
掲載内容の有効期限：2023 年 3 月 31 日
掲載内容は改良のため、事前の予告なしに変更する場合があります。
※本パンフレット掲載の受講料等における消費税は、税率 10% で計算されています。

公認会計士講座

※2017 年～ 2022 年合格目標の大原のコースで学習を開始した方のうち、合格した方の人数 (2022 年 4 月１日現在 )

短答合格論文合格

 Employer 2021
 Google 1
 Microsoft 2
 Apple 3
 Deloitte 4
 L'Oréal Group 5
 Amazon 6
 EY(Emst&Young) 7
 KPMG 8
 J.P.Morgan 9
 PwC(PricewaterhouseCoopers) 10

＜出典＞universum｢World’ s Most Attractive Employers | 2021｣

■Business Students

EY 新日本有限責任監査法人7位

有限責任監査法人トーマツ
( デロイトトーマツグループ )4位

有限責任あずさ監査法人
(KPMGジャパン )8位

PwC あらた有限責任監査法人10位

『世界で最も魅力的な就職先』ランキング TOP10 の
内、4 割を会計事務所･総合コンサルティングファー
ムが占めており、監査法人もこのメンバーです。
国内の有名企業ばかりに目を奪われず、『GAFA』と
並んで世界から魅力的であると評価される企業を目指
してみてはいかがでしょうか。

公認会計士講座
2022 4月年
2024 年受験対策

～2023 3月入学版年

名大キャンパスin

×



合格者インタビュー

公認会計士の魅力

会計分野のプロフェッショナル

キャリアアッププランも自由

女性も働きやすい

勉強仲間ができる 大学で講座が受けられる

映像フォロー 名大OBOGが多数

活躍のフィールドが多様

当講座の魅力

プロフェッショナルな仕事であり、それぞれがプロとして
尊重される。

女性は、出産や育児で仕事を中断しても、ハンディキャッ
プなく復帰できる。

グローバルに活躍できるだけではなくて、地元でローカル
に仕事をしたければ、それも選択可能である。公務員より給
料は高くて自由度も高い。

一般企業だと、自分の能力と無関係に会社が潰れたり、吸
収合併されたりして、人生が左右されるリスクがあるが、国
家資格をもっていれば、そういうことはあまりない。

専用の教室を用意しているので、部室のようにいつでも利
用可能。親しい仲間ができることは、勉強を継続していく上
で重要なこと。

名大の時間割や学年歴に合わせて授業を開講するので、通
学の時間が節約できるし、定期試験期間は、試験勉強に集中
できる。

NUCT でビデオ講義を視聴できるので、休んだときや分から
ないことがあったときもキャッチアップできる。通学時間に
スマホで視聴もできる。

勉強会から公認会計士になった先輩がたくさんいるので、
受験勉強の相談や公認会計士の仕事について話を聞くことが
できる。

1 年次の秋から公認会計士の勉強を始めました。1 年次と 2 年次は大学の講義数も多く忙しい毎日でしたが、名大講座は大学の時
間割に合わせてスケジュールが組まれており、また、経済学部棟の専用自習室で講義を
していただいたので、時間をかけ移動する必要もありませんでした。名大講座は通常の
大原の講義に比べ少人数で受講することができるため、先生方に質問しやすく、勉強し
やすい環境が整っていたと感じます。

 試験合格後は学生非常勤として、監査法人で働き始めました。学部卒業後に大学院へ
進学したため、学業に集中したい時には週に 1 回の勤務であったり、数カ月にわたり仕
事を休むこともありました。出勤の頻度に関わらず、業務内容は他の公認会計士と同
様で、時には出張もありました。このような働き方ができるのは、公認会計士ならで
はだと思います。

大学と公認会計士の勉強を両立させることは大変ですが、公認会計士の資格は生涯に
わたって活用できるものであり、挑戦する価値があると思います。名大生向けに効率
よく勉強できるよう考えられた名大講座をうまく活用して、合格を目指していただけ
ればと思います。

宮川 芽衣 さん 現役一発合格

2017 年

2017 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年 現在に至る　　　

名古屋大学  経済学部に入学

大学 1年次、資格の大原  公認会計士講座で学習スタート

大学 3年次、公認会計士試験に合格

EY新日本有限責任監査法人にて、学生非常勤として勤務

名古屋大学  経済学部を卒業、同大学  経済学研究科に入学

EY新日本有限責任監査法人に入所

P R O F I L E

講座の思い出は…

公認会計士ならではの体験談

講座を検討している人へのアドバイス

講座概要

　 教室授業※1

┗ 専任講師による授業を教室にて実施※2

※1…一部選択科目や演習解説は映像視聴となります。
※2…一部の教室授業は収録しておりますので、NUCT を利用して
　　  の視聴が可能です。

簿記 3級･2 級
   の内容を学習※1

※1…名古屋大学の授業科目の内、簿記 3級は『会計Ⅰ』を、簿記 2級は『会計Ⅱ』･『財務諸表Ⅰ』を履修することで学習が可能です。
           簿記 3級･2 級を学習していない方は、事前にご相談ください。（学習開始時期が異なってくる場合があります。）
※2…ST 演習と呼ばれる 1時間の財務･管理の問題演習があります。
※3…短答式の試験科目ではない選択科目･租税法の授業があります。

2022 年 4月 11 月 2023 年 2月 4月 8月 2024 年 5月12 月 11 月8月

大学で授業 大原で演習大学と大原で
   授業※2

大原で
演習※2と授業※3

大原で
演習※2と授業 就職活動大原で授業

大学授業と被らないよう、
平日･土曜に授業を実施 春休みは大原で集中授業 短答対策の問題演習

授業スタイル

スケジュール

　 Web フォロー標準装備
┗ 映像視聴用に収録された専用講義がいつでも
 　どこでも専用サイトより視聴可能

　 名古屋大学 経済学部棟 4F
┗ 参考資料（過去問題、貸出テキスト等）を完備

使用可能な自習室

　 資格の大原 名古屋校 自習室
┗ 貸出ロッカーあり（有料：￥1,000 ／月）
　 土日祝日も使用可能※

※…使用可能な日時は、『資格の大原 名古屋校』規定の営業時間に準じます。

※…開講日以降使用可能となります。　

短答式試験日商簿記検定 2級を受験 短答式試験 論文式試験 論文式試験
合格発表

名大講座では、名大の時間割に合わせて講座のスケジュールを組んでくださっていたので、とて
も受講しやすかったです。また、通常の大原の講義に比べて少人数で受講するため、質問しやすい
環境であったことも大変良かったです。
受験勉強をしているときは、苦しいときもありましたが、同じ公認会計士を目指す受講生たちと
助け合いながら勉強することでなんとか試験に合格することができました。
名大講座で出会った受講生たちとは試験に合格した後も交流があり、中には同じ会社で同僚とし
て働いている人もいます。公認会計士試験合格という目標をともに目指した仲間は、今でも気軽に
相談したり、高めあったりできる存在ですが、それもすべてこの名大講座があったおかげだと思っ
ています。

今は監査法人に勤務し、監査の仕事に携わっています。監査という仕事は単に数字をチェックす
るだけでなく、会社のことをよく理解することが大切になります。まだ入社して数年ですが、様々
な業種・規模の会社の監査を担当しています。監査をするにあたって、経理部長をはじめとした管
理職の方とお話する機会があるのですが、いろいろな会社の方とお話しできるのは、公認会計士な
らではだと思います。

公認会計士は三大国家資格の 1つともいわれており、とても難しい試験です。しかし、難しい試験であるからこそ価値のある資格だと思いますし、
一度資格を取得してしまえば、生涯にわたって活用することのできる資格です。勉強が苦しくなったこともありましたが、大学生の時に公認会計士
を目指して本当によかったなと思っています。興味ある方はぜひこの名大講座をうまく活用して公認会計士を目指していただければと思います。

山元 雄翔 さん 現役合格

講座の思い出は…

公認会計士ならではの体験談

講座を検討している人へのアドバイス

2015 年

2015 年

2018 年

2018 年

2019 年 現在に至る　

名古屋大学  経済学部に入学

大学 1年次、資格の大原  公認会計士講座で学習スタート

大学 4年次、公認会計士試験に合格

有限責任監査法人トーマツにて、学生非常勤として勤務

有限責任監査法人トーマツに入所

P R O F I L E



開講前イベントのご案内

受講料

資格の大原 名古屋校 受付にて申込書にご記入の上、受講料をお支払いください。お手続きの際、
NUCT による映像講義の視聴登録のため「名古屋大学の学生証」をコピーさせて頂きますので、
お忘れのないようご注意ください。お手続き完了後、「受講証」を発行いたします。
お手続きは下記の名古屋校 受付時間内であればいつでも可能です。

公認会計士に興味がある方、講座受講をご検討されている方は、まずは『講座説明会』にご参
加ください。この講座の内容や試験制度等についてご説明をさせて頂きます。その後、お申込
をされた方に向けて、個別に開講までの学習期間についてのガイダンスを行います。

■コース名
■対 象 者
■開 講 日
■受 講 料

■支払方法

■申込方法

【2024 年合格目標】1.5 年オータム初学者合格コース（名大生限定）
学年・学部・学科は問いません。
2022 年 10 月 26 日（水）5・6限（予定）※簿記 2級修了者が対象となります。

現金 / デビットカード･クレジットカード※1/ 口座振込※2

※1ご利用いただけるクレジットカードは【VISA、MasterCard、NICOS、UFJ、DC、MUFG、UC、JCB、AmericanExpress】です。
※2申込手続きの前日までに下記口座へ受講料をお振り込みいただき、申込手続きの際に受付窓口にて控えをご提示ください。

特別価格
前期
後期

522,500 円（分割定価　800,000 円）
154,500 円（お支払い：申込時）
368,000 円（お支払い期限：2023 年 6月 30 日）

講座説明会

10 19 14：45 ～ 経済学部棟 4F プロジェクト室月2022年 日（水）

参加無料 予約不要

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-18-10

052-589-1479 /

平　日 9：00～18：45　 土日祝 9：00～15：00

0120-597-008 / cpa@ngo.ohara.ac.jp

名古屋校  3号館  公認会計士科

名古屋校受付時間

※名古屋大学への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
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