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 私が公認会計士を本格的に目指し始

めたのは、大学院に入学してからのこ

とです。また、選択科目の経営学を除

き、専門学校の公認会計士講座は利用

していないので、私の公認会計士試験

受験に臨む上での知識や受験ノウハウ

はほとんど大学院の先生方や周りの友

人達から得たものであるといえます。

（ただし、私は大学院入学前に税理士試験の財務諸表論

（科目合格）を持っていましたので、会計士試験につい

て全くのゼロから始めたわけではありません。） 

 合格の最も大きな要因は、私が分からないことはとこ

とん聞く質問魔で、大学院の先生方がそれを受け入れて

くれる環境を整えて下さった点にあると思います。特

に、何人かの先生方は何度も通い詰める私のしつこい質

問にも丁寧に答えて下さり（おそらく1回の質問時間の最

長記録は川村先生で、1時間20分ほど 笑）、非常に感謝

しています。また、周りの友人たちの「がんばれよ！」

の一言がなければ、最後まで続けられなかったかもしれ

ません。この場を借りてその方々にお礼を言いたいで

す。ありがとうございました！ 

 具体的な勉強方法については、科目ごとに自分なりに

考えて、色々細かくやっていました。それらが最善の方

法だったかは未だに分かりませんが、今振り返って最も

ポイントだったと思われる点は、「空いている時間があ

れば、また勉強中にも、どんな風に勉強すれば合格でき

るか、どんな風に生活すれば合格に近づけるか、をでき

る限り考え続けた」ことにあると思います。つまり勉強

方法等を考える勉強方法だった（？）のだと思います。

そうやって積み上げていった勉強方法や生活環境は、試

験直前の自信にもつながりますし、自分が試験を通して

成長していっていることを実感できます。実際に、会計

士試験を始めた頃の自分の勉強方法と論文式試験受験直

前の勉強方法は全く違うものであったし、もし試験に不

合格であったとしたなら、また別の勉強方法等を考えよ

うとしたと思います。なにかうまく言えないのですが、

そうやってれば、いつか合格水準に達するんじゃないか

とも思っていました。 

 今、こうやって合格体験記を書かせてもらっているこ

とはとても幸せなことだと思います。それで、今書いて

みた文章を読み返してみると、「考えることが大事」み

たいなことを言っている自分が入学当初同じようなこと

をおっしゃっていた会計研の先生方と少しダブりまし

た。入学当初あまり意味が分からなかった「考えること

が大事」ということが、今になって少しわかったような

気がしました。 

会計研究科２年 古知 新 
 
公認会計士試験に限らず、凡そ試験と

いうものに合格するために最も重要なこ

とは、自分なりの勉強方法を確立すること、そして勉強す

る部分を限定し、全範囲を網羅しようと思わないことだと

思います。 

自分なりの勉強方法を確立すること、そのこと自体が難

しいことですが、それさえできれば試験合格に大きく近づ

くように思われます。受験勉強においては1冊の本やテキス
トだけを集中して勉強するのがよいとよく言われますが、

私は同じ分野の本を複数買って、かじり読みしながら知識

をつけていくという方法で勉強してきました。このスタイ

ルは大学入試の勉強をしているころからのものですが、会

計士試験の勉強においても同じ方法を採りました。これは

とても万人向けの方法とは思えませんが、私には適した勉

強方法です。専門学校にも通うか否か、会計研究科と専門

学校にどのように資源を配分するかということも含め、周

囲の動向に流されず自分なりの勉強方法を検討することが

重要です。       

また、「自分なりの勉強方法の確立」の一部であるよう

にも思われますが、試験範囲の全てを網羅しようと思わな

いことも重要だと思います。公認会計士試験の範囲は非常

に広く、全てを網羅して勉強するためには多大な勉強時間

を要すると考えられます。しかし、実際には試験上重要な

部分とそうでない部分が存在しています。試験合格を目指

す上では、監査のリスク・アプローチではないですが、重

要ではなさそうなところは思い切って切り捨てることが重

要です。専門学校のカリキュラムは重要性の低いところま

で網羅しすぎているように思いました。 

会計研究科入学以前、私は会計とは全く無縁の分野にお

りましたので、入学時には入学試験に必要な財務会計・管

理会計の基礎知識しか持っていませんでした。具体的な知

識レベルでいえば、日商簿記検定1級合格レベルでした。し
たがって入学後に会計士試験の勉強を本格的に始めたこと

になります。試験勉強を始めるにあたり、会計研究科の授

業と併せて専門学校に通学することも考えました。しか

し、インプットする情報の重複が大きいことが予想され、

妻が働いていたため主夫業も兼ねなければならない事情も

あったので、とりあえず1年の春学期は会計研究科の授業に
専念しました。一般に会計大学院の講義は会計士試験対策

としては直接役に立たないと見る向きもあるようですが、

私はそんなことは全くないと感じました。アウトプットの

練習についても、専らワークアウトを利用しました。そし

て春学期が終わって会計研究科の授業だけでは足りないと

思った一部の科目についてのみ、専門学校の講座を通信で

受講しました。 

最後に、多くの方々が公認会計士試験に合格され、会計

研究科のますますのご繁栄をお祈り申し上げます。 
 

平成20年公認会計士試験 合格体験記  



    会計研究科２年 入江 藍子 
 

＜合格の決め手は？＞ 
 よくありがちなお答えかもしれませんが、「気持ち」

だと思います。前年の短答試験を合格した年は、論文ま

での最後の３ヶ月間気持ちが緩み不合格につながったと

いう経験があったので、最後の３か月は絶対合格する！

と焦らず気を引き締めながら勉強したのを覚えていま

す。 
また、大学院の友達で、１年生で合格した友達が何人

かいたので、その友達に勉強方法を聞き、共通している

部分や自分に取り入れられそうなところ、また“いつま

でにどの部分がどのくらい出来上がっていればよいか”

という進度の目安にしました。 
 

＜具体的な勉強方法＞ 
 まず、予備校で行った応用・直前答練に関しては計算

に関しても理論に関しても答えられるようにしました。

また、財務諸表や企業法、監査など大学院で行われる

ワークアウトの問題・解説もとても理解の助けになりま

した。 
計算系でいうと、１日に簿記・管理会計を最低１問は

解いていました。簿記は個別問題・連結問題などに分け

て、管理会計は標準計算・個別・総合…など分野別に分

けて、毎日偏らないように解いていきました。そしてわ

からなければ基本に戻って繰り返し解くようにしまし

た。また、租税法は最後の方は、１日に３分野を、予備

校の基本問題の中から１問拾って解いていきました。そ

うでないと、解き方を忘れてしまうと思ったからです。 
  
＜会計大学院について・要望＞ 
 正直、公認会計士試験に受かる前は、授業もあまりと

れず、なかなか集中できませんでした。少し余裕ができ

た２年生の後期になって、ワークショップなどゼミのよ

うな参加型の授業を取り、会計士の職業について真剣に

考え、先生方のご指導や大学院の人の意見を聞き自分の

考えを発表することで、未知だった分野に触れることが

でき、自分の世界が広がったと思います。濃密な時間を

過ごさせていただきました。なぜ、もっと早くワーク

ショップを取らなかったのか…と後悔しています。 
 大学院への要望は、大学院は試験を合格するためだけ

の学び舎ではないことは、十分承知しています。ただ、

会計士試験に合格することを目的に大学院に入っている

人が大勢おり、大半が予備校とダブルスクールに通って

います。予備校に専念するために貴重な大学院の授業を

犠牲にせざるを得ない人もいます。価値のある大学院の

授業を受ける機会をなくさないよう、是非、今の質の高

い授業を保ったまま大学院だけで試験に受かるようなし

くみを期待しています。 

会計研究科２年 林 瞳 

・受験生活 

 受験生活の中で最も気を付けたのが、モチベーション維

持です。勉強のテンションを高く維持し続けるのは困難で

すので、直前期以外は学校の行事や趣味も楽しみながら受

験勉強だけにならないよう息抜きを適度に挟むようにし、

モチベーションと知識レベルの頂点を８月の論文式試験に

持ってくるように気を付けました。私は１年目、短答式試

験後に気を抜きすぎてしまいましたが、公認会計士試験は

勉強期間が長くなる試験ですのでメリハリをつけてリズム

を大切に勉強する事が大切だと思います。 

 

・勉強方法 

 計算科目はワークアウトや予備校の答練を毎日１題は解

くようにしました。そして論点ごとに自分なりのまとめ

ノートを作成し、問題を解く時間のない時にはそれを読ん

でいました。また、直前期には答練１つを全て解くのでは

なく、分野ごとに仕分けの確認やまとめノートを元に苦手

な部分は答練に戻ることで断片的な知識を整頓するよう心

がけました。 

 理論科目は、予備校の答練を受けながら大学院をフル活

用しました。授業を集中して聴いて理解し、疑問点があれ

ば先生に質問しました。講義だけでなくワークショップや

ワークアウトも積極的に受講し、模範解答と自分の考え方

が違う場合には自分がどのように考えたのか先生に聞いて

いただくことで納得して勉強でき、新たな考え方を吸収で

きました。予備校の答練ではキーワードが答案に書かれて

いないと点数が伸びないこともありますが、それ以外でも

自分が論理的に考えたものであれば大きく間違ってはいな

いとわかり、本試験に対する自信にも繋がりました。答練

の点数に一喜一憂せず、自分のペースを守り、納得しなが

ら勉強を進めることを心がけました。 

 理論科目、計算科目ともに論文式試験で基準等が配布さ

れるものについては基準を活用した勉強をするようにしま

した。そうする事で暗記する項目を減らし、また知らない

論点が本試験で出題された場合も解答を大きく外さないよ

うにすることができます。 

 計算科目、理論科目ともに１日全科目、軽くでも目を通

すことを心がけました。 

 

・最後に 

 私は公認会計士試験の論文式試験を１年目は企業法と監

査論の科目合格、２年目は残りの科目というように分けて

合格しました。受験スタイルは少数派かもしれませんが、

私の体験記が少しでもお役に立てればと思います。 

 私はあまりまじめな受験生ではなく、また直前の模試の

成績も良くはありませんでした。しかし、自分を信じて最

後まで諦めないで戦い抜く事が大切だと思います。 

 会計研の先生や事務の方、自習室で供に勉強した仲間た

ちには本当に感謝しています。ありがとうございました。 

＜合格者への３つの質問＞                   

１. 合格の決め手は何ですか？ 

２. 勉強方法を教えてください。 

３. 会計研究科や仲間へひとことお願いします。 

会計研究科１年 

石原 隆助 

 

◆勉強方法について 

 簿記、管理会計といった計算科目は、短答・論文と

もに予備校の答練（特に基礎期）を繰り返し解き、ほ

とんど覚えこむぐらいまでやりました。正直、初見で

は解けなかったものも多かったですが、復習時に理解

できるものは理解し、わからないものはまず覚えてし

まうようにして、一度解ききってしまうことが重要だ

と思います。また、間違ったところは解答のプリント

に「どのように間違ったか」をメモしていました。最

近は計算の比率が下がってどこまでやるかが難しいで

すが、短答・論文ともに数字で答えが出せることは、

本番では精神的に安心感が生まれる（特に短答）と考

え、多くの時間を割きました。 

 理論科目は範囲も膨大なので、どの科目も常に全体

の骨格(簡単に言うと目次です)を意識するようにしてい
ました。始めの頃は分野ごとにぶつ切りに勉強せざる

を得ませんが、最終的には問われる論点の根底にある

考え方さえ理解できていればどうにか答案を作れると

いう気持ちで枝葉の知識にはあまりこだわらず、流れ

の理解と表現をどうするか考えるようにしていまし

た。川村先生の財務会計や清水先生の原価計算など、

会計研の授業では知識以上に理解力や思考力を問われ

る内容だったのはよかったと思います。直前期にはあ

まりわからない論点でも、なんとなく解答を作れるこ

とが多くなっていたと感じます。 

 

◆モチベーション（合格の決め手） 

 この試験ではモチベーションの維持がもっとも大切

です。人それぞれにあったものがあるはずですが、共

通して大切なのは「周りの仲間」と「勉強のメリハ

リ」だと思います。隣の席で頑張っている人がいるの

に自分だけがサボるわけにはいかないですよね。時々

サボりたくなってしまった時には、ワイワイ話した

り、キャッチボールでもカラオケでも一緒に行ってし

まったり、うまく気分転換することも大切だと思いま

す。(ほどほどにです)会計研究科で同じ目標に向けて努
力する仲間と多く出会えたことは本当に良かったで

す。もちろんですが神頼みも重要です。湯島天神の破

魔矢が机から落ちるたび「自分の代わりに落ちたんだ

♪」ととにかくなんでもポジティブに捉えるようにし

ました。 
 
◆最後に 

 大学院と専門学校の両立は色々な形があると思いま

すが、私はどちらも欲張ってやるようにしました。予

備校の答練が増えると大変でしたが、授業やワークア

ウト、期末テストなど与えられた機会に真剣に取り組

むことで得られたものは本当に多かったと思います。

素晴らしい環境を提供してくれた会計研究科に心から

感謝したいと思います。 

会計研究科１年 小島 慶三 

 

＜合格の決め手は？＞ 

 合格の決め手は、毎日ひたすらに勉

強したことです。この試験の合格に

は、効率的な勉強のやり方はあったと

しても勉強の絶対量は必ず必要です。

だから合格した人は必ずそれだけの勉

強量をこなしているので、合格に近道はないと思いま

す。 

 また、勉強仲間がいたことが大きかったです。毎日

毎日ひたすら同じ勉強を一人でしていても精神的にま

いってしまう気がします。だから同じ目標を持った仲

間と昼飯を食ったり勉強の質問をしたりタバコを吸っ

たりすることで、リフレッシュしながら日々の勉強に

臨むことができました。 

 最後に日々の健康管理と栄養補給は欠かせません。

毎日規則正しい生活をして3食ちゃんと食べましょう。

身体を壊しては全てが無駄になりかなません。あとは

勉強の合間に糖分などの栄養補給がいいと思います。

おすすめはポッキーとレッドブルです。私はこれで受

かりました。 

 

＜具体的な勉強方法＞ 

 やはり短期に合格するためには予備校をフル活用す

るしかないと私は考えます。私は2008年が初受験だっ

たので、専門学校で与えられたものはどんな状態でも

全て消化しました。 

 今年入学の一年生の皆さんは、まずは目の前の短答

式試験で頭がいっぱいになると思います。しかし、大

学院の授業も聞いてみてください。最終目標は論文式

であり、論文式は暗記だけではなく理解力が問われま

す。私のおすすめは、川村先生の財務会計と清水先生

の原価計算です。 

 そして最後に燃え尽きてください。それくらいに勉

強を頑張ったならば、後悔も生まれないし結果もつい

てくるはずです。 

 

＜会計研究科について＞ 

 最後に、会計研究科の授業は各種充実しておりレベ

ルの高いことをやっており、十分満足できる内容に

なっています。是非とも目的意識をもって勉強に励ん

でください。そして最後の学生生活を楽しみましょ

う。  



会計研究科２年 浜野 翔伍 

昨年を振り返り、今、私が思うことを体験記とさせて頂きます。 

復習の考え方 

「復習が大事」そんなことは耳にタコ。けれど、そのやり方が間違っている人は多いよ

うに思います。 

私の復習方法は、意図的に思い出す時間を作るというもの。勉強時間を細切れにして、

その中に思い出す時間を組み込むことはもちろん、夜寝る前の３０分で１日の総復習、翌

朝布団からでるまでの５分で、もういちど昨日の総復習をすると心掛け、実行。これだけ

は飲みに行こうが、どこに泊まろうが続けました。 

なにもテキストを見る必要はなく、何が大事だったか、何故そういう結論に至ったのか、条件を少しいじると

どう変わるのか等、妄想程度に頭を動かすだけでいいと思います。 

曖昧なところを次の勉強時間開始前にでも確認すれば、効果は抜群です。ご参考まで。 

 

WSの活用 

会計研に席を置いたのであればワークショップを積極的に受講するべきだと思います。確かに課題や集まりが

あり、負担が増える一面はあります。 

しかし、それにも増して凝り固まった自分の考え方を客観的に見直すことができること、言葉にだすことで自

分でも気づかなかった間違い、弱点に気づくことができること、本気で考える時間が作れること、適度な息抜きと

なること等、そのメリットは挙げればキリがありません。 

自分次第で会計研の利用法とそのリターンは大いに変わってきます。積極的な活用をお勧めします。 

 

他にも、手帳によって勉強時間やその日にやることを管理したり、「○時間以上勉強してはいけない」という

制限を設けたりして、モチベーションを維持するための工夫を行っていました。人それぞれ考え方や状況が違うと

思うので、各人が本試験までに何をすればよいのかを本気で考え、自分に何が足りないか、それを補うにはどうし

たらよいかを明確にし、それを実行することが合格に繋がるのではないかと思います。 

                                                                      会計研究科１年 川村 卓哉 
挫折を感じたことはありますか？ 

会計士試験は99.9％の合格者が、多かれ少なかれ挫折感や不安を抱えてきた試験だと思います。私もそうです。で
も、だからこそ乗り越える価値は高い試験です。合格のために私が大切にした、思考、実行、バランスの3点につい
て僭越ながら述べたいと思います。 

思考：日々の考え方が、合格やその後の人生にあたって最重要だと思います。私は3年前、3ヶ月で試験勉強をド
ロップアウトした経験から、やらない理由・先延ばしにする理由なんてものは後からいくらでもつくれてしまうと学

びました。理由は深く考えず、「絶対今年受かる」と決めることが大切だと思います。次に、日ごろから「結果にこ

だわる」ことが重要だと思います。答練の点数自体に一喜一憂する必要はないですが、次の答練で点数をとるには、

講義や答練を全部消化するにはどうすべきか、と常に結果をだそうとする姿勢が、合格という最終結果につながりま

す。とはいえ、長い受験勉強、やる気がでない時もあります。そんなときは、感謝するべき、喜んでくれる人、応援

してくれる人のことを思い浮かべるのが一番です。家族、友人、恩師、みんなが合格を望んでくれています。自分の

ために頑張れなくなったら、人のために頑張ってみること。そんな人達を喜ばせるために頑張ってみると、うまくい

くと思います。本当に心から、皆さんに感謝しています。 

実行：“怠けていることは喜びかもしれないが重苦しい状態である。幸せになるためには何かをしていなくてはな
らない。”というガンディーの言葉も示すように、実行が幸せにつながると思います。勉強法は様々あると思うので
他の体験記や勉強本（勝間本など）を参考にして欲しいですが、私が特筆して効果があったと思うのは、ストップ

ウォッチで１日の勉強時間を計る、情報を予備校テキストに集約する、講義音声や暗記する文章を自分でレコーダー

に吹き込んだデータ（1.5倍から２倍速に変換）を移動中常に聞くことです。 
 バランス：会計士試験は科目間のバランスも重要ですが、試験と院とのバランスも重要です。その点、私は前期、

業務コンサル実務と英文管理会計という試験と直接関係がない科目を履修しました。時間はとられましたが、予備校

の講義はサボらないようにスケジューリングを工夫しました。その結果得られた人間関係、思考力や英語力はとても

大きいと思います。試験関連の科目では、私が履修した中では、特に清水先生の原価計算や川村先生の財務会計は、

予備校で曖昧な部分の理解が深まり試験に役立ちました。基本的には予備校の勉強だけで

も十分試験に合格できます。しかし、勉強は繰り返しやること、量をこなすことも重要で

す。特に私は入門生だったので、予備校で一回やった内容でも、ワークアウト（WO）や講
義を通してもう一度受けることで、知識を定着させたり理解を深められ、合格に近づいた

気がします。逆に大学院の講義やWO中心でも十分合格できると思います。 
教育の質は、提供するサービスよりも、輩出される学生の質で測られています。学生自身

が合格のためと将来のためのバランスをとり、積極的に大学院を活用することで、予備校

のみの合格者に一目おかれる合格者、他業種や国際的にも優秀だと認められる会計士に近

づくと思っています。早稲田の会計研究科はそのための最良の環境です。そんな仲間が今

年も一人でも多く合格し、少しでも多く喜びを分かちあえることを願っています。 
 友人からの合格祝いの電卓とともに↑  

                                       匿名  
 
■合格の決め手となったもの 

各科目の具体的な勉強方法ではなく、試験全体についてお伝えしたいことを記します。 

①「最後まで諦めない」 

 よく耳にする言葉ですが、特に本番で重要だと感じました。解答が困難な問題に直面したとき、時間が無くなっ

てきて焦りそうなときには、小声で「絶対合格する」と何度も呟いていました。すると不思議なもので、自然と集

中力が増してくるように思います。ポイントは、心の中だけでなく実際に呟くこと、小さな声で、の２点です。大

きな声だと会場からつまみ出されます。 

②合格した友人から「合格のコツ」を聞き出す 

 私は今年を含め、過去３回受験しました。１回目の試験結果は不合格に終わったものの、試験結果は総合C判定
でした。成績通知を見て、経営学、租税法の勉強が手薄だから落ちたのだと思い込み、次は両方を手厚く勉強すれ

ば絶対合格すると信じていました。このため、詳細な敗因分析は行わず、合格した友人から「なぜ今年合格できた

のか、友人と自分との間で何が違うのか」積極的に聞き出すことはしませんでした（悔しかったので）。 

 しかし、自信満々で望んだ２回目の試験結果は総合E判定不合格。当然科目合格はありませんでした。絶望の中、
結果報告のために奥山先生を訪ねたところ「合格した友人から合格のコツを聞き出して、敗因分析を行ったほうが

よい。敗因分析せずに次の試験を受けたとしても、また同じ過ちで不合格になる」とアドバイスを頂きました。研

究室を後にして自習室に帰ると、早速合格した友人を捕まえて「なぜ今年合格できたのか、自分と何が違うのか」

教えてもらいました。合格した友人は、正解か判らないが、とにかく空欄を作らないようにしていたようです。私

の敗因は解答用紙にできる空欄だと判明しました。空欄を作らない姿勢を身につけようと、予備校の答練だけでな

くワークアウトを積極的に活用しました。 
 
（■今年を振り返って） 

受験生生活を振り返ってみると、「本気で合格したいのか」試されている場面が多々あったように思います。 

まず、07’の試験結果が不合格に終わったとき、就職活動をしようか、受験を続けようか、かなり悩みました。な
ぜなら、本番で手応えを感じており合格を確信していたにもかかわらず、科目なし不合格となってしまったからで

す。しかも総合E判定。当時は、一生懸命試験勉強を頑張っても結果はついてこないのだから、会計士には向いてい
ないと思い、就職活動をして新たな道で頑張ろうとも思いました。しかし、敗因分析をしっかり行った結果、まだ

やり残した事が多いようにも感じられました。そこで08’は、「次の試験で全科目合格しなければ会計士試験から撤
退する」覚悟で試験に臨みました。 

しかし、当時「バーテンダー」という漫画がマイブームであった私にとって、酒・飲み会は受験勉強から解放さ

れる唯一の息抜きでした。結果、深酒が災いして、TAC全答直後７月に血を吐き、十二指腸潰瘍で１週間入院してし
まいました。もう駄目かと思いました。しかし「今年合格しなければ撤退する」覚悟をしていたので、病気なんか

で撤退するわけにはいきません。そこで、病室でも勉強していました。振り返ってみると、病室は静かであり、ま

た勉強以外にする事はなく、栄養のとれた食事つきの規則正しい生活が送れていました。ただ、読む漫画のジャン

ル、息抜きの方法には気をつけた方がよさそうです。入院して１週間のブランクが空いた結果、退院直後に受けた

大原模試では合格ラインギリギリの成績でした。合格か不合格か、どちらに転んでもおかしくなく、本番前１ヶ月

が合否の分かれ目だと感じていました。この時期は、体調に気をつけつつも、自習室が開く朝の８時から２１時ま

で勉強して、帰宅後はすぐ就寝していました。 

そして、８月２２日、いよいよ本試験を迎えます。初日の監査論、租税法は手応えがあったものの、２日目の会

計学、３日目の経営学の手応えは最悪でした。この３年間、何を勉強してきたのだと、問題を解きながら自分が情

けなくなっていました。しかし、自分を情けなく感じようが、どうしようが、解答欄を埋めないことには合格しま

せん。絶望の中でも「今年合格しなければ撤退する」覚悟のもと、合格したい一心で、解答欄を埋めました。 
 
■最後に 

 今年合格することができたのも、生活面で支えてくれた家族、学部時代から日々見守ってくださった米山先生、

人生相談から試験勉強まで相談に乗ってくださった奥山先生をはじめとする会計研究科の先生、事務所の方、遅く

まで議論に付き合ってくれた19号館の仲間のおかげだと思います。素晴らしい環境を与えてくれた早稲田大学会計
研究科に感謝しています。ありがとうございました。 



                                                               会計研究科２年 小杉 直弘 
大学生＆ＴＡＣ生から大学院生＆ＴＡＣ生 

 

 大学については、大学の単位数を最大単位取得していましたが、大学の授業は出欠をとる講義だけは出席し、

大学の課題はきちんとこなしていました。大学は友達に会いに、単位を取得し卒業するために行くというのが実

質でした。 

 大学院は、大学とは違い全授業が出欠をとります。大学院でも単位数は最大単位を取得しており、固定的に時

間が取られてしまいました。そこで、時間を有効に使うことを心掛けました。明日は明日の予定があり、今日は

忙しいから明日やろうという姿勢でいると毎日その様に過ごせば、本試験日になってしまいます。時間は計画的

に使う様に、３ヶ月単位、１ヶ月単位、今日の予定を組み随時更新するようにしました。 

 この様な生活の中、１日も無駄に出来ないため、健康管理に心掛けました。そこで、睡眠時間は７時間を確保

していました。また、私は朝が弱かったので朝のアクセスを無理して受けず、ＴＡＣには11時頃に行っていまし

た。遅く起きることに焦りは感じましたが、早く行って集中力が途中で切れてしまうよりは、無理をせず集中し

てやるべきだと思いました。 

 そして、週１日は、調整日として１週間のノルマを達成できるようにしました。それが終われば遊んでいまし

た。私は毎週日曜日バスケをしていました。 

 とにかく無理をしないＴＡＣ中心の生活に送っていました。 

 大学院とＴＡＣどちらを優先するか迷うと思いますが，大学院ではアウトプットが足らなくなります。そこ

で，ＴＡＣのアクセス等を受講することをお勧めします。また，大学院ではワークアウトという答練を任意で受

講できますので，そちらを受講するのもいいと思います。 

 

センスがなくても、頭が良くなくても合格できる 

 全科目まんべんなく、基本重視、重要なＡ・Ｂランクをとにかく抑えることを心掛け、高得点はとれなくて

も、苦手科目をなくすようにしました。苦手科目をなくす方法としては生講義を受けて積極的に講師に質問して

仲良くなることが一番だと思います。 

 数種類のマーカーやペンを使って視覚的にも勉強していました。 

 勉強はケチらない。例えば、マーカーは４本用意するとか、生講義を受けるのが面倒・交通費がかかるとか気

にしないようにしていました。 

また、腹が減ったら集中力がなくなりますので、我慢せず、食事をとるようにしてました。 

 勉強するにあたり、暗記に頼らず、自分なりに理解することを目指し、一回一回の講義、答練を集中して受

け、講義→テキスト（特に例題）→答練・アクセスを解く→わからないところはテキストに戻り復習、のサイク

ルを継続することを大切にしました。答練の出来により一喜一憂するだけで、復習しなければまた間違えてしま

い、また、時間を空けてしまうと何故間違えたかわからなくなってしまいます。そこで、答練を受けたらすぐに

復習し、その際には、間違えたことをメモしていました。答練で悪い点数でも、本試験前に自分が弱い所がわ

かって良かった！あくまで答練！とプラス思考を心掛けました。少なくとも答練を復習することで１つ成長でき

たと思います。 

 答練を受けるにあたり、難しい問題＆解けそうにない問題をとばす勇気を持つようにしていました。本試験で

は時間が足りませんので制限時間内に得点を最大化できるように、時間配分として、この勇気が必要だと思いま

す。他の問題に時間をかけ、とばした問題を最後に回すようにしました。また、下書きは見易く書き、蛍光ペ

ン、色ペンも使い、ケアレスミスは意識してなくすようにしていました。ケアレスミスはただの言い訳で０点な

のは変わりません。 

 ＴＡＣ入門・基礎期は、甘く見ないことが大事です。この時期は授業数が少ないこと、ネーミング的にも甘く

みがちですが、上級は入門・基礎ができないと付いていけません。また、上級と直接関係ない論点でも、入門・

基礎期の復習を上級期でやることは上級授業の支障になります。また、入門・基礎期を抑えれば短答で合格を狙

えます。しっかり抑えてから上級に行きました。 

 ＴＡＣ上級期は、辛いのは皆一緒！と考え、とにかく重要論点を抑えました。 

 直前期は、範囲を絞ってやり切りました。全部抑えたい気持ちはわかりますが不可能です。最後は自分が苦手

で、かつ、重要な論点を中心に学習しました。 

 上記のことを心掛けて勉強していましたが、ずっと勉強していることは不可能ですので、気分転換としてタバ

コを吸っていました。喫煙所は狭く、そこでの出会いもありました。タバコがだめならば友達と話すことをお勧

めします。 

 

長かった３年間、そして合格へ 

 私は２００７年目標の２年本科を受講しておりましたが、入門・基礎期の勉強を上級に入るまでに十分してお

り、２００６年の短答本試験を試しに受験し、結果は合格しました。その後の論文本試験はさすがに不合格でし

た。 

「そうだ、三崎神社に行こう」  

会計研究科１年 岡 亮輔 
 
 久々にワードを打っています、双子の兄の方です。現在、夜中の2時過ぎです。この時間に
まともな理由でパソコンを使っているなんて、自分も変わったなと感慨深いです。これも会

計士試験を通じて成長したということでしょうか。 

さて、人生で初めて合格体験記というものを書くので、何を書けばいいのやらさっぱりわ

かりません。勉強方法は人とあまり変わらないので、とりあえず、私の試験直前の気持ちの

コントロール方法について書かせていただきます。 

 試験直前、もちろん私も不安ばかり募っていましたが、私は不安を大歓迎することにしていました。不安っていうネ

ガティブな感情は頑張った人こそ感じてしまうものだと思っていたからです。不安こそ、それまでに自分が努力して積

み重ねてきたものがある証拠だと思っていました。だって、試験の前日まで遊んでいた人が不安を感じるとは思えませ

んから。長い間、必死で勉強してきて、それが年にたった一回の試験で否定されるような結果になるかもしれない不安

は努力した人だけのものです。 

ただ、不安を感じて鬱々としていては精神衛生上良くないので、大切なのは、不安を感じたときこそ、自分には今ま

で積み重ねてきたものがあると信じることです。そうやって自分を信じてあげることが、すなわち、自信になります。

こうして不安を自信に変えられたことで、本試験で実力を全て出し切れました。 

長々と金●先生のような御託を並べてしまいましたが、最後は気持ちの勝負だと思います。本試験を振り返って考え

てみると、不安を抱えて本試験を迎えるのではなく、自分の積み重ねてきたものを信じて、「これで落ちたらもう一回

出直して来いってことか」くらいに開き直って本試験に行ったことが、実力を出し切って良い結果につながったんじゃ

ないかなと思いました。 

書いている人間と同じくらい中身の無いものとなってしまいましたが、これをもって私の合格体験記とさせていただ

きます。 
 
ちなみに、タイトルの三崎神社はTAC水道橋駅前校の目の前にある、銀杏の木がとっても立派な神社です。本試験前

日はもちろん、本試験期間中も試験後に自習室に行ったついでに毎日通いました。学問の神様ってわけではないのです

が、TACの目の前にあるってことで、受験生がよくお参りする神社です。きっとご利益があります。 

 そして、２００７年の論文本試験合格を目標に夏上級が始まったのですが、短答は合格したことから後１年もあ

るという余裕な気持ちがあり、それが論文本試験まで続き、勉強時間が少なく、不合格となりました。 

 ついに、短答免除期間最後である今回の２００８年論文本試験の合格目標に向け勉強しました。私は２００７年

論文がうまくいかず、また、１年間短答の勉強をしていないことから、２００７年論文１ヶ月後から２００８年論

文に向け、まずはレビュー３教科を勉強しました。今回は落ちれば短答免除が切れてしまうため、切羽詰まった心

境で集中して勉強することができ合格したと思っています。 

 要は合格のポイントはやる気です。自分が勉強していない時でも他の受験生は勉強し

ています。言い訳をせず勉強するように気をつけていました。会計士以外の自分と同年

代の社会人を見たり、ＴＡＣや大学院の友人と共に頑張りました。 

 本試験最後の１秒までが受験生です。粘る気持ちを大切にし合格しましょう！ 

論文試験直前には相当勉強しました。おそらく、これからの人生あれだけ努力すること

はないと思います。論文合格発表前にはもう勉強したくない、と思う程勉強しました。

そして、合格していました。人生に一度、言い訳をせず、短期集中で合格しましょう！ 

平成20年公認会計士試験では、本研究科の在学生35名、修了生35名 
（計70名）が合格しました。（2009.3.25現在） 

 論文式 
合格者/受験者（合格率） 

短答式（受験者） 

1年生 18/35（51.4%） 71 

2年生 17/40（42.5%） 58 

在学生合計 35/75（46.7%) 129 

合格データ 
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短答式３回連続不合格、論文式

試験５回連続不合格（判定、旧試

験B,B,B新試験D,B）、科目合格は監
査論のみ、やっと９回目で合格、

勉強を始めてから、足かけ１０年

かかりました。したがって、短期

合格の秘訣は、残念ながら、分かりませんが、受験生活

が、少しぐらい長くなっても、勉強を続けていれば必ず合

格する、ことをお伝えしたいと思います。 

私が、会計専門職大学院を受験しようと思ったのは、予

備校の簿記で３０点、４０点から進歩しない生活に、つい

に疲れてしまったからです。さすがに、「辛抱だけが人生

だ」を信奉する私も辛抱し切れませんでした。誤記入や未

記入あり、推定と称した逆算あり、の間違い探しみたいな

問題で、中学校の入学試験ならいざ知らず、大の大人に試

させる意味がないと、簿記のモンスター・クレーマーに

なっていたのです。 

さて、幸いに入学を許されて始まった、早稲田大学の会

計研究科の授業と期末試験は、大変でした。Maxの２４単位
取ると、毎日授業で、それから自習（「安くてうまい」１

９号館近くの学食にも、大変お世話になりました）。自分

自身の勉強時間が取れなくて、勉強不足でまた試験に落ち

るのではないかと、本気で心配しました。 

授業と期末試験の難しさは、いわゆる「慣れを問う」問

題、と異なり、「ない知恵を絞って解答する」、問題が中

心でした。優秀な若い同級生の協力が有り難かったです。

超苦手の簿記も、長谷川先生や野坂先生から「簿記は仕訳

が分るようになれば、それなりに、会計士試験に対処でき

るはずだ」といわれて、少し落ち着きました。 

またワークアウトは、回数が５，６回程度で、やや少な

めでしたが、その分、復習する時間が取れました。私の場

合、長い予備校生活の中で、なんとなく聞いたことがある

「長期の滞留在庫」があり、その点検が済んでいない、と

いう気がしていました。そこで、手持ちの予備校の論点集

は超スピードで回転数を増やすと同時に、数が少ないワー

クアウトの論点はゆっくり見直して、良い点数は取れなく

ても、問題に対して解答すべき論点はみえたか、という観

点で復習できたのが良かったと思います。 

本試験は、案の定、会計学が問題でした。管理会計は

「１問手つかず」で、これまでか、と観念しました。気を

取り直して、財務会計に臨みましたが、会計理論は難しい

し、簿記も、知らない問題があったりして、「とにかく問

題は全部みる」、ことだけを考えました。 

それでも、なんとか、合格に手が届いたのは、租税法の

理論、企業法、経営学の理論で、どこかで見たことのあり

そうな問題については、論点を意識しながら、書けたとこ

ろにあるのではないかと想像しています。また、会計学に

ついても、あきらめずに、時間を使い切ることができまし

たのも、「ない知恵を絞る」教えが大きかったと思ってい

ます。会計研究科の先生方およびワークアウトの先生方の

おかげです。ありがとうございました。 

最後に、受験生の方には、「知識の在庫」の点検をお願

いします。そして合格して、計算チェック係だけではな

い、「頼りになる会計士」になってください。期待してい

ます。 

会計研究科２年 辻本 匡利 
 

私が受験期に実践していたこ

とを、受験生の皆さんの一助と

なればと思い書かせていただき

ます。 

まず勉強面について書かせて

いただきます。計算科目の簿

記、管理会計、租税法（法人税・消費税）について

は、毎日予備校の答練を最低１問は解いていました。

特に計算は長丁場の本試験を意識するため、あえて疲

れたときに解くようにしていました。理論科目につい

ては、毎日予備校のテキストとレジュメを中心に知識

と理解、論文で書くための材料としてキーワードや言

い回しを覚えました。そうすることで問題が与えられ

ると問題のテーマとなっている項目のページが頭に浮

かぶようになり、はずすことなく問題に答えられると

思います。また理論科目で必要だと思うのは、しっか

りと制度趣旨をおさえておくことだと思います。趣旨

を理解しておくと、各分野について体系的に理解しや

すくなると思います。 

また私は、予備校とそのプラスαとして会計研の授

業とワークアウトを利用していました。会計研でアカ

デミックな勉強をすることで、計算科目でもその裏づ

けとなる背景をかかせる問題にも対応できるようにな

りました。 

次に精神面について書かせていただきます。やは

り何時間勉強しても不安は拭いきれないものです。私

もかなりの時間やっていたと思いますが、ずっと不安

でした。論文式本試験の直前３日前はナーバスになり

過ぎて、何も手につかなくなりました。 

やはり、集中力には波があるものです。集中して勉強

できたときはすごい充実感があるのですが、無いとき

はいくら勉強しても充実感はなく、なんか勉強してな

いなと落ち込むことがあると思います。そんなとき

は、いっそ一日遊ぶのもいいと思います。私は、論文

３日前にその状況が来たのですが、ほんとに何もでき

ないと思い朝一で予備校いったものの友人と喋り、１

日ダラダラして何もせず帰宅し寝ました。これが功を

奏したのか翌日から集中力が戻り、その高い集中力を

保ったまま本試験に望むことが出来ました。正直、本

試験（特に論文）ではだいたいみんな同じような知識

量であると思うので、精神的余裕がかなりの割合で合

否を左右していると思います。 

最後に、公認会計士試験合格への道のりは決して

楽ではないと思います。しかし、諦めることなく努力

すれば受からない試験ではないと思います。この合格

体験記が少しでも皆さんの受験の参考になれば幸いで

す。ありがとうございました。 


