行
に○印

保護者
の住所

入学後
の住所

フリガナ

氏　名

出身高校

振込銀行
に○印

保護者
の住所

入学後
の住所

　三井住友銀行（八王子支店）
　みずほ銀行（府中支店）

　三井住友銀行（八王子支店）
　みずほ銀行（府中支店）

　三井住友銀行（八王子支店）
　みずほ銀行（府中支店）


	2023_全体
	_2023年度_申込書new

