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①公認会計士



職業：公認会計士

公認会計士になるまでの道筋

公認会計士

最終試験（修了考査）合格

ベンチャー企業のCFO
（700～1,500万円）

2年間の実務経験と実務補習所にて単位取得

大企業の経理スタッフ
（500～600万円）

公認会計士試験合格

監査法人（1,000人以上規模）
（35歳～39歳,800～1,000万円台）

公認会計士になってからのキャリア
（平均年齢 、平均年収）

独立開業
（2,000万円以上）

経営コンサルタント
（750～1,000万円）

難易度：◆◆◆◆◆



主な業務内容 試験の特徴・難易度

監査：企業から学校法人、公益法人など幅広い対象に
ついて、独立した立場から監査意見を表明し、財務情
報の信頼性を担保する。監査業務には、法定監査と法
定監査以外の監査がある。

税務：税理士登録をすることにより税務業務を行うこ
とができる。税務代理、各種税書類の作成、企業再編
に伴う税務処理及び財務調査など。

コンサルティング：経営戦略の立案から組織再編、シ
ステムコンサルティングなど、経営全般にわたる相
談・助言を行う。

組織内会計士：多くの一般企業でも活躍している。経
理業務、財務業務、IR業務、プロジェクト業務など。

特徴：
短答式試験と論文式試験の2段階に分かれており、その
両方に合格する必要がある。
短答式試験の合否判定は科目ごとではなく一括で行われ
る。ただ、1科目につき、その満点の40%に満たない科
目がある者は、不合格となる場合がある。
また、短答式試験は合格から2年間のみ有効である。

難易度：合格率は10％程度
必要な勉強時間はおよそ5,000時間
国家三大資格の一つ（医師・弁護士・公認会計士）

短答式試験は4科目、論文試験では6科目をそれぞれ一
度に受験するため、短期集中型でまとまった時間を確保
して学習する必要がある。

職業：公認会計士 学修投資額：約32～83万円 学修期間：2年～3年



②税理士



税理士

2年間の実務経験
弁護士、公認会計士
両方の資格を取得

職業：税理士

税理士になるまでの道筋

税務署で23年以上勤務

税理士試験に合格
・大学院において「税法に属する科目」を一定単位修得し、かつ修士論文

が認められた場合、５科目のうち税法科目の2科目が試験免除される。
・大学院において、会計学の研究に関する修士論文を執筆し、
認められた場合、会計学1科目が試験免除される。

難易度：◆◆◆◆◆



BIG4税理士法人
（ 30代後半～40代前半,800～1,000万円以上）

一般事業会社
（37歳,550万円）

税理士になってからのキャリア（平均年齢 , 平均年収）

開業税理士（740万円）



主な業務内容 試験の特徴・難易度

税務代理：クライアントに代理して、確定申告、青色
申告の承認申請などの税務を代行する業務。

税務書類の作成：確定申告書、相続税申告書、青色申
告承認申請書など税務申告で必要な税務書類を作成す
る業務。

税務相談：税金に関する相談を受け、助言するサービ
ス。税理士に委託すべきかを決める際の事前相談だけ
でなく、その案件に対する助言だけをもらう方法もあ
る。

独占業務以外の仕事：記帳代行、コンサルティング・
アドバイザリー業務、会計参与、補佐人、行政・司法
の支援。

特徴：科目合格性をとっており、受験者は一度に5科目
を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよい。一
度合格すれば一生有効である。

難易度：合格率は10％前後
必要な勉強時間はおよそ4,000時間

税理士試験は科目ごとの勉強量が多く、1年に1～2科目
ずつ受験する人が多い傾向。そのため、長期間にわたる
学習が必要となる試験である。

職業：税理士

スタディング、「税理士試験の特徴」より
https://studying.jp/zeirishi/about-more/test01.html 

学修投資額：19～68万円 学修期間：3年～5年



③国税専門官



職業：国税専門官

国税専門官になるまでの道筋

国税専門官として勤務

試験合格後、研修と実務経験を受ける

国家試験の「国税専門官採用試験」を受験

大学卒

国税専門官になってからのキャリア（平均年齢、平均年収）

事務官（23歳,300万円）

国税調査官（26歳,400万円）

上席国税調査官（36歳,650万円〜）

統括国税調査官（45〜49歳,700万円〜800万円）

税務署長あるいは国税局長（1.000万円以上）

難易度：◆◆◆◆◇



主な業務内容 試験の特徴・難易度

国税専門官：税金に関する調査や指導を行う。業務内容
で3つに分類できる。

国税調査官：適正な税金の申告がなされているか調査す
る。

国税徴収官：税金の催促や財産差し押さえなどの滞納処
分を行う。

国税査察官：脱税を見つけ検察官に告発する。

資格：年1回の国家試験「国税専門官採用試験」

特徴：試験受験にあたり21歳以上30歳未満という年齢制
限と大学卒業が必須条件である。法学部や経済学部出身者
が多いと言われているが、理系からの採用実績もあるため
試験を合格できる知識があれば学部は関係ない。

難易度：合格率は約30%程度
公務員試験と会計学の知識が問われるので学習時間が他の
国家公務員試験と比較して時間がかかる試験に含まれる。
2020年の倍率は3.6倍であった。必要な勉強時間はおよそ
2000時間。

試験内容：1次試験は公務員の基礎的な能力を図る基礎能
力試験、マークシートの専門試験、記述式の専門試験専門
試験の必須教科は民法・商法、会計学（簿記含む）
選択教科は経済学、財政学、憲法・行政法、英語、情報工
学の中から選択する。2次試験では個別面談、身体検査。

職業：国税専門官（国家公務員）

学修投資額：約4万円～約200万円程度、
学修期間：約1年～2年間



④財務専門官



職業：財務専門官

財務専門官になるまでの道筋

財務専門官として勤務

希望する財務局で採用面接

財務専門官採用試験

大学卒業、または同等の資格

財務専門官になってからのキャリア（平均年齢 , 平均年収）

財務専門官1年目（23歳,300万円）

係長（31〜32歳,350万円〜）

課長補佐（43歳,450万円〜）

室長（500万円〜）

課長（600万円〜）

部長（1,000万円〜）

財務事務所長（1,000万円〜）

難易度：◆◆◆◆◇



主な業務内容 試験の特徴・難易度

・財政に関する業務：適正かつ効率的に国の予算を確
保する。災害査定立会の実施。地方公共団体への財政
融資資金の貸付。

・国有財産に関する業務：行政財産を有効活用する調
整。地域や社会のニーズに対応した国有財産の活用。

・金融に関する業務：地域金融機関の検査及び監督。
中小企業への資金提供の円滑化。金融商品取引調査。

・経済調査に関する業務：地域経済の動向調査及び分
析。法人企業の調査。

・広報相談に関する業務：財務省や金融庁の施策広報。
講演会等の講師派遣。多重債務者相談。

資格：財務専門官採用試験

特徴：22歳～30歳であれば学歴に関係なく受験できる
大学卒業、大学卒業見込みのものが受験可能である。

難易度：合格率は約17%程度
試験内容は公務員試験と専門知識が必要になるため国税
専門官同様に勉強時間がかかる。2020年の倍率は4.9倍
であった。

試験内容：第1次試験では公務員の基礎能力試験と選択
式の専門試験と記述式の専門試験を受ける。専門試験は、
憲法・行成法、経済学・財政学・経済事情の2科目と民
法・商法、統計学、政治学・社会学、会計学（簿記を含
む）、経済学、英語、情報数学、情報工学の中から2科
目選択。記述式の専門試験は憲法、民法、経済学、財政
学、会計学のうち1科目選択。第2次試験では、人柄・
対人能力などについての個別面接。

職業：財務専門官（国家公務員）
学修投資額：約4万円～約40万円程度
学修期間：約6ヵ月～1年半



⑤コンサルタント



職業：コンサルタント

コンサルタントになるまでの道筋

コンサルタント

大学卒業

マネージャー（34歳,1,700万円）

コンサルタント（30歳,1,100万円）

パートナー（35歳以上,2,500万円以上）

コンサルタントになってからのキャリア
（平均年齢 ,平均年収（※1））
※1：外資系コンサルティングファームの場合

コンサルティングファームに就職

アナリスト（25歳,650万円）

中途採用

難易度：◆◆◆◆◇



主な業務内容 コンサルティングファームの種類
コンサルティング：ある分野についての豊富な経験と

深い知識をもとに、クライアントの課題を解決するた
めの解決策を示し、企画の立案や実行などを手伝う業
務のことを示す。

コンサルタントの仕事内容は、課題を抱えている企業
や機関等から依頼を受け、その解決に向けた支援活動
を行うことである。コンサルタントが引き受ける仕事
内容はそれぞれの分野によって多岐にわたる。また、
どのように課題を解決していくか、依頼されている
「課題」を細分化し、それに対する改善策をチームで
提案・実施していく。

（例）
経営コンサルタント：クライアントが企業競争のなか

で生き残るための戦略を提案したり、現在抱えている
問題についての適切な対応方法をアドバイスする。

ITコンサルタント：おもにIT技術を活用して企業の課

題を解決する。システム開発の提案やシステムの最適
化をおこなうことにより、クライアントの経営戦略を
サポートしていく。

戦略系コンサルティングファーム：
欧米に本社を置く外資系が多く、経営戦略を得意と
する。

（企業例）アクセンチュア
マッキンゼー・アンド・カンパニー

IT系コンサルティングファーム：
ITを活用した業務改革やシステム導入などを得意と
する。

（企業例）ガートナージャパン
フューチャーアーキテクト

人事系コンサルティングファーム：
人事制度や育成・研修、年金など人事部門が抱える
課題に特化している。

（企業例）マーサージャパン
タワーズワトソン

M＆Aコンサルティングファーム：
財務アドバイザリーやM＆Aなどのコンサルティン
グを提供している。

（企業例）PwCアドバイザリー
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバ
イザリー

職業：コンサルタント



コンサルティングファームの種類 試験の特徴・難易度

シンクタンク系コンサルティングファーム：
大手証券会社、メガバンクなどを親会社に持ち、官公庁
向けのリサーチや経営・ITコンサルティングを提供して
いる。
（企業例）三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング

野村総合研究所

総合系コンサルティングファーム：
戦略からIT、実行までのサービスを一気通貫で提供して
いる。
（企業例）デロイトトーマツコンサルティング

PwCコンサルティング

国内独立系コンサルティングファーム：
日本で独自に発祥・進化を遂げ、主に中堅・中小企業を
対象に幅広いコンサルティングを手掛けている。
（企業例）船井総合研究所

タナベ経営

MBA（経営学修士）

特徴：コンサルタントになるための必須学位ではないが
役立つ。日本では、経営学修士と呼ばれ、経営学の大学

院修士課程を修了すると授与される学位であり、「資
格」ではなく「学位」である。MBAを取得するためには、

海外のビジネススクールか国内の経営大学院で学ぶ必要
がある。また、通信教育でも取得可能である。

難易度：海外のビジネススクールでは入学以前の段階で
GMATやTOEFLの対策が必要である。授業は現地語で行

われるため高い語学力が求められるほか、世界中から人
材が集まってくるような学校では講義や討論のレベルも
高く、国内MBAと比較すると相対的にMBA取得の難易度
は高くなる。国内MBAの難易度は、早稲田・慶応が最も
高く、倍率は2～3倍である。

職業：コンサルタント 学修投資額：国内MBA 約130万円～700万円、海外MBA 約700万円～1,000万円
学修期間：1年～2年



試験の特徴・難易度

中小企業診断士

特徴：中小企業診断士とは、中小企業のコンサルティングを行う。受験資格に制限がなく誰でも受験できる。
試験は、1次試験、2次試験（筆記・口述）、実務補習・実務従事の3段階となっている。筆記試験の科目は
4つあり、診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力が問われ、より実務に近い知識が求め
られる。また、口述試験も同様に近い知識が求められる試験となっている。

難易度：1次試験の合格率は15～25％前後。2次試験の合格率は20％前後。筆記に合格すれば口述は99％以
上の合格率である。必要な学修時間は約1,000時間である。

1次試験は7科目、2次筆記試験は4科目で2次筆記試験合格者のみ口述試験を受けることができる。2次試験
合格後、3年以内に実務補習を15日以上受けるか、実務に15日従事することにより、中小企業診断士として
の登録の申請を行うことができる。

職業：コンサルタント
学修投資額：約30万円 学修期間：1年～3年



⑥ファイナンシャルプランナー



職業：ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーになるまでの道筋
（一般的な例）

ファイナンシャルプランナー
不動産業界（650万円）

・1級ファイナン

シャル・プランニ
ング技能検定

・CFP®
（必須ではない）

銀行（650万円）

・2級ファイナンシャル・プラン
ニング技能検定

・AFP
（必須ではない）

証券会社（750万円）

・3級ファイナンシャル・プランニング技能検定
（必須ではない）

ファイナンシャルプランナーに
なってからのキャリアの一例※

（平均年収）

※ 資格取得時の平均年齢：35歳
※年収はFPに限ったものでなく、

それぞれの業界全体の平均年収である
※上記の他、年金事務所勤務や、

実務経験を経て独立する例も有り

難易度：◆◆◇◇◇



主な業務内容 ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定
の特徴・難易度

資産設計のアドバイザー：顧客の相談に応じ、資産に

関する情報分析、ライフイベント（資産運用、マイホ
ーム購入、相続、保険加入などの場面）に沿った資金
計画をたてる。その資金計画に基づき、顧客に対し、
資産設計の提案や相談を行う。
顧客の多くは、個人だが、中小企業などの法人もいる。

ファイナンシャルプランナーは、専門的なプロの立場
から、ニーズ把握を行い、適切な提案や助言を行う。

顧客がお金の面で困ることなく、リスクを軽減しなが
ら、目標を達成し、安定した生涯を送れるよう手助け
するのが、ファイナンシャルプランナーの役割。

ファイナンシャルプランナーは深い知識と顧客ニーズ
を把握するコミュニケーション能力が求められる仕事
である。

特徴：ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定は
国家資格である。
資格取得にあたって学歴の制限なし。年齢制限もないた
め何歳であっても受験することができる。
高卒の人でも試験対策をすれば独学で取得可能。そのた
め、大学に進まなくとも専門学校や通信教育の資格取得
コースで学習できる。
資格に有効期限はない。

難易度：3級：合格率は60～80％程度、学習期間は80〜
150時間程度
2級：合格率は30％～40％前後、学習期間は150〜300
時間程度
1級：学科合格率は、実務経験をある者が受けた上で
10％前後、学習期間は200〜400時間程度

職業：ファイナンシャルプランナー 学修投資額： 約7千円～20万円 、学修期間：2ヶ月～4ヶ月



AFP，CFPの特徴・難易度

特徴：AFP,CFP®は民間資格。
・AFPを受験するには「3級FP技能検定合格」「FP実務経験2年以上」「AFP認定研修受講の修了」の
うち、いずれかに該当しなければならない。また、AFP認定を受けるには、AFP認定研修を終了し、か
つ2級FP技能検定に合格する必要がある。
・CFP®は、AFPより上級に位置づけられている。国内にとどまらず、世界レベルで通用するプランニン
グスキルの有無が問われる。CFP®資格審査試験を受けるには、AFP認定者であるか、協会指定大学院の
所定課程を修了するかいずれかに該当する必要がある。
CFP®認定されるまでの流れは以下のとおり。
1. AFP認定を受ける
2. CFP®資格審査試験6科目に合格
（すべてに合格する必要があるものの、一度の試験ですべて合格しなければならないというものではな
い。1科目ずつ自分のペースで受験し、合格する選択をする人もいる。）
3. CFP®エントリー研修を修了
4. 通算で3年以上の実務経験を積む
5. 試験合格後5年以内に登録申請。書類に不備がなければ認定
AFP，CFP®には資格の有効期限がある。資格の認定後に定められる継続教育期間中に、AFPは15単位
以上、CFP®は30単位以上を取得することで資格を更新できる。

難易度：AFPの難易度はファイナンシャルプランニング技能検定２級と同水準。
CFP®の難易度はファイナンシャルプランニング技能検定１級と同水準。

職業：ファイナンシャルプランナー 学修投資額： 約7千円～20万円 、学修期間： 2ヶ月～4ヶ月



⑦会計学の教員



職業：会計学の教員

会計学の教員になるまでの道筋

教授（50歳,1,100万円）
会計学の教員

准教授（48歳,870万円）

大学院修士課程で2年間学修し、
修士号を取得

助教（35歳,620万円）

大学卒業

会計学の教員になってからのキャリア（平均年齢,平均年収）

※上記の金額に加えて、書籍の印税や講演、
メディアへの出演料等の副収入も得られる

大学院修士課程で2年間学修
その後、博士課程に進学し、

博士号を取得（3年間）

講師（44歳,720万円）

一般企業に就職

難易度：◆◆◆◆◆



主な業務内容 試験の特徴・難易度
学生の教育：講義や演習を通して専門知識を伝え、ゼ
ミなどで卒業論文の作成等を指導する。大学教授が受
け持つ授業は、90分から、100分程度を1コマとして、
平均で週に5コマ程度。

自身の専門分野の研究：研究成果を論文にまとめ、所
属学会や学会誌等で定期的に発表する。どの学会に所
属するかは教授が選ぶことができ、一般的に複数の学
会に所属する。

マスメディア等で専門分野の解説

入試等の大学運営

＜博士号＞

特徴：学部、研究科で用意された「博士課程」を履修し、その課された
履修内容を修了しておくことが必須となる。
その上で、卒業論文の提出とそれに付随する口頭試問を合格することで
取得できる。

難易度：論文に関する必須項目として、「研究の新規性・有効性・信憑
性、社会に対する還元性」などが挙げられる。これら全てを満たさなけ
ればならないため、論文が苦手な人にとっては、かなり難しい。
また、確実性が求められる。
確実性とは、「その研究論文によって何を伝えたいか、どのような社会
還元性が認められるか」についての明確な説明等が求められる。

＜修士号＞

特徴：大学卒業後、大学院に進み2年間の修士課程を修了して得られる
学位のこと。大学よりも専門性が高い。

難易度：学士(大学卒)と大差はない。2年間の修士課程を終えて、修士
論文の審査に合格すれば修士課程修了。

職業：会計学の教員
学修投資額：約140万円～500万円(※1)、学修期間：約10年(※2)
(※1)修士号or博士号を取得するまで。 (※2)一概には言えない。



⑧商業高等学校教諭



職業：商業高等学校教諭

商業高等学校教諭になるまでの道筋

教員採用試験に合格

教員免許「高等学校教諭第一種免許状（商
業）」もしくは「高等学校教諭専修免許状（商

業）」を取得

教職課程を履修
主幹教諭（52歳,740万円）

高等学校教諭の免許を取得できる
大学もしくは大学院へ入学

教諭（45歳,620万円）

商業高等学校教諭になってからのキャリア
（平均年齢,平均年収）

校長（58歳,810万円）

副校長（56歳,780万円）

指導教諭（52歳,740万円）

教頭（54歳,770万円）

難易度：◆◆◆◆◇



主な業務内容 試験の特徴・難易度
クラス：担任の教師として指導を行う。また、ビジネ
スについて学ぶ学校であるため、ビジネスマナーやコ
ミュニケーション能力といった指導も行う。他にも、
高校卒業後に進学か就職の進路指導を生徒と、時には
保護者との三者面談で、普段の学生生活などから、一
人一人に合わせたサポートをする。

授業：事前準備を行い、授業を円滑に行うこと。コン
ピュータ、簿記、会計、ビジネス英語など、それぞれ
の専門知識を生徒にわかりやすく教える。

課外活動：資格試験に力を入れるため、時期が近くな
ると放課後の時間を使って生徒に勉強を教える。また、
部活動の顧問として、指導や大会への出場の手続きな
どを行う。

校務：学校行事の企画や運営を行う総務部や試験の運
営、成績の管理を行う教務部が例として挙げられる。

高等学校教諭第一種免許状（商業）
高等学校教諭専修免許状（商業）

特徴：大学、大学院で用意された「教職課程」を履修し、

その課された履修内容を修了しておくことが必須となる。
一般的な高等学校教諭第一種免許状と同様の科目と商業
科目を取得することが求められる。また、簿記やマーケ
ティング以外にもコンピュータの知識も必要とされる。

難易度：取得には最低でも4年間必要。真面目に取り組
むことが必要。

職業：商業高等学校教諭

学修投資額：約410万円(※1) 学修期間：4年～10年(※2)
(※1 私立文化系学部の入学料、授業料を支払い、教員採用試験を通信講座を受講し、対策したものとする)
(※2 大学を4年で卒業かつ通信講座を一年受けてその後取得したものとする)



試験の特徴 試験の難易度
教員採用試験

特徴：内容は各自治体により異なるが、「筆記試験」、
「面接試験」、「実技試験」、「適性試験」で構成さ
れ、主に「筆記試験」は1次試験、それ以降は2次試験
である。
「筆記試験」では、主に教務に関する「教職教養試
験」、一般知識を問う「一般教養試験」、商業高校教
諭なら商業科目に特化した「専門教養試験」そして教
育論や指導法について記述する「論作文」があげられ
る。
「面接試験」では、どのような人物であるかがみられ、
個人・集団面接の他、現場をイメージしたロールプレ
イングや他の受験者との討論、協力をすることもある。
「実技試験」は、商業科目のみの場合は実施されない
が、家庭科であれば調理、英語であればスピーチがあ
る。
「適性試験」では、学校教諭としての資質があるかを
検査する。クレペリン検査やYG性格検査、MMPIなど
が挙げられる。

難易度：全国の商業科教諭合格倍率は8.3倍（平成３０
年試験）、関東の商業科教諭合格倍率は7.4倍（令和元
年試験）
「筆記試験」の勉強時間は約700時間

以上の倍率のように、難関試験であることは例年言われ
ている。そして、大学または大学院卒業後に正式に採用
されるのはわずかである。最近の「面接試験」から、人
物の評価や実践力を重視している。配点では、筆記試験
よりも高い配分をされていると言われ、「面接試験」で
高い評価を得られなければ、合格は難しい。しかし、
「筆記試験」に受からなければ、受けることはできない。
「筆記試験」の合格には、過去問を解けるようになるこ
とや「専門教養」では、大学入試レベルの問題の商業科
目を解くこと。「面接試験」では、簡潔に話す、日頃か
ら教育に関する課題や実践を考えることが重要。
合格ラインは70点といわれる。そのため、1年前から対
策する必要があるといわれる。

職業：商業高等学校教諭



⑨企業の経理職



職業：企業の経理職

企業の経理職になるまでの道筋

内定

経理部長（40歳,800～1,000万円）
新卒で経理職への入社を希望または

転職や中途採用などで入社を希望し面接

経理課長（35歳,500～800万円）
簿記や会計に関する検定試験を取得
（自身の市場価値を高めるため）

商業高校もしくは大学に入学 正社員（30歳,420～580万円）

企業の経理職になってからのキャリア
（平均年齢,平均年収）(※3)
(※3)一般社団法人人材サービス産業協議会「転職賃金相場２０２０」から年齢を
記載したが、定性情報のため実際の年齢とは異なる可能性がある。

CFO（45歳,1,000～1,500万円）

難易度：◆◆◆◇◇



主な業務内容 試験の特徴・難易度(※5)
日常業務：出納管理を行っている。出納とは現金や預

金の出し入れを意味する。それらの帳簿記録と実際の
残高が一致しているか確認する業務を行ったり、取引
の都度発生する内容を帳簿に記録し、その企業のお金
の流れを管理する業務などが挙げられる。

月次業務：売掛金の滞留分析や取引先からの入金確認、

帳簿の締切を行い、誤りの早期発見をする。予算対比
分析や年度決算見込み分析を行う。また、月次決算書
を作成し、経営者が経営判断を行う材料となる。

年次業務：決算に向けた業務を行う。決算短信や有価
証券報告書のような開示資料を作成するために、各種
仕訳に間違いがないかを精算表を用いて確認し、修正
することや、期末に行う調整事項がある。また、他の
部署の予算の立案も挙げられる。

日商簿記検定1級

特徴：日商簿記検定2級は最低レベルとし、1級はより

高度な会計知識を持ち、経営管理や経営分析を行えるレ
ベルであり、難関資格であることから取得者も少なく、
評価も高い。合格は70点以上とされるが、相対評価で
合否が決まる。

難易度：合格率13.5%（最新年度の試験）
勉強時間は800～2000時間
独学で勉強する場合には、2級までの知識が前提条件で
あり、一般的には資格に特化した学校や通信教育により
取得するのが主流である。

職業：企業の経理職
学修投資額：約25万円 学修期間：6か月～2年(※4)
(※4それぞれ資格取得に関する投資額を示し、全て通信講座のみで対策をした場合を想定している。)
(※5必須の資格はないため、キャリアアップにつながる資格を記載している。)



試験の特徴・難易度 試験の特徴・難易度
日商簿記検定2級

特徴：日本商工会議所主催の簿記検定試験は、学歴や

年齢、性別や国籍などを問わず誰でも受験することが
できる。試験では、商業簿記と工業簿記について出題
されるため、深く株式会社の会計処理を学ぶことにな
る。財務諸表を理解する力が身につくため、様々な財
務処理を行える、経営管理に役立つ知識が身につく。
勉強時間は、約250時間必要とされる。

難易度：合格率18.2%（最新年度の試験）
独学で勉強しても決してできないわけではなく、問題
集を繰り返し解けるようになれば合格も可能になる。
だが、1級の範囲が2級に降りてくるなど問題は改定さ
れることが多いため、しっかりとした対策が必要。商
業簿記と工業簿記の合計70％が正答していると合格。

TOEIC L&R（Listening & Reading）

特徴：日本で有名な英語力テストである。TOEIC L&R
では、リスニングとリーディングに分かれ、それぞれ
495点満点、合計で990点満点のテストである。近年は
英語を求める企業が増えており、キャリアアップを目指
すのなら、点数の向上を狙うとよい。そこから、
USCPA（米国公認会計士）やBATIC（国際会計検定）
といったグローバルな会計スキルを身につけるとなおよ
い。

難易度：平均点600点（2019年受験者）
2017年のBATIC受験者の英語スキルはTOEIC730点以上
が3割いることで、そこを目標点とするとよい。勉強時
間は100点アップに200～300時間といわれているため、
自分のレベルに合わせた勉強が求められ、毎日の継続が
重要である。

学修投資額：約5万円
学修期間：6か月～2年

学修投資額：約9万円
学修期間：6か月～1年

職業：企業の経理職



難易度の設定方法

難易度を設定するにあたり、以下の通り基準を設けました。

＜基準＞

日商簿記検定2級を取得し、企業に就職する

必要な資格：日商簿記検定2級
学修投資額：約9万円

学修期間：4～8カ月

合格率：基本的に、13％～35％の間で推移

上記を基に以下の通り基準値を設定しました。

学修投資額：2
学修期間：2
合格率：2
※5段階評価で、5が最も難易度が高い。

これらの基準値を基に、各職種を評価し、難易度を設定しました。
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09） https://context-japan.co.jp/ryokin/zeirishi-kouza-490.html

・マイナビ会計士、「会計士が活躍できる主な転職先 会計士の転職で注目のCFO（最高財務責任者）とは？」、（最終閲覧日2021ｰ02ｰ09）
https://cpa.mynavi.jp/career/company04.php

・小島大徳（2010）、「未熟な公認会計士制度を支える罪深き監査論」、『国際経営論集』、神奈川大学経営学部、40巻、pp.83ｰ95

・田中弘（2015）、「輝きを失った税理士業界復活のために」、『商経論叢』、神奈川大学経済学会、50巻、pp.207－218
・J-SMECA「中小企業診断協会ってなに？」,（最終閲覧日：2月28日）

https://www.j-smeca.jp/contents/002_c_shindanshiseido/001_what_shindanshi.html

・フォーサイト「中小企業診断士の難易度・合格率は？」,（最終閲覧日：2021年2月28日）

https://www.foresight.jp/chusho/exam/difficulty/

・資格Times「中小企業合格に必要な勉強時間は？最短合格が狙える勉強法も伝授！」,（最終閲覧日：2月28日）

https://shikakutimes.jp/shindanshi/103

・資格の学校TAC「コース・料金｜中小企業診断士」,（最終閲覧日：2月28日）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho/chusho_crs_idx.html
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・キャリアガーデン「国税専門官とは」（最終閲覧日：2021年1月26日）
https://careergarden.jp/kokuzeisenmonkan/

・キャリアガーデン「国税専門官の給料・年収（最終閲覧日；2021年1月26日）
https://careergarden.jp/kokuzeisenmonkan/salary

・給料バンク「国税専門官『地方上級や上席』の給料・年収や手取り額を解説！」（最終閲覧日2021年2月1日）
https://kyuryobank.com/komuin/ntr-officer.html

・キャリアガーデン「財務専門官になるには」（最終閲覧日：2021年1月26日）
https://careergarden.jp/zaimusenmonkan/naruniha/

・キャリアガーデン「財務専門官の給料・年収」（最終閲覧日2021年1月26日）
https://careergarden.jp/zaimusenmonkan/salary/

・公務員予備校比較ラボ（2021）「財務専門官の年収モデル〜年齢・役職別一覧」（最終閲覧日：2021年1月27日）
https://koumuin-labo.net/entry947.html
・人事院国家公務員試験採用情報NAVI「国税専門官採用試験」（最終閲覧日：2021年2月28日）
https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/sennmonnsyoku_daisotsu/kokuzei/kokuzei_daisotu.html

・人事院国家採用試験採用情報NAVI「財務専門官採用試験」（最終閲覧日：2021年2月28日）
https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/sennmonnsyoku_daisotsu/zaimu/zaimu_daisotu.html

・MONEY MAGAZINE「財政・金融のスペシャリスト「財務専門官」の昇進と特徴について」（閲覧日：2021年2月15日）
https://nttmoraio.com/2017/07/28/post-2264/

・NOTE「【公務員試験】国税専門になろう！その1〜出世と年収〜」（閲覧日：2021年2月15日）
https://note.com/kajimoto1228/n/n4c7dc737c65b
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・All About（2019）「コンサルタントは資格があると有利？役立つ資格と難易度、種類を解説」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://allabout.co.jp/gm/gc/29815
・年収ランキング（2020）「コンサルタントの年収を徹底解説｜給料・初任給手取り・賞与(ボーナス)・各種手当 」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://www.ts-hikaku.com/shokushu/consultant
・キャリアガーデン「コンサルタントの仕事内容」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://careergarden.jp/consultant/work/
・転職サービスのムービン 「コンサルティングファームリスト」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://www.movin.co.jp/gyoukai/firmlist.html
・転職エージェント - en world「経営学修士(MBA)とは？難易度から取得するメリット、キャリアパスまで解説 」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://www.enworld.com/blog/2019/07/MBA
・俺の転職活動塾！（2019）「【2020年版】国内MBAの難易度ランキングと卒業後のキャリアについて解説するぞ！！」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://naitei.site/3746/
・School With（2019）「MBA留学とは？費用や準備期間、平均年齢などまとめて解説します」,（最終閲覧日：2021年2月15日）

https://schoolwith.me/columns/32877
・アガルートアカデミー（2020）「国内MBAにかかる費用は？学費総額や予備校利用時の金額をざっくり紹介」,（最終閲覧日：2021年2月15日）

https://agaroot.jp/domestic_mba/column/cost/
・給料BANK「決定版 日本の給料＆職業図鑑」,（最終閲覧日：2021年2月15日）

https://allabout.co.jp/gm/gc/298154/
https://www.ts-hikaku.com/shokushu/consultant
https://careergarden.jp/consultant/work/
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・キャリアガーデン「ファイナンシャルプランナーの仕事」.(最終閲覧日2021-2-9)
https://careergarden.jp/financialplanner/naruniha/#ファイナンシャルプランナーになるまでの道のり

https://careergarden.jp/financialplanner/
・ユーキャン「ファイナンシャルプランナーってどんな資格？」.(最終閲覧日2021-2-9)
https://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/50/column/column04.html
・studying「FP技能士、AFP、CFP®って何が違うの？」.(最終閲覧日2021-2-9)
https://studying.jp/fp/about-more/AFPorCFP.html
・先生ビジネス百科「ファイナンシャルプランナー（FP）の資格取得にかかる費用はどれくらい？」.(最終閲覧日2021-2-15)
https://sensei-biz.com/fp-hiyou/#i
・年収ラボ「銀行業界の年収・給料、経常収益ランキング」.(最終閲覧日2021-2-28)
https://nensyu-labo.com/gyousyu_ginko.htm
・年収ラボ「不動産業界の年収・給料、売上高ランキング」 .(最終閲覧日2021-2-28)
https://nensyu-labo.com/gyousyu_hudosan.htm
・年収ラボ「証券業界の年収・給料、売上高ランキング」 .(最終閲覧日2021-2-28)
https://nensyu-labo.com/gyousyu_syoken.htm
・特定非営利活動法人（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会「ＣＦＰ®・ＡＦＰ実務家のコンピテンシーマップ」 .(最終閲覧日2021-2-
15)
https://www.jafp.or.jp/aim/study/text/files/h29_003_competency.pdf
・ 日本FP協会「 JAPAN ASSOCIATION FOR FINANCIAL PLANNERS 協会案内」.(最終閲覧日2021-2-15)
https://www.jafp.or.jp/about_jafp/outline/gaiyo/files/Associnfo.pdf

https://careergarden.jp/financialplanner/
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・カレッジナビ（2019）「大学教員になるには？現役の非常勤講師が分かりやすく教えます」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://karenavi.com/university-teacher

・キャリアガーデン（2019）「大学教授の仕事」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://careergarden.jp/daigakukyoujyu/salary/#%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%95%99%E6%8E%88%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5
%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%9C%88%E5%8F%8E%E3%83%BB%E3%83

・キャリアガーデン（2021）「大学院は学費がいくらかかる？国立と私立の違いや奨学金まで解説」（最終閲覧日2021-02-20）
https://careergarden.jp/column/daigakuinshingaku-gakuhi/

・タウンワークマガジン（2018）「大学教授になるには？仕事内容・なる方法・魅力・年収・将来性を徹底解説」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://townwork.net/magazine/skill/62208/

・転職Hacks（2019）「助教の年収は600万円を切る？」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://ten-navi.com/hacks/article-435-33769

・とむる（2017）「会計学って何？ 会計の研究って何するの？ 会計学の手法や作法を解説していきます！」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://tommru.com/research/accounting/accounting-analytics

・平均年収.jp「助教の年収を詳しく解説」,（最終閲覧日02-20）https://heikinnenshu.jp/komuin/jokyo.html

・Bizual（2020）「大学教員の年収は1000万円越え？ねんれいべつ、大学別などで解説します」,（最終閲覧日2021-02-20）
https://bizual.jp/%E6%A5%AD%E7%95%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6/84/

・Campus Magazine（2016）「【大学院】修士課程と博士課程の違いまとめ」,（最終閲覧日2021-02-09）
https://magazine.campus-web.jp/archives/1000041455
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・東京協友会 (2018) 『教職教養ランナー』株式会社ーツ橋書店

・金児昭（2016）『経済産業省「経理・財務サービススキルスタンダード」を活用した会社「経理・財務」の基本テキスト』NTTビジネスアソシエ株
式会社

・商業高校の先生の仕事内容「教員免許を通信制大学で取得しよう！ 」,（最終閲覧日2021-2-9）

https://teacher.childrenfirst-nv.org/syougyoukoukou.html

・教科商業の道具箱「その他〔教科『商業』教員採用試験情報〕」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

http://syougyou.sakura.ne.jp/admin_bairitu.php

・ホンシェルジュ （2020）「5分でわかる高校教師！仕事内容やなり方、試験の難易度、給与などを詳しく解説」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://honcierge.jp/articles/shelf_story/9353

・ジョブール（2020）「高校教師の仕事内容11個の業務と向いている人の特徴。やりがいを感じるポイントは？」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://joboole.jp/articles/971533

・Education Career（2019）「教員採用試験とは？試験内容や受験資格、社会人特別選考、競争率（倍率）、教員採用試験対策などについて紹介！」 ,
（最終閲覧日2021-2-9）021-2-9）

https://education-career.jp/magazine/career/2019/about-kyoin-saiyo-shiken/

・教育新聞「教員採用試験の最新動向【内容・対策】 」 ,（最終閲覧日2

https://www.kyobun.co.jp/content/

・東京アカデミー（2021）「教員採用試験結果関東 | 教員採用試験情報（概要・結果） | 教員採用試験対策講座 」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.tokyo-ac.jp/adoption/

・教採ギルド （2020）「【いつから？】教員採用試験の勉強は1年くらいが目安です。」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://schoolsict.net/kyosai-benkyo-itsukara/
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・教採ギルド （2020）「【いつから？】教員採用試験の勉強は1年くらいが目安です。」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://schoolsict.net/kyosai-benkyo-itsukara/

・Education Career（2019）「教員採用試験とは？試験内容や受験資格、社会人特別選考、競争率（倍率）、教員採用試験対策などについて紹介！」 ,
（最終閲覧日2021-2-9）021-2-9）

https://education-career.jp/magazine/career/2019/about-kyoin-saiyo-shiken/

・教育新聞「教員採用試験の最新動向【内容・対策】 」 ,（最終閲覧日2

https://www.kyobun.co.jp/content/

・東京アカデミー（2021）「教員採用試験結果関東 | 教員採用試験情報（概要・結果） | 教員採用試験対策講座 」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.tokyo-ac.jp/adoption/

・教採ギルド （2020）「【いつから？】教員採用試験の勉強は1年くらいが目安です。」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://schoolsict.net/kyosai-benkyo-itsukara/

・Educaion Career（2020）「高校の教師・教員の平均年収は約630万円！給与の仕組みを徹底解説」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://education-career.jp/magazine/career/2016/koukoukyousi/

・総務省（2018）「平成30年 地方公務員給与の実態」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/teiin-kyuuyo02_h30_kekka.html

・文部科学省（2016）「平成28年度学校教員統計調査教員個人調査（高等学校）」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin/kekka/k_detail/1395309.htm

・人事院（2018）「人事院勧告 特別給（ボーナス）年間支給月数（平成28年、平成30年）」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.jinji.go.jp/kankoku/h30/h30_top.html
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・Somulier ソムリエ（2017）「経理とは何か？企業経営の要、経理の業務内容や仕事の流れを徹底解説！」,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.somu-lier.jp/column/accounting-operations/

・みんなの仕事Lab-シゴ・ラボ（2020）「経理の王道キャリアプランって？スキルアップ方法やキャリアチェンジ先についても解説！」 ,（最終閲覧日
2021-2-9）

https://lab.pasona.co.jp/accounting/career/12/

・平均年収.jp 「経理の年収を詳しく解説」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://heikinnenshu.jp/general/accounting.html

・経理のキャリアデザイン （2020）「独立？昇進？経理職のキャリアアッププランまとめ」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

http://keiricareer.com/2020/03/26/column013/

・転職ステーション （2020）「経理の年収相場・年収アップの方法」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.tensyoku-station.jp/info/73661/#i-2

・経理のナレッジポータル 「月次決算とは【業務の目的と流れ】」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://acube-ac.com/portal/knowledge/knowledge02.html

・経理のナレッジポータル 「経理の仕事【業務の内容と流れ】」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://acube-ac.com/portal/knowledge/knowledge05.html

・MoneyForwardクラウド会計（2020）「経理業務の仕事内容と流れを解説！会計・財務との違い、勉強方法や必要なスキル・資格は？」 ,（最終閲覧
日2021-2-9）

https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/409/
・BrushUP学び （2021）「簿記1級を取得するメリットは？難易度や合格率は？独学での勉強時間はどれくらい？」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://www.brush-up.jp/guide/sc132/grade1

・THEENGLISHCLUB （2020）「TOEIC試験とは｜初心者が知るべき基礎知識！内容・コツ・注意点 」 ,（最終閲覧日2021-2-9）

https://english-club.jp/blog/english-toeic/
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http://keiricareer.com/2020/03/26/column013/
https://www.tensyoku-station.jp/info/73661/#i-2
https://acube-ac.com/portal/knowledge/knowledge02.html
https://acube-ac.com/portal/knowledge/knowledge05.html
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/409/
https://www.brush-up.jp/guide/sc132/grade1
https://english-club.jp/blog/english-toeic/


・経理プラス（2019）「経理担当者に英語スキルの習得が必要な3つの理由」 ,（最終閲覧日2021-2-9）
https://keiriplus.jp/career/learn_english/
・えいさら （2020）「【ズバリ】TOEICスコアアップに必要な勉強時間って？効率よく学習時間を稼ぐ方法とは？」 ,（最終閲覧日2021-2-9）
https://oyajitimes.xyz/toeic-time-required
・Z会「短期でスコアを伸ばすZ会のTOEIC対策通信講座」,（最終閲覧日2021-2-15）
https://www.zkai.co.jp/ca/lp/toeic/?cd=YSS&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=toeic&yclid=YSS.1000041767.EAIaIQobChMI8MO_7
8rp7gIVD9iWCh3iMQTlEAAYASAAEgLKufD_BwE
・Foresightフォーサイト「工業簿記を学べる簿記2級とは？」,（最終閲覧日2021-2-28）
https://www.foresight.jp/boki/column/about2/
・BrushUP学び「簿記2級とは？合格率が低い理由や改定による影響は？」,（最終閲覧日2021-2-28）
https://www.brush-up.jp/guide/sc132/grade2
・LEC東京リーガルマインド「級ごとの難易度と特徴」 ,（最終閲覧日2021-2-28）
https://www.lec-jp.com/boki/about/difficulty.html
・資格の学校TAC「簿記コース・料金」 ,（最終閲覧日2021-2-28）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki/boki_crs_idx.html
・一般社団法人人材サービス産業協議会(2020)「転職賃金相場2020」,（最終閲覧日2021-2-28）
http://j-hr.or.jp/wp/wp-content/uploads/tenshokuchingin_2020-1.pdf
・文部科学省「私立大学等の令和元年度入学者に係わる学生納付金等調査結果について」 ,（最終閲覧日2021-2-28）
https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_sigakujo-000011866_1.pdf

https://keiriplus.jp/career/learn_english/
https://oyajitimes.xyz/toeic-time-required
https://www.zkai.co.jp/ca/lp/toeic/?cd=YSS&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=toeic&yclid=YSS.1000041767.EAIaIQobChMI8MO_78rp7gIVD9iWCh3iMQTlEAAYASAAEgLKufD_BwE
https://www.foresight.jp/boki/column/about2/
https://www.brush-up.jp/guide/sc132/grade2
https://www.lec-jp.com/boki/about/difficulty.html
https://www.tac-school.co.jp/kouza_boki/boki_crs_idx.html
http://j-hr.or.jp/wp/wp-content/uploads/tenshokuchingin_2020-1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_sigakujo-000011866_1.pdf


メンバー
・日本大学 商学部 商業学科4年 水野直哉

・名桜大学 国際学群経営専攻4年 山本悠里子

・名桜大学 国際学群経営専攻4年 岩本美霞

・近畿大学 経営学部 会計学科4年 三瀬花菜

・近畿大学 経営学部 会計学科4年 高原桃花

・国学院大学 経済学部 経済ネットワーキング学科4年 石井翔

Accounting Competition in 2020
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