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はじめに

皆さんは自分の将来についてどのように考えていますか？

就職、進学、留学…どんな道に進むときでも役に立ち、自分の能力を客観的に証明してくれるのが資格です。

資格を持っていること、あるいは、資格取得のために一生懸命学んだ経験は、

きっと皆さんの自信につながり、幅広い進路選択を可能にすることでしょう。

将来の可能性を拡げる「資格取得」にあなたもチャレンジしてみませんか？

資格取得までのステップ

1 まずは、資格の種類を知ろう！ 参考 P.2～P.4

商学部に関連する資格は数多くありますが、現在商学部では下記の資格について資格取得の支援体制があります。

会 計 系

経営・実務系

金 融 系

語 学 系

簿記／公認会計士／税理士

ファイナンシャル・プランナー（FP）／中小企業診断士

証券アナリスト

TOEIC®L&Rテスト

商学部資格試験講座
キャンパス内で講座を受けられるので、移動の必要がありません。比較的安価で受けることができます。課外講座なので、単位に
はなりません。講座によって、資格取得を目指すものと、資格取得のための基礎的・入門的な内容を学ぶものがあります。

商学部正規科目
キャンパス内で講座を受けられるので、移動の必要がありません。正規科目なので、別途受講料は不要です。登録期間中に
科目登録が必要です。登録履修し合格すれば、単位が取得できます。

その他
専門学校・独学など。

学習方法

2 自分が目指す資格を決めて、スケジュールを立てよう！

3 学習を始めよう！

自分の興味関心や将来のプランに応じて、自分に合った資格を見つけま
しょう。資格試験講座のガイダンスにも積極的に参加してみてください。
そして、いつまでに資格を取得したいのか、試験日程はいつなのか、受験
資格は何か、などを調ベて、資格取得までのスケジュールを立てましょう。

立てたスケジュールをもとに、資格取得のための学習を始めましょう。

このガイドやインターネットなどを
利用し、まずはそれぞれの資格が
どのようなものなのか知りましょう。

参考 別紙TOPICS

参考 裏表紙および別紙
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※TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です。
※「L&R」は「LISTENING AND READING」の短縮形です。



各資格について

会計系の資格

簿 記 会計系に限らず、商学部に関連する資格試験の多くは、やはり簿記が基本！！まずは日商簿記検定試験にチャレンジ！！

■ 試験制度

受験資格

試 験

試験期日

なし。

日商1級 …… 商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算
日商2級 …… 商業簿記、工業簿記
日商3級 …… 商業簿記

6月、11月、2月（2月は2・3級のみ）

試験勉強の取り組み
まずは、日商簿記検定3級、2級から。
資格試験講座では日商簿記検定対策講座を開設していますので受講をお勧めします。

オススメPOINT

■ ビジネス全般に役に立つ知識が得られる。
■ 企業の経理部門で働く必須スキル。
■ 営業・管理部門に必要な知識として企業が評価。
■ 他の検定・資格と組み合わせてキャリアアップが狙える。

商学部では日商簿記検定試験の団体申込み受付を行ってい
ます。6月試験は4月中旬～下旬、11月試験は9月下旬～10月
上旬、2月試験は1月上旬～中旬頃に申込みを受け付けます。
詳細は申込み期間前に商学部掲示板・HPでお知らせします。

監査および会計の専門家としての国家資格。企業の財務書類の監査または証明を行い、わが国の経済活動の基盤を支える
重要な役割をもつ。経理・財務・企業法務にも精通しているためコンサルティング業務も行うことができる。

■ 試験制度

短答式試験

論文式試験

公認会計士試験
合格者

公認会計士

試験免除規定

①財務会計論（簿記・財務諸表論）、②管理会計論、③監査論、④企業法（商法等）
［1科目ごとではなく、4科目の総点数で合否判定］
※短答式試験合格者は、以後2年間短答式試験が免除される。

①会計学（財務会計論・管理会計論）、②監査論、③企業法（商法等）、④租税法、⑤経営学、経済学、民法、統計学から1科目選択。
［1科目ごとではなく、5科目で合否判定］
※論文式試験全体では合格していないが、一部科目のみ基準を超えて得点した場合に
　一部科目については以後2年間試験が免除される。

実務補習、2年以上の業務補助を経て、公認会計士協会による
修了考査に合格すれば、公認会計士として登録。

会計大学院（アカウンティング・スクール）で一定科目を修得した者は、
短答式試験の財務会計論、管理会計論、監査論の3科目が免除される。

試験勉強の取り組み
まずは、日商簿記検定3級、2級から。資格試験講座では日商簿記検定対策講座・公認会計士入門講座を
開設していますので受講をお勧めします。それから専門学校で本格的に公認会計士試験に取り組むという
のが一般的です。

公認会計士

オススメPOINT

■ 医師・弁護士とならぶ花形国家資格。
■ 会計に携わる資格の最高峰。
■ 法定監査は公認会計士の独占業務。
■  独立開業、監査法人勤務、コンサルティング業務など 
多彩な活躍の場。

税務の専門家としての国家資格。公正な立場で納税者の申告納税を手伝うのが主な業務。
税務の高度な知識を活かして、経営者に経営指導を行い経営戦略の相談に応えるコンサルティング業務も行うことができる。

■ 試験制度

受験資格

試 験

税理士

試験免除規定

会計科目 なし。（令和5年度より変更）

税法科目   ①大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者。 
②日商簿記検定1級合格者など。

試験勉強の取り組み
まずは、日商簿記検定3級、2級から。資格試験講座では日商簿記検定対策講座・税理士入門講座を開設
していますので受講をお勧めします。それから専門学校で本格的に税理士試験に取り組むというのが一般
的です。

税理士

オススメPOINT

■ 税金のエキスパート。
■  税務代理、税務書類の作成、 
税務相談を行うことができるのは税理士だけ。

■ 科目合格でも履歴書に書け、企業が評価。
■  独立開業、企業内税理士、コンサルティング業務など 
幅広いビジネスフィールド。

2

※コロナウイルスの影響により変更となる場合があります。

　　 慶應義塾大学 187人
　　 早稲田大学 109人
　　 明治大学 86人
　　 東京大学 57人
　　 中央大学 54人

　　 立命館大学 54人
　　 神戸大学 50人
　　 京都大学 47人
　　 同志社大学 44人
　　 一橋大学 38人

大学別公認会計士試験合格ランキング
2022(令和4年)

公認会計士三田会（慶應義塾大学出身の公認会計士の会）の資料を基にしています。

1

2

3

4

5
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会計科目 ①簿記論、②財務諸表論の2科目必須。

税法科目  ①法人税法、②所得税法、③相続税法、④消費税法または酒税法、⑤国税徴収法、⑥住民税または事業税、⑦固定資産税のなかから3科目を選択。 
ただし、法人税法または所得税法のいずれか1科目は必ず選択。

※上記の会計関係科目2科目、税法関係科目3科目、合計5科目に合格すればよい。一度に受からなくても、合格科目を積み重ね、5科目そろえばゴール。

税理士試験に合格しても税理士となり税務業務を行うには、通算して2年以上の実務経験が必要（その実務経験は試験合格の前でも後でもかまわない）。

大学院において会計学もしくは税法に属する科目に関する研究において修士の
学位を授与された者は、上記試験科目の一部が免除になる。



資格試験講座受講生（商学部生）のみが利用できる施設があります。同じ目標を持つ仲間と一緒に頑張りましょう！

資格試験自習室①②

各資格について

経営・実務系の資格

ファイナンシャル・
プランナー

金融商品、保険、不動産、年金など幅広い知識を持ち、顧客の資産運用のベストプランを提案するプロフェッショナル。
さまざまな分野をフォローしており、企業系FP（企業で活躍）や独立系FP（独立開業）として多彩な活躍の場がある。

■ 試験制度

受検資格

AFP
資格審査試験

（兼2級FP技能検定試験）

AFP

CFP
資格審査試験

CFP

日本FP協会認定のAFP認定研修を受講し、必要な課目・単位を履修しなければならない。研修課目は①FP基礎、②金融資産運用設計、③不動産運用設計、
④ライフプランニング・リタイアメントプランニング、⑤リスクと保険、⑥タックスプランニング、⑦相続・事業承継設計、⑧提案書の作成の8課目。

試験は年3回。

学科試験 ①ライフプランニングと資金計画、②リスク管理、③金融資産運用、④タックスプランニング、⑤不動産、⑥相続・事業承継

実技試験 �①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、②ファイナンシャル・プランニングのプロセス、 ③顧客のファイナンス状況の分析と評価、④プランの検討・作成と提示

AFP（Affiliated Financial Planner）：プロとしてのFP業務が行える人で、顧客の利益を
最大限に守る高い職業倫理を有していることが求められる。

試験は原則として年2回実施。出題課目は①金融資産運用設計、②不動産運用設計、
③ライフプランニング・リタイアメントプランニング、④リスクと保険、⑤タックスプランニング、
⑥相続・事業承継設計。1課目ずつの受検および合格が認められている。

CFP（Certified Financial Planner）：世界で認められた共通水準の資格で、高度な
知識とスキルを持ち、専門家としての確固たる倫理と経験を備えたFPに与えられる。米国
では高い資格として評価されている。認定には研修の受講と通算実務経験3年が必要。

試験勉強の取り組み
資格試験講座では、3級FP技能士資格試験対策講座を開設しています。また、商学部正規科目として「ファイナンシャル・プランナー基礎」「ファイナンシャル・プランナー応用1」「ファイナン
シャル・プランナー応用2」「ファイナンシャル・プランナー実践」を開設しています。これらの科目はAFP認定研修として日本FP協会から認定されていますので、順に登録履修し、単位を修得
することによって、2級ＦＰ技能検定試験（兼ＡＦＰ資格審査試験）の受検資格を得ることができます。CFP資格審査試験合格者は、一定期間FP技能検定試験の学科試験が免除されます。

オススメPOINT

■ 金融、保険、不動産などさまざまな業種で二ーズがある。
■ 関連業界では仕事に直結するスキルが得られる。
■ 学んだ知識が実生活でも役立つ。
■ 他資格との組み合わせでキャリアアップが狙える。

施設について

中小企業のパートナーとして、経営全般にわたる診断・助言を行うのが主要な業務。
専門的な知識を活かして中小企業の創業や経営革新の支援を行うほか、企業と行政・金融機関などのパイプ役などの役割もこなす。

■ 試験制度
多肢選択式による筆記試験。①経済学・経済政策、②財務・会計、③企業経営理論、④運営管理、⑤経営法務、⑥経営情報システム、⑦中小企業経営・中小企業政策
※7科目全てに合格すれば1次試験合格。ただし一部科目だけに合格した場合は「科目合格」となり、後の2年度、申請により科目免除となる。

筆記試験  中小企業の診断および助言に関する実務の事例ならびに助言に関する能力について、短答式または論文式による筆記試験。

口述試験   
上記筆記試験において一定以上の成績を修めた者に対して行われる。 
※1次試験の合格者は合格年度とその翌年度のみ1次試験が免除される。

第2次試験合格後、15日以上の実務従事か実務補習が必要。

公認会計士（補）、不動産鑑定士（補）、税理士等の資格を有する者は、
第1次試験の科目の一部が免除になります。

試験勉強の取り組み
資格試験講座では中小企業診断士入門講座を開設していますので受講をお勧めします。また、商学部正規科目として「中小企業診断Ⅰ・Ⅱ」を開設していますので登録・履修することをお勧めし
ます。

中小企業診断士

オススメPOINT

■ 経営コンサルタントとして唯一の国家資格。
■ マネジメント能力・経営者的視点が身につく。
■ 幅広い経営知識でさまざまなビジネスシーンで活躍可能。
■ 専門知識を活かし、独立開業も目指せる。

第1次試験

第2次試験

中小企業診断士

試験免除規定
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施設名 場所 定員 利用目的 利用可能日 利用時間帯 貸出PC プリンター
ネット
ワーク
環境

ホワイト
ボード 備考

資格試験自習室①
（電卓利用可）

扶桑館
３階

30
資格試験
の自習

月～土
※大学休
業日を除く

9：00～
21：40

利用可

9：00～11：30／
12：30～17：00
（平日のみ）

DoKoDeMo
プリントを使用

[場所]F314ラウンジ
[時間]月～土 9：00

～21：40

○ ○

飲み物
のみ持ち
込み可

資格試験自習室②
（電卓利用不可） 30 ○ ○

資格試験資料室 12
資格試験の自習・
過去問題等の
閲覧など

○ －

※休講期間中の利用時間帯は9：00～20：20となります。



資格試験資料室

例年、受講生から高い満足度を得ています！

講座を受講した満足度について、次の基準で回答してください。
［ 5：満足　4：やや満足　3：どちらともいえない　2：やや不満足　1：不満足］

■ 講座は全般的にいかがでしたか？ ………………………… 4.1
■ 講座内容はいかがでしたか？ ……………………………… 4.1
■ 担当講師はいかがでしたか？ ……………………………… 4.2

2022年度資格試験講座 アンケート結果より（春学期・秋学期 全講座平均値）

Q

証券アナリスト
（CMA）

金融系の資格

投資のプロフェッショナルとして日本証券アナリスト協会が認定する民間資格。
高度な専門知識と分析技術で証券投資データの分析・評価を行う。企業分析、資産管理・運用、金融商品開発などの分野で活躍。

■ 試験制度

第1次試験受験資格

第1次試験

第2次試験
受験資格

第2次試験

証券アナリスト
（CMA）

第1次試験を受験するためには、日本証券アナリスト協会の第1次レベル講座（通信教育）を一括受講する必要がある。学習分野は６つ。①証券分析とポートフォリ
オ・マネジメント②財務分析③コーポレート・ファイナンス④市場と経済の分析⑤数量分析と確立・統計⑥職業倫理・行為基準
受講資格については、年齢・学歴等の制限はない。

試験は年2回。試験科目は上記6つの学習分野を3科目に分けて実施。試験は科目別に受験することができる。3科目に合格すると第2次レベル講座に進むこと
ができる。
3科目は、【科目Ⅰ】①証券分析とポートフォリオ・マネジメント、【科目Ⅱ】②財務分析③コーポレート・ファイナンス、【科目Ⅲ】④市場と経済の分析⑤数量分析と確
立・統計⑥職業倫理・行為基準 に分けられる。第1次レベル講座受講年度の翌年から受講可能最終年までの期間（原則として3年間）受験可能。
3年目の最終試験までに合格できない試験科目がある場合は、再受講制度を利用すればさらに3年間未合格科目の受験が可能。

第2次試験を受験するためには、日本証券アナリスト協会の第2次レベル講座（通信教育）を受講しなければならない。学習分野は第1次レベルと同じ6つ。なお、
合格年を含む3年以内に第2次レベル講座を受講しないと、第2次レベル講座の受講資格を失うため注意すること。

試験は年1回。受験できるのは受講年度の翌年から。 
全学習分野の総合試験。午前・午後両方の受験が必要。試験の合否は上位一定割合の受験者の平均得点が基準とされる。ただし「職業倫理・行為基準」（午
前出題）の得点が一定水準に達しない場合は不合格となる。

実務経験が3年以上（受講前も含めた通算）必要。認定されたら日本証券アナリスト協会に
検定会員として入会。

試験勉強の取り組み
商学部では、証券アナリスト入門（正規科目）を開設していますので受講をお勧めします。

オススメPOINT

■  証券会社、銀行、生保・損保会社、投資顧問会社 
などが活躍の場。

■  資本市場に対する影響力が強く 
重要な社会的意義がある。

■ 企業のＩＲ部門からのニーズも高まっている。
■ 金融系への就職試験で他者に差を付けられる。

A

語学系の資格
TOEICとはTest of English for International Communicationの略称で、英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する世界共通のテスト。
TOEIC®L&Rテストでは、Listening（聞く）、Reading（読む）という2つの英語力を測定する。合否判定はなく、スコアを認定する制度となっている。

■ 試験制度

受験資格

試 験

試験日程

なし。

TOEIC®L&Rテストは2時間で200問に答えるマークシート方式の一斉客観テスト。

①Section Ⅰ…   Listening Section（45分間・100問）※会話やナレーションを聞いて設問に解答。 
写真描写問題（6問）、応答問題（25問）、会話問題（39問）、説明文問題（30問）

問題の構成
②Section Ⅱ…  

Reading Section（75分間・100問） 
※印刷された問題を読んで設問に解答。 
短文穴埋め問題（30問）、長文穴埋め問題（16問）、 
読解問題：1つの文書（29問）・複数の文書（25問）

毎月開催
※年度によって変更になる場合があります。

試験勉強の取り組み
資格試験講座では、ＴＯＥＩＣ®L&Rテスト対策講座（入門・600点・730点講座）を開設していますので受講をお勧めします。

TOEIC®L&Rテスト

オススメPOINT

■ 企業・官公庁・学校等で広く活用されている。 
■ 英語力を客観的に証明できる資格。
■  世界約150ヶ国で実施され世界共通の基準として 
利用できる。

■ 定期的に受験することで自身の英語能力が測れる。

4

受講生からのコメントを一部ご紹介します

「ポイントを絞って指導してくださったのがすごく良かっ
たです。」
「名前しか知らなかった資格について、数回かつ安い
受講料で学びを深めることができ、とてもよかった。」
「ぼんやりとしていた意識を改善し、意思を固められまし
た。この講座を受けて良かったです。」
「実践的な講義を受けることができて本当に身につき
力になりました。毎回、非常に分かりやすい講義を本
当にありがとうございました。」
「毎回の授業で楽しく分かりやすく講義して下さいまし
た。頑張ります。」
「専門の先生が教えてくださるので、実例などもあり、お
もしろかったし理解しやすかったです。」



商学部では正規科目のなかに各種資格に関連する科目を組み入れています（一部、他学部生も登録可）。
これらの科目を履修することで、各種資格試験の勉強内容を補完することができますので、積極的に登録履修しましょう。
配当年次が定められている科目や先行登録の科目もあります。各科目の詳細については履修要項やシラバスを参照してください。

会 計 系

経営・実務系

金 融 系

■ 簿記学Ⅰ　■ 簿記学Ⅱ　■ 簿記学Ⅲ　■ 簿記学Ⅳ ※日商簿記検定の合格者には加点を行っています。詳細は講義時に指示されます。

■ 商業簿記「日商1級」　■ 工業簿記「日商1級」　■ 会計学「日商1級」　■ 原価計算「日商1級」
■ 現代における会計の役割　など

TOEIC®L&Rテスト・TOEFL iBT®テスト 
などのスコア取得で単位認定！
春学期と秋学期に実施の「実践英語ガイダンス」

受講後にTOEIC®L&Rテスト・TOEFL iBT®テストな

どの検定試験で一定基準以上のスコアを取得し

申請すると、取得したスコアに応じて1 0類外国語

科目の英語の単位として認定します。これを目標に

TOEIC®L&Rテスト・TOEFL iBT®テストなどの勉強を始

めてみませんか。詳しくは登録要領を参照してください。

科目名・
認定単位数 実践英語A

2単位

600点以上
730点未満
63点以上
79点未満

5.5

─

─

試験種類

TOEIC®L&Rテスト

TOEFL iBT®テスト

IELTS
（アカデミック・モジュール）

実用英語技能検定試験
（英検）

国際連合公用語
英語検定試験

同志社大学 商学部・商学研究科事務室 （至誠館1階）
［ TEL ］075-251-3660　［ FAX ］075-251-3068　［ E-MAIL ］ji-shojm@mail.doshisha.ac.jp

問い合わせ先

実践英語（商学部生対象）

■ ファイナンシャル・プランナー基礎　■ ファイナンシャル・プランナー応用1　■ ファイナンシャル・プランナー応用2
■ ファイナンシャル・プランナー実践　■ 中小企業診断Ⅰ　■ 中小企業診断Ⅱ　など
※ ファイナンシャルプランナーは、「基礎」「応用1・2」「実践」を完修し、「実践」での提案書作成に合格することにより、2級ＦＰ技能検定試験（兼ＡＦＰ資格審査試験）
の受検資格を得ることができます。

■ 資本市場の役割と証券投資
■ 証券アナリスト入門　など

■ Business Presentations in English
■ 外国書講読　■ Business English
■ 専門外国語特講　など

語 学 系

実践英語A・B

4単位

730点以上
800点未満
79点以上
90点未満

6.0 

準1級

A級

実践英語A・B・C

6単位

800点以上

90点以上

6.5以上 

1級

特A級

同志社大学育英奨学金 ― 有意義な大学生活を送る学生を応援します ―

同志社大学では、勉学意欲旺盛で、学術・文化・

スポーツ・社会貢献などに優れた成果を上げた学生

に対して奨学金を給付する制度を設けています。

商学部では各種資格試験合格者も対象としており、

1人30万円の奨学金を給付するとともに「同志社

大学育英賞」を授与しています。努力により誰にでも

チャンスがある奨学金制度です。育英賞を目指して、

有意義な学生生活を送ってください。

■ 同志社大学育英奨学金（商学部）資格試験合格者区分　※2022年度版

選考方法

選考基準

選考人数

※内容は変更になることがあります。詳細については、毎年秋学期に発表される最新の募集要領を確認してください。

秋学期に公募

次の資格を取得した者。
［ 公認会計士、税理士、ＣＦＰ（国際的に通用するファイナンシャル・プラ
ンナー）、中小企業診断士、証券アナリスト］
※ただし、休学歴がある者は除く。

若干名

その他のご案内

商学部正規科目について

※TOEFLはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です。


