
22

18 20

55
28

40 30

Department  o f  Account ing  and  F inance

グローバルビジネス学部
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SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY

昭和女子大学

私たちの経済社会で、企業は人々の生活に必

要な製品やサービスの提供という重要な役割

を担っています。企業の経営には、企業自身が

自分の業績を知ることが不可欠です。また出

資者・銀行・従業員・顧客など、企業の関係者

にも、業績を知ってもらわなければなりませ

ん。業績の最も重要な尺度は、達成した利益の

大きさであり、それを測定する技術が簿記で

す。簿記は15世紀に考案されて以来、現在ま

で500年以上も利用され続けてきた人類の共

有財産です。会計の利益測定とそのための簿

記は、今や経済社会を支えるインフラになって

います。あなたも簿記や会計をマスターして、

経済社会で活躍しませんか。

女性のキャリアとしての公認会計士COLUMN

SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY

昭和女子大学
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
https://swu.ac.jp

グローバルビジネス学部
会計ファイナンス学科
［アドミッションセンター］

0120-5171-86 受付時間
平日9：00～16：00

TEL：03-3411-5154　E-mail：spass@swu.ac.jp 

会計は経済を支えるインフラです

あなたの力になる会計ファイナンス学科の学びをみてみよう！

I N T E R V I E W

I N T E R V I E W学 生

測定した利益を報告する会計の書類は、いわば企業の成績表ですが、企業自身が作成するので、企業とは独立の会計の専門家のチェックが

欠かせません。この役割を担うのが「公認会計士」という専門家であり、国家試験に合格した人だけに認められる会計分野の最高峰の資格で

す。細やかな気配りと緻密な調査手続が必要な点で、まさに女性に適した仕事として、最近は女性の進出が盛んになっています。簿記と会計

をマスターすれば、公認会計士への道も開けます。

先 生

桜井 久勝先生

■ 一週間のスケジュール（2022年度1年次前期）
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会計・ファイナンス
のための基礎数学

商業簿記Ⅰ

簿記入門
（春季集中）

簿記入門
（春季集中）

簿記入門
（春季集中）

簿記入門
（春季集中）

簿記入門
（春季集中）

会計ファイナンス
基礎演習Ⅰ

会計ファイナンス
キャリア形成論

簿記演習Ⅰ

WED THU FRI SAT

大橋：高校の文化祭で食品販売をした際に、いくら金額設定をして利益
を出すのかなど考える機会があり、経済の循環について知りたい
と思いました。そのためには、簿記の知識などがあるといいと高
校の先生に勧められ、資格にも力を入れているこの学科を選びま
した。

秋元：父が会社を経営していたため、会社の経営に関わることを学びた
いと思っていた。簿記資格の取得や、会計・ファイナンスなどの専
門科目について幅広く学べること、実務経験のある先生がいるこ
とに魅力を感じたから。

なぜ会計ファイナンス学科を選んだのか？

齋藤：所属するゼミで産官学連携活動に参加しました。その活動の経験
から、今まで学んできた金融・経営知識を活かして地域の人々、地
域経済に貢献できるような職につきたいと考えています。

大橋：社員をサポートする人事やファシリテーションマネジメントに
携わりたいと考えています。

将来の夢は？

齋藤：他の大学に比べ学生のサポートが手厚い。資格試験の際には時
間をとって講義を開いてくれるなど学生の挑戦を親身になって応
援してくれる。

秋元：3年次からのゼミでは、自分が興味を持った分野について、さらに
学ぶことができること。

会計ファイナンス学科に入って感じたことは？
秋元 　栞さん : 二松學舍大学附属高等学校
齋藤 麗菜さん : 神奈川県立鶴見高等学校
大橋 琴実さん : 栃木県立小山高等学校
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新しい時代に必ず必要なものって何だろう？

医療技術の向上から、人の寿命は100年を越えるともいわれています。
AIの発展や多様性を認める社会の到来で人々の働き方も変わるといわれています。
100年をアクティブに生きるために必要なものは何なのか。
一人の女性の生き方を例に見てみましょう。

きっかけはオープンキャン

パス。❶「会計・ファイナン
スは、あなたの人生に役立
つ」という学科説明での言
葉が非常に印象的で入学を

決めた。

人生に“必ず”必要な、
新しい時代を生きる学び

雑誌『プレジデント』によると、日商簿記やファイナン
シャル・プランナーの資格はTOEIC®等の英語関連
資格と同様に社会人にとって有用な資格として認識
されています。

人生に“必ず”
役立つ学びって
何だろう？

財産とも言える
貴重な関係が
築けました。

新しい経験、
新しい世界に
ワクワクします。

専門知識と
英語だけでなく、
人間力も
磨けました。

自分らしい
フレキシブルな
生き方を
探します。

資格は一生の財産COLUMN

もっと詳しい学びを知りたい方はこちら！

会計ファイナンス学科 ウェブサイト
最新情報はこちらをご覧ください。

学科ブログ更新中

これからの女性の1 0 0年L I F E

人生に大切な人とのつながりとお金について学べます。

会計ファイナンス学科の学び
主に金融業界や企業の管理部門で活躍できます。

将来の活躍の場

大学入学

❷高校は普通科だった私に
とって簿記は分からないこ
とばかり。企業活動を支え
る専門知識の重要さを知

り、学ぶことが楽しくなって

いった。

お金の流れを把握する
専門知識を身につける

大学での学び  （基本）

大学ではいろいろな経験を積んで世界を広げ

たい！その希望がかない、❸1ヶ月間の海外会
計事務所見学へ。英語でのコミュニケーション
や日本と異なる会計システムに戸惑うことも

あったが、文化背景の違う友人

もたくさんできて、多様性への

理解も深まった。

英語で会計を実践的に学び
異文化理解で視野が広がる

大学での学び  （海外の会計事務所見学）

大学2年次に日商簿記と❹FP検定を取得。資
格を活かすため、3、4年次では、産学連携プロ

ジェクト活動を積極的に行うゼミを選択。企業

の方々と打合せを重ね、アイデアを形にした。

ゼミの仲間と試行錯誤を繰り返し、時にはケ

ンカもした。戦友ともいえる仲間たちは一生の

友人になった。

仲間と切磋琢磨しながら
企業と連携して商品を社会へ

大学での学び  （産学連携）

「結婚ってお金がかかる。」

顧客に提供してきた❹FPの
知識を自分のために使う時

だ。二人で貯めた資金をどう

するか。パートナーと悩むこと

が楽しい。

結婚資金や家購入資金
資産の運用が大切に

大学卒業・就職 結婚

子どもが生まれたことは大き

な変化だった。パートナーは一

緒に子育てしてくれているが、

子ども中心の生活をしようと、

思い切って会社を退職した。

子育てのために
思い切って退職を決意

出産・育児

子どもが手をはなれ、仕事を

再開。❺MBAコースで学び
直した。実践的かつ分析的な

学びは刺激的だった。大学院

で知った会社に再就職した。

もう一度力を試したい！
大学院へ進学

キャリアアップ、再就職

女性の活躍が一般的になった

とはいえ、私が取締役になると

は思わなかった。今までのキャ

リアを活かせばきっと大丈夫。

新たな挑戦が始まるのだ。

キャリアを活かして
企業のマネジメント層へ

エグゼクティブへ

▶ 18歳 ▶ 18歳 ▶ 20歳～ ▶ 20歳～ ▶ 22歳～ ▶ 28歳～ ▶ 30歳～ ▶ 40歳～ ▶ 55歳～

大学で取得した技術や資格で

就職は有利に進んだ。金融機

関やメーカーから内定をもら

えたが、 ❹FP資格を活かせ
る証券会社に就職することを

決めた。

大学で取得した資格が
就職の大きな武器に

❶ 会計・ファイナンスはあなたの人生に役立つ

本学科在籍生の90％以上は高校普通科卒業生で
す。そのため多くの学生は最初、簿記の学習に戸惑い
ます。ですが、本学科では集中講義や教員のサポート
ですぐに簿記に慣れるようになります。

❷ 会計を学んだ経験がなくても大丈夫

本学科では、海外会計事務所と提携し、夏季または春
季の会計事務所見学を実施しています。応募者多数
の場合選抜となりますが、本学科で学んだ知識やノ
ウハウを実務で活用してはいかがですか。

❸ 海外の会計事務所見学で会計と英語力をアップ

FP（ファイナンシャル・プランナー）とは、家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保
険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考
え、サポートする専門家をさします（日本FP協会）。
本学科では在学中にFP検定に合格できるよう指導します。

10 0年時代に必要な専門知識COLUMN

❹ FP（ファイナンシャル・プランナー）とは

MBAとはMaster of Business Administration（経営学修士）の略
称です。米国では経営管理職へのチケットともいわれています。日本に
おいても多くの大学でMBAコースが設けられており、社会人の学び直
しの場（リカレント教育）として成立しています。

❺ MBAとは

先生の
サポートで、
学びがどんどん
楽しく！

大学で身に
つけた資格が
大きな力に
なりました。

自分の知識を、
二人の未来の
ために使います。

知識の
ブラッシュ
アップが
できました。

■ 活躍の場■ 会計ファイナンス学科の特長

◆ 銀行  ◆ 証券  ◆ 保険  ◆ 不動産

◆ 経理部  ◆ 財務部  ◆ 人事部  ◆ 総務部  ◆ 経営企画部

◆ ファイナンシャル・プランナー
◆ 証券アナリスト  ◆ 社会保険労務士  ◆ 宅地建物取引士等

金融業界

企業の管理部門

金融系専門

◆ 公認会計士  ◆ 税理士  ◆ 国税専門官等会計系専門職

どんな仕事なの？知りたい人は裏面へ！

めざす職業に合わせた履修モデル（科目）を用意しています。
※詳しくはホームページ（https://univ.swu.ac.jp）キャリアデザインポリシーをご覧ください。

https://univ.swu.ac.jp/faculty/university/global/finance/ https://www.swukaikeif.jp/blog/

簿記・会計
POINT

1
1年次講義では簿記を集中的に学びます。通常の授業のほか、土曜日を利用した集中講義を実施
します。また希望者を対象に講義時間外の補講（勉強会）も行います。そして学生全員で日商簿記
2級の合格をめざします。

全員が日商簿記検定２級の合格をめざす

ファイナンス
POINT

2
2年次からは「ファイナンス」、「アカウンティング（会計）」の2領域を主に学びます。そして、
これらの学びを踏まえてFP（ファイナンシャル・プランニング）技能士資格や上級の簿記資格
をめざします。

2大ビジネスリテラシーとして、簿記・会計、ファイナンスを学ぶ

プロジェクト
POINT

3
3・4年次には、企業や地域、そして自治体と連携したプロジェクト演習（ゼミナール）を行い、知識
と実践の両面から学びを深めます。指導教員は実務経験豊かであり、またアカデミックにおいて
も活躍しています。そして彼らが理論と実践をつなぐワクワクするゼミを提供します。

プロジェクトを通して身につけた専門性を活かす


