エクステンションセンター
資格の大原

【講座概要】
「エクステンションセンター公認会計⼠講座」は、⼤学の進路就職⽀援部⾨の強みと、試験対策に優れた
資格予備校の強みを合わせ持つ講座です。本学の提携専⾨学校は、毎年数多くの合格者を輩出し、
受験指導に優れた資格の⼤原と資格の学校 TAC の２校です。
⾃⾝の簿記学習状況や合格⽬標年度に合わせてコースを選択できますので、専⾨学校のパンフレットと
本要項を参考に受講するコースを検討してください。

● 受講対象者：本学在学⽣・卒業⽣
※⾮正規⽣、留学中、休学中、停学中、退学・除籍の⽅は受講不可。
※在学⽣と卒業⽣で割引率は異なります。
● 対象コース：別途、専⾨学校のパンフレットを参照
● 申込期間：選択コースにより異なりますが、通学開始 3 ⽇前までにお申込みください。
● 受講料：専⾨学校のパンフレットの封⼊物を確認
※本学在学⽣：通常受講料の 25％割引・⼊学⾦（⼊会⾦）免除
※卒業⽣：通常受講料の 10％割引（通学・通信コースに適⽤）
● 受講学舎：【資格の⼤原】
＜教室通学・映像通学＞京都校・⼤阪校・難波校・神⼾校・名古屋校
＜映像通学＞京都校・⼤阪校・梅⽥校・難波校・神⼾校・和歌⼭校・姫路校
● 申込受付先：エクステンションセンターで⼿続後、専⾨学校の各校舎で申込
※本学在学⽣の申込受付：京都校・⼤阪校・難波校・神⼾校・名古屋校のみ
● 申込⽅法：最終ページに掲載している「申し込みのステップ」をご覧ください。

立命館大学エクステンションセンター
問い合わせ先：衣笠キャリアセンター/BKCキャリアセンター/OICキャリアセンター
http://www.ritsumei.ac.jp/extension/
2018年 4月 ６日

資格の大原グループ （通学コースのみ適用）
■在校⽣【割引対象コース・価格⼀覧】
通常受講料
開講コース

簿記学習レベル

(一発合格

割引後受講料

パック)
①入門 1 年本コース

初心者

¥650,000

¥487,500

（2018 年 5・6 月開講）

3 級修了者

¥640,000

¥480,000

2・1 級修了者

¥630,000

¥472,500

②入門 2 年本コース

初心者

¥750,000

¥562,500

（2018 年 4～9 月開講）

3 級修了者

¥740,000

¥555,000

(2019 年 12 月短答式試験受験）

2・1 級修了者

¥730,000

③入門 1.5 年オータム本コース

初心者

¥740,000

¥555,000

2020 年

（2018 年 9～12 月開講）

3 級修了者

¥730,000

¥547,500

合格目標

(2019 年 12 月短答式試験受験）

2・1 級修了者

¥720,000

¥540,000

④入門 1.5 年ウィンター本コース

初心者

¥690,000

¥517,500

（2019 年 1・2 月開講）

3 級修了者

¥680,000

¥510,000

2・1 級修了者

¥670,000

¥502,500

2019 年

(2019 年 5 月短答式試験受験）

合格目標

＊詳細は 2018 年 4 月 9 日に発表
（詳しくは、資格の大原へお問い合わせください。）

(2019 年 12 月短答式試験受験）

＊詳細は 2018 年８月頃発表

25％OFF

¥547,500

■卒業⽣
※卒業⽣の⽅は通常受講料の 10％割引となります（通学・通信コースに適⽤）。

【コースについて】
◆「3 級修了者」（⽇商簿記 3 級学習済み)の⽅は、簿記⼊⾨Ⅰ（3 級程度の内容）を省略して学習をスタートできます。
「2・1 級修了者」（⽇商簿記 2･1 級学習済み)の⽅は、簿記⼊⾨Ⅰ・Ⅱ、管理会計⼊⾨（3・2 級程度の内容）を省
略して学習スタートできます。
□⼊学⾦免除
□⼊⾦⽅法
①⼀括払い
②分割払い（前期・後期の 2 分割）
※前期・後期分の受講料は専⾨学校のパンフレットにてご確認ください。
※この場合、前期・後期共にエクステンションセンター割引が適⽤できます。
③クレジットカード⽀払
「VISA」「MasterCard」「NICOS」「UFJcard」「DC」「MUFGCARD」がご利⽤いただけます。
④教育ローン
※教育ローンに関する内容は、申込前に通学する専⾨学校にご相談ください。
□在校⽣割引利⽤において、学習途中で関⻄圏以外へ転校する場合、別途費⽤がかかる可能性がありますのでご了承くだ
さい。

【講座実施期間】
2019 年合格⽬標
■⼊⾨ 1 年本コース

：2018 年 05 ⽉〜06 ⽉ ⼊学→ 2019 年 8 ⽉試験まで

2020 年合格⽬標
■⼊⾨ 2 年本コース

：2018 年 04 ⽉〜09 ⽉ ⼊学→ 2020 年 8 ⽉試験まで

■⼊⾨ 1.5 年オータム本コース ：2018 年 09 ⽉〜12 ⽉ ⼊学→ 2020 年 8 ⽉試験まで
■⼊⾨ 1.5 年ウインター本コース：2019 年 01 ⽉〜02 ⽉ ⼊学→ 2020 年 8 ⽉試験まで
※各⼈の簿記修了状況により講座期間、講座開始時期が異なります。
※各コース、各専⾨学校で講座開始⽇が異なりますので、詳細は専⾨学校のカリキュラムにてご確認ください。

【割引対象校舎】
(在学⽣)

京都校・⼤阪校・難波校・神⼾校・名古屋校

(卒業⽣)

全国の⼤原 通学・通信コースに適⽤

教室通学・映像通学のみ適⽤

資格の⼤原 公認会計⼠講座に関するお問い合わせ先（カリキュラムや申込⽅法など）
⼤原簿記法律専⾨学校京都校 TEL:075-344-1342

【受講についての注意事項】
選択コースにより講座期間が異なります。また、公認会計⼠講座を受講する際、各⼈の簿記学習状況により講座受講開始
時期が異なりますので、エクステンションセンターや専⾨学校で相談し、適切なコースを選択するようにしてください。

【上級コース割引について】
初受験で残念ながら不合格だった⽅が再受験に向けて各専⾨学校の上級コースの申込をされる場合にも割引があります。
◆上級コースは⼤原の 2018 年受験本コースに在籍されていた⽅は、パンフレット記載の⼀般価格に継続者割引（5％）と
エクステンションセンターの割引（20％）を併⽤。
◆2018 年受験本コースに在籍していなかった⽅は、パンフレット記載の⼀般価格にエクステンションセンター割引（20％）を
適⽤した価格となります。
（詳細は 2018 年夏以降、エクステンションセンターでご確認ください。）

エクステンションセンター利用のご案内
【エクステンションセンターのサポート体制】
エクステンションセンターでは、公認会計⼠講座を受講し、公認会計⼠試験合格を⽬指す皆さんをサポートしています。
積極的に利⽤してください。
① 受講相談・・・・・各エクステンションセンター（キャリアセンター）窓⼝にて、受講相談や進路相談を受け付けています。
② 専⾨学校（資格の⼤原、資格の学校 TAC）との割引提携を設けています。
③ 奨励⾦制度・・・・・在学⽣には選考の上で優秀な学⽣の講座受講料を補助する「エクステンションセンター特別奨励⽣
制度」や、難関試験合格者に⽀給される「⻄園寺記念奨学⾦（難関試験分野）」があります。エクステンションセンター
ホームページで情報を公開します。
④ ⾃習室の利⽤・・・・・在学⽣には公認会計⼠合格を⽬指して学習する学⽣のために専⽤⾃習室を設けています（選考
試験あり・有料、ＯＩＣおよびＢＫＣのみ）。
⑤ 各種イベントの実施・・・監査法⼈⾒学会や、ＯＢＯＧ懇談会、公認会計⼠による講演会など、皆さんのモチベーション
維持に役⽴つ企画を実施します。
⑥ 就職活動⽀援・・・エントリーシートや履歴書の添削、模擬⾯接など、多様な就職活動⽀援を⾏っています。

【エクステンションセンターホームページ】

http://www.ritsumei.ac.jp/extension/

申込のステップ
Step1

申込みコース決定

専門学校のパンフレットをチェック!必要に応じて各専門学校に
ご相談ください

Step2

仮申込み

エクステンションセンターHP から申込み
https://challenge.ritsumei.ac.jp/

Step3

申込み書の印刷

A4 サイズに印刷

Step4

割引証の発行

申込書をエクステンションセンター窓口（キャリアセンター）に
提出し割引証を発行

Step5

専門学校への申込み

資格の大原：割引証明書を資格の大原各校舎に持参

Step6

受講スタート

申込み後の専門学校からの指示に従い、受講スタート

※Step 4＜『割引証』の発行＞は、「衣笠キャンパス」「びわこ・くさつキャンパス」
「大阪いばらきキャン
パス」のみで受付けています。
「朱雀キャンパス」では『割引証』の発行は出来ませんのでご注意ください。
※『割引証』の再発行は出来ません。『割引証』発行後、なんらかの理由で講座申込をされない場合、必ず
エクステンションセンター窓口までご連絡をお願いします。
※卒業生の方は、http://www.ritsumei.ac.jp/extension/graduate/より、『エクステンションセンター
校友特別受講制度申込書』をダウンロード後、必要事項を記入し、立命館大学エクステンションセンター
（衣笠）宛へ、同申込書と 82 円切手を貼った返信用封筒に送付先を記入し郵便でお申し込みください。

＜窓口時間について＞
【エクステンションセンター】 問い合わせ先：キャリアセンター
http://www.ritsumei.ac.jp/extension/
キャンパス
住所
建物
電話
衣笠
京都市北区等持院北町 56-1
研心館 1 階
075-465-8172
BKC
滋賀県草津市野路東 1-1-1
プリズムハウス 2 階
077-561-3942
OIC
大阪府茨木市岩倉町 2-150
A 棟 1 階 AS 事務室
072-665-2120
期

間

窓口時間

休憩時間
月～金

ｾﾒｽﾀｰ授業期間中

9：3０～１７：００

長期休暇中/試験期間中

9：3０～１７：００

※1
１１：３０～１２：３０

※１．土曜・日曜・大学が定める休業日は閉室します。
毎週水曜日午前中は業務会議のため、休憩時間終了後に窓口業務を開始します。
※２．その他、窓口時間に変更がある場合は、エクステンションセンターの掲示板やＨＰにてお知らせします。

公認会計⼠資格・試験制度に関する詳細は、公認会計⼠・監査審査会ホームページで試験詳細を必ず確認してください。
（http://www.fsa.go.jp/cpaaob/）

