
 

 

 

 
 

 

 

■USCPAを目指したきっかけ 
元々会計に関する知識や学歴が全く無い状態で、ご縁があり米国現地の会計事務所に勤務を開始しました。基礎

知識の為に会計の勉強が必要だったのですが、どうせなら CPA をめざしたらと上司に勧められ、今後のキャリ

アパスを考えても Enrolled Agent (米国税理士)だけでなく CPAもあったらいいだろうと思い、挑戦することに

しました。 

 

■プロアクティブを選んだ理由 
Enrolled Agentは米国現地のテキストを使用して勉強したのですが、テキストの構成も分かりづらく、現在のポ

ジションは日本人のClientがメインなのでCPAは日本語で勉強したいなと思い、日本語の教材を探していました。

そんな中、上司の一人がプロアクティブを利用されてUSCPAになっており、その方に勧められて決めました。 
 

■プロアクティブの良かったところ 
会計に関する学歴が全くなかったので、会計単位も合わせて取得出来ることが大変有難かったです。講義も分かり

やすく、初心者でも親しみやすいように工夫されている気遣いが感じられました。他のスタッフの方もいつも対応

が迅速で丁寧で、大変感謝しております。過去問に対する質問にも個別に対応して下さるというサービスがありま

したが、動画の情報だけで十分分かりやすかったので、そちらのサービスは使用しませんでした。 
 

■合格までの学習期間と平均学習時間。 
学習期間：1年半（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日3-5時間） 

 

■こうやって合格しました！おすすめの学習方法 
講義は一度だけ集中して聞いて、その後はラジオの様に時間のある時に動画を垂れ流して繰り返し聞き、キーフレ

ーズが自然と頭に残るようにしました。Multiple Questionsは、一週目は問題と解答を同時に見ながら、回答を書

き写すくらいの感覚で進めて、そのあとすぐに回答を伏せながら2週目、しばらくたった後に3周目をやって間違

えた部分はしるしをつけて、4週目は間違えた部分のみ回答する、といった流れでやりました。あとは時間が残さ

れた分だけ3周目と4週目の手順を繰り返すといった手順です。全て理解をしようとはせず、分からなかった問題

も「そんなものか」くらいの気持ちで流してやっていくと、回数を重ねるうちに理解が出来たりしたので、あまり

一部の問題に固執せずに、おおらかな気持ちで進めるのが良いのかなと思いました。 

 

 

 

 

合格体験記 Y・Hさん eラーニングコース 2023年合格 



 

■学習に一番時間がかかった科目とその理由 
時間が掛かったのは、最初に勉強を開始したFARです。どこまで勉強をすれば合格ラインかの感覚が分からなかっ

たので、だらだらと時間を費やしてしまいました。他の方も仰っているように、早めに一 度受けてみても良かっ

たと思います。苦手意識があったのはBECだったのですが（経済学の勉強経験が全くなかったため）、三つ目の試

験だったので合格ラインの感覚が掴めており、短期集中で勉強したのでそこまで時間はかかりませんでした。 

 

■USCPAはどのように役立ちましたか？もしくは役立てる予定ですか？ 
CPAの試験を受かったとしても、当たり前ですが試験勉強と実務は全く違うので、まずはスタートラインに立てた

という気持ちで、これから精進したいと思っています。でも、実務はこれからだとしても、試験に受かったという

だけで本気度の証明や社会的な信用はある程度得られるので、それをうまく利用して今後のキャリアアップに繋げ

たいです。 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
試験は75点以上で合格なので、ストレスをためない為にもあまり細かい問題にこだわらず、大きな視点で勉強を

進めていくのが良いのかなと思いました。基本的な問題を落とさなければ、十分合格ラインに到達すると思いま

す。興味を持って勉強が出来る環境があれば、勉強も苦にならないと思うので、ある程度今後のVisionを持ちなが

ら進める事も大切かなと感じます。 

 

■その他、ご意見、ご感想等、ご自由にお書きください 
一度、NTSを忘れて試験会場に行ってしまい、現地でNASBAにもログインが出来ず、試験が受けられずに帰って

きたことがありました。後々メールを見ていると、プロアクティブから注意喚起のメールをいつも頂いていたの

に、全然読んでおらず、試験にも慣れてきた頃だったのですっかり油断をしていました。当日の持ち物にはお気を

つけ下さい。 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

■USCPAを目指したきっかけ 
当初は商学部に在学中で英語も得意だったため、大学で学んだ会計知識と英語力を合わせて何か形にしたいなと

思い目指しました。申し込み後は一年以上放置してしまいましたが、就職活動に失敗するのと同時に学習を再開

しました。この時は監査法人か経理職に就職することが目標でした。 

 

■プロアクティブを選んだ理由 
プロアクティブを選んだ理由は事務局の素早い対応と、必要単位の取得のしやすさ、そして価格です。USCPAを

受験しようと思い立ってから色々と情報収拾をしていたところ、100単位以上の大学の単位にプラスしてビジネス

や会計の単位を取得していなければ受験できないということを知りました。そこで学歴要件について無料相談をし

ていたプロアクティブに相談すると、その日のうちにあとどれだけの単位が必要でプロアクティブで単位を取得す

る際にかかる費用を見積もっていただけました。他の予備校と比較してみると格段に安かったため入学しました。 
 

■プロアクティブの良かったところ 
プロアクティブの良かったところはとても迅速な事務局のサポートと佐々木先生の講義です。佐々木先生の講義は

ユーモアや監査法人時代の実例を交えて教えてくれるのでとても楽しく授業の映像を見ることができました。中で

もAuditの授業が好きで黒ずんだマグロの話や、蕎麦屋のおばあちゃんの話は一生忘れないと思います笑また、テ

ンションも高めなので元気をもらえます。 
 

■合格までの学習期間と平均学習時間。 
学習期間：2年半（一週間当たりの平均学習時間：平日5時間/休日5時間） 

 

■こうやって合格しました！おすすめの学習方法 
基本的にはMCをひたすら回転させます。2周くらいして少し半分くらい解けるようになったら、間違えた問題だ

けを記録したノートなどを作って分からない問題だけを回転させました。そして最後に通して1周してできなかっ

た問題を記録して復習をしました。TBSはMCが終わってから全体を2周して通しで行いました。監査は他の科目と

違って問題をやみくもに解くのではなく、講義動画を2倍速で何周か見て流れを意識するようにするといいと思い

ます。また、監査は英文のちょっとした読み間違えで大量失点してしまうことがあったので問題文の「誰が誰に対

して」という部分を特に注意して精読しました。こうすることで手応えと実際の点数の乖離が減りました。個人的

にTBSはもう少し念入りにすれば良かったなと思っています。というのもTBSを通してMCの理解が深まるだけで

なく本試験でショックを受けずに済むと思うからです。特にFARのTBSは練習問題よりも本試験の方が難しいで

す。 

 

合格体験記 K・Wさん eラーニングコース 2022年合格 



 

■学習に一番時間がかかった科目とその理由 
FARです。シンプルに覚えなければいけない量が多かったというのと1回落ちてしまったためです。一回落ちてし

まった理由は仕分けが苦手だったためです。公会計や理論問題だけではTBSで全く歯がたたなくなってしまうので

仕分けをしっかりと理解してから受けることをお勧めします。 

 

■USCPAはどのように役立ちましたか？もしくは役立てる予定ですか？ 
知人や初対面の人にUSCPAに受かったことを言うとすごく驚かれます。思い返して見ると僕の場合は勉強してい

た時すらも充実感を感じていたので、結果としてたまに尊敬の眼差しを浴びることができるだけでも挑戦して良か

ったなと思います。またUSCPAの勉強を通して会計と簿記の面白さに気づいたので会計大学院に進学しました。

大学院では起業かJCPAに挑戦しようと思っています。USCPAの勉強は汎用性があるのでどちらの道に進んでも絶

対に役に立つと思っています。 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
勉強中の方はひたすら頑張ってください！ おそらく半分以上の方はなんで始めたんだろうとか、こんなに大変と

は思わなかったと思っていると思いますが、勉強が終わってあとから振り返って見ると絶対に必死に勉強していた

時は充実していたなと感じるはずです。辛いのは今だけだと思って駆け抜けてしまいましょう。 



 

 

 

 
 

専門性を持ち働き続けるためにUSCPAにチャレンジ！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日5時間） 

産前産後休暇中から学習を開始。 

学習期間：産後直後をのぞき、1.5年 

平均学習時間：休職中は1日3〜4時間。テスト前は5時間程度。復職後は1日2時間。 

動画流し見→MC数回転→理解できていない点は再度動画等で学習 
 

 
 
 
 
 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法を教えてください。 
FARとBECはMCをこなす。AUDは暗記メイン。「何となく分かった」状態でなく、言葉で説明できるぐらい、理解

度を高めるようにした。REGは暗記メイン。MCをこなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■合格後にどのように活用できましたか？ 
現業での、資本提携検討や管理会計対応で、学習した内容を応用できています。 

合格体験記 A・Oさん eラーニングコース 2022年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
人生 100年時代への対策として、専門性を持ち働き続けるために目指しました。 

■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
FAR。1科目目であり、学習の要領がつかめてなかったことと、範囲が広かったため 

■各科目の試験の感想を教えてください。 
FAR：範囲が広いため、深みにハマらず、まずは動画で講師が「必ず出る」と言っているポイントを確実に習得

すること。 

REG：出題範囲の割合に強弱があったため、メリハリ付けて勉強したほうが、効率的だと感じました。 

AUD：まとめノートを作り、頭の整理をすることをお勧めします。 

BEC：ライティングのサンプルに目を通し、答えられるようにしておくことは、MC対策としても役に立ちまし

た。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
１日数十分でも時間をとり、勉強を続けることが大切かと思います。 



 

 

 

 
 

USCPAは効率よく会計人としてのキャリアアップを狙える 
 

 

 
 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間 
学習期間：1年半（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日2時間） 

 
 
 
 

 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法 
・FARについては浅くてもよいので、広く出題範囲をおさえておく方が点数に繋がりやすいと感じた。 

・AUDは試験範囲が短いので、後々の科目に時間を残すためにも勉強期間を短く設定すべきと感じた。 

・REGはFAR同様、範囲が非常に広いため満遍なく勉強を進めていく必要がある。 

・BECは日常的にビジネスへの関心を高めておくことで、ある程度選択問題は回答が予想できるものが多かった。 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
より難度の高い業務を担当できることが可能になった。 

合格体験記 T・Yさん eラーニングコース 2022年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
現職で国際税務を担当しているため 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
一問ごとに動画解説が丁寧についている点は、解説文を読むよりも理解がしやすかった。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPAを継続的に勉強することで、会計に関する大量のインプットが可能です。 

資格という体系的な学びであるため、効率よく会計人としてのキャリアアップを狙えると思います。 



 

 

 

 
 

基本をしっかり押さえた学習で合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えてください。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：10-15時間） 

学習当時は海外駐在をしていたが、コロナ禍で外出があまりできなかったこともあり、特に休日は家にこもって勉強

をしていた。特にMCを中心に何度も繰り返し解きながら、自分でノートに論点をまとめていった。 
 
 
 
 
 
 

■おすすめの学習方法と試験直前にやるべきことがあれば教えてください。 
FAR: 基本的なことをしっかり覚えていくこと。政府会計も重要な論点をしっかり理解すること。 

AUD: 基本的な考え方をしっかり理解して、どのような問われ方をしても対応できるようにすること。 
REG: 暗記すべきことが多いので、まとめノートを作って整理し、しっかり覚えることが必要だと思います。 

BEC: MCを何度もやり、重要な論点を押さえることに努めました。WCの勉強にはあまり時間をかけませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■USCPAはどのように役立ちましたか？ 
体系的な知識が身についたことにより、自信をもって、業務に取り組むことができるようになりました。 

合格体験記 H・Hさん eラーニングコース 2022年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
海外事業に関わる仕事をしており、体系的な知識を取得・整理しておきたかったため 

■試験の感想、試験後の反省点、事前にやっておいたほうが良いこと 
FAR: 計算もあるため、一番、試験時間に余裕がなかった科目です。あせらずリラックスして試験に臨むことが必

要かもしれません。 

AUD: AUDは2回の受験で合格しました。4科目の中で一番英語力・読解力が必要になる試験でもあり、慎重に問題

文を読むことも必要かなと思います。 
REG: 試験の直前にまとめノートを読み返して、リラックスして臨み、無事、1回で合格できました。 

BEC: 初見の問題も多くでて、かなり焦りましたが、1回の受験で、なんとかぎりぎり75点で合格できました。 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPAに合格することで、海外での仕事や、会計・監査などの専門家として、キャリアパスが広がります。しっ

かり勉強すれば合格できる試験だと信じて頑張ってください！ 

■学習に一番時間がかかった科目とその理由を教えて下さい。 
REGです。特に覚えることが多く、まとめノートを作りながら覚えていきました。じっくり勉強したおかげで、1度

で合格することが出来ました。 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：約1年3ヶ月（業務都合で途中6ヶ月間休止） 

基本は講義を1.5倍速で聞いてから、ひたすらMCQの過去問とRecently released questionを満遍なく解き続けた。試験1週間

前くらいから、問題の形式に慣れるためにSIMを解き始めた。特別な事を聞かれるわけではないのでこれくらいで十分かと思う。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合格後の仕事での活用やキャリアUPについて 
まだ合格直後で具体的なエピソードはないが、ダブルライセンスを武器にして、海外への転職や社内でのスキルの差別化を図って

いきたい。特にグローバルの認知度は日本の資格よりも優れた部分があるのではないかと期待している。 

合格体験記 R・Wさん eラーニングコース 2022年合格 

USCPAを目指したきっかけ 
グループ監査の一環として海外のファームから指示を受けて手続を実施したり、外資系企業の監査等を実施したりする中で、 

海外の公認会計士の資格に興味を持った。今後、海外でのキャリアも視野に入れて、選択の幅を広げるために USCPAが最適だ

と考えた。 

これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイス 
コツコツ続ければ必ず報われる試験だと思います。最初の1科目を受験するところまで辿り着けば、きっと最後までやり遂げ

られるはずです。科目合格の1年半の間にできることは沢山あるので、臆せずチャレンジしてください。 

【FAR】 

学習方法・試験直前：範囲が非常に広いので、講義を聞いたらその日の内にMCQを解く。余裕があれば後日復習してか

ら次の単元に進む。基本的には広く浅く、ただし似た問題が出題されたら必ず解けるだけの再現性は必要。理解はもちろん大

事だが、ある程度手を動かして刷り込むことも求められると思う。 

試験の感想、反省点：公会計が重要とは聞いていたが、予想以上にNPOの問題が多く、本番は少しだけ焦った。直近の傾

向等踏まえて、満遍なく準備するのがいいだろう。 

【AUD】 

学習方法・試験直前：日米の基準の違いにフォーカスして、ひたすらMCQを解いていた。 

試験の感想、反省点：最も勉強しなかった科目で、点数も1番低かった。油断せずにしっかり準備したほうが良い。英文

を読む量が多いので、普段から速読を意識すると良いかもしれない。 

【BEC】 

学習方法・試験直前：WCは頻出トピックや定型の文面を暗記したり、実際に手を動かして作文したりして注力した。 

試験の感想、反省点：原価計算は試験・実務の両方で重要な範囲なので、中途半端にせず納得いくまでやり込んだ方がい
いと思う。WCは50分くらい残り時間があったが、思ったより時間が足りないので、時間配分には注意すべき。 

【REG】 

学習方法・試験直前：日本の公認会計士試験に知見があまり流用できなかったので、ゼロベースで取り組む必要があっ
た。MCQから教科書に立ち返ったり、ネットで調べたりと、理解を大切に進めた。 

試験の感想、反省点：BASISの求め方が会社形態によって微妙に異なるので、完璧に答えられるよう頭に叩き込んでおい

た方が良い。MCQとSimulationの両方で出題された。加えてMCRS償却も必須。 



 

 

 

 
 

講義を見終わった後に、MCを周回することを意識して勉強を進めました。 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年4ヶ月間（一週間当たりの平均学習時間：平日1-2時間/休日4時間） 

どの科目もまずは佐々木先生の講義を見終わった後に、MCを周回することを意識して勉強を進めました。何回も問題を解く中で、試

験に必要な知識を身に着けていくことで、無駄な時間を使わず効率的に学習ができました。TBSなども別途対策はせず、とにかくMC

を解いて理解することを重視していました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法。 
試験直前はリリース問題やMCデータベースを何度も解きなおすことをお勧めします。今まで解けていた問題も再度

解くことで、さらに理解が深まることもあるでしょうし、今まで見落としていた問題なども解けるようになることも

ありました。 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
CPAを取得したことにより、今まで応募することができなかったポジションなどにも応募可能になり、今後は英語力

も活かし、より自分の専門性を磨くことで、さらに自分のキャリアを高めていきたいと考えています。 

合格体験記 T・Hさん eラーニングコース 2021年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
元々英語が得意であったこともあり、漠然と将来は国際的な環境で働きたいと考えていましたが、語学力だけでは

中々キャリアとして今後活躍するのは難しいと感じ、英語を活かしながら別の専門性を身に着けるため勉強を始め

ました。また大学時代に簿記などは学習したことがあったため、基本的な部分は分かっていたことも始める理由に

なりました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
試験に出ない部分などは、適宜佐々木先生が教えてくれるため、テキストに載っているからすべてを覚えるなどを

する必要はなく、本当に合格に必要な学習ができた点は良かったです。また講義中の冗談などで笑えるものも多く、

楽しみながら学べた点もとても良かったと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
CPAの勉強は長く途中で辛くなる時期もあるかと思いますが、取得すればそれだけの価値はある資格だと思いま

す。モチベーションを維持するためにも、積極的にUSCPAを学習中の人などを見つけて、情報共有などをできる

ようにしておくと、つらい時期でも続けていく活力になると思います。また時には息抜きもすることで、勉強飲み

にならないよう工夫することも重要だと感じました。 

■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
当初出願までのプロセスでは書類の郵送や単位認定など、複雑な手続きが必要なため何度かやり取りをさせて頂き

ましたが、その度に素早いご対応をして頂き、安心して勉強に集中することができました。また受講前の不足単位

を算出して頂くサービスなどもあり、どの程度追加で単位を取る必要があるかも分かりとても便利でした。 



 

 

 

 
 

会計未経験、英語が苦手でも1つ1つ勉強し合格！ 
 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日5時間） 

eラーニングの講義動画とMCQを何回も繰り返しました。自宅だと集中できないので、図書館で勉強するようにしまし

た。集中できるよう環境を整えることが大切だと思います。科目は一つ一つ勉強していった方がいいです。二つの科目を

同時に勉強したこともありましたが、効率が悪いと感じました。 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
合格体験記を読むと頻出の分野、どんな問題が出たか大変参考になりました。 

過去問データベースの中には、実際の試験で出ないような問題もありますので、そういうのは飛ばしてもよいと思い

ます。また、解けた問題と解けなかった問題は記録に残すようにしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAR：最初に受験した科目でしたが、試験時間が全然足りなくてかなり焦りました。 
それでも試験時間の最後まで諦めなかったおかげで、ぎりぎり合格することができたと思います。 
 
AUD：FAR、BECと続いて3番目に受検したのがAUDでしたが、simulationの問題でFARと関連するTopicが出題さ
れるので、2科目で受験すれば良かったかなと思いました。受験した時の手ごたえは十分あったのに、一発合格する
ことが出来ませんでした。 
Internal Control等、頻出の分野はMCQで9割正解するまでやりこんだ方がよいと思います。 
 

BEC：民間企業で財務を担っている人なら、馴染みのある分野なのかなと思います。IRR、Present Valueなど聞い
たことがない言葉も多かったですが、とにかく繰り返し講義動画を観るなど少しずつ理解を深めていきました。
Writingの対策は何もしなくても合格できました。 
 
REG：最後に受験した科目でしたので、自分なりの勉強方法、直前期の準備などが出来上がっていました。全て、
同じ受験会場でしたので、落ち着いて受験することができました。難易度的にも、他の科目と比べて難しいとは感じ
ませんでした。 

合格体験記 匿名希望 eラーニングコース 2021年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
何か転職で役立つような資格を探していたのがきっかけです。特に、ニューヨーク州という言葉に魅力を感じました。 

■学習に一番時間がかかった科目は何ですか。 
BECです。Financial Managementと管理会計の分野は馴染みがなかったので、理解するのに苦労しました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
会計未経験、英語が苦手な自分でも４科目合格出来たので、頑張ってほしいなと思います。 

自分の場合は、すぐに転職やキャリアアＵＰを考えていたわけではなく、合格後に気が緩んでしまった気がしま

す。合格後のビジョンがしっかりしている人は、その勢いのまま行動に移した方がいいです。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
AUDを再受験したときに、１回目と似たようなsimulationの問題が出題されていたので、解けなかった問題の復習

は必要と思いました。合格者の体験記には貴重な情報が載っていますので、試験が近くなったら一読した方がいいで

す。 



 

 

 

 
 

将来的に海外で仕事をするためにUSCPAに挑戦！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日4時間/休日8時間） 

佐々木先生の授業を何度も視聴し、MCQを繰り返す、理解できていないところの解説を聞くをひたすら繰り返していま

した。効率的ではないかもしれませんが、自分の理解度が低い段階から問題をこなすことが一番重要だと感じています。 

 
 
 
 
 
 
 
■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
AUDです。２回も不合格になりましたが、諦めずに何度もレポートなどを読み返し問題を解くことで反射的に回答が

浮かぶようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
サイト上のMCQはほぼ全てできるようになっていれば、試験は特に問題ないと思います。自分が不合格になった時は

講義だけを受けて理解した気になっていたため、十分なレベルに達していなかったと思います。 

合格体験記 K・Sさん eラーニングコース 2021年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
将来的に海外で仕事をするために自身の英語力及び会計知識を公式にアピールするために受験を決意しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義は時間も短くとてもわかりやすかったです。ただ講義ではなく、問題の方が実際の解き方やショートカットが

豊富なので、問題の方を進めていくのが重要だと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
みなさんUSCPAを受験しようと思う理由がそれぞれあると思いますが、勉強に飽きたりやる気がなくなった時

は、その原点に立ち返ってなぜUSCPAを受験したいのか、自分にとって合格した後にどのようなキャリアを実現

したいのかを具体的にイメージすることが大事だと思います。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
直前はEラーニングコースのSUPER直前やAICPAのサンプルテストなど本番形式に多く触れておくことが大事だと

思います。 



 

 

 

 
 

講義動画視聴後、MCを中心にとにかく問題演習して合格！ 
 

 

 

 

 

 
 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：約2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2-3時間/休日1-2時間） 

まずはeラーニング動画を一通り視聴し、その後はMCを中心にとにかく問題演習を繰り返していました。なお、

FARについては、とにかく手を動かして問題文から仕訳がすぐにイメージ出来ること、AUD・BEC・REGについ

ては、単語それぞれの定義の暗記だけに留まらず、問題文にある一つの単語から関連する単語や数字がすぐに連想

出来ることを心掛けていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■学習に一番時間がかかった科目 

FAR。おそらく内容自体は他科目に比して最も基礎的だと思われるのですが、問題演習を進めるうちに、あれ

もこれもと気になってしまって、なかなか学習のペースを掴むことが出来ず、初回の受験までに時間がかかっ

てしまいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

合格体験記 K・Tさん eラーニングコース 2021年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
元々祖父が公認会計士だったこともあって、経理・財務や監査の仕事に対する興味は持っていました。た

だ、それを具体的な形で証明するものがこれまではなく、自分の年齢と今後のキャリアを考えた時に、「現

在の自らの知識をきちんと整理・確認したい」「経理・財務分野を今後の自分の強みとして確立したい」と

思うようになり、2018年夏から USCPAの取得を目指すようになりました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
スピード感があった点。私は、幾つかの予備校の説明会にも伺って、最終的にプロアクティブの講義を受講す

ることを決めたのですが、別の学校の通信教育の講義動画は丁寧ではあったものの、ゆっくり過ぎて自分には

合わず（眠くなってしまい）、プロアクティブの講義動画のペースが合っていたのだと思います。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法 
USCPAの試験は試験時間が長く、かつ、試験中はパソコン画面を凝視せざるを得ないので、何よりも健康第一

と思い、試験直前時期も特別なことはせず（私の場合はかえって不安が増えてしまいそうな気がしたので）、

意識的に普段と変わらないペースで学習を継続することを心掛けていました（勉強する時間帯、取り組む問題

数や分野等も含めて）。 



 

■各科目の試験の感想 

FAR：最初に受験した科目。学習のペースが掴めず、合格までに時間がかかってしまいました。振り返ると、

色々な心配をするよりも、むしろ早めに一度受験をしておけば良かったなと思いました。 

AUD：最も手応えがなかった科目。監査の実務に携わっておられる方は、実感として理解しやすいのかも知れ

ないのですが、私は各々の手続きの具体的なイメージをなかなか掴めず、苦労しました。 

BEC：対象範囲が広範ということで緊張していましたが、元々馴染みのあった分野だったせいか、試験後に唯

一手応えを感じた科目でした。（が、結果を見ると必ずしも高得点ではなかったですが…） 

REG：最後に受験した科目。トランプ税制によっては試験内容に幾つか影響が出ましたが、試験においては、

あまり変更点は気になりませんでした。個人的には、会計と税務の違いが面白かったです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事 

AICPAが公開している過去問は、必ず早いうちに一通り解いてみる方が良いです。私は試験直前の力試しと思

って取り組んだのですが、見たことがないタイプの問題（主にTBS）や、あまり取り組んでこなかった方向か

らの質問（主にMC）があり、試験直前の不安感が増してしまいました。（タイミングは別として、結果として

自分の理解不足を試験前に認識出来たことは良かったのだと思います。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
特に単位取得が必要な方にとっては、USCPAの勉強は相応の期間を要するので、何よりも早めに学習のペース

を掴むということが肝要と思います。ペースは人それぞれと思うので、自分に合う方法を是非探ってみて下さ

い。他方で、すでに学習を始めている方は、あまり多方面に手を出し過ぎると収拾がつかなくなるので

（元々、試験範囲は相当広い訳ですし）、自分で決めたペースをきちんと守るということが重要だと思います。

ただし、USCPAの学習に限ることではありませんが、くれぐれも健康第一なので、決して根を詰め過ぎないよ

うに。 

■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
現時点ではようやく科目合格という段階なので、資格をどう活かすかはこれからの課題ですが、現在の会社

に勤め続けるのであれば、経理・財務分野の理解を深めつつ、USCPAの知見を軸に様々なプロジェクトにも

取り組みたいと思っています。他方で、USCPAは、他にはない「監査」が出来る資格でもありますので、監

査法人への転職等も機会があれば考えたみたいです。 

 

■試験会場と現地の印象 
御茶ノ水ソラシティの会場においては、スタッフの方のマスク・フェイスガード着用、会場内の頻繁な喚

起・清掃・消毒等の新型コロナウイルスの感染症対策もしっかりなされている印象で、特に心配はありませ

んでした。ただ、日時によっては受付に時間がかかるので（特に心配な方は）早めに受付を済ませることを

お薦めします。また、喚起のために試験室の扉を開けているので、外の音が気になる方は、普段から会場と

同じようなヘッドホン型の耳栓に慣れておく方が良いかも知れません（私は特に気になりませんでした）。 



 

 

 

 
 

業務多忙かつ40歳を過ぎての受験でもMC演習を繰り返し合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日2時間） 

講義を聴講しテキストを一旦理解した後はMCとSIMを何度も解いて解答プロセスを理解した。試験2週間前にはもう一度テキストを

レビュー。要点を簡単に紙やノートにまとめて記憶定着を図り、本番で確実に得点できるよう調整した。また車出勤であり車中で講義

を音声で繰り返し聞いた。 
 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法 
MCは基本4回＋α。一周目は解答を見て何が問われているか、どのような思考プロセスが必要かを確認。2周目は1周目で間違った

ところのみを再度解答しながら確認。3周目ははじめからすべて解答し、間違った問題を再度切り分け。4周目は3周目で間違った

問題を正解するまで何度も解答。直前期は複数回間違った問題を抽出し、重点的に解答練習。また過去に間違った問題については

間違った理由を言語化し、ノートに残して直前期に見直し。その際、問題がなくてもノートに記載したポイントを見ただけで、ど

のような問題だったか思い出すレベルになっていると理解がかなり進んでいるという感覚を持った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
学習期間中からCPAの知識は活用できた。現地企業や投資先CFO、コントローラー、現地監査法人と頻繁に打ち合わせをするた

め、議論の内容把握も容易になった。またヘッジ会計など専門領域ではアドバイザーを雇用しているが彼らとの対話もよりスムー

ズになったと感じる。同じ土俵で会話ができるようになったという感覚。 

合格体験記 R・Nさん eラーニングコース 2021年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
ビジネス知識の再確認・拡充が目的。米国駐在中で M&A 推進、投資先企業の事業管理、M&A 後の PMI、成長戦

略策定などを担当。約 10 年前に米国にて MBAを取得しており、基礎的な理解はあったが特に監査・税務分野は

まとまって勉強したことがなく知識拡充は業務を円滑に進めるのに非常に有用と判断し学習を開始。途中学習を

休止したこともあったが、赴任期間も長期化し日本帰任も近づいたことから帰任前に 4科目合格をと考えた。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
テキストが端的にまとまっている。MCで問われる論点をすべてをカバーしていないが、各教科のコアとなるコンセプトは十分に

網羅している。細かな論点はMCをやりながら覚えればよい。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
海外ビジネスを推進する中でCPAの知識は非常に有用。逆にこのレベルの理解なく海外ビジネスを進めることに不安を感じるよ

うにもなった。CPAで問われる知識体系は広く浅くであるが、Individual税法や公会計など一部を除き各分野においてビジネス

で最低限必要なものがCPA試験の中にコンパクトにまとまっている。監査法人に就職せずとも、事業会社の海外M&A担当など

であれば学習は必ず役にたつし関連分野で転職する際には知識レベルの証明にもなるのは間違いない。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
会計資格なので最低限の会計知識はあった方がよい。英語も基本的なレベルでよいがビジネスでまったく英語を使ったことが

ないと、はじめは苦労する人もいるかもしれない。ただ大学受験などで一度しっかり学習していればそれ以上の英語力はそこ

まで必要ではない印象。 



 

 

 

 
 

佐々木講師の講義と過去問データーベースをフル活用し合格！ 
 

 

 

 

 

 
 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1-1.5時間/休日3-4時間） 

平日は朝晩の通勤時間に講義の視聴、過去問を全てiPhone/iPadで取組み、休日は自宅／近所のカフェで同様に講義の

視聴と過去問に取り組んだ。テキストを全てPDFでiPadにダウンロードし、ペンで書き込みながら視聴するスタイルに

したことで、テキストを印刷して持ち歩く必要がなくなり、iPadひとつで完結する形とした。 
 

 

 

 

 

 

 

■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
AUD。テキストが一番薄く、抽象的な内容が多かった為、感覚で解けるだろうと高を括った結果、2回も落ちる結

果となった。プロアクティブの合格体験談や合格者のブログを読み、AUDはなぜ選択しなかった選択肢が不正解

なのかも含めて、しっかりと深く理解することが必要と分かり、以降それを強く意識しながら進めることで、3回

目の受験で漸く合格した。 

 

 

 

 
 
 

■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
いつも迅速に適切な回答やアドバイスを頂けて、非常に助かりました。1聞いたら必ず周辺情報も追加して教えて

頂き、とても頼もしいサポートを得られたように思います。 

 

 

 

 

 

合格体験記 X・Lさん 通学コース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
入社以来営業として数年働いた後に海外の事業会社に派遣された際、多少英語が得意ということ以外に何の

専門性も持っていないことを痛感し、ひとつの専門性を軸に据えつつ、周辺知識／ノウハウを広げていく形

でのキャリアプランを持つに至った。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
分かり易い事例を織り交ぜつつ、重要なポイントを端的にテンポよく説明する佐々木先生の講義はいつも楽し

く、飽きずに視聴することが出来た。また、テキストに書いてある内容は、講義中の説明の有無に限らず、頭

に入れておいた方が良いように感じた。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
SIMはMCを理解して解けるようになっていれば、然程入念な事前準備は不要。試験直前は理解が怪しい部分の

テキストを繰り返し確認し（見るだけだと記憶に定着しないので、時折ノートに書き起こすことで定着した）、

間違えた過去問をひたすら繰り返すことに尽きると思う。 



 

■各科目の試験の感想を教えてください。 
FAR：普段の業務で触れているものが多かった為、取っ掛かり易かったが、細かい仕訳まで理解が必要であ
り、ボリュームも多かった為、二番目に時間がかかった。背後にある理論まで理解しようとすると、いくら時
間があっても足りないので、ある程度は「そういうものだ」と割り切って暗記する部分も必要だった印象。 
 
AUD：最も苦戦した。Factではなく、判断を求められる問題も多く、テキストの精読と過去問を解く際には選
ばなかった選択肢が何故不正解なのかも都度理解しながら進める必要があった。 
 

BEC：扱うテーマは広いが、広く浅く理解していれば、4科目の中での難易度は最も低い印象。Writingはビジ
ネス英文の作成力を問うてる部分もあるとの情報を聞き、質問に対する正しい答えが分からなくとも、予め準
備した構成に従って、理路整然とした文章作成を心がけた。 
 
REG：とにかく暗記。税務の部分は、会計との違いを問われる部分が少なからずあった為、FARの知識も問われ
た。時間をかけ過ぎず、短期間で講義全体をざっと通しで学習し、細かい各論は過去問を解きながら徐々に穴を埋め
ていく進め方が合う科目。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
まだ取得後間もないので、今後のキャリアにどう活きるか分からないが、英語圏の国の事業会社における財

務・経理関連のポスト（CFO等）に自分から手を挙げやすくなると期待。また、名刺にもUSCPAと書かれるの

で、少なくとも数字には強いことを初対面で分かってもらえるようになると思う。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■その他、ご意見、ご感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。 
佐々木先生の講義、過去問解説動画、受験手続サポート全てにおいて非常に満足しています。時折、質問に対

する回答が極端に簡素で、それだけでは理解出来ないこともあったが、繰り返しの質問に対してもさじを投げ

ず対応頂き、改めて御礼申し上げたい。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
家族サービス、日々の仕事、上司・同僚との付き合い等々学習を阻害する要素は日常の中に数多あります

が、眠い目をこすり、隙間時間をぬって、走り抜けた先ではより一層自分に自信が持てるようになります。

年功序列がなくなり、組織ではなく「個」で勝負する時代において、USCPAは自身の能力を証明する一要素

に間違いなくなるので、マンネリ化した時は思い切って旅行にでも行ってリフレッシュしながら、時折自分

より遥かに自身を律している成功者の自伝なんかも読みながら（笑）、過程を楽しんでいってもらえたらと思

います。あと、佐々木先生の講義と過去問DBだけで合格に辿り着けたので、他の参考書等に浮気せず、プロ

アクティブを信じて取り組んでいってもらえたら、と思います。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
AUDで2回落ちてから取り入れた手法として、合格体験記や合格者のブログ等を読み、頻繁に出題される分野

や各科目の勉強方法について、先人の知見を取り入れるようにしたことで、合格までの最短ルートで学習を進

めることが出来るようになった。FAR受験前から同様の手法を取りれるべきだったと感じる。 



 

 

 

 
 

通勤時間を利用して毎日30分程度でも勉強すること目標とし、合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.9年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2.5時間/休日6時間） 

講義のビデオを見た後は、MC及びTBS共に、85%の正答率を目指して、ひたすら問題を解いていました。問題を解く中で疑問点が生

じた場合は、その都度テキストを参照して確認しました。なお、問題の正答率の管理は、Excelで○（完全に自力で解ける。なぜ、他

の選択肢がダメなのか説明できる）、△（理解が不十分だが正解した）、×（間違えた）を問題毎に記録して行いました。 

 
 
 
 
 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
長期休暇の最終日に試験日を設定すれば、最後の追込みに十分な時間（1日8時間程度）を取れ良いと思います。 
 
 
 
 
 

■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
電話口の方には、事務的なサポートだけでなく、精神面でのサポートも何度かして頂き、感謝しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
前職で海外子会社に連結パッケージの入力方法を指導する際には、FARで勉強した内容をそのまま活かせました。 

また、2科目合格時に現職に転職しましたが、科目合格はプラス要因にはなったと思います。 

合格体験記 あひるさん eラーニングコース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
・新卒で入社したメーカーの初任配属が本社の連結決算担当で、監査法人から来る会計士と接する機会が多く、

彼らと対等な知識で議論できるようになりたいと思った。 

・大学の同期で USCPAを卒業後早々に取得した人が居り、その人に負けるのは嫌だと思った。 

・TOEIC950及び簿記 2級を既に持っていたが、より他者と差別化できる資格が欲しかった。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
蕎麦屋の従業員がネギを盗む話や、日比谷公園を社長の手を引いて散歩する話など、面白い話が多い点。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
英語の試験は英語の教材で勉強するのが、一番効率が良いと私は思います。 

■試験会場と現地の印象を教えてください。 
アメリカの空港の搭乗前の保安検査の様に、受験前のセキュリティチェックが厳しいと感じました。 

■各科目の試験の感想を教えてください。 
FAR：講義のビデオの中で佐々木先生が「多分出ないと思うけど…」と仰っていた項目の問題が出て少し焦りまし
たが、念の為に解き方を覚えていたので、無事解けたと思います。 
AUD：一度目に受験した際は、感触は悪くなかったが何故か71点で落ちました。二度目に受験した際は一度目と
同じ問題も出ました。 
BEC：練習問題の模範解答の様に長いWCは試験時間内で書けませんでしたが、要点を抑える事でそこそこの点は
稼げたと思います。 
REG：異様に細かい論点を聞いてくるTBSで数問、明らかなミスをした事を試験終了後に心配していたが、無事合
格していました。 

 



 

 

 

 
 

働きながらでも諦めなければ受かるUSCPA試験！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日2時間） 

最初の1年は足りない単位の取得と受験手続きをしながら、のんびり講義に通うだけでした。後半の2年は、移動中や昼

休みも活用し、1日2時間は勉強するようにしました。最後の方は平日でも1日4-5時間勉強していました。 
 

 

 

 

■各科目の試験の感想 

FAR：経理の実務経験があったので、一番簡単でした。 

AUD：英語力がないので問題を理解するのに苦労しました。SSARSとSSAEの違いや、Internal Controlの全体像
については、テキスト以外にもWebで調べて理解しました。5回受けて75点でギリギリ合格しました。 

BEC：Witten Communicationは全然できませんでしたが、それ以外の問題は比較的簡単だったと思います。AUD
の後に受けたのでコーポレートガバナンスは余裕だと思っていたら、全然点数が取れなくてFAILしました。 
REG：MCを中心に勉強していたのですが、なかなか点数が伸びず、2-3点きざみで何度もFAILしました。講義・テ
キストを何度も見返して基礎を固めたことで、合格点に達しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
サンプルテストは本番前に必ず取り組んだ方が良いと思います。本番のイメージが掴めるだけでなく、本番で似たよ

うな問題が出題された気がします。暗記が必要なキーワードや公式、知らない単語は、Quizletという単語帳アプリ

にまとめて暗記できるまで繰り返し勉強していました。 

合格体験記 匿名希望 通学コース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
海外でも生かせる経理財務の資格を取りたいと思ったのが USCPA を目指したきっかけです。海外経験が豊富な周

囲の人から勧められたのと、働きながらでも取得できそうだったことから受験を決めました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
通学の講義は、毎回佐々木先生の面白い話があって楽しかったです。また、ウェブで何度も講義を復習することが

できるのは良かったです。理解があやしい部分をスマホですぐに見直すことができました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
3科目で74点FAILを経験し、毎回かなり落ち込みました。結局、合格までに15回も受験しましたが、受ける度にス

コアは確実に上がったので、他の方も仰っているように諦めなければ受かる試験だと思います。FAILして落ち込ん

だときは、合格者の方々の体験記を読むと元気が出ます。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
短期合格を目指していたので、1つのWindowで2科目ずつ受けていましたが、結果的には1科目ずつ集中して勉強し

た方が効率的だったと思いました。 



 

 

 

 
 

短期合格においては、深掘りせず止まらずにどんどん前に進んでいくことが重要！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：約2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1-2時間/休日6-10時間） 

講義（等倍速）→MC→講義（1.5倍速）→MC→MC→TBS→RRQ→ SUPR直前→AICPAサンプルテスト  

＜ポイント＞ 

①初回講義視聴は浅い理解でOK。短期合格においては、先ずは深掘りせず止まらずにどんどん前に進んでいくことが重

要。MCを解くことで自然に理解が深まっていき、講義視聴2回目により効果的に内容が入ってくるようになる。 

②MC3〜5回転させ正答率9割程度になったらTBSにチャレンジ。TBSはMCが解ければ知識レベル上問題ないが、問われ

方や回答の仕方はMCとは非常に異なるので慣れる為に問題演習は必ず行う必要がある。（答えはわかっていたのに不慣

れで失点するのが一番悔しい）また、TBSを解くことでMCの理解度が高まる相乗効果もある。 

③上記以外でも、iPadやiPhoneを活用し隙間時間や通勤時間（個人的には家事をしながら、ウォーキング時等も）に講

義を聞きまくり日常生活の一部にしてしまう。佐々木先生の強調されているポイントが自然と頭に入り記憶が定着す

る。 

④忘却曲線を意識し、完全に忘れる前に復習する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
FAR。英語はまあまあ得意だが、経理経験なし、簿記3級までの知識しか持っておらずほぼゼロからのスタートであ

ったこと、仕事との両立に苦戦＋慎重派（ノート作り）＋範囲が広い為、初回受験に1.5年とかなり時間をかけてし

まった。その後は段々と最速での勉強方法が確立していきスムーズに一発合格できた。（コロナウィルスによる緊急

事態宣言の為、試験会場閉鎖により受験スケジュールに影響は出ましたが）FARのみ纏めノート作りをしたが、不要

という結論に至りその後はしなかった。 

合格体験記 M・Tさん eラーニングコース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
商社営業部にて海外取引先との案件形成において英文会計の知識が必要となり、自己啓発兼ねて英文会計入門〜英

文会計中級を受講。その後、社内アピールと、どうせ勉強するなら本格的でグローバルに通用する試験に合格した

いと一念発起し 2018年 8月に CPAコースに申し込み。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
なんと言っても佐々木先生のインパクト・メリハリ・テンポ良い講義です！強烈な例やエピソード等も盛り込んで頂

き、大変楽しく更に記憶にも定着した。本物の英語の発音を聞けることで、変な日本語英語を覚えてしまわずに英語

を学べたことも大きな収穫だった。個人的に一番良かったことは、MCの音声解説です。賛否両論あるようですが、こ

の音声解説が最短合格、MC90秒以内回答における肝だと思う。佐々木先生が解にたどり着くための着眼点や発想法

を言葉でコンパクトに言ってくれる（テキストに記載されているようなかしこまった回答でないところが良い）のが

非常に役立った。というのも、早く解くために自分に欠けていた着眼点や発想がどこなのかを知る必要があり、先生

自身の思考プロセスを短い言葉で説明しながら解説してくれるので、効率的にポイントを掴むことができた。また、

解説の中でも重要なポイントをシャウトして下さるので記憶に残りやすかった。（他校のテキスト解説は親切ではあ

りますが、知りたいポイントまで行き着くのに時間がかかり、更に余分な解説によりテキストが分厚くなっているよ

うな気がする）。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
手続きに関わるPDFマニュアルは大変わかりやすく、メールや電話での問い合わせにも即対応頂き、諸々の手続きを

スムーズに進めることができました。 
 

■各科目の試験の感想を教えてください。 
 
FAR：リサーチ問題：NPO会計、TBS：政府会計、IFRSが出題され、やはり満遍なく学習する必要があると感じ
た。ただ、公会計は難しい問題は出なかったので得点源にできるはず。 
 
AUD：前職で監査受ける立場で実務対応していた為、馴染みがあり楽しめた。確かに高度な英語力が必要だが、MC
では2択まで絞り、後は消去法で一択に絞り込むやり方が王道。TBS：修正仕訳による各Ratioへの影響が問われ、影
響要因が複数あり難易度が高かった。（Ratioへの影響はBECでも問われた）。 
 

BEC：MC：Corporate Governance, ITが結構出題され、際どい問題で難易度が高かった。ITはテキストにも載っ
ていない問題だったので早々に諦め次に進んだ。得意だったCost Accountingはほとんど出題なしで残念だった。
TBS：ある取引によるRatioへの影響。WACC、Working Capital関連の問題が出た。資金調達方法によって、
Working Capital及びRatioにまでどのような影響が生じるかをパッと反応できるようにしておいた方が良いと感じ
た。 
WC：トピック自体は馴染みがあり難しくなかったが、残25分しかなかったので暗記していた型をひとまず速攻でタ
イプし、キラーフレーズや単語を可能な限り散りばめるだけ（5〜10行程度）で時間切れとなってしまった。英作文
が苦手な人は、やはり型を丸暗記し実際に文章を作ってみる練習は必須だと思う（タイプしなくても頭の中で文章を
作ってみるでもいいかと）。 
 
REG：MC：トランプ新税制は1問題のみだった。（恐れていたQBIの細かい計算は出題なし）リサーチ問題が2問も
出題された。1問目は簡単だったが、2問目はわかりそうでなかなか検索できず止む無く諦めた。S Corporationの条
件に関わる問題が複数出題された。やはり、暗記がポイントだが、その中でもPartnership, S Corporation, C 
Corporationの違い、Basisのコンセプトは最重要項目。また、FORMを意識して勉強した方が暗記もしやすいと思っ
た。（その事柄がどのFORMのどの項目に影響するかを確認しながらの方が理解度が高まり、最終的にMCやTBSでも
高得点につながる）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
①RRQを過去5年分程解く、AICPAサンプルテストにて本番形式に慣れる。 

②SUPER直前にて総まとめ＋SIMやDRWに慣れる。（結局、DRWは全科目で一題も出題されなかったが） 

③MCやTBSで間違えた箇所の復習。 

④本番での時間配分を決める。 

⑤リサーチ問題対策として、AICPA Online Professional LibraryやAICPAサンプルテストで小一時間練習しコツを

掴む。リサーチ問題で問われていること自体は簡単なので何が正解なのかはわかるはず。その答えがどこに記載さ

れているかを探すだけなので、検索方法に慣れてしまえば得点源になり得るので最初から捨てるのは勿体ないと思

う。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
本番では時間配分が非常に重要。Testlet毎の時間配分を予め決めておき、試験開始時に提供された計算用紙の余白

にその時間配分を記載して常にタイムマネジメントしながら進めていくことをお勧めする。最後の方に簡単な問題

があることも多々あるので、難易度の高い問題に固執することで時間を必要以上に費やさず、最後までたどり着く

ことを意識して臨んだ方が良いと思う。また、Testlet1の正答率具合でTestlet2の難易度が変わる仕組みになって

いるが、BECではその変化を感じず（難易度が高くならなかった→Testlet1の出来が悪い→不合格？）精神的に動

揺し思考が乱れてしまった。。結局合格したので、難易度の変化に敏感になり過ぎず、本番では問題を解くことに

集中した方が良いと思った。 



 
 
■試験会場と現地の印象を教えてください。 
 
コロナ渦の感染対策の為、試験室のドアが開放されており、セキュリティーチェック係の方の声や雑音が入りやすい

状態になっているので（2020年9月時点）敏感な方は耳栓を持参した方が良いかも。（ヘッドセットが備え付けられ

ているが長時間つけると頭が痛くなるので、持参した耳栓の方が好きだった）コロナ前は貸し出される筆記用具はラ

ミネートボード＋非常に書きづらいペンだったが、通常の紙＋鉛筆に変更され断然使いやすく有り難かった。電卓は

貸してもらえる。長丁場なので水分補給は気をつけた方が良いし、休憩時間にさっとエネルギーチャージできるよう

なもの（ウィダーインゼリー等？）＋目薬があると良いかと思った。 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
年齢的にも異業種転職は難しいと感じていたが、大手監査法人に転職でき面接時もUSCPA全科目合格したことについ

てご評価頂けたのではないかと思う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■その他、ご意見、ご感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。 
FAR受験後、当時勤めていた会社を退職、AUD、BEC、REGは無職の状態でチャレンジし時間的には余裕ができた一

方、コロナの影響でいつも通っていた図書館閉鎖、東京の試験会場までもが閉鎖され学習スケジュールに支障が出た

こと等で精神的にも不安が大きくなり非常に孤独な戦いだった。講義の後にMCを解いても全然正解できず、毎日絶

望感で暗闇の中でもがき泣けてくる（笑）状態が続いていたが、佐々木先生の講義ビデオでモチベーションを都度持

ち直すことができた御蔭で全科目ストレート合格することができました。事務局の皆様含め心より御礼申し上げま

す。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
4科目共通して言えたのは、佐々木先生が言うように、MCを何回転もさせ解きまくることが合格の秘訣だと確信し

ている。講義は初回は全部理解できなくても時間をかけずに前に進み、MCを解きながら理解を深めることがポイ

ント。講義→MCでテンポよく全体を一回転させることで全体像を把握→再度、講義を聞くと点と点が繋がってい

き、MCを何回転も繰り返し解くことで、臨界点を超える感覚が何度かあり、その度にMC正答率とスピードが格段

に上がってくる。その感覚は全科目で体感したので、そこまでいくのが一番大変なのだが、地味にやり続けること

が一番の近道だと思う。途中諦めかけたことも何度もあったのだが今は久しぶりに味わう達成感でいっぱいなの

で、皆さんも自分を信じて頑張ってください！ 



 

 

 

 
 

MCをとにかく解き、自分の苦手を把握し合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日5時間） 

MBAと並行していたため、途中ブランクがあります。基本、講義→MC1回→MC2回目と TBS並行→MC3回目とリリース問題並

行→仕上げに直前とサンプル問題という形で勉強しました。 
 
FAR：初回の科目で、ビビるところもあると思いますが、とにかく1回受けることが大事だと思いました。 
 
AUD：一番好きでしたし簡単に感じましたし1回で合格しました、というと他の受験生に驚かれます。そのくらい、得手不得手
が分かれる科目だと思います。 
 

BEC：私は、意外と点数が伸びませんでした。様々な論点のマニアックなところを勉強し始めて、基礎をおろそかにしてしまっ
たからかもしれません。 
 
REG：暗記科目ですが、個人・法人、法人格ごとの違いなど整理して理解すれば怖いことはありませんでした。また、税法は、
「自分だったらどこまで控除を受けられるか？」というように、自分事として興味を持つと勉強がはかどりました。 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
とにかくMCを回す。○×を記録して自分の苦手を把握する。SNSで他の受験生と情報交換する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
もともと監査法人のアドバイザリーにいたので、転職では活用していませんが、プロジェクトに入る際、上司に「彼女はJCPAで

はないですがUSCPAです」と紹介してもらえ、クライアントも「では安心ですね」といってくださるので、取得してよかったと

思います。 

合格体験記 匿名希望 通学コース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
もともと、財務会計領域の仕事をしており、何か資格が欲しかった。その際に、英語で学べる USCPA のことを

知り、興味を持った。また仕事で JCPA の方と仕事をする際に、きちんと会計の知識を持って議論したかったた

め、働きながらでも取れる USCPAを目指した。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の解説とたとえ話が面白く、記憶に残りやすい。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
・とにかく、FARは早く受けたほうがいいと思います。 

・MC1回目は、できなくて落ち込むこともあると思いますが、めげずに1回回しましょう。その先に光が見えてきます。 

・SNSなどで、受験生仲間を作りましょう 

・USCPA取得後のなりたい姿を忘れず、勉強のモチベーションにしましょう。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
・勉強以外で事前にやるべきは、Blueprintを読むこと。 

・栄養ドリンクを飲みすぎたら、試験中にトイレに行きたくなって焦りました。水分補給量は注意したほうがいいです。 



 

 

 

 
 

周りの学生と差別化出来る様にUSCPAを受験！ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日2～3時間） 

初めは授業を毎日見る様に習慣付け、ある程度内容を理解した後は過去問を通してアウトプット重視で勉強しました。テ

スト1〜2週間前からSimulationの対策を始め、毎日7〜8時間掛けて過去問を解きました。 
 
■各科目の試験の感想を教えてください。 
 
FAR：会計の事前知識が全くなかった上、一番最初に受けた科目なので、最も挫折しそうになった科目です。ここ
で諦めずに頑張るのが大切だと感じました。 
 
AUD：アメリカにずっと住んでいて、英語力には自身があったので、一番時間が掛からなかった科目でした。英語
が苦手な方はこの科目で苦戦すると思います。 
 

BEC：ECは他の科目と比べて範囲が狭く、勉強時間が短かかったです。しかし、唯一written communicationがあ
り、その対策方法は最後までわかりませんでした。 
 
REG：最も時間がかかりました。他の3科目と比較して全く概念が異なるので、REGは最後に受けるのが正解だと感
じました。 

 
 
 
 
 
 
 
■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
教受験手続きのサポートはとても丁寧に行って頂きました。メールでの質問もとても迅速に対応して頂き、大変な受

験手続きも楽に進めることができました。 
 
 
 
 
 

■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
学生ですが、就職活動を通してとても役立ったと感じました。 

合格体験記 K・Oさん eラーニングコース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
大学生として早い時期から就職活動を意識し、周りの学生と差別化出来る様に目指しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
他の塾と比較し内容が少なく、良い意味でも悪い意味でもかなり講師の方が重要だと考えている点に絞られている

教材だと感じました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
始める前はとても大変で長い道のりに見えますが、1つ目の科目を合格してからはとても楽になります。まずは1科

目合格を目指して諦めずに頑張ってください！ 

■試験会場と現地の印象を教えてください。 
他の試験を受ける方々も大変多い為、あまり緊張しませんでした。会場も静かで受験しやすいと感じました。 



 

 

 

 
 

大枠のルールや考え方を理解・納得できるように努め、ストレート合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年間（一週間当たりの平均学習時間：平日0-2時間/休日4-6時間） 
休日の勉強は内容の理解と自分の得手不得手の把握が目的。講義はテキストを印刷して、そこに図表などを書き込み
ながら視聴した。過去問も星取表のようなものを作成し、間違った問題や苦手な分野を把握できるようにした。平日
の勉強は反復による理解の定着が目的。スマホやタブレットだけを用いて、正誤もあまり気にせず、とにかく過去問
をザーッと解いた。 
 
FAR：1/4番目の受験科目。過去問内でのボリュームに比べて、公会計の問題が多く出題された印象がある。また、
当時は試験会場で電卓を使用できなかったため、USキーボードでエクセルを用いた計算に慣れておくことが時間の
節約につながった（電卓が使えたとしても、試験中の検算のためにはエクセルで計算過程を残しておくことは有効で
あるとも考える）。 
 
AUD：2/4番目の受験科目。サービスの内容がAudit/Review/それ以外のどれか、クライアントは大企業/企業/個人
のどれか、それらを正しく読んだ上で学習してきた内容を回答すれば大丈夫だった印象。 
 

BEC：3/4番目の受験科目。様々なフレームワークを学習するが、その一つ一つに関して「何を目的とするものか？ 
その達成・改善によって企業はどうなるのか？ その考え方の核となるものは何か？」を理解しておけば大丈夫だっ
た印象。Essayにおいても、それらを論理的・フォーマルに見える形で書くことを意識した。 
 
REG：4/4番目の受験科目。税法の問題が大半。Individual/Corporation/Partnership、どれに関する質問なのかを
正しく読んだ上で学習してきた内容を回答すれば大丈夫だった印象。 

 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
おすすめの学習方法は、細かい内容の理解・暗記にこだわりすぎず、大枠のルールや考え方を理解・納得できるよう
にすること。どの科目においてもSimulation（+BECにおいてはEssay）からの配点が50%を占めるが、細かい内容
の丸暗記メインの勉強ではここで点数を大きく落としてしまうと感じたため。 
 

合格体験記 T・Iさん eラーニングコース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
ファイナンス関連の体系的な知識の獲得が必要だと感じたため。制度会計から FP&A まで、財務・会計関係

では概ね一通りの業務を経験できつつあると感じていた。反面、専門性という観点で、実務に関する理論的

背景等を含めて体系だった知識習得の必要性を感じる機会も多かった。それなりに英語ができるという強み

もあったので、その補強のために USCPAを目指し始めた。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
ネットで完結できる点。特に上述の平日の勉強に関しては、スマホだけで勉強できるのは手軽で良かった（スキマ/
細切れ時間を使った反復をいかに行えるかが鍵だと考えていたため）。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
細かい内容の理解・暗記にこだわりすぎず、大枠のルールや考え方を理解・納得できるように努める方が良いかと

考えます。私は全科目ストレートで合格できましたが、その平均スコアは81でした。決してハイスコアではありま

せんが、厳密な暗記をしなくてもこれくらいは取れるテストであるということの証左だと思います。なので、先生

が「覚えるしかないね」と言っている部分以外の暗記は思い切って捨てて、各論点の考え方とルールを「中学校の

授業で教えるならこんな感じかな」くらいの粒度でおさえるのがよろしいかと思います。 



 

 

 

 
 

USCPA合格には継続学習が重要！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.75年間（一週間当たりの平均学習時間：平日0.5時間/休日7時間） 
 

インプット：アウトプット＝4:6 の比率で学習を繰り返した。アウトプットがうまくできない（理解が曖昧な）論点につ

いては、改めて講義資料・メモ・Web情報を自らチェックするなどを通じて理解を深めるように心掛けた。月平均で50

～60Hr程度の学習時間を継続することで合格レベルに達することができた。 
 

■各科目の試験の感想を教えてください。 
 
FAR：範囲が広いが、MC演習をこなし、基礎的な問題を外さなければ合格レベルへの到達はできる。 
 
AUD：監査報告書、監査手続きの全体感を把握・理解することが重要。 
 

BEC：試験当日、Writing の時間が不足してしまったが、Writingの回答型をある程度事前に頭に入れておいたのでそこまで焦
らずに対応することができた。 
 
REG：実際の試験では体感的にはLawは殆ど問われず、Regulationが9割以上なイメージだった。こちらもFormの全体感を把
握したうえでMC演習を通じ理解を深めることで合格することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
当初学習を開始したときに想定していた以上に、実際の業務の中で、財務・会計・英文契約・内部統制等、USCPA学

習を通じて学んだ知識が活きることを実感している。 

 

 

 

 

■その他、ご意見、ご感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。 
佐々木先生の解説動画で時々「どこで撮影してるんだ（笑）」というようなのがあったおかげで、そのような小ネタ

をちょっとした息抜きにしながら最後まで飽きずに気楽に学習を継続することができました。ユニークな講義・解説

と、きっちり丁寧迅速な事務局の方々のサポートがProactiveの強力な魅力だと思います。有難うございました。 

合格体験記 R・Kさん eラーニングコース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
将来海外事業会社で財務キャリアを築きたいと考えており、US 国内外での活動チャンスを広げられる USCPA 資

格の取得は有用であると考えた。 

■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
質問に対して非常に素早くご対応頂き、大変助かりました。特に学歴審査でトラブルが生じた際、適切にアドバイ

スをいただくことで円滑に手続きを進めることができた。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
継続学習が重要であり、習熟には各人のバックグラウンドによって差はあるものの、一定の時間が必要。 



 

 

 

 
 

時間数よりやるべき内容に重点を置いて学習し合格！ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間 

本格的に学習を始めた頃は仕事をしていなかったので、FARを主体にREGと並行して２ヶ月ほど毎日勉強し、どちらも初回受験で合

格しました。その後、諸々の事情で8ヶ月近く開けてしまい、AUDとBECを今度は仕事をしながら学習しました。平日どうしてもやる

気が出ない日は講義を聞くだけの日もありましたが、休日は３〜８時間程度、時間数よりやるべき内容に重点を置いて目標の項目が終

われば学習時間は少なくても良しとしていました。こちらは２科目とも複数回受験しました 
 
■各科目の試験の感想を教えてください。 
 

FAR：初受験でした。見直しよりとにかく早く、と急いで最後まで解いたら1時間以上余ってしまい、前の章に戻って見直し出
来ないと気付いて愕然としましたが、受かっていました。 
 
AUD：上記２つの感じで行けるかなと思って受けたら見事に不合格となり、勉強し直して2度目で合格しました。2回とも難易
度は同じくらいに感じました。 
 

BEC：AUDと交互に受けて落ち、３回受験しました。３度目は最初のwindowのMCがとても難しかったです。WCも１度目に受
けた時は簡単だったのに、３度目は記述内容に悩む問でした。 
 
REG：勉強不足かもと思いながらも、FARを受けた翌日に続けて受けたら受かってしまいました。丁寧に見直ししながら進めた
ら、時間ちょうどに終わりました。 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
テキストをベースにまとめノートを作り、弱いポイントがないか確認作業を行いました。 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
残念ながら現職では特に影響がないのですが、１年以内に転職予定なのでその際にぜひとも活用したいと考えていま

す。 

合格体験記 匿名希望 eラーニングコース 2020年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
在米日本人女性の CPA複数人とお会いする機会があったことがきっかけです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の解説はとても分かりやすくて面白く、何度も繰返し視聴しても飽きませんでした。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
別の科目にも関連する問題が出たりするので、１科目ずつ勉強する場合は合格後すぐ次の科目に着手する事をお勧

めします。勉強すれば必ず受かります。頑張ってください。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
勉強不足なうちにBECを力試しで受けた事が一番の反省点です。初回は簡単なお題だったWCが、２回目から難しく

なり、３回目に受けた時は答えとなるキーワードが更に細かく具体的になり、３問とも答えが分からない状態でお

題に合うような内容をなんとなく書くくらいしか出来ず、大変苦労しました。 



 

 

 

 
 

受けられる頻度や、とっかかりやすさの点からみても、興味のある方は是非トライしてみてほしい 
 

 

 

 

 

 
 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間 一週間当たりの平均学習時間：平日1-2時間/休日4-5時間 

講義を一通り見たら、過去問データベースを２周させました。これは、内容を理解していないのにまぐれで正
解してしまった問題も漏らさずピックアップするためです。3周目以降は間違えた問題だけを、正解できるまで
説き続けました。不正解問題リストはGoogleスプレッドシートで纏めて、出先で問題を解くときでも確認でき
るよう管理していました。 
 
 
 
 
 
 
 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
デジタルデバイスと紙の併用をお勧めします。MCをスマホ等で解き、正答履歴等はエクセル等でまとめる／講
義内容の理解は自分で紙に書きだして整理する、という学習をしたので、どの論点・トピックも網羅的に理解
できていたように思います。SimulationやWCは、試験直前（1週間前くらい？）に取り掛かるので全然遅くな
いと思います。 
 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
幸運にも全て1度にPassできたので良かったですが、試験を受けながら「もう少し個々の論点やっておけばよか
ったなあ」と思う論点が出てくると思いますので、不安な論点を減らすことが第一だと思います。また、過去
問データベースだけで十分対策できると思いますので、新しいテキスト等には手を出さない方がよいです。 
 
■合格後に仕事でどのように活用できましたか？ 
今後の転職で活かしていきたいと考えています。「英語ができる税理士」としてやっていくのか、はたまた
「税務が分かるUSCPA」でやっていくかは未定です。 
 
 

 
 

 

合格体験記 Y・Yさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
大学在学中に米国に交換留学をした際に、現地学生が将来のキャリアを見据えて勉学に励む姿を見て、仕事に
生かせる知識をつけたいと思うようになりました。当初から USCPAには興味がありましたが、英語でいきな
り学習するのはハードルが高かったため、税理士試験（簿記・財務諸表）から始めました。税理士登録の目途
がつき、英語力も落ちないようにするためにも、改めて USCPAを学習してみようと思ったのがきっかけです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義は要点をまとめて、楽しく解説してくださるので、理解しやすく、退屈することもありませ
んでした。今まで様々な試験勉強を行ってきましたが、こんなに楽しんで学習できたのは今回が初めてです。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
受けられる頻度や、とっかかりやすさの点からみても、興味のある方は是非トライしてみてほしいと思いま
す。わたくしの場合は税理士試験との比較になってしまいますが、年1回しかチャンスがない、試験結果は4
か月後、重箱の隅をつつくような問題がでる、運に左右される税理士試験を受けるんだったら、USCPAの方
をお勧めします。また、合格後の選択肢が広がる資格だと思いますので、少しでも興味があるなら、挑戦す
る価値は大いにあると思います。 



 

 

 

 
 

着実に進めれば必ずゴールにたどり着ける試験だと思います。 

 

 
 

 

 
 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年4ヶ月（一週間当たりの平均学習時間：平日6時間/休日12時間） 

平日は出勤前・昼休憩中・帰宅後にコツコツと学習し、休日は特別な用事がない限り終日勉強に費やした。 

勉強方法は合格体験記などを参考にしたオーソドックスな進め方で、①講義視聴、②MC繰り返す、③TBS繰り返

す、④その他直前対策等、という流れで行なった。特別なことはしていない。 

 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
問題を解いて間違えた際に、解説を聞いた後で自分の解釈をアウトプットとしてメモ書きすることで、記憶が定着し

やすかった。解説をただ聞き流しただけでは定着しづらい。また、MCだけでなくTBSの対策もかなり必要と感じ

た。MCではなんとなく理解で正解できるが、TBSは正確な数値を算出できないと正解しないため、繰り返し演習が

必要で結果的にそれで力がついた。 
 

 

■各科目の試験の感想を教えてください。 

FAR：最も学習時間を要した科目だが、最も学習していて楽しいと感じる科目だった。簿記所有者であれば比較的
取り組みやすいと思う。計算問題が多く、試験時間的には最も厳しかった。 

AUD：AUD特有の言い回しや基本的な手順を覚えてしまえば、それほど難しくはなかった。ただし試験では予想外

に計算問題がTBSで多く出題され、対策不足のため苦戦した。 

BEC：経済やITの素養があれば、学習時間がかなり少なくて済むと感じた。また、FARとAUDを先に学習している

場合は、その知識でカバーできる部分も多い。WCについては英語初級者でも書けるお決まり書き出しフレー

ズをネットで調べるなどし、部分点狙いで挑んだ。 

REG：最も疎遠で興味の沸きづらい科目であり、暗記の多い科目だが、語呂合わせを多用して繰り返し学習すれば
確実にスコアを取りやすいと感じた。また、各項目で「原則」と「例外」が非常に多く、セットで確実に覚え

ないと引っ掛け問題を落としやすかった。 

 

 

合格体験記 T・Aさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
英語 X会計の力を伸ばし証明することができる資格であり、日本を出て働くにあたって役に立つと感じたから。 

また、働きながらでもコツコツと積み上げれば合格に手の届く資格であったから。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
短時間にまとまっており、テキストによるインプットに時間を割くのではなく、問題演習によるアウトプットに時

間を割いていた点。記憶が定着しやすい。各講義の内容はそれぞれ印象深く良かった。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
長い道のりではありますが、着実に進めれば必ずゴールにたどり着ける試験だと思いますので、コツコツと頑張っ

てください。試験自体は決して難しいことが問われているわけではなく、基本に沿った学習方法と十分な学習時間

確保、情報収集ができれば、間違いなく合格できると思います。 



 

 

 

 
 

1問ごとの精度を高めることを意識して学習し合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日8時間/休日8時間） 

問題を複数回解くのではなく、1問ごとの精度を高めることを意識して学習しました。問題1回解くのに少し時間はか
かりましたが、疑問点は積極的に調べることで、問題を2回解く時点では正答率を80％以上まで高めることができま
した。また、精度を高める学習により、定着率も上がり、確信をもって解答することが多くなったことで、自信を持
って試験本番に挑むことができました。 
 
 
 
 
 

 
■各科目の試験の感想を教えてください。 

FAR：試験は最も手応えがありませんでしたが、結果を見てみると予想以上の点数に驚きました。勉強したら必ず
結果になる試験だと感じることができました。 
 
AUD：最も手応えを感じた科目でしたが、結果はギリギリ合格でした。FAR関連の問題も出ましたが、難しいこと
は聞かれませんでした。 
 
BEC：常識的な問題が他の科目と比較して最も多いので、難しくはないと思います。MCの対策がちゃんとできてい
れば、WCの対策も不要だと感じました。 
 
REG：リサーチ能力が問われる問題もありますが、基本的なことが理解できていれば最も簡単に受かる 
科目ではないかと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 

 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
SUPER 直前対策を解くことで、基本的な概念を復習することに努めました。試験では基本的な概念を理解できてい
るかが最も重要となるため、試験直前では難しいことは考えず、SUPER 直前対策を用いて復習をすることが大切だ
と思います。 

合格体験記 Y・Hさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
米国留学時にマンハッタンで TOSHIBA の広告を見たときに、日本を誇りに思うとともに、日本企業が世界により
誇れる企業になれるように貢献したいと思いました。帰国後、友人が USCPA を学習していることを知り、「これだ」
と思い USCPA の学習を始めました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
理解できていないことは何かを整理することができました。先生方の講義や解説の中で、疑問が浮かぶということ
は、問題の本質や関連する概念が理解できていないことです。理解できていない箇所は理解できるまで自主的に調
べました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
全科目共通で言えることは、とにかく諦めないことです。日頃の学習から疑問点は諦めずに調べることで、試験当
日は自信を持って挑むことができるはずです。試験当日は「あとはやるだけ」と自信をもって、時間がなくなるま
で諦めずに1 点でももぎ取ってください。諦めずに挑戦し続けることで、合格スピードに差はあっても、必ず合格
します。 

■合格後に仕事での活用または転職やキャリアＵＰにどのように役立ちましたか？ 
全科目合格することにより、BIG4 に正式に転職することができます。一般的には働きながら取得しますが、
USCPA の学習に専念させていただきました。科目合格時からBIG4 に転職活動はしており、定期的に連絡をとら
せていただきましたが、全科目合格したときには正式に採用のお話しを進めさせていただきました。 



 

 

 

 
 

 

会計知識なし、英語力普通の純粋な日本人の私でも、 

プロアクティブだからこそ最後までやりきり、合格できました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

■主な学習方法を教えて下さい。 
mcの正解不正解をGoogle spreadsheetで管理し、苦手を中心に正解のものも2-3回は回しました。間違えた問

題は次の日も解くルールを設けていたので、問題によっては8回くらい解いた問題もあります。 

またmcの解説でわからないものはgoogleで調べ、日本語、英語共にネットの情報を参考にしました。この経験

がゆくゆくのTBSでの、検索して考えて答えを無理やりでも導く検索力にもつながったと感じています。mcの

解説は基本、理解できないものは、自分の基礎力や理解力によるものとして、調べて解決することを大切にし

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■後進の皆様へのアドバイスをお願いします。 
自分でも前向きに調べる、講義を楽しむ、プロアクティブの膨大な問題量を信じる、 

合格体験記の方々が総じて最初の基礎力が高く見えますが、会計知識なし、英語力普通の純粋な日本人の私で

も、プロアクティブだからこそ最後までやりきり、合格できました。 

直感で佐々木先生の講義なら楽しそう！と思った方は、ぜひ自分の感覚を信じて、信じて頑張ってください！ 

合格体験記 T・Mさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
全く関係のない出版業界で働いていますが、会社のリソースを活かすだけでなく自分のスキルも身に付けたい

ということと、彼や周りの友人の海外赴任が決まり、海外でも働けるスキルを得て自由になりたいということ、

そして高校時代に漠然と会計士を夢見ていたことを思い出し、uscpaの勉強を始めました。会計知識ほぼなし、

業務関係なしですが、uscpa の科目自体の面白さと佐々木先生のイケている面白い授業で全科目合格しまし

た。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義で全て完結できる点、教材が全て英語でやる気の出る点、無駄な解説がない点、無駄な日本

語がない点、授業の要点の押さえ方が完璧な点、新形式などへの対応が早い点(REGでは自分がmc問題を数回

とく中でも、これは古いと思いながら解いていた問題は、2度目にはしっかり消えていたり、答えが修正され

ていたり等、タイムリーな対応を感じました。)。 



 

 

 

 
 

確実に基礎を繰り返し定着させて合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3年間(実質2年)（一週間当たりの平均学習時間：平日0.5時間/休日2時間） 

いずれの科目も①講義動画を見る→②過去問を2周解く(都度間違えたところはテキストで振り返り)→③直前期に
SUPER直前に取り組むというのが基本的な流れでした。 
過去問データベースがすべてオンラインで見られたため、通勤などの隙間時間にスマホが1台あれば過去問に取り組
むことが出来たのが良かったです。 
 
 
 
 
 
 
 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
科目内のトピックのおさらいが効率よく出来るSUPER直前を活用しました。SUPER直前の問題を解く→解説を見る
→出来なかったところはテキストに戻って確認→過去問の中から間違えたものだけを再度解く→SUPER直前をもう1
周解いて出来るようになったか確認という流れで学習を進めました。また、本番環境に慣れるため、直前期にAICPA
のサイトにあるサンプルテストを受けました。 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
財務会計絡みの英文を読み書きするスピードが格段に上がったため、外資系のクライアントとの仕事のやり取りもス
ムーズに出来るようになりました。 
 

 

 

 

■その他、ご意見、ご感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。 
FAR合格後に妊娠出産育児という大きなライフイベントがありましたが、プロアクティブの教材で効率的に学ぶこと
が出来たため、その後残り3科目の学習・受験と両立させることができました。ありがとうございました。 

合格体験記 H・Nさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
会計、税務とはほぼ無縁な生活を送っていた中、ひょんなことから税理士事務所への転職が決まりました。入所後
急いで簿記 2級を勉強して取得しましたが、業務は日本語と英語の比率が半々くらいで、簿記 2級の知識だけでは
クライアントへの説明はおろか、自分がやっている仕事の意味も分からない状態でした。周りは公認会計士、税理
士、USCPAなど資格のホルダーばかり。このままでは仕事にならないと思い、財務会計・税務・監査の知識を広く
浅く、英語で身に付けられる USCPAの学習を開始しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
試験に出るところにポイントを絞って説明をされるので、学習する内容がコンパクトに纏まっており、取り組みや
すかったです。メリハリがはっきりしていて、本当に大事なところはしっかり頭に残るように工夫されているなと
感じました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
広く浅くの試験ではありますが、仕事や家庭との両立を含め、言うほど簡単ではありませんでした。ですが、確実

に基礎を繰り返し定着させれば対応できる試験ですので、地道に学習を続けることが大切だと思います。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
事前に各テストレットにかける時間配分を決めて、なるべくそこから外れないように進めることがポイントだと感
じました。そのため、すぐには解けないと感じた問題は飛ばして、解ける問題を解き終わってから戻ってくるよう
にするのが良いと思います。全体を通して、あくまで試験に合格するための勉強に留まってしまった部分があるの
で、これからも理解を深め、知識をアップデートしていく努力が必要だと感じています。 



 

 

 

 
 

 合格し、財務会計絡みの英文を読み書きするスピードが格段にアップ！ 
 

 

 

 

 

 

 
 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3年間（実質2年） 一週間当たりの平均学習時間：平日0.5時間/休日2時間 

いずれの科目も①講義動画を見る→②過去問を2周解く(都度間違えたところはテキストで振り返り)→③直前期に
SUPER直前に取り組むというのが基本的な流れでした。過去問データベースがすべてオンラインで見られたため、通
勤などの隙間時間にスマホが1台あれば過去問に取り組むことが出来たのが良かったです。 
 
 
 
 
 
 
 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
科目内のトピックのおさらいが効率よく出来るSUPER直前を活用しました。SUPER直前の問題を解く→解説を見る
→出来なかったところはテキストに戻って確認→過去問の中から間違えたものだけを再度解く→SUPER直前をもう1
周解いて出来るようになったか確認という流れで学習を進めました。また、本番環境に慣れるため、直前期にAICPA
のサイトにあるサンプルテストを受けました。 

■各科目の試験の感想を教えてください。 

FAR：特にTBSの手応えが良く分からずこんな出来で良いのだろうか・・・と思った記憶があります。学習したト
ピックが多かったわりに、本番の試験では公会計からの出題が多かったです。 

AUD：講義で監査業務のイメージが沸くような解説がされていたため理解が深まり、一番得意に感じる科目でし
た。実際の試験の時も3時間ほどで全問解き終わって退出しました。 

BEC：WCの対策までなかなか手が回らず、過去問の模範解答を眺める程度の学習にとどまりました。実際の試験で
は時間の配分を誤り、WCには各問5分ずつくらいしかかける時間がありませんでしたが、ぼんやり覚えてい
るキーワードを繋いで短い文章を書いて対応しました。 

REG：最後に受験しました。暗記がしっかり出来ていれば迷わず解ける問題が多かった印象です（私は暗記が中途
半端だったので迷いました）。 

 

 
 

 
 

■その他、ご意見、ご感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。 
FAR合格後に妊娠出産育児という大きなライフイベントがありましたが、プロアクティブの教材で効率的に学ぶこと
が出来たため、その後残り3科目の学習・受験と両立させることができました。ありがとうございました。 

合格体験記 H・Nさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
会計、税務とはほぼ無縁な生活を送っていた中、ひょんなことから税理士事務所への転職が決まりました。入所後
急いで簿記 2級を勉強して取得しましたが、業務は日本語と英語の比率が半々くらいで、簿記 2級の知識だけでは
クライアントへの説明はおろか、自分がやっている仕事の意味も分からない状態でした。周りは公認会計士、税理
士、USCPAなど資格のホルダーばかり。このままでは仕事にならないと思い、財務会計・税務・監査の知識を広く
浅く、英語で身に付けられる USCPAの学習を開始しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
試験に出るところにポイントを絞って説明をされるので、学習する内容がコンパクトに纏まっており、取り組みや
すかったです。メリハリがはっきりしていて、本当に大事なところはしっかり頭に残るように工夫されているなと
感じました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
広く浅くの試験ではありますが、仕事や家庭との両立を含め、言うほど簡単ではありませんでした。ですが、確実
に基礎を繰り返し定着させれば対応できる試験ですので、地道に学習を続けることが大切だと思います。 



 

 

 

 
 

 勉強すれば成果が出るフェアな試験、諦めずに走り抜けることが一番重要！ 
 

 

 

 

 

 
 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年間（一週間当たりの平均学習時間：平日4時間/休日6時間） 

2018年4月から9か月間でFAR,AUD,BECを学習後、半年間USCPAの試験勉強を中断し、2019年8月から2か月半で

REGを学習しました。 
 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
過去問（MC, TBS）を一通り解き終わったら、なるべく短期間で全体のレビューを2回ほど行うと、理解が深まり、

記憶も定着すると思います。 
 

■各科目の試験の感想を教えてください。 

FAR：一番初めに受けた科目だったため、どの程度の勉強量、理解度で合格できるのか手探りで不安でした。試験
当日含め、膨大な量の問題をこなしていく必要があるので、合格した時の嬉しさは4科目の中でも一番大きか

ったです。今でも忘れられません。 

AUD：得意不得意が分かれる科目のようですが、幸運にも得意科目で、あまり苦労はしませんでした。経理スタッ
フとして、業務フローの構築や、監査の対応をしていたことが良かったのかもしれません。 

BEC：広く、浅く、見聞を深めるつもりで勉強しました。WCについては、エッセイの書き方の基本フォーマットや

ルールをおさえるのみで、個別論点の暗記等は行いませんでした。ギリギリの点数で合格となりヒヤヒヤしま

したが、結果的には少ない勉強量で合格できたので良かったと思います。 

REG：日本で働く分には、一番使わないであろうと思った為、最後の科目として設定しました。「これさえ受かれ
ば全科目コンプリートするんだ！」と自分に動機づけをして取り組むためです。学習を始めてみたら、Basis

の考え方や、アメリカの社会制度を背景とする税金の仕組みなど、興味の持てる内容でした。トランプの税制

改革には泣かされました。 

 

 

合格体験記 H・Iさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
外資の財務経理部門に在籍していた為、常に USCPA を意識していました。継続的に学習する時間や自信がなく長

らく決断できずにいたのですが、40代を迎えるにあたり、自身の知識・経験を客観的に証明する資格が欲しいとい

う思いが強くなり、一念発起して USCPAを目指しました。また、USCPAの方と働く機会があり、強く背中を押さ

れたことも大きく影響したと思います。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
良かった点は、佐々木講師の話の面白さ（大胆さ）、英語の発音です。FARキャッシュフローのTBSの解法は、必見

だと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
試験日を早めに決定して予約し、自分を追い込んで勉強すると効果的だと思います。USCPAは、勉強すれば成果

が出る、フェアな試験ですので、諦めずに走り抜けることが一番重要だと思います。これは試験当日にも言える事

ですが、最後まで悪あがきをして、部分点を狙える場所はないか、諦めないことが合格につながると思います。 



 

 

 

 
 

講義の視聴とMC演習で理論の基礎をしっかり固めて合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：11か月（一週間当たりの平均学習時間：平日12時間/休日12時間） 

学習方法：短期合格を目指して、期限を区切って勉強を進めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
FARです。他の科目に比べて範囲が広いので、MCを反復演習しようにも、テキストを1周して戻ってくる頃には忘れ

ている・・・の繰り返しで、何度もやるしかないと感じました。また、実務で携わったことのない内容についてはイ

メージが沸きにくく、腑に落ちるまで時間がかかりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
キャリアアップ目標で始めましたので、知識を証明するという点で大変有効だと思います。 

合格体験記 Yさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
積み上げてきた知識・経験を可視化し、証明するため。また、外資系事業会社でマネージャー職などの一定レベル

を狙う時に必要とされることが多いため。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
・メリハリと抑揚のある日本語と英語での授業、MCの解説動画がとても良かったです！短期合格を目指す私には、

丁寧で長い説明よりも、合格に的を絞った授業と端的な解説は大きな時間節約になり、大変助かりました。 

・本試験は全部英語です。英語でそのまま覚えると、頭の中で日本語→英語変換する手間が要りません。一貫して

英語で学び、MCを解いていると、BECのWC（ビジネスメモ作成）で役立ちます。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
・実際にやってみて思うことは、巷で言われているほど、USCPAの合格は簡単ではありません。一定の労力の投

下が必要です。暗記が得意な方、問題演習から理解する方、両方いらっしゃると思いますが、いろんな言い方で

惑わしてくる本試験に対応するために、講義を視聴し、MC問題を解いて理論の基礎をしっかり固めることをお

勧めします。 

・受験される皆さんの立場や状況が違っても、弱点を補強しながら、諦めずに勉強し続けることが合格への鍵だと

思います。逆に言えば、諦めなければ合格できる試験だと実感しています。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください 
・まず試験直前期までに、講義動画を視聴し、過去問データベースを4回以上繰り返しました。その後、AICPAリ

リース問題やサンプル問題を中心に、TBS問題をひたすら繰り返しました。 

・TBSに力を入れた理由は、FAR本試験でTBS問題を見た途端、極度に緊張して頭が真っ白になってしまったため

です。FARを2回受けて分かったことは、新試験でのTBSは過去問よりも長文化・難化しているということで

す。直近のTBS問題形式を解いて慣れておけば、本試験で気持ち的にかなり楽になると思います。 



 

 

 

 
 

USCPAは、諦めなければ受かります。 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2.3年間（一週間当たりの平均学習時間：平日5時間/休日6時間） 

業務繁忙期で時間が取れない時は1週間全く勉強しない時期もあり、一方、テスト直前は集中して40時間/週の勉強を

行った。基本は、過去問演習を繰り返した。間違った問題のみを繰り返す方が、効率が良いと感じた。また、MCだ

けでなくTBSを早めに行うことで、理解が進んだと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■各科目の試験の感想を教えてください。 

FAR：基本的な問題が多い。TBSでは、ひらめきなど数学的な素養が必要な問題が出た印象ですが、全体的に、意

地悪な問題は多くないです。 
 

AUD：会計規則や基準が中心で、独特の言い回しがあり、かつ少し難しい英語が使われます。試験中の読解量も多
く、全般的に英語力が必要だと思います。 
 

BEC：何かしらの管理系の社会人経験がある方は、理解しやすく、合格しやすい科目と思います。WCは、writingの

本を読んで、英語文章のフォーマットを作っておくと良いです。 
 

REG：暗記科目です。範囲も広いです。税法の細かいルールを暗記する必要がありますし、加えて、商法も暗記が
必要となります（出ないといっても30％でるので、捨てられません。） 
 

■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
受験中に、制度会計の部署に移ったので、監査の流れを理解していることが役に立ちました。また、転職エージェン

トでも、経理の実務経験＋USCPAは、それなりの評価を頂けました。市場価値に貢献する資格だと思います。 

 

 

 

 

合格体験記 T・Uさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
経理の実務経験はあったが、自己流ではない知識が欲しかったため。USCPAであれば、グローバル標準の会計知識

を学ぶことができ、さらに、英語で会計ができることの証明として、自分の市場価値を高めることができると考え

た。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
とにかく、佐々木先生が面白いのがおすすめ。プロアクティブは、他社に比べて講義数が少ないが、それでも100時

間以上はあります。眠たい授業だと飽きて続かなくなるので、良かったです。他の先生には真似できない、尖った

授業を続けてほしいです。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
いろいろなところで言われていることですが、USCPAは、諦めなければ受かります。私も、AUDには3回落ちてい

ますが、最後には受かりました。また、自分への自信やキャリアアップなど、人生にポジティブな影響を与えてく

れます。チャレンジされる方は、ぜひ合格を勝ち取ってください。 



 

 

 

 
 

過去問題演習を繰り返して合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日3時間） 
学習方法： 
2018年7月にプロアクティブを受講開始し、2019年9月に全科目合格することができました。AUD・BEC→REG→

FARの順番で受験をしました。知識のインプットをした後、重視したのは問題演習です。学習時間の概算はAUDが7

ヶ月、BECが1ヶ月、REGが2ヶ月、FARが5ヶ月かかりました。FARを最後に持ってきたのは理由があります。私は

簿記3級に昔一度落ちたことがあり、自分に会計の適性があまり無いということが分かっていました。ですので、最

初に取り組んで投げ出すよりは、最後に持ってきたほうが踏ん張りきくのではないかと思った次第です。私の場合は

それでうまくいきましたが、みなさんも定石にとらわれず、自分に合ったスタイルで作戦をたててみてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
合格して日が浅いので仕事に活用ということはまだ特にありません。資格がダイレクトに役立つ場面は少なく、取っ

た後も一生勉強ということではないかと思います。USCPAは広く浅くの試験なので、自分の中に広範な見取り図を作

るような作業ではないかと思います。その見取り図を今回手に入れたことで、実務でよく知らない会計上のテーマに

出くわしても、大よその勘所がつけられるようになると期待しています。 

合格体験記 K・Sさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
アメリカに移民することになり、私にはアメリカ社会で戦っていくための武器に乏しいと気付かされました。アメ

リカでは、日本で得た学歴・職歴は思いの外評価されませんでした。それに引き換え USCPAは、米国会計基準・税

務・法務・内部統制・その他ビジネス一般の知識が手に入り、かつアメリカでも高く認知されている資格です。私

の進みたい方向性にも近いし、アメリカで生き残るために役に立つのではないかと思い、取得を志しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義は、ちょっと毒舌ですが私は大好きでした。授業が面白いというのがプロアクティブを選ぶ一番

の理由だと思います。そしてテキストもよくまとまっています。テキストは薄めな上に文字が大きいので、届いた

ときは本当に大丈夫かな？と思いましたが、ちゃんと全部考えられて構成されているので大丈夫です。プロアクテ

ィブの講義を一通り観て最重要項目をインプットした後、問題演習を繰り返して、テキストに載っていなかったよ

うな項目を自分で見つけてカバーしていってください。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPAははっきりいってかなりの難関資格です。しっかりと腰を据えて勉強しないと、いつまでも受からなとい

う覚悟を持って、短期決戦でケリをつけることをお勧めします。そして短期決戦ということであれば、問題を沢山

解いて復習することが、合格への近道だと思います。佐々木先生の面白く分かりやすい講義、よくまとまったテキ

ストで、さっくりとインプットを終えて、問題演習に力を注いでください。 



 

 

 

 
 

簿記知識ゼロから全科目合格！！ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1-2時間/休日2-5時間） 

学習方法：平日は主に通勤中の講義視聴のみ、時間があれば過去問データベースを解くぐらい。 

休日は図書館などで勉強。都心の図書館に行って勉強すると非常に快適+リフレッシュ出来てオススメです。 
 
 
 
 
 
 
 
■各科目の試験の感想を教えてください。 

FAR：最初に受験した科目。簿記知識ゼロだったため、初受験まで半年以上費やして受験。初回受験の手応えはそ
こそこでギリギリ合格。Expire後の再挑戦は手応え悪かったものの前回よりも高い得点で合格した。 

AUD：基本となる論拠を抑えていれば問題なく合格点に到達するという印象。 

BEC：曲者だったが、勉強時間としては非常に短く1ヶ月程度しか要さなかった。ファイナンス系の参考書等で「常

識」的な知識を補っていくことでなんとか合格にこぎ着けた感がある。 

REG：Formを地図としてBig pictureでもいいから頭に入れておかないと迷子になってしまう感じがした。結局3回

受験でやっと合格。Closerで気が抜けていたこともあったが、このせいでFARがExpireしてしまい痛い目にあ

った。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
Big4を目標に転職活動中です。勉強開始当初は「箔を付けるため」と地に足がついていない感じでしたが、勉強を進

めるにつれ、キャリアへの考えも進み、次のステップへ行けそうな気がしています。 

 

合格体験記 T・Iさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
転職や海外移住等々、漠然とした夢を見据えて、とにかく「箔をつける」ことが最初の動機でした。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義自体は非常にコンパクトにまとまっていたため、科目ごとの大枠を捉えて過去問に取り組むというアウトプッ

ト中心の勉強スタイルにスムーズに移ることが出来ました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
FARのExpireで心が折れそうになりましたが、とにかく試験前に量をこなすことで合格できました。 

諦めなければ合格可能できる試験です。 

■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
いずれも基本の概念を抑えているかが非常に重要。そのためには早めにTBS問題を解いて、理解の穴を埋めておく

ことが非常に重要だと思います。 



 

 

 

 
 

通勤時間を利用して毎日30分程度でも勉強すること目標とし、合格！ 
 

 

 

 

 

 

■主な学習方法を教えて下さい。 
テキストを一読した後はMCを繰り返し解き、出来なかった問題は付箋をつけておき、重点的に解くというスタイルでした。主な

勉強時間は通勤電車の中だったので、あまり描くこともなくひたすら問題を読むという形でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■一番難しかった、簡単だった思う科目は何ですか？ 
難しかった科目：AUD 

内部統制の問題が苦手でした。組織によってその統制内容は異なるはずであり、画一的な答えを求める内部統制系の

問題は割り切りでやるしかなかったです。自分の今までの経験で答えると間違えるので大変でした。 

簡単だった科目：FAR 

一般的な内容が多かったので、税理士試験受験者であった自分には簡単に思えました（政府会計以外） 

 

合格体験記 K・Mさん eラーニングコース 2019年合格 

■合格までの軌跡 
海外駐在中に学習を始め FAR、BEC の二科目に合格しましたが、毎日 23 時頃までの残業があり、厳しい環境だ

ったこともあり Expireしてしまいました。帰国後は日本での働き方改革のおかげで労働時間が飛躍的に改善され

たため再度受験を志し、一度ずつの受験で無事合格することができました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
無駄な情報を省いて、受験において必要な情報をピンポイントで教えていただけたことです。項目によっては説明

が足りず自分で調べなければならないこともありましたが、無駄なことを覚えるよりもよっぽどよかったと思い

ます。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
諦めずに地道にやれば受かります。時間をかけて問題を解き続けてください。 



 

 

 

 
 

少ない時間でも集中して学習し合格！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日1-2時間） 
 
プロアクティブに入って先ずは単位取得と英文会計入門を終えてから、1年以上勉強から離れた時期がありまし
たが、集中して勉強を始めてから全科目合格に恐らく1.5年かかりました。家族、子供が二人いたので、長時間
の勉強は出来ず、少ない時間でも集中できるように取り組みました。 
 
FAR：4科目の中で一番手応えが無かった。SIM含めて受験中に一番時間が足りなくなる科目という印象。政府
会計とNPOをちゃんと抑えておく必要があると思う。 
 
AUD：監査手続き、意見に対する理解をちゃんと理解していれば対応できる。MCは二択で迷う問題が他科目
より多かった印象。 
 

BEC：対象範囲が広く万遍なく出題される印象。ちゃんと記憶していれば得点できる科目。 
 
REG：2か月の学習、講義、Recently Released Questionsのみでぶっつけ本番で臨んだが、ポイントをしっ
かりと覚えていれば合格しやすい科目という印象。商法はあまり出なかった。 

 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
まだ合格したばかりであるのと、キャリアチェンジは現時点視野に入れておりませんが、USCPAを通して学ん

だ知識は投資案件等で十分活かされていると思います。 
 

 

 

 

 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
勉強中は早くこの生活から解放されたいと思いますが、終わると意外とあっけなく、勉強していた日々を懐か

しく思っています。受験中は辛いかもしれませんが、諦めずに最後まで頑張ってください！ 

合格体験記 Y・Yさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
米国の事業会社への出向により経営に近い立場となった事で、会計、ファイナンス、内部統制、原価計算、

税務知識等の必要性を感じた事と、一緒に働いた社外コンサル、同僚が CPAホルダーであった為、刺激を受

けたのがきっかけ。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
重要ポイントが強調されている事と記憶に残りやすいエピソードを交えた佐々木先生の講義は大変良かったです。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
通勤、通学時に講義を何回も聞いて覚える事。教材を絞り繰り返す事。 

直前はRecently Released Questionsをちゃんと解いておく事。 

（個人の適正にもよりますが）勉強量や時間は日々一定にする事。 



 

 

 

 
 

まとめノート作成やMCQ対策を重視し、合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2-3時間/休日6-8時間） 
 
FAR：入門からスタートして約432時間。範囲がとてつもなく広く、一番時間がかかりました。またNTS申請から取
得まで12週間もかかったため、その分勉強時間が伸びたのと、「学習に一番時間がかかった科目は何ですか？」にも
書きましたが、初回受験でどこまで勉強すれば合格に手が届くのか感覚が分からず、時間がかかりました。勉強方法
はとにかくアウトプット重視で、過去問データベース・テキスト内の問題を4周くらいしました。FARは時間との勝
負なので、確実に解くことだけでなく、速く解くこともかなり意識しました。実際試験中も時間との勝負でしたが、
最後の1秒までしっかりと自分の回答を見直しました。 
 
AUD：約245時間。監査法人勤務だったため、抵抗なく勉強できました。かなり細かい問題や、英語がまぎらわし
い問題が過去問データベースで出てくるため、そういったものを取りこぼさないように、しっかりと自分の中で整理
しました。受験レポートなどでは時間は余るというコメントをよく見ていたのですが、TBSにFARのような問題がた
くさん出たため、実際には時間がギリギリでした。内容的には一番親しみがあるものでしたが、4科目の中で試験は
一番手応えがありませんでした。しかし一番高得点だったので、本当によく分からない試験でした。 
 

BEC：約283時間。4科目の中で一番苦労しました。大学が英語系の学部だったため、経済学などは勉強したことが
なく、恥ずかしながら経済の常識もそこまで持ち合わせていなかったので、原価計算以外の範囲で本当に苦労しまし
た。自分で作成したノートにひたすらポイントをまとめ、為替などは極端な例（$1が\1から\100になった時）など
を自分で考えて、問題を解きました。試験前は過去問データベース・Recently released question5年分・Super直
前をそれぞれ数周繰り返し、これでもかというくらい問題を解きました。WCは海外大学在学時にレポートは書き慣
れており、プロアクティブの模範解答3問ほどを読み、それ以上の対策はせず、とにかくMCQ対策に集中しました。
これだけ問題を解いたので、これで落ちたらもうUSCPAは取れないだろうという覚悟で試験に臨み、MCQ・TBSを
確実に解けるようにしっかりと時間を使いました。結果的にWCは1問10分くらいで書いたので、そこまで難しい問
題があたらなかったのだと思います。一番苦労したBECが合格できたので、ストレスフリーの状態でREGにうまく繋
がったと思います。 
 
REG：約177時間。繁忙期で試験1カ月前から勉強スタートできた状態だったので、とにかく75点あればいいという
捨て身の勉強でした。REGはTAXの道を突き進むのみです。ちょうど試験範囲変更時期だったため、佐々木先生のテ
キストだけでなく、IRSのサイトに行って色々調べたり、新しいTax Formをダウンロードしたりして対策しまし
た。授業の中で佐々木先生がアメリカ税制のバックグラウンドを楽しく解説してくださったのもあって、4科目の中
で一番苦労しませんでした。過去問データベース＆テキスト内の問題は3周ほどしました。Business Lawは講義＆テ
キスト内の問題のみで対策し、深入りはしませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合格体験記 匿名希望 eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
監査法人で事務職として働いているうちに、監査に興味を持ち、会計士の資格を取得しようと一念発起しました。

海外在住経験があり、英語で勉強するほうが楽しいため、JCPAではなく、USCPAを選択しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
一番良かった点は佐々木先生の講義が面白く、飽きなかった点です。またテキストも英語でさっくりまとめられて

いて合格への最短への道だなと思いました。入学前に他の予備校のテキストも一応見てみましたが、全て日本語・

とてつもなく分厚いテキストで、もし他の予備校を選んでいたら、受験までもたどり着かなかったのではないかと

今でも思います。 



■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
FARです。簿記も持っておらず、会計の知識は全くのゼロからだったため、入門から勉強しました。またFARが初受
験科目だったため、どの程度まで勉強すれば受験できるのか感覚が掴めず、受験するまでに一番時間がかかりまし
た。 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
試験直前はrecently released questionやSuper直前を解きました。TBSはSUPER直前の問題しか解いていないの
で、まずはMCQ対策をしっかりすることかと思います。（REGは試験範囲変更時期だったため、上記２つともやら
ず、過去問データベースとテキストの問題のみで対策しました。） 
 
 
 
 
 
 
 
■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
USCPA試験はいい意味でも悪い意味でも全て自分でコントロールすることができるので、苦手な科目は勉強するのに
時間を使ってしまい、受験するのがどんどん後伸ばしになってしまう可能性があります。実際にBECは9月に受験す
る予定でしたが、苦手意識が上回ってしまい、11月まで受験を伸ばし、試験範囲変更前に受験予定だったREGは3月
に受験となってしまいました。結果的に全て合格し、REGも最新の税制を勉強することができたので、私はこれでよ
かったと言えることができますが、もし落ちていたら迫りくるFARのexpireに焦っていたことだと思います。Expire
までの1年半は長いようにみえて、とても短いです。受験は何回しても不安は消えず、慣れませんが、あらかじめ自
分で受験するスケジュールを決めてそれを守ることがとても大切だと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
現在勤めている監査法人で、事務から会計士職へと転換となりました。資格の有無によって待遇が大きく違います
し、また今後転職するとしても選択肢が増えるので、合格できたことは人生のターニングポイントになると思いま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■その他、ご意見、ご感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。 
佐々木先生、事務局の方には大変感謝しております。ありがとうございました。TOEICのスコアくらいしか所持して
なかった私が、まさかUSCPA試験に合格できるとは（しかも1年ちょっとで）全く思っていませんでした。佐々木先
生の楽しい授業・解説がなれば不可能だったと思います。本当にありがとうございました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
試験中は最後の一秒まで諦めないことが大切だと感じました。私自身終了直前に変更した回答などもあるので、た

られば論ですが、もし変更していなければ不合格だったかもしれません。最後の一秒まで無駄にしないことです。

また一気に複数科目受験して合格される方もいますが、勉強時間が確実に確保できる方や、JCPAの方（複数科目

勉強が普通）でないと難しいと思います。スコアが75でも99でも合格は合格です。やはり一科目ずつ着実に合格

していくほうが、合格率はあがると個人的には思います。また私はプロアクティブの教材しか使用しておりませ

ん。SNSなどの情報に惑わされず、佐々木先生の授業を信じて突き進んでいってほしいと思います。 

■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
いつも問い合わせに対して、迅速にレスポンスをいただき、大変助かりました。 

海外で大学単位を取得していたため、その点についても問い合わせにすぐ対応してくださいました。 

■試験会場と現地の印象を教えてください。 
御茶ノ水会場はとても綺麗で特に不便することはありませんでしたが、平日に受験することがオススメです。 

REG以外は有給を使って平日に受験しましたが、平日は受験者自体が少ないので、受験前の待ち時間も少なく、周

りに座る人もいなかったので、気が散りませんでした。REGは日曜日に受験しましたが、受験前に結構待たされ、

休憩も取るタイミングが同じ人が多かったので、入退室時のチェックにも時間がかかりました。 



 

 

 

 
 

1科目を落ち着いて、徹底的に学習することが最も効率的 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
FAR：入門からの合計380時間程度。入門、中級を50時間ほどやった後に講義視聴開始。各講義を受けた後過去問DBを解く流
れでまず1周。その後テキストは辞書代わりとしながら過去問DB計3周しながらTBSを2周ほどしました。試験1,2週間前の直前期
はAICPA過去4年分、デモテストを実施し本試験に臨みました。結果88点 
 
AUD：合計200時間程度。通しで全部の講義を聞いた後に過去問DBを3回転。TBSを2回転。フォーマットなどは直前に詰め込
む形で復習、暗記。 全体感を掴みながら勉強するのが大事と感じました。84点 
 

BEC：合計220時間程度。通しで講義後過去問DBの流れ。本当は範囲が広いので各講義後に過去問演習を考えていましたがDB
上の章わけとテキストの章分けの境目の違いが分からずとりあえず全部の講義を先に受けました。この科目についてはすぐ忘れる
のでテキストを何度も読み返しつつ、ネット上でのまとめなども漁り効率的に暗記するツールややり方を模索しました。88点 
 
REG：150時間程度。 通し講義後過去問DB1.5回転。TBS, WCはほぼ対策しませんでした。デモテストのみです。文章構成さ
え出来ていれば内容はそこまで見られない（というか内容は間違っていたはずです）ことが立証されました。DBの問題数が多い
ですが、とにかくDBを回すことが大事かと思います。 83点 
 
 
 
 
 
 

 
 
■学習に使用してよかった、役立ったという教材、その使用方法などを教えてください。 
何より過去問DB様様です。解説動画が物足りなく感じることもありましたが結果振り返るとあれで充分です。解説動画で理解が
できないものは暗記すべきものだと捉えて頭に強引に入れてしまえば全く問題ありません。受かったあと知識は深まるつもりで割
り切って先に進むようにしました。 
 

■あなたが受験した試験会場について教えてください。 
結構混むので早めに行くようにしていました。あとはアメリカの会場全般的に言えると思いますが防寒対策はしっか
りと。 

合格体験記 K・Aさん eラーニングコース 2019年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
2016 年春より NY に駐在し始めたものの、アメリカ生活をただ謳歌する周りと差別化したいという思

いから自分を高める駐在期間にしたいと思い、2017年に eラーニングコースを申し込みました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
受講料の安さもさることながら、しっかりと出るポイントに絞って説明頂いているのが助かりました。早期合格な

ら間違いなくプロアクティブと感じます。 REG、BEC等は初見問題も多く焦りましたが、全体感を意識しながら勉

強し、分からなければ常識に照らし合わせて答えることで少なくとも2択にはできると感じました。あとはもうすっ

かり佐々木先生のファンになりました。いつか飲みに行きたいなと思っています笑 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
第一にやめないこと。私も途中1ヶ月サボったりは何度もしましたがサボりはその程度に抑えコツコツやることで

す。サボらなければ9-10ヶ月程度でいけると思います。 

第二に余計なことを考えないこと。一度やると決めたらCPAが役に立つのか？根っこから理解すべきじゃないか？

など迷いが生じます。迷い＝勉強しない言い訳にすぐ変換されますので、そういったことは受かってから考えると

割り切りましょう。合格者とチャレンジしたことがあるというだけの人は会計士と素人という大きな差になりま

す。（ただ、受かりましたが会計士としてQualifyしてるとは全く思いませんので私もこれから勉強です。でもそん

なことも受かってから考えましょう笑） 



 

 

 

 
 

 受講生サポートサイトの過去問をとにかく解きまくり合格！ 
 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日4時間） 
ロアクティブに申し込みをしてから最初の受験まで約１０カ月。そこからは約３、４カ月毎に１科目ずつ受験してきました。平日は朝
早く起きて会社に行き、始業前のオフィスで勉強。週末はプロアクティブの授業と予習復習を実施。試験前の２週間は平日３時間、土
日祝日８時間で追い込みをしました。 
 

FAR：初めての試験だったためかなり緊張した。勉強の範囲がかなり広くて準備にかなり時間がかかった印象。時間のかかる計
算問題が多いので、時間割をきちっと決めて遅れないようにテンポよく進めていく必要がある。時間の問題でシミュレーション問
題を１問スキップしたがなんとか合格できた。自分の試験の手応えよりも良い点数だった。 
 
AUD：勉強の範囲はそれほど広くなく、一貫した内容なので学習は比較的容易だった。試験問題の答えが明確に決まるようなも
のではなく、「どちらかといえばaがベストチョイス」というような感覚的な答え方が必要なため、その感覚を身につけるのに苦
労した。４科目の中で一番じっくりと準備をして望んだ。本番では９割くらいできた感触だったが、点数は４科目の中で一番よく
なかった。 
 

BEC：一般的な内容が多くて勉強しやすい。範囲もそれなりに広範囲だが、一般論が多いので社会人なら比較的受け入れやすい
内容だと思う。以前にシンガポールで仕事をしていたため、英作文はそれほど苦手意識がないため、Writingは特に準備はせずに
書き方のルールだけを頭に入れて本番に臨んだ。一番、試験の手応えと結果がマッチした科目だった。 
 
REG：トランプの影響で税制が変わる最後の試験だったので、落ちる事は出来ないというプレシャーの中での受験だった。こち
らもFARについで試験範囲が広く、全体の勉強にかなり時間がかかった。仕事が忙しく全範囲を完璧にする事は出来なかったが、
なんとか合格できた。 
 
 
 
 
 
■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
 AUDが一番かかったと思う。唯一の正解がない問題が多く、内容をしっかりと理解する必要があり、自分で調べたりするところ
に時間がかかった。 
 
 
 
 
 
 

合格体験記 K・Wさん 通学コース 2018年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
海外グループ会社の損益管理をやっていた時に会社の先輩に進められて。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義は最短距離でテンポよく説明してくれるため飽きずに全体像やポイントを理解する事ができる点が非常

によかった。また、たとえ話も面白く、印象に残りやすい。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
とにかく、佐々木先生を信じて、授業の内容と過去問を完璧にする事だけに注力すれば確実に合格できます。 

一番難しいのは、数年に渡って継続的に勉強するモチベーションを保ち続ける事です。 

毎日少しでいいから必ずCPAの勉強に触れるようにする事をお勧めします。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
試験直前はとにかくサポートサイトの過去問をとにかく解きまくった。１問平均１分３０秒で全ての問題を８ 

割以上正解できる状態まで持っていければだいたい合格できる印象。わかりにくい部分は別途調べてノートに 

まとめた。シミュレーション対策はほとんど行わず、前日に４時間くらいで過去問を１０問ほど解いて感触を 

確かめる程度にした。 



 

 

 

 
 

自分の苦手箇所を中心に過去問演習をひたすら回す方法がおすすめ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日4時間） 

各科目2週間ほどかけて佐々木講師の講義でインプットを行い、その後の時間は全て過去問演習に費やした。 

電車通勤で片道1時間ほどかかっていたため、タブレット端末を持ち歩いて通勤中に過去問演習を行い、正答できなかっ

た問題については佐々木講師の解説動画を視聴した。 
 
FAR：純粋な財務会計の科目であるため、会計に関する実務のある方は苦労が少ない科目だと思う。私は会計の素養がなかった
ため苦戦したが、CPAとして最も大切な科目だと思う。 
 
AUD：合格後に監査法人に入所したが、非常に試験の知識が役に立っている。監査業務に関心のない方にとっては興味の持ちづ
らい科目だと思う。 
 

BEC：ビジネス教養や、ビジネスへの好奇心があれば苦労しない科目だと感じた。学習前から知識のあるトピックもあったし、
知らないトピックも楽しんで学習できた。 
 
REG：暗記の量が多いので、短期決戦で挑むべき科目だと感じた。苦労して覚えた知識もほとんど試験後忘れてしまった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
合格後にご縁があって監査法人に転職した。大きなキャリアチェンジとなったが、現在は楽しく仕事ができている。 

 

 

 

 

 

 

 
 

■その他、ご意見、ご感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。 
佐々木先生のおかげで毎日楽しく学習できました。また、事務局の方々の手厚いサポートで、受験手続もスムーズに

行うことができました。プロアクティブの皆様のおかげさまで試験に合格でき、大変感謝しております。ありがとう

ございました 

合格体験記 K・Tさん eラーニングコース 2018年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
前職（事業会社）での管理会計実務をきっかけに会計に関心を持ち、学習にあたってのゴールを設けたかったため。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
受験を終えて、プロアクティブのe-Learning教材に入っている過去問を9割正答できるようになれば、本番試験も

問題なく合格できるという肌感覚を得た。直前は、自分の苦手箇所を中心にe-Learningの過去問演習をひたすら回

すという学習方法をおすすめしたい。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPAはある一定のレベルまで頑張れば、誰でも報われる性質の試験だと感じています。 

具体的なラインとしては、プロアクティブの過去問演習が9割正答できるようになれば、高い確率で合格できるだ

ろうというのが個人的な感覚です。演習用の過去問も無尽蔵にあるわけではないので、一つずつこなしていけば、

何周することになったとしても、いずれは正答率9割のレベルに達することができると思います。本番を終えて感

じることですが、USCPAの試験の問題のバリエーションは各科目とも、そこまで多くありません。 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日5時間(受験前2ヶ月)） 
 
FAR：財務会計ということで最も根幹をなし他の科目でもベースとなる知識なので、FARから始めて良かったと思います。CFや
連結は真面目に勉強しようと思えば奥が深いですが、試験では表面的なことしか触れられないので、講義テキストの内容で十分か
と思います。一方、Inventoryやbonds, IS presentation, equityあたりは様々な角度から問われるので、過去問演習でパターン
に慣れることが大切と感じました（例えば、bondsはearly debt retirementやserial bondsでも頭の中ですっと仕訳を思い起こ
せるように等）。また、想像以上にIFRSやgovernment accountingも出題されるので、知識の穴を残すと敗因になり得ます。 
 
AUD：多くの方が書かれている通り、FAR, REGと違い一つ一つ細かい基準を覚えていくというより、letterやreportの内容、
どこに何が書いてあるかを頭に入れることが重要と思います。また、内部統制は知識というより流れを実際にイメージできるかが
大切かと思うので、佐々木先生がかなり具体例を挙げて説明されているのでしっかり聞きつつ、経理部や監査法人経験がない方で
も、例えば営業としての受注、あるいは自分の経費申請等、自分の経験と紐付けて具体的にイメージしながら進めると試験も楽に
進むように感じます。 
 

BEC：常識的に考えれば解ける問題も多いので、ある意味でビジネスマンとしての基礎能力を問われるような科目と感じまし
た。WCは、私の場合は、IFRSの導入・内部統制における従業員の倫理・投資勘定の管理に関連するような内容でそれぞれ10行
程度英語メールの形式で回答しましたが、いずれも学習内容以上にこれまでの業務での経験が活きたので、普段から様々なことに
関心を持ち思考するということかと改めて感じました。 
 
REG：想像以上にindividual taxationの出題が多いですが、日本人受験生にとってはこれが最も親しみのない内容の一つだと思
うので、申告書を頭に入れつつ、金額のthreshold(例えば、IRA adjustmentなら一人いくら、50歳以上なら、premature 
distributionは、IRAに加えてcompany pension planに入っている場合は等)を一つ一つ丁寧に覚えることかと思います。法人
は、先述の通り、C corporation、S corporation、Partnershipで横断の論点が多数あるので、常に比較感の中で理解するべきか
と思います（そういった講義の充実を期待します）。商法は、範囲が広い一方出題は少ないので、過去問は解かず講義テキストの
みで学習しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
試験直前1週間は、あまり新しいものに手を出さず間違えた過去問の復習を中心に取り組みました。Recently released 

questionsは、例えばIFRSへのコンバージェンス・上場企業の内部統制監査など、最近の出題傾向が分かるので（同じ問題は出な

いと敬遠せず）必ず取り組むべきだと思います。一方、simulationは形式を理解するのに数問解いた程度でほとんど取り組みませ

んでした。佐々木先生のおっしゃっている通り、基本は講義・MCで理解がしっかりできていればsimulationも十分こなせます。 

 

合格体験記 匿名希望 eラーニングコース 2018年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
学生時代、新卒で外資証券に行かれた先輩方が大学在学中に取得されているのを見て感化され Proactive に

申し込みしました。高尚な動機はありません。会計のコンセプトを整理出来れば良いかなくらいの感覚です。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
全てオンラインでの受講でしたが、佐々木先生の講義はテンポ良くコミカルな要素もありつつ要点がしっかりまと

まっており、終始飽きることなく進められました（ルー大柴並みに日英混合です）。また、要所要所でアンダーセン

時代の経験のお話を盛り込んでくださり、話として面白いだけでなく実際に試験として活きることもありました。 

一方で、佐々木先生の講義は80%程度の大枠を講義で掴み、細かい論点は過去問演習で潰していくというスタイル

だと思います。私を含め時間のない社会人、（75点でも）さくっと合格したい方にとっては非常に有難いですが、参

考書のようにノートをきめ細やかに作り重箱の隅まで講義でインプットしてもらいたい方には不向きなようにも感

じます（ただしUSCPAの学習において後者は非常に非効率です）。 



■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
受験回数7回、学習期間3年と書きましたが、不合格になったのはREGが74点だった一回のみでした。FAR→AUD→BECと合格し

たものの、その後仕事で多忙を極め中々勉強時間が取れずこの段階で1年半ギリギリ、最後のREGに落ちたことでFAR、AUDが

expireしました。この後、REG→FAR→AUDと合格し無事全科目合格しましたが、FAR, AUDは2度受験することになった上、最

後もBECのexpire期限ギリギリとなってしまいました。 

多くの方が仕事をする傍ら学習を進められていると思いますが、１年半という期限がある中で何より重要なのは計画だと想いまし

た。内容自体は決して難しいことはなくしっかり学習すれば必ず合格できますので、自らのモチベーション管理も含めしっかり計

画をたてて進めていただければと思います。 

 

■試験会場と現地の印象を教えてください。 
御茶ノ水で受験し、特断問題なく快適に試験に臨めました。入室の度に空港並みの身体チェックを行うので、4時間の試験でも場

合によっては休憩も入れて5時間程度かかることもあるので、試験後に予定を入られる際は注意してください。 

 

■受験手続きサポートについてのご意見をお聞かせください。 
出願手続き・グアム大学での単位取得等、大変スムーズかつ迅速に対応いただき、学習に集中することができました。ライセンス

も取得しますが、Proactiveの事務局対応は非常に充実していると思います。 

 

■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
投資銀行業務上直結するということはありませんが、例えば米国案件でストラクチャーを考えたり、DDで専門家と議論したりす

る上では、会話の素地になっていると感じます。 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
就活でOB訪問を受けたり、こういった資格関連のサイトを見たりすると、例えば「USCPAを持っていれば投資銀

行においてどのくらい有利ですか」「JICPAと比較し日本においてUSCPAを取得することの意義は」といった質問

が散見されるのですが、個人的には自分の中での動機付けに時間を使って（or悩んで）いつまで経っても動き出さ

ないより、少しでも興味を持たれたらまず始めてみたら良いと思います。何かを極めるのには1万時間必要とよく

言いますが、皆様が今後キャリアにおいて成し遂げていくことに比べれば、たかが数百時間、大した話ではありま

せん。私のように泥沼にはまらぬよう、しっかり計画を立てて頑張っていただければと思います。 



 

 

 

 
 

一科目ずつ３ヶ月おきに受験し合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：11ヶ月（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日7時間） 
 
FAR：初めて受けた教科だった為、どこまで勉強しても準備ができたという確信はできず、不安なまま受験しました。一回目で
パスできたことが、自信になり、次の教科のモチベーションに繋がりました。 
 
AUD：二つ目に受けた教科です。FARで関連することが多く、またアメリカ企業で、AUDITに関わることが何度かあった為、
割とすんなり頭に入ってきた科目でした。何パターンかのAudit reportはほぼ暗記で臨みました。 
 

BEC：意外に難しかった印象が強い教科です。アメリカでのpass rateを見ると一番高いので、油断していたかもしれません。
多岐にわたっているし、苦手な計算問題、WCもアメリカ企業に勤めていながら苦手意識が消えず苦戦しました。一回でパスでき
ましたが、やはり一番低い点数でした。 
 
REG：最後に受けた教科です。２０１９年から色々と税法が変わるということも有り、どうしても２０１８年にパスしなくて
は、という意気込みで受けました。一つのシミュレーションがすごく難しかったのですが（見たことのないことを問う問題でし
た）、プレテストだと考えて、とりあえず埋め、時間をかけずに次へ進みました。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
会社からはボーナスを頂きました。また二教科受かった時点で、昇格、昇給しています。カリフォルニア州のライセ

ンスが取れてから、転職も考えようかと思います。 

合格体験記 K・Sさん eラーニングコース 2018年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
アメリカの大学で専攻を決める時に、CPA受験を決めていました。早く卒業したかったため、準学士でアカウンテ

ィング、学士でファイナンスを専攻しました。フルタイムで働きながら、フルタイムで大学に通っていたので、卒

業してしばらくは、勉強を休んでしまい、その間 CPA受験からはすっかり遠のいていました。卒業したのは、2010

年で 2017年に今の会社で尊敬できる上司に出会い、彼女が CPAでもあることから再度一念発起しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
結局プロアクティブでしか勉強していないので、これだけで、合格できるというのが一番の利点だと思います。 

講義も佐々木先生が、面白く、記憶に残るように話してくださるので、そこがよかったと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
私は受験を意識してからもやる気がなかなか出ず、かなりの時間を無駄に過ごしました。 

頑張って勉強すれば、必ず受かると思います。自分のコミットメントとの戦いになると思いますので、強い意志を

もって、ひたすら勉強して下さい。合格すれば、自信に繋がり、それまでの努力が報われます。 

同じくCPAを目指している人が引用していたエジソンの言葉です。"OUR GREATEST WEAKNESS LIES IN 

GIVING UP.  THE MOST CERTAIN WAY TO SUCCEED IS ALWAYS TO TRY JUST ONE MORE TIME."  

THOMAS A. EDISON 



 

 

 

 
 

 MCを丁寧に解くのを心掛け合格！ 
 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：8年間(実質４年)（一週間当たりの平均学習時間：平日1.5時間/休日10時間） 
休日にe-learningでの学習とMC、平日は通勤の電車でひたすらMCを解きました。基礎的な知識が身についたと思ったら、休日もひた
すらMCを解きました。 
 

FAR：計算問題を何度も解いて、理解していく事が重要だと感じました。それぞれの仕訳がどう総勘定元帳に入ってくるのかを
イメージできるようになるのに時間を要しましたが、イメージができるようになってから学習効率が上がりました。 
 
AUD：本当に苦労しました。一見簡単そうに見えるものの、しっかり理解できていないとMCの選択肢を誤ってしまうのだと思
います。しっかり理解して、暗記する事が大切な科目かと思います。 
 

BEC：SimulationやWCもありますが、MC中心の学習方法で問題ありませんでした。 
 
REG：税法がほぼ全てでした。最初は商法の方が取っ掛かりやすかったので商法から勉強してしまったのですが、税法中心の勉
強を最初からしておけば良かったと思いました。 
 
 
 
 
 
■学習に一番時間がかかった科目は何ですか？ 
AUDです。2,3点届かず落ち続け、結局9回も受験しました。途中で、科目合格のexpireも経験し、佐々木先生にも電話で相談を
させていただきました。佐々木先生の知り合いで、アメリカのMBAに行くために何度もTOEFLを受けた人の話を聞き、「優秀な
人でも努力しているんだ」と思い、再び頑張ろうと思ったのを覚えています。AUDは、結局は知識が曖昧なまま進めてしまって
いたのだと思うので、最後はテキストのフローチャートを自分で何度も再現したり、監査報告書のひな型を丸暗記したりしまし
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■試験後の反省点、事前にやっておいた方が良い事があれば教えてください。 
・最初から、MCを丁寧に解くのを心掛けておくべきでした。AUDにはまり込んでしまった時、佐々木先生に「MC丁寧に解いて
る？」と聞かれ、問題を消化することを重視しすぎていたことに気付きました。正解でないMCの選択肢がなぜ誤っているか等
もしっかり理解しながらMC学習を進めておくべきでした。 

・最初からもっとプロアクティブを頼るべきでした。自分で学習を進めていてなかなか成果が出せませんでしたが、佐々木先生や
事務局の方に相談を始めてから、順調に合格まで漕ぎ着く事が出来ました。 

合格体験記 Y・Kさん eラーニングコース 2018年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
会計に興味があり、更に英語も伸ばしたかったので、英語で会計を勉強するのが手っ取り早いと思ったから。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の印象に残る講義とAICPA過去問題の解説が良かったです。スマートフォンで視聴できるので、 

外出先でも時間を見つけて学習できたのは便利でした。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
諦めなければ必ず受かる試験だと思います。一方で、私のように勉強方法を誤ると長期化します。あまり情報を集

めすぎると混乱しますが、的確な情報を集めて試験対策をすることは効果的かと思います。 

■試験直前時期の学習方法や、おすすめの学習方法があれば教えてください。 
・SimulationやWC対策はほどほどで、MC中心の勉強で良いと思います。一方で、SimulationやWCの問題を

解くことで知識が深まったり、繋がったりするので、余裕があれば直前にでも問題は解いてみるのは良いと

思います。 

・理解が甘そうなところは自分でメモを作成して、通勤途中に見返していました。人それぞれ弱いポイントは

異なると思いますので、自分の手でまとめて理解を深めるのは良いと思います。 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■具体的な学習方法・講義の良かった点を教えて下さい。 
今は社会人なので日中は仕事であまり勉強時間が取れないため、基本的には夜帰宅してから時間のある時に勉強を

していました。1日1時間-2時間程度でした。基本的に、2017年4月以降8月までの間で全科目の講義を聴講し、講

義で扱われた練習問題を1回見直していました。2017年9月以降は、1ヵ月おきに試験を組んだので、各科目に絞

って重点的に勉強をしました。基本的には500問の問題集を購入し、それをまずは1回解いて、2周目以降は間違

えた問題のみを解きなおして3周しました。それでも時間が余った際は、プロアクティブのMCQ形式の問題を解い

ていました。あと、SIM対策で、プロアクティブの問題を1回ほど解きました。 

オンライン授業なので、好きな時（特に真夜中）に講義を聞くことができて社会人の自分には勝手がよかったで

す。また、MCQも携帯で手軽に見れるので、ちょっと出かけた空き時間等に簡単に見れるのもよかったです。 

 

合格体験記 A・Sさん eラーニングコース 2018年合格 

■合格までの軌跡 
2017年 4月に受講を開始しました。日本の大学を卒業していたため、その成績証明の変換や不足単位の

取得等をしながら、NTSが 2017年 6月に発行されました。そして、最初の試験受験日を 2017年 10月

の FARに定め、以後 1か月おきに BEC、AUD、REGを順番に受験しました。勉強自体は、まずは不足単

位の取得を兼ねて REG から勉強を始め、2017 年 5 月ごろにはいったん税法のみ一通りの勉強を完了し

て不足単位をグアム大学にて取得しました。 

 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPAは、科目別の勉強が可能で自分のペースで勉強ができる点で割と融通のきく試験だと感じました。

但し、反面、ずるずるといってしまいがちなので、自分でやると決めた通りにやりきってしまうことも重

要かと思います。その点を考えながら、上手く試験勉強を乗り切ってください！ 



 

 

 

 
 

MCQの正答率を高め、合格！ 
 

 

 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日7時間） 
 
【利用教材】 
プロアクティブのテキストと佐々木先生のBISK過去問解説のみです。 
【学習方法】 
1.5倍速で講義を視聴しながら直接テキストにどんどん書き込んでいきました。自分でノートを作る時間があるな
ら、過去問を解く方が効率的だからです。何回か動画を止めて、重要な所やフレーズは必ず書き留めました。その
後、佐々木先生の過去問解説を聞きました。佐々木先生が必ずキーワードを強調して下さるので、そこをマーカーで
色付けたりして目立つようにします。その後全然分からなくても取りあえずMCQをやります。一問ずつ解いて、答え
合わせします。理解しようとする必要はなく、答えをどんどん暗記していく感じです。MCQを3周くらいするとやっ
と見えてきます。4週目くらいから間違えた問題のみを集中して解いていき、どうしても分かりにくい場合のみ別途
ノートを作りました。 

 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
私の場合は予想以上のキャリアアップにつながりました。まず合格後に即ライセンス申請をし、豪州公認会計士

（Chartered Accountants Australia and New Zealand)のライセンスも取得、（MBAとMPA（会計学修士）と２つ

の修士号を取得していたこともあるとは思いますが）、4大監査法人と外資系投資銀行からお話しがあり、今後のキ

ャリアと待遇を考慮し、ゴールドマンサックスでFinance Controllerとしてのオファーを受けることにしました。 

合格体験記 匿名希望 eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
キャリアチェンジを考えた時に、ビジネスにおいて財務・会計・税務は基幹であるので精通しておくべきだと思っ

たこと、基本的にグローバルに働くことを考えており、どこの国で働いても通用する知識と待遇が受けられる資格

として、USの会計士資格は他国の会計士資格、特に世界的に権威のある Global Accounting Allianceとの互換性

が高い為です。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
大事なフレーズや具体例が強烈なので、大変楽しく学べました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
これから USCPA を目指す方は、合格後に USCPA を活用してどうなりたいか、を漠然とではなく、具体的なビジョンを持ち、

逆算するように戦略を立てることと、合格がゴールではなく、スタート地点であることを忘れないことが結局は近道なのではな

いかと思います。勉強中の方は、モチベーションを保つのが大変なことが多々あると思います。それは試験に落ちる、失効する、

他の理由で勉強が出来なくなる等。しかし、USCPAは決して簡単な試験ではありませんが、取りあえずアウトプット中心に 75％

を目指して下さい。私も合格点に数点届かない時にはこれ以上どうしたらいいのだろう、と思いましたが、結局 MCQ に集中し

た結果合格しました。Simulationも大きい問題に見えますが、実は小さい MCQの問題が何個も一緒になって出題されているだ

けなのですから。今は苦しいかもしれませんが、絶対抜けられます。きっと、もう既にとっても頑張っていらっしゃるとは思い

ますが、もうちょっとです。是非頑張ってください！ 



 

 

 

 
 

全科目1Q合格！教材はプロアクティブのみ（結果的にこれで十分）！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：5ヶ月（一週間当たりの平均学習時間：平日10時間/休日13時間） 
 
FAR：MCはそこそこできていると感じた一方、TBSはあまり勉強していなかった部分が多く、かつ最初の科目
だったので資料も多く感じ、自信がなかったが必死で知識をかき集めて全て埋めました。結果的に90点近くと
れていたので最後まで食らいついたのがよかったのかと思います。 
 
AUD：2週間で詰め込んだので不安で、実際最も点が低く80点と少しでした。1. 基本のレポートを丸暗記して
それとの違いとしてほかを覚え、2. 自分が監査すると想像して誰が何にどう責任があるのかを覚える、のが大
事だと思います。Control matrixのような実務的なTBSも出て苦労しました。 
 
BEC：結果は90点近かったものの、MCは正直自信がなく、TBSの導入により財務分析と原価計算、統治がよ
り大事だろうと踏んで細かくやって実際に出たのと、WCは、全体の要旨→背景→提案→1~3点の理由→リスク
とフォローアップ、という形で埋めたのが功を奏したのではと感じます。 
 
REG：細かい米法を覚えたところで関係ないし…と勉強するモチベーションが正直出なかったのでテキストは
そこそこに過去問ばかり解いていましたが、本番では教科書にちょっと書いてあることが多く出て、落ちたと
の感触でした。振り返ると割り切って詰め込むのが安稗な勉強法でしょう。 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
実際の仕事の諸所で、今までなぜこの会社の構造になっているのか不明だった部分がCPAの知識を持つことで

その裏が多少わかるようになりました。まだまだ勉強不足なので引き続き実務で経験を積んでいきます。仕事

で関わる海外の相手にも知名度があるため、転職やキャリアアップにも役立つであろうと感じています。 

合格体験記 T・Mさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
大学・院時代は人工知能関連の研究をしていましたが、会社経営も同時に知らなければどれだけ質がよいものや

サービスが生まれても社会に広めることはできないと考え、就職はメーカーの経営管理部を選びました。しかし

全く知識がないまま入ったため、そこで行われる意思決定の裏に度々出てくる概念をその都度、部分的に勉強す

る日々を送っていました。そんな中で USCPA の存在を知り、これならば体系的に幅広く、一定の知識を得るこ

とができるだろうと考えて受験を決めました。また、将来海外で働く可能性も視野に入れて、ある程度国際的に

通用する資格であるということもきっかけの一つでした。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
大事な点を強調し一方で不要なところは飛ばす、概念の説明と問題演習が授業の中でセット 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPAは資格の性格上、仕事との両立、英語、範囲の広さ、周りに同じ志の人が少ない等、色々な意味で一

筋縄にはいかないです。初めは本当にわけがわかりませんが、繋がってくると楽しめるようになります。 

新しい物事を学習する際、ただ真に受けて暗記するのではなく、なぜそれがその概念に落ち着いているのか

の背景と他の概念との違いを考え自分で整理できるようにしながら勉強するとより早く理解が進みかつ深ま

ると個人的には思っています。あとはもう、自分を無心に信じ続けることです笑 ご健闘を祈ります！ 



 

 

 

 
 

会計知識ゼロでのスタート！一度Expireするも無事全科目合格！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■具体的な学習方法・講義の良かった点を教えて下さい。 
英文会計入門、グアム大学の単位取得から始まり一気にFAR合格まで走り切りました。もともと会計知識はゼ
ロでしたが、佐々木先生のユニークな授業のおかげで見る見るうちに理解が進みFAR合格まで至ることができ
ました。 
 
その後、BECで大苦戦しせっかく取得したFARも一度Expireしてしまったので撤退も考えましたが、何とか
BECを制覇し、途中ブランク期間もはさみながらAUDとREGの知識を徐々に蓄えていき、ついに2017年10-11
月にかけてAUDとREGの二科目ほぼ同時に合格することができました。 
 
そして、最後にFAR再受験に臨んだのですが、ここで佐々木先生の講義の素晴らしさを改めて実感することに
なりました。FARはREG受験後からなんと3週間後に受験予定、そして二年前に受かったっきり何も手を付けて
いないという状況で、正直無茶なスケジュールでした。しかし、佐々木先生のFARの講義を改めて聞いてみる
と、2年も前に学習した内容が驚くほど頭に残っていて衝撃を受けました。フルタイムで働きながらFAR各論点
を急ピッチで復習したので、睡眠時間もだいぶ削って辛いはずなのですが、見る見るうちに各論点の記憶（と
佐々木先生のジョーク）がよみがえって来るので、勉強するのが楽しくてしょうがなかったです。そして、受
験に臨み結果は一発合格で、このFAR合格をもって晴れて全科目合格となりました。 
 

合格体験記 R・Sさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
私はメーカーの管理部門に勤務しておりますが、社会人になりたての頃は工場総務の仕事をしておりまし

た。正直何のスキルも身につかないような庶務業務ばかりを担当していたため、何か仕事以外でスキルア

ップする手段を見つけなければと思っていました。その時に出会ったのが Proactiveで、無料セミナー参

加時に佐々木先生の力強さと説得力に圧倒され、この方が講師であれば大丈夫と直感的に感じ取り、同時

に USCPA取得のメリットも十分に理解できましたので、Proactive受講を即決しました。 

 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
ベタですが「なかなか結果が出なくても諦めないでください」とアドバイスしたいです。私のケースだ

と、BECがなかなか受からず、ようやく受かった後もAUDとREGの並行学習でなかなか結果に結びつかず

苦しい思いをしました。しかし、結果が出ずともやり続けた結果、自分の中で知識が積み重なって、ある

時閾値みたいなものを超えたような気がしました。それ以降はその場で覚えていない論点に出会っても、

他の知識から推測して答えを導き出すということができるようになり、ぐっと正解率が上がりました。結

果が出なくてもやり続けることで着実に知識は積み重なっています。自分を信じてやり抜いてください。

幸運を祈っております。 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日6時間） 
 
FAR：一番初めに受かったもののExpireしたため、再度、受けなおした科目です。Finance部門に所属してい
たため、比較的短期間で簡単に合格した科目ですが、これが後々の油断につながりました。 
 
AUD：一番最後に受かった科目です。結局、4回受けました。合格ラインより数点足りない状態が続きかなり
悩まされた科目です。設問の言い回し等になれるにつれ、ケアレスミスが減り、合格に至った科目です。です
ので、最新の問いの言い回しがわかるRecently Released 問題は、絶対にやっておくべきです。Auditは英
文の解釈力が結構、影響するように感じました。 
 
BEC：2番目に受かった科目です。一番初めは74点で不合格、WCは日本語でもそうですが、結局、定義位は暗
記しておかないと、ちょっと、難しいかなという印象です。 
 
REG：3番目に受かった科目です。もっとも、暗記すべきものの多い科目の印象です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
受験勉強を堅実に進め成果をだすことができたこと、また、それが会社の業務に大いに役立つことから、非常

に会社での評価が上がりました。 

合格体験記 R・Tさん 通信コース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
Financeの部門に勤めていて、海外への英語でのレポーティングの能力・説明能力が、日本語でのそれに対

して見劣りするのに、歯がゆさを感じていました。そのギャップをなくすことに USCPAが有効と思い、こ

の学習を始めました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義自体は、最新の制度や実務の情報等が入手できるため、大変興味を持たせて拝聴させていただきました。

また、英語と日本語のハイブリッドの講義は、本試験に日本語を介在せず、不可欠な英語だけで理解し、解答

を導く作業を行う橋渡しに非常に有効な講義です。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
この試験は、周りの人々のご理解・ご協力を得ながら、勉強を進めることの大切さを痛感致しました。ま

た、受験生活が長期に渡るため、体力を付けておくことも、重要と思います。（私の場合は、水泳です） 



 

 

 

 
 

時間があればあるだけ勉強、ではなく集中することが大事！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年（一週間当たりの平均学習時間：平日5時間/休日2時間） 

 
FAR：範囲が広く、１つ覚えては忘れを繰り返しながら何とか合格できたと言う印象です。初めて受験した科目な
ので、試験会場の雰囲気やPCでの操作の仕方など、実際の試験以外の点でも不安な事がありとても緊張しました。や
はりSIMでは計算問題が出題されるのでMCQとの時間配分を考えながらテストを進めていった方がいいと思います。
旧CPA試験※で合格しました。※2017年4月以前 

 

AUD：SIMが難しかったのでその印象がとても残っています。３回目の受験でやっと合格しました。SIMでは何を
問われていて、何を答えないといけないか、をしっかりと読み取る力が必要だと思います。また、FARの知識と英語
力が必須だと思います。旧CPA試験で合格しました。 
 

BEC：旧CPA試験を受験しました。私にとってBECの内容自体がほとんど初めて学ぶ事だったので、とても苦労しま
した。MCQで予想以上に時間がかかり、エッセイは３つとも中途半端な状態で終了しました。最後まで書けなくて
も、とりあえず３つのエッセイに手を付けたことが良かったのかも知れません。 
 

REG：Enrolled Agentのテストを受けた時に勉強をしていたので税法には自信がありましたが、試験内容は税法と
言うよりも、コンプライアンスに重点を置いていた様な印象を受けました。新CPA試験を受けました。SIM問題が多
いので最後まで集中力を保つことが重要だと思います。 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
まだ就職活動をしておりませんが、今までよりも確実に転職先を選べるようになると思います。 

合格体験記 Y・Yさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
アメリカの大学を会計学専攻で卒業し、ニューヨークの会計事務所に就職しましたが、なかなか勉強をする時

間が取れず、東京に引っ越してからも仕事が忙しくなり、今日まで至りました。大学を卒業してからずっと挑

戦したい資格の 1つでしたので、結婚・退職を機に時間が出来た事がきっかけです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義はとても分かりやすく、重要なポイントを適切にまとめていると思いました。他の教材を全く使っていな

いので比べられませんが、佐々木先生の授業と解説で合格できましたので、とても良かったと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
AUDの試験がなかなか合格しなかった時は、諦めて勉強を辞めてしまおうと思いましたが、「努力は必ず実

る」と信じて頑張って下さい。ありがちですが、諦めない事が合格につながると思います。少しの時間でも

PC（もしくはスマートフォン）とインターネットがあればどこでも勉強ができます。デスクに座って勉強が

できない移動中の時は、計算問題以外のMCQを繰り返し解いていました。学生の時と違って社会人になって

から勉強をするのは本当に大変だと思います。せっかくの週末や休日に休む暇なく勉強の時間を作らないと

いけません。友人と出かけてもCPAの勉強がいつも頭の片隅にあります。イヤになったり不安になったりす

る日が必ずあると思います。そんな時はリラックスする時間を少しでも作ってください。私はよく勉強の合

間にジムへ行ったりヨガをしたりしていました。毎日少しでも教科書を読んだりMCQを何問か解いたりする

事で勉強する習慣がつき、CPAの勉強に対して気分が軽くなっていくと思います。 



 

 

 

 
 

ほぼ初めての会計学習、基礎知識を積み上げ合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：3年（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日4時間） 

 
FAR：まず、英文会計中級に加え、何でもいいので簿記3級のテキストを読めば、仕訳の理解が深まります。
理論問題では回答を絞りきれないものがいくつかありましたが、計算問題での取りこぼしは少なかったと思い
ます。計算問題をどれだけ積み上げられるかで勝負が決まります。 
 
AUD：2017年4月以降の新試験で受験しました。Simulationでは、FARの勉強をしていないと解けない問題が
それなりに出ました。また、MC50%・SIM50%になったので、時間配分に注意が必要です。佐々木先生もお
っしゃっていますが、AUDはツメが甘いと何度でも落ちます。Unmodified opinionのひな形や監査意見の種類
などはちゃんと覚えておく必要があります。 
 

BEC：問題は広範囲にわたって出題されましたが、講義の内容でカバーされていたように思います。濱田先生
の講義が分かりやすかったです。ただ、それだけでは若干不安でしたので、簿記2級(工業簿記)のテキストも参
照しました。WCはビジネス向けメールには慣れていたので、あとはコンテンツをどれだけ埋められるかを意識
しました。難しい文法はいらないので、関係ありそうな単語を使って文章を組み当てれば何とかなります。 
 
REG：細かい部分を覚える必要がありますが、過去問で見たことにあるような問題が出題されました。やはり
講義だけでは理解できない部分が多いので、過去問演習は重要です。simは1問まったくわからないものがあり
ましたが、合格できました。 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
USCPAに合格していると、転職エージェントの印象はかなり良くなります。転職活動では、既存の業務知識に

加えUSCPAと英語力が評価され、コンサルティング業務へ従事することになりました。 

合格体験記 Y・Uさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
会社がグローバルに業務を展開しており、英語力は日常的に求められていましたが、それに何か付加価値があるも

のがないか考えた時、現在の業務に役に立つのは会計監査の知識であったため、USCPAの学習を始めました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義は、メリハリがついていたのでわかりやすかったです。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
この試験は、あきらめなければ必ず合格できます。 

MCを3回解いて正答率を90%まで持っていくこと。シミュレーションは対策も重要ですが、落ち着いて問題

を読めばMCで培った知識で解ける問題がそれなりにあります。特にDocument review simulationは実際の

試験でも英語の問題かと思うものがいくつかありました。 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：約2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2-3時間/休日5-10時間） 

 
FAR：空白期間を作っては受験を先延ばしにするということを繰り返してしまった教科です。時間かけた割に直前期には十分な勉強時間とれ
ず、不安を抱えたまま本番に挑むことになりました。MCの印象に残っているのは、MCの難易度変化。Test letの1が簡単だった分、2、3は難し
かったし、論点がわからないような問題も何問かありました。また、SIMはSales Lease BackをLessorの視点で仕分けするものがあり、一見簡単
そうでいながら戸惑い、相当時間を使ってしまい焦りました。決算のクロージングの問題もでましたが、これは英文会計入門の勉強でざっとやっ
ただけだったので、全く自信が持てませんでした。この辺りはＭＣでは出ない論点なので、SIM対策は必要であったと思います。早めにSIMに取
り組んで、さっさと受験しておけばよかった、というのが総括です。 
 
AUD：一番楽しめた科目です。内部統制については、暗記よりもひたすらロジックと思っていますが、SIMでは見事に微妙に判断に迷う問題
を揃えてくれた感じで、頭のフル回転を強いられました。DRWは監査法人に努める会計士になったつもりで問題に取り組むことで、終始楽しく
問題を解くことができました。ただ、最後のDRWで記憶が曖昧だった問題がいくつか出され、後で調べると見事に全て外していました。ここを
取れていたらもう少し点が取れていたのに…とがっかりはしたものの、唯一試験後に合格を確信できた科目でした。 
 
BEC：自分自身のバックグラウンドから比較的取組みやすい科目でもあり、勉強にはさほど苦労はしませんでしたが、本番のＭＣでは時間をか
けて得意分野に進化させた原価計算の問題が数問しかでず、代わりにみたことのない論点不明の問題が多数出ました。WCも時間をかけて例文を
詰め込んだCOSO／ITといった専門知識が必要な論点は全くでず、3問中2問は勉強せずとも回答できるようなあいまいな論点問題であった為、内
容ではなく形式に注力し、文章構成と硬派な文体を意識した英文を書上げ、提出しました。ＭＣ/ＷＣとも手ごたえ全くなく、事前の努力が点数
に直結しないという意味で、悲しい気持ちにすらなりましたが、諦めずにギリギリまで文章にこだわったことが功を奏したのか、思ったよりも高
い点数で合格することができました。 
 
REG：2017年の新試験移行後に受けました。MCは難易度変化も感じられず、手ごたえもなく想定していた時間を持て余してしまい妙な不安か
ら見直しに多く時間をかけたのですが、これが大間違い。SIMの3-8問で「これでもか」というくらい、読解時間に時間を要する大問が待ってい
ました。また、この内1問は分りそうでわからないBasisの問題で、ここに時間をかけすぎてしまったため、残り3問（しかも2問がDRW）残して
40分という状態、更にDRWのうち１問（小問5問）は、全て故人資産の税務処理に関する問題で、後程Wiley等を見返してもわからないようなマ
イナートピックだったので、暫く頭が真っ白になりました。といいつつ、ほかの2問は落ち着いてよく読めば論点が限られている問題もあったた
め、過去の勉強で磨いたロジックを限界までつきつめつつエイヤでさばき、手を動かして前に進むことで、ギリギリ全問回答することができまし
た。脳みそが搾り取られるような試験で、受験後は妙な達成感すらありました。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
これまで曖昧模糊としていた会計業務について一通り理解することができたことで、苦手意識がなくなり、仕事が一層（？）楽し

くなったかなと思います。現在はまだその程度ですが、今後、事業会社の経営にもっと関わってゆくことを予期しており、具体的

に活用してゆく機会は増えると信じています。 

合格体験記 S・Kさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
商社の営業部門勤務が長く、事業投資、海外事業経営に携わる中で、監査報告書を読み込んだり、財務・経理等の職能部門と

折衝を行う機会が多々ありました。付け焼刃のように、都度知識を吸収して何とか対応してきましたが、会計を中心とした体

系的な経営知識の整理の必要性を常に感じていたため、ＵＳＣＰＡは「いつか取りたい資格」と思っていました。仕事環境の

変化を機に遅咲きながら一歩踏み出して、佐々木先生のセミナーに参加。簡単な試験と勘違いし（笑）、そこから USCPA へ

の取り組みが始まりました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
2年にわたる期間、勉強を楽しみながら乗り切れたのは、佐々木先生のパンチの利いた講義のお蔭と思っています。講義は

iPhone/iPadに転送して繰り返し聞きました。当初は聞き流していたポイントも、一通り過去問を解いてから聞きなおすと、ま

た新しい発見がありました。特にAUDの講義は秀逸で、気の利いた冗談も含めて講義を聴くのが毎回楽しみでした。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
本試験を目指す人は、背景知識、取組姿勢、活用目的、気質性格それぞれ違うと思いますし、従い勉強方法の向き不向きもそ

れぞれだと思います。色んな人の体験記を読みながら皆さん自身にあった独自のヒントを取捨選択頂ければと思います。 



 

 

 

 
 

短期集中！！毎日コツコツ問題演習中心に学習して合格！ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年間（一週間当たりの平均学習時間：平日0-5時間/休日0-10時間） 
 
FAR：政府会計・非営利会計を中心に勉強しました。会計事務所に勤務したこともあり、それほど計算問題に難し
さは感じませんでした。 
 
AUD：会計監査の経験があるため、実証手続きや内部統制関係の問題は苦労しませんでした。ただし、レポーティ
ングは職業倫理等に関しては、日本の会計士試験を勉強経験がある方もしっかりと勉強した方が良いかと思います。 
 
BEC：新試験で追加されたSimulationが不安でしたが、基本的なファイナンスの計算と原価計算しか出題されず、
結果として得点源にすることができました。BECのWritten Communicationについては、ファイナンス・原価計
算・内部統制・ITの各重要トピックについて、MC問題を解くついでに、使えそうなキーワードをノートに取り纏め
ておくと有用かと思います。どうしても日本人は苦手なエリアになってしまうと思いますが、回答に専門用語を入れ
るだけで、部分点獲得につながると思います。 
 
REG：日本の会計士試験と範囲がかぶらないため一番学習に時間がかかりました。税法は単純な暗記項目が多く、
勉強したはずなのに思い出せないという悔しい思いをしました。結果、一番時間をかけたにも関わらず点数が最も低
かったです。覚えることを纏めた勉強ノートを作っておけばよかったと反省しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
今のところ転職は考えていませんが、確実に自分の会計知識の底上げにはつながったと考えています。 

合格体験記 H・Iさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
会計事務所から総合商社へ転職後、海外事業会社の財務諸表をみる機会が増えたことから勉強を始めました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義・テキストともに要点を絞ってコンパクトにまとめられている点が良かったです。 

問題集も十分すぎるぐらい豊富な量が収録されていると思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
諦めずに勉強を続ければ必ず報われる試験だと思います。働きながら勉強する方、家庭と両立して勉強する方、非

常に大変な時期を過ごしていると思いますが、最後まで頑張ってください。 



 

 

 

 
 

毎日コツコツ、講義のあとはひたすら過去問題演習をし合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：0.8年（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日5時間） 

 
FAR：1番楽しかった。やればやるほど身につく感覚があった。 
 
AUD：いかに正確に英語が読めるかが大切だと思った。 
 

BEC：他の科目との関連性がうすいので最後にした方がよかった。経済学部卒だとカンタンに感じます。 
 
REG：先に受験した方がよかった。2回も落ちてexpireが本当に危なかった。商法は範囲が広い割に配点が低
く捨てたくなりましたがしっかりとマスターする必要がありました。税法はとにかく過去問題だと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
自信につながると思います。会社では資格保持者も少なく活用できると思いますが、あくまでこれから継続的

に情報をインプットしていくことが何より大切だと思います。 

合格体験記 A・Yさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
経理のポジションに配属され、資格を持っていることの意味の大きさを感じた為。入校を決めた際、佐々木先

生に「一生ドメスティックに生きていく覚悟がなければ USCPA!」と言われて決めました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生が面白いです！視ていて飽きないしキーワードはすぐに耳に残ります。REGは例題が問われること

が多い科目だなと感じたのでそういったものを細かくまとめた教材が欲しかったです。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
試験後の感触と得点はほとんど無相関です。Expireが近づいても諦めずに頑張ることが大切です。 



 

 

 

 
 

各科目約3ヵ月短期集中！iPadで隙間時間も有効利用！ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：約1年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日2時間） 
 
FAR：企業会計は実務で馴染みがあったので、それ以外のNPO・政府会計を重点的に学習しました。テキスト
の問題とAICPAの過去問３年分を解いたのみで、MC問題集には手をつけませんでした。初めての受験だったの
で、少々緊張しました。FARのみ、テストレットの難易度の変化がわかりませんでした。 
 
AUD：過去問データーベースのMCを１周した後に、間違えた問題のみ試験直前に解き直しました。最後に
AICPAの過去問を２年分解きました。試験後の手応えは他の科目とあまり変わらなかったのですが、なぜか
AUDは高得点で合格できました。SIMでは間違えた問題もあるはずなので、配点がよくわからなかったです。 
 

BEC：過去問データーベースのMCを２周した後に、AICPAの過去問を２年分解きました。WCは、試験前日に
模範回答を眺めて文章の構成を確認した程度で、特にそれ以上の対策はしませんでした。本番はMCを早く解き
終えたので、結果的にWCに時間を多くかけることができました。 
 
REG：過去問データーベースのMCを２周しました。商法はテキストの問題しかやりませんでした。最後に
AICPAの過去問を２年分解きました（REGのみSIMの過去問を数年分解きました）。SIMで見たこともない論点
の問題が出ましたが、３０秒で諦めたので、他の問題にしっかり時間をかけることができました。 
 
 

合格体験記 K・Hさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
IFRS適用企業で働いており、英文の財務諸表等を見る機会も増えてきたことが、USCPAを受験するきっかけ

となりました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
メリハリのある授業だったので、仕事から帰った後に視聴しても眠くはならなかったです。また、試験に出る

ところだけ授業で扱うので効率的でした。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
テキストとMC問題を中心に勉強するのが効率的だと思いました。また、AICPAの過去問を２年分くらい解く

ことと、テキスト全体を通読することはお勧めです。余計なことはやらずに、講義で言われたことをやって

おけば、合格できると思います。 



 

 

 

 
 

平日はひたすら過去問題演習、休日は講義視聴で合格！ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1.5時間/休日5時間） 
 
FAR：とっかかり易かった科目で一番スコアが良かったです。範囲が広いので注意が必要でしょうか 
 
AUD：一番難しかったです。MCでも正解が１つに絞れず、苦戦しました。 
 

BEC：経済学が得意だったこともあり、比較的得意な科目でした。成績もよかったです。 
 
REG：米国の税法を勉強しても日本では役に立たないだろうと思うと、勉強のインセンティブがなかなか
沸いてきませんでしたが、暗記科目と割り切って頑張りました。 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
まだ合格して日がたっておりませんのでメリットはあまり感じませんが、今後活かしていけるようにした

いと思います。 

合格体験記 H・Sさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
経理業務に従事するなかで、専門性を高めたいと思ったのがきっかけです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木講師の特徴ある講義が頭に入りやすかったです。MC中心に過去問を解いていくスタイルも私には

合ってました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
受験勉強はつらいですが、やれば必ず合格できる試験だと思います。頑張ってください。 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年9ヶ月（一週間当たりの平均学習時間：平日1-2時間/休日0-5時間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
海外赴任当初は読めなかった会計英語も多かったですが、業務とUSCPAの勉強を並行することにより、読める部分が

多くなり、スピードも向上したと思います。同僚と話す英単語の種類も増えたと思います。現在は転職は考えていま

せんが、将来的には、日米公認会計士＋海外駐在経験 などを生かしてCFOへの道なども切り開けるのではないかと

思っています。東芝の米国子会社のChapter11による破産申請などをニュースで目にすると「あ～REGで習ったあれ

ね」とか理解できるのが楽しいです。東芝の2016/⒓期のPWCの意見不表明についてもAUDで習った通りです。 

合格体験記 Y・Nさん eラーニングコース 2017年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
日本で公認会計士として働いていましたが、海外赴任にて現地で経理業務を行うことをきっかけに、自分の力を試

す一環として USCPA を目指すこととしました。以前監査法人にも勤めていましたが、ダブルライセンス（日米会

計士）の人は、まだまだ少ないと思ったため、USCPA取得は今後転職市場においても自分の付加価値になると思っ

たためです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義がスマートフォンでも聞けるところが良かったです。またインプットは英語テキストで最小限に抑えられてい

るため、アウトプットに注力が出来る点が良いと思います。恐らくですが、他校の授業ボリュームは多すぎです。

佐々木先生の授業で一番面白かったのは、日本の監査法人の人は「一にリスク、二にリスク、リスクリスクリスク！」

とか「突合とかいう江戸時代の言葉を使う」、「FIFOをフィフォって読む」といった話です、監査法人での勤務経験

があったため、AUDの授業は、かなり笑えました。 

 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
会計や英語に関するバックグラウンドは人それぞれと思います。短時間で合格できた人も多数いますが、それ以上に多くの方

は何度も失敗していますし、時間もかかっていると思います。あまり他人の勉強法や合格体験記にとらわれ過ぎず、ひたすら

目の前の授業や問題に集中することをお勧めします。そうすれば勉強時間も伸びて、自然に合格に近づくと思います。やるこ

とをやってないうちに、他人のやり方に手を出すべきではない（勉強法の勉強ばかりすること）と思います。 

 また金銭面の話でいうと、他校で高い授業料を払うより、プロアクティブを受講し、浮いた分で複数回受験した方が良いと

いうのが持論です。他校のボリュームが多い授業を完璧にして一発合格を目指すのもいいですが、不完全な状態でも良いので

一度受験する余裕があれば、受験すべきだと思います。絶対にラッキー合格もありますし、試験慣れしておいて損はないです

（受験要件を満たした後は、受験しないQuarterを作らない、必ず3か月ごとに受験する）。もちろん常に一発合格を目指すべき

ですが。。 

 また、将来アメリカ永住を考えている人以外は、受験要件が易しいところでさっさと願書を提出することをお勧めします。 

 もし、お読みの方で日本の公認会計士の人がいれば、伝えたいのですが、日本の公認会計士試験に比べて簡単という噂だけ

が先行していますが、やはり難しい試験だと思います。内容はもちろん簡単かもしれませんが、英語試験であること、特に働

きながら受験するという意味で、日本の公認会計士試験の受験生時代と環境も違うと思います。またExpireのプレッシャーも

図りしれません。特に監査法人で激務されている皆さんが合格時間に達する勉強時間を確保するのは相当程度身を削る必要が

あると思います。やはり舐めてかからない方が良いと思います。 



 

 

 

 
 

テキストと講義動画+過去問データベースで合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年4ヵ月（一週間当たりの平均学習時間：平日2-3時間/休日3-5時間） 
 
FAR：最初の科目。他の科目を攻略する基礎となるので最初に受けた方がいいと思います。公会計については全く
なじみがなくかつ本番の試験でも比較的問題が多く出たのでしっかり理解する必要があると思います。 
 
AUD：日本基準での監査経験があったので、自分にとっては比較的取り組みやすい科目でしたが、日米の違いにつ
いてはしっかり押さえる必要があります。Audit reportの文言はある程度暗記が必要だと思います。 
 

BEC：どんな問題が出てくるか分からないという恐怖感を感じた科目。とにかくテキストと過去問データベースを
信じてやり抜くしかないと思います。いろいろ手を広げると収拾がつかなくなるのではないかと思います。エッセイ
については受講生サイトに掲載されているQA集をみて、文章の展開の仕方とかキーワードになりそうな語句だけを
押さえるようにしました。本番で同じ問題が出ることはなくてもそういった学習ならばあまり無駄にはならないよう
な気がします。 
 
REG：BEC以上に達成感のないまま受験した最後の科目。知らなかったら終わり、という色合いが一番強い科目
で、どこまでやっても終わりのない科目でした。論点も広範囲にわたり一番手ごわい科目で、これぞUSCPA試験、と
いった感じでした。この科目だけは論点整理のために何か参考書を使いたいと感じました（自分にはそこまでやる時
間的余裕がなかったのでしませんでしたが）。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
現在外資系企業でファイナンス（経理）の仕事をしていますが、4科目受験してみて、業務上当然知っておく必要があると思われ

ることを結構カバーしているという印象があります。あと、BECの試験勉強をしている最中に転職したのですが、転職前後で環境

が大きく変わった中、働きながら合格できたことを外人の上司が喜んでくれたのはうれしかったです。 

合格体験記 M・Tさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
これまで日本の会計士として監査法人で長く働いてきましたが、自分自身のアップデートが必要と感じて

いた時に、外資系企業に転職することになり、今後も外資系企業でステップアップしたり、自分の夢であ

る海外勤務をかなえたりするためには、USCPAの取得が有効と思ったことがきっかけとなりました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
非常にメリハリが効いた講義、要点だけを伝える講義だったと思います。特に監査の講義は佐々木先生自身の

実務経験やおとなりの蕎麦屋さんのたとえ話など、分かりやすい講義だったと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
よく言われることですが、この試験はあきらめなければ必ず合格に近づいていくことができると思います。毎日細切れ

の空き時間も大切にする地道な努力の積み重ねが必ず結果に結びつくと信じて頑張ってください。 

また、本番中も最後まであきらめない姿勢が大切と感じました。REGは76点とぎりぎりで合格しましたが、SIMの6問

のうち1問は条文リサーチ問題でよく分からなかったので解けないまま放っておきました。SIM6問のうち1問は採点さ

れないということなので、まあいいかと思っていたのですが、最後の30秒でたまたま条文を見つけられたので急いで入

力しました。終わってみれば、あのリサーチ問題があったおかげで合格できたのかもしれません。何らかの参考になれ

ば幸いです。 



 

 

 

 
 

無理のないペースで学習を続け合格！ 
 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1.5時間/休日4-8時間） 
 
FAR：（初めての試験だったこともあり）MCの計算に慎重になりすぎて、時間を使い過ぎてしまった。 
Simulationの形式にも慣れておくのが良い。また、政府、NPO等のマイナートピックもかなり出るので本番で焦らな
いように準備しておく。 
 
AUD：個人的には一番難しい科目だと思う。特に正解・不正解の判断が難しい（理解が深まればできるがかなり直
前まで出来ない）ため、問題中の「誤っている箇所」を特定し、消去法で絞っていくやり方が有効だと思う。 
 

BEC：こちらも過去問データーベースなどでやったような一般的な問題はあまり出ない。そのため、（逆説的だ
が）講義で習った主要なトピックをしっかり理解した上で、本番では自分で考えて答えられるようにしておく必要が
ある。また、AUDと同様に消去法が有効だと思う。 
 
REG：こちらもRoth IRA、外国税額控除等のマイナートピックもかなり出たため、本番で焦らないように準備して
おく（私の場合、Testlet 2に超難問ばかり出て危うく心が折れかけました※）。逆に講義で習った主要なトピックを
しっかり押さえて、取りこぼさないようにすることが肝心。 ※正解率によってTestletの難易度は変化します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
最初に書いた通り、私がUSCPAを目指したきっかけは、これまで仕事で得た知識や経験を目に見える形に示すためで

した。今回、USCPAを取得したことで、海外の会社で働くメンバーにも自分がどのような分野で知識・経験を持って

いるかをハッキリと示すことができるようになりました。また、今後は海外で働く機会も増えていきますが、その時

に初めての相手に対してもハッキリと自分の強みを示すことができます。そして何よりも、これまでの知識・経験を

体系的に整理できたことで、今の仕事（海外の会社の経営管理）でもより深い視点から経営・管理を行うことができ

るようになりました。本当に勉強して良かったと思います。 

合格体験記 Y・Hさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
これまで仕事で海外企業の M&A や 経営管理を行ってきました。そうした自分の知識や経験を目に見える形に

分かりやすく示したい、と考えたのがきっかけです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
プロアクティブの講義は、試験に出る範囲を効率的にカバーしてくれているため、本当に勉強しやすかったです。

特に佐々木先生の印象に残る講義は、大事な個所を覚えるのにとても役立ちました（笑）。仕事が忙しく学習時間

が十分に取れないことも多かったので、私は本当にプロアクティブで無ければ、合格出来なかったと思います。

感謝しております。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
学習期間中は大変だと思いますが、ここで学んだことを活かせる機会はますます増えてきていると思いま

す。今学んでいることは活きてきますので、ぜひ楽しみながら学習に取り組んでください。（あと、疲れ

た時には時々はぜひリフレッシュしてください！） 



 

 

 

 
 

心機一転、勉強を再開し、過去問題中心に2年間集中！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：実質2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1-2時間/休日8-12時間） 
 
FAR：必要な知識量が多いのが大変ですが、原則（典型的な問題）を覚えてしまえば、意外と簡単と思えるよ
うになりました。AUDやBECでも関連分野が出たりしたので、全ての科目の幹となる重要な科目かと。最初に
受けてよかった。 
 
AUD：ちゃんと理解しているかどうかが問われます。知識の量よりも、質。FARやBECは問題を多少読めなく
ても、転がっている数字から答えが出ちゃったりするのですが、AUDではニュアンスに近い内容を判断しない
といけないので、深い理解が問われています。とはいえ、過去問で問われるような傾向がほとんどなので、や
っぱり過去問ですね。 
 

BEC：MCで頑張るしかない。WCは、白紙は避けて、書けるだけ書く。 
 
REG：よく言われる内容ですが、「薄く、広く」ですね。知識範囲は広いので、ちょっとビックリしますが、
過去問以上の知識は出てこないので、過去問解いていれば安心です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

合格体験記 H・Sさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
以前勤めていた職場に USCPA の方がいて、会計を専門分野として活躍されていた＆高い給与に惹かれて

目指そうと思いました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生のエネルギー溢れる講義、これに尽きるかと。個人的にはAUDの講義が本当にオモシロかった

です。覚える内容は、正直つまらないのですが、なぜか講義はオモシロいという不思議さ。眠くならずに

聴けるので、夜の勉強も問題なかったですね。私は、仕事の特性上平日の勉強時間が本当に取れませんで

した。そんな状況の中で、プロアクティブを選んだ（選べた）ことは本当に幸運だったと思っています。

要点がコンパクトに纏まっているので、合格に必要なポイントが絞れて本当に助かりました（某予備校の

資料を見る機会があったのですが、とてもじゃないですが読み切れる量ではなかったです）。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
75点取れば合格なので、あんまり細かいことは気にせず進めていくのが良いかと思います。完璧を目指

そうとすると、深みにハマってしまう気がするので。 



 

 

 

 
 

MCの正解率の向上に注力+過去問題演習で合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年9ヵ月（一週間当たりの平均学習時間：平日2-3時間/休日5-6時間） 
 
FAR：会計知識のないところからのスタートだったので、インプットにはかなりの時間を割かざるを得ませんでした。ただ、講
義を何度も聞き、また過去問題を7周解いた結果、問題なく1回で合格することができました。AUDのSIM問題に、FARで学習し
ていれば簡単に解けるような問題もありましたので、特にきっちり理解をしておいた方が良い科目だと思いました。 
 
AUD：最初に問題を解いた時は、問題文も選択肢も解説文も、英語がほとんど理解できずにパニックに陥りました。とにかく英
語に慣れなくてはいけないと思い、かなり早い段階から問題を解きまくるようにしました。WileyのiPhoneアプリが一番役に立っ
た科目かもしれません。MCの得点率は上がったのですが、SIMで得点を稼ぐことができず、1回目、2回目とも74点（MC：
Stronger、SIM：Weaker）でFailしました。ただ3回目はそれほど知識レベルは変わっていないものの、90点で合格しましたの
で、個人的にはSIMとの相性の良し悪しだけが合否の要因であったような気がします。 
 

BEC：個人的には、英語力のない人にとっては一番苦労する科目ではないかと思います。出題範囲が広いので、MCだけで75点
以上を取るのはかなりハードに感じました。1回目、2回目ともに74点（MC：Stronger、WC：Weaker）で、3回目は68点
（MC：Stronger、WC：Weaker）でFailしました。3回目については、MCに多くの時間を割き、WCについてはほぼ白紙解答だ
ったので、4回目には、少しWC対策に時間を割き、文章のひな形をしっかり整え、またキーワードを多く入れるように注意しま
した。その結果、なんとか78点で合格することができました。WCについてですが、正確な難しい文章を書く練習などする必要は
ないと思いますが、最低限のルールは知っておいた方が加点につながるかと思います。 
 
REG：かなり出題範囲が広く、また法律については未経験分野であったため、なかなか理解が進まず苦労しました。過去問題演
習もなかなか進まず、結局3周しかこなせませんでしたが、なんとか1回で合格することができました。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
4回目のBECを受験後に、就職活動を開始しました。その結果、幸運にも在アメリカの日系企業よりオファーをいただくことがで
きました。USCPAに関する知識を使用した仕事内容ではないのですが、40歳を過ぎてアメリカで働くためにUSCPA試験の勉強を
して（ほぼ）合格している、ということがかなりのアピールになりました。来年の4月より佐々木先生ゆかりの地、ニューヨーク
で働く予定です。今後については、アメリカで働くということもあり、実務経験にもよりますが、ライセンスの取得を目指したい
と思います。ちなみに試験勉強を通じて、ビジネス英語力（会話は除いて）は間違いなく向上すると思います。学習開始前に650
点だったTOEICのスコアが、試験終了後には750点になっていました。その後、2ヶ月ほどTOEICの勉強をしただけで845点まで
上がりました。特にビジネス英語に関する語彙力、及び文章を読む力については勝手に向上すると思います。 

合格体験記 K・Sさん 通学コース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
アメリカで働きたいという夢があり、それを実現する可能性を広げるためにトライしました。勉強を始めた時点で、自分の経歴

が実務経験を満たすか分かりませんでしたが、とにかくスタートしました。当時の英語力については、TOEICスコアで 650点

でした。また、会計知識はほとんどなかったため、英文会計入門から学習を開始しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
何と言っても退屈しないメリハリのある講義が良かったです。重要なポイントに絞り、それを印象的に説明していただけるので、

とても頭に残りやすいと感じました。また、英語の教材であったことも良かったです。日本語と英語の両方で覚えるのはかなり

効率が悪いと思うので、英語だけで十分だと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
私の場合は、USCPAの試験にTryしたことから夢を実現することができました。USCPAの試験に合格することが、イコール次

のステップへのパスポートにはならないと思いますが、間違いなく道を切り開くためのツールにはなると思います。私のよう

に、5回もFail(うち4回が74点)という苦しい思いをしても、諦めずに頑張り続ければ必ず合格できる試験だと思います。なの

で、頑張り続けられるように、“なぜ合格したいのか”しっかりとした動機を持っておくことが重要だと思います。 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：10ヶ月（一週間当たりの平均学習時間：平日5時間/休日10時間） 
 
FAR：範囲は広いですが、一番勉強しやすい科目だと思います。過去問題集を繰り返し回すだけで合格するこ
とができました。 
 
AUD：この科目も、佐々木先生の授業を繰り返し視聴し、体系的に頭に入れるようにしました。過去問題演習
のみで大丈夫だと思います。 
 

BEC：一番苦労しました。毎回できたと思っていても、73, 74で落ちてしまいました。WCはそこそこで、最
後までMCの精度を上げることに努めました。 
 
REG：佐々木先生の授業を何度も視聴し、体系的に頭に入れるように勉強しました。思ったより受かるのは簡
単だと思います。 
 
各科目、試験直前はBiskで何度も間違えた問題を繰り返し演習、また、Released Questionsを過去五年分繰り
返し解きました。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
現職が父親の会社なので、資格を仕事で活用することはできていないのですが、これから転職活動をしていき

たいと思っています。 

合格体験記 T・Sさん 通信コース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
もともと海外の会計大学院を卒業し、その後アメリカの監査法人で勤務した経験があったので、それらの経

験を無駄にしないためにも資格取得を目指しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
良かった点は、何といっても佐々木先生の楽しい授業だと思います。本当にわかりやすいですし、楽しく

授業を受けることができました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
試験勉強中は不安になることも多々ありますが、佐々木先生を信じれば、必ず合格を掴み取ることができ

ます。頑張ってください！！ 



 

 

 

 
 

ひたすら問題演習+スキマ時間の有効活用で合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：6年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日4時間） 
 
FAR：入門、中級から学習していたので、割とすんなり合格できたと思います。中程度の難易度の問題が万遍なく
出題されるので、広く浅く、時間配分に注意すれば大丈夫です。 
 
AUD：最も苦労した科目です。内部統制、Evidence、Reportingを重点に準備するべきと思います。試験時間が長
く、細かい論点で惑わしてくるので、注意深く問題を読むこと、未知の問題に出くわす時は直感で割切るのもありだ
と思いました。内部統制とEvidenceに時間を割きましたが、思った以上に内部統制に関するReportingの出題が多か
った気がします。この科目は特に出題傾向が水モノなので、落ちても間をあけずに受験することをお勧めします。 
 

BEC：実務寄りの試験なので、割と親しみやすかったと思います。カバー範囲は多いので、広く浅く、問題を解け
ば大丈夫です。 
 
REG：Auditとともに苦労した科目です。試験時間は短いので、マルチを確実にこなせば大丈夫だと思います。Tax
は慣れると得点源にしやすいです。Lawは暗記ポイントが多いので、答えを覚えるくらい繰り返すとよいと思いま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
現在の職場で直接役立つ機会はないですが、将来目指す方向の選択肢が増えたことは財産だと思います。精神論にな

りますが、手が届かない目標でも自分でモチベーションを保ちながら続ける姿勢が身についたのもよかったと思いま

す。 

合格体験記 Y・Kさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
当時、国際部門に所属していたので業務で財務諸表を見る機会があり、体系的な知識を習得したいと思ったのと、

将来現地法人で働きたかったので客観的に分かるスキルがほしかったためです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
良かった点は4科目とも、佐々木先生の講義で学習できた点です。他校の授業やテキストも参考にしましたが、科目

毎に先生が異なるため、教え方の癖を吸収する手間が必要です。また、テキストも分厚くてポイントが絞れておら

ず、ProActiveが最も効率的だと確信しました。また、インターネットにいち早く対応、日々アップデートされる過

去問を時間や場所を問わず学習できる仕組みは最強です。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
佐々木先生の講義に忠実にやれば、必ず合格できます。長期戦なので、気が滅入る日もあるし、クレジットを切ら

して心が折れる日もあると思います。そんな時は思い切って休めばいいと思います。この試験は自分で受験日を決

められるので、自分の生活やペースに合わせてメリハリをつけながら、続ける努力が大事だと思います。ランチタ

イム講義に参加すれば、孤独感もまぎれます。頑張ってください。 



 

 

 

 
 

短期合格の秘訣は、気にせずに次に進むこと、アウトプットあるのみ！ 
 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日2時間） 
 
FAR：オーソドックスな問題が多いので、問題をたくさん解けばokです。本番ではIFRSの問題がたくさん出題されますが、気にする必要は無
いかもしれません。私自身ほとんど解けませんでしたし、他の合格者の話を聞いても出来ていない人が多いようです。IFRSをUS-GAAPに取り込
みたい偉い人が、「IFRSはこれから大事だよ！だから試験にはIFRSの問題をたくさん出題しているよ！」と建前上アピールしたいだけじゃない
でしょうか。そのくせ、心の中ではIFRSよりもUS-GAAPの方が優れていると考えているので、採点の対象にはしていない、というのが真相では
ないでしょうか。 
 
AUD：ただ単にアウトプットしていくことだけでは不十分です。問題を解きながら佐々木先生のフレーズの意味を理解していくことが重要と
なります。例えば「プランニングの段階で徐々に内部統制を理解していく」というフレーズの意味も、問題を解きながら少しずつ理解できていき
ます。佐々木先生のキーフレーズの意味を理解しない限りAUDの合格は難しいかもしれません。 
 

BEC：WCについては、結局まともに対策をしませんでした。対策はWCの雛形を決めたことくらいです。試験時間のほとんどをMCにあて、
WCは残った時間（20分くらい）で適当に雛方にそってタイプしました。それでも3問中1問は白紙で、残る2問も5～6行書いただけです。結果76
点ですので、3問とも白紙だったら落ちていたかもしれません。ということで、WCが白紙でも合格できるというのは事実だと思いますが、気休め
程度にやっておけばいいのではないでしょうか。 
 
REG：最後に受けた科目です。EXPIREの関係上、1ヶ月しか勉強できませんでした。1ヶ月間は死ぬ気でやりましたが、それでも講義の視聴と
Recently Released問題を5年分だけやるのが精一杯でした。他の3科目については、受講生のページの過去問データベースをほぼ100％解けるよ
うになるまでやりましたが、REGについては一切やっておらず、またSIM対策も一切やっておりません。結果として、佐々木先生の講義と少しの
問題演習だけで合格可能ということが示されてしまいました。※あまり参考にしないで下さい。簡単に合格できたように書きましたが楽ではあり
ませんでした。実際、授業内容をほぼ丸暗記するくらい講義を視聴しました。 
 
 
 
 
 
 
 

合格体験記 T・Sさん 通信コース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
当時、外資系企業の決算業務に携わっていたこともあり、US-GAAPについて勉強したいと考えていたため。そのようなとき、佐々木先生のセ

ミナーにたまたま参加し、佐々木先生となら頑張れるかもと思い、受験を決意しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義の目的がはっきりしていること。佐々木先生の講義の目的は、会計学を研究することでも、必要以上に深く理解することで

もありません。目的は短期合格です。私自身、長年塾講師をしていた経験から、試験勉強に対して以下のような思いをもっています。 

試験に合格するには、アウトプット中心の勉強をするべき。なぜならば『理解した後、問題が解ける』のではなく『問題が解けるようになっ

た後、理解できる』から。だから、かろうじて問題が解けるレベルまでさっさとたどり着いて、いち早くアウトプット中心の勉強に切り替え

るべき。 

そういう視点から見たときに、佐々木先生の授業はパーフェクトでした。アウトプット中心でありながら面白いという、相反する2つのこと

をさらっとやられておりました。（理解しなくては問題が解けない、あるいは理解した方が効率的と思われる場合には、きちんと解説しており

ますのでご安心下さい。） 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
「会計を研究したい！」とか「すべての問題を完璧に解きたい！」という人は、残念ながらプロアクティブでは満足感は得ら

れないかもしれません。他の学校に行った方が満足感は得られると思います。それでも「短期合格したい！」という思いもあ

るのであれば、プロアクティブをお勧めします。 

※何か新しいことを学ぶ際は、パターンの暗記というものが本質的な勉強です。ですので、たとえ「じっくりゆっくり勉強し

たい！そしてゆくゆくは会計を研究したい！」という人であったとしてもプロアクティブをお勧めします。とはいっても、そ

のような人は『パターンの暗記というものが本質的な勉強』であることがわからないでしょうからプロアクティブを選ばない

でしょう…。 



 

 

 

 
 

ひたすら過去問題演習を繰り返し合格！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年と10カ月（一週間当たりの平均学習時間：平日3時間/休日12時間） 
 
FAR：唯一一発合格出来た科目でしたが、一番学習時間の掛かった科目です。FARだけは上記に挙げた学習方法ではなく、ひたすら教科書を読
み込み、問題演習は教科書の過去問演習、Super直前対策、Super simulation※のみで受講生ページの過去問演習には一切手を付けませんでし
た。今振り返ると正直何故受かったのかわからない科目です。FARは難しいという方が多い科目ですが、教科書にしぼり理解が深まったタイミン
グで受験できたのでいい結果が出たのだと感じています。あまりおススメの勉強法ではありません。 

※2018年5月現在、Super simulationの問題は全て受講生ページ学習コンテンツにて掲載しております。 
 

AUD：AUDの受験から受講生ページの過去問演習主体の学習方法に切り替えました。AUDに関しては受講生ページの過去問演習が最も有効な

科目であると感じました。なぜなら佐々木先生の解説講義が最も効いてくる科目だからです。他の科目の解説ももちろん良いのですが、AUDに関

しては、USの監査法人に勤務されていた佐々木先生の経験に基づいた解説が多く含まれております。解説を聞いていく内に監査人の立場にたって

問題にあたれるようになっていきました。ここで学んだ Professional Responsibilityはその後受験した REG、BECでも役立ちました。 
 

BEC：出題比率の大きいCorporate Governanceについては、佐々木先生のAUD過去問演習の解説のおかげですんなりと理解できました。ITに
ついてはかなり苦戦しましたが、問題演習の量でカバーしました。BECに関してはWileyと合わせて1800問近くの過去問を用意して頂いているの
でこれを繰り返し解けば必ず合格レベルにいくと思います。Written Communicationについては定型文を覚え、部分点を取りにいきました。 
 
REG：一番てこずった科目です。TAXについては特にIndividual Taxationについては相当問題演習を行いました。ある時期から受講生ページ
にWileyの問題もアップして頂いたためその問題演習もでき理解が深まりました。暗記中心ですが、同じ論点がチャプターに跨っていたりするの
で苦手なところを自分なりに纏めた方がいいと感じました(例えば、IndividualとC Corp.におけるCapital lossのcarryback/carryoverやLike-
kind Exchange・C Corp・PartnershipにおけるTax Basisの計算方法の違い等)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
御校の傍島様のおかげで、科目合格時点で監査法人に転職することが出来ました。一般のエージェントにはない繋がりを持たれて

いるので、監査法人に興味のある方は積極的にキャリア相談されることをお勧めします。 

合格体験記 M・Eさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
会計と英語のスペシャリストになりたかったからです。学生時代アメフト一本で過ごしていた私は将来のことをあまり考えず

就職につきました。社会人になり自分の将来のことも考えていく内に、元々不器用であった私はオールラウンダーとしてより

もスペシャリストとして自分の力を試してみたいという想いが強くなっていきました。そんな中、元々好きであった英語と 

社会人になって学び始めた簿記がきっかけで USCPAを目指し始めました。 

 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
何より佐々木先生のテンポが良く、テンションの高い講義です。本当に一度も飽きることなく聞き進められました。これは過去

問演習の解説講義でも同じでした。短期間で最低限の知識を得たい方にはすごくいい講義だと思います。テンポを意識されてい

る分もちろん解説を省いている箇所もありますが、それは Check pointやWiley等を参照し、自分で理解を肉付けしていけば問

題ないです。このスピード感は他校ではないものだと思います。 

 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
私の中でUSCPAという試験を一言で例えるなら、山登りです。試験範囲は膨大で息の長い受験に疲弊し途中で下山される人も

多いですが、学習を続ければ必ず合格出来る試験だと感じました。USCPAはよくできた試験で奇問・難問はほとんどありませ

ん。また合格ラインに達したものは全員合格であり、倍率やその年の難易度等に左右されることもありません。まさに自分と

の闘いです。私自身、会計に関しては全くの未学習でしたが合格までたどり着けました。プロアクティブ様のサポートがあれ

ば必ず最後まで登りきれますので、諦めず一歩一歩前に進んでください。 



 

 

 

 
 

通勤やお昼休みの時間を有効活用して合格！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日6時間） 
 
FAR：BATICでの学習経験があったため、GovernmentとNPO会計以外は特に苦労しませず、スムーズに学習を進めることがで
きました。各トピックについて、きちんと仕訳で理解することができれば大丈夫かと思います。 
試験では、最初の受験科目だったこともあり、時間配分をあまり意識せず、Multiple Choiceに時間をかけ過ぎてしまい、
Simulationの問題はギリギリできちんと見直しができませんでした。結果的には合格していましたが、以降は時間配分を強く意
識するようになりました。 
 
AUD：理論問題が中心になるので、「何故この答えになるのか？」というロジックを理解することに苦労しました。過去問の練
習を繰り返す中で慣れていくしかないと思います。 
試験では、計算問題はほとんどないので、計算ミスや検算のために必要以上にMultiple Choiceに時間をかけ過ぎることもなく、
思った通りの時間配分で進めることができました。 
 
BEC：ビジネス実務に最も近い科目なのではないかと思います。内容自体も、そこまで難しいわけでもなかったので、学習面で
は一番苦労しなかったと思います。 
「Multiple Choiceだけでも合格可能」と言われていますが、リスクヘッジのために、Written&Communicationでも5点くらいは
点が取れるように対策しました。具体的には過去問で用意されていた例題約20問について、自分の英語力で書ける範囲の回答を
作成して暗記しました。Multiple Choice一本やりで臨むよりは、精神的に余裕が持てたような気がします。 
 
REG：事前知識が全くと言って良いほどなかったため、最も苦労した科目でした。学習する範囲も広く、暗記することも多かっ
たため、個人的には一番難しかったです。試験では、必要以上に悩まないよう、時間配分を意識して進め、Simulationで多少の
余裕が持てるようにできました。Simulationの6問中※で全然分からない問題が2問もあったことには驚きましたが、時間配分が
できていたおかげで、解ける4問を確実に解き、分からない2問も、分からないながらも一応回答欄を埋めることができました。 

※2017年4月以降Simulationは8問出題されております。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
具体的にはこれからですが、アメリカの関連企業とやり取りやM&A案件の担当者として抜擢されるよう、活かしてい

きたいと思います。 
 

合格体験記 S・Nさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
経理部から経営企画部に異動となり、社内の MBA取得者や外部コンサルタントなどと一緒に仕事をしていく中で、

自身の強みを打ち出していくために、経理の実務経験だけでなく、対外的にも通用する知見・スキルを身に付けた

いと感じ、USCPA取得にチャレンジしました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
基礎知識がある程度あったため（経理の実務経験、日商簿記1級、BATIC Controller Level）、必要最小限のインプ

ットと大量の過去問での実践という学習スタイルは、私に合っていたと思います。また、スマホで講義の動画ファ

イルを視聴や過去問の練習ができたので、通勤時間をフル活用しました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPA合格にあたって必要だと思ったことは、以下の2つです。 

①「何があっても最後までやり切る！」と覚悟を決めてしまうこと。 

覚悟さえ決めてしまえば、あとはひたすら前進あるのみです。 

②家族のサポート。金銭的な出費についてももちろんですが、土日に家事や子供の相手がほとんどできなくなる

ことを事前に了解してもらいました。 

 

 



 

 

 

 
 

通勤時間を利用して毎日30分程度でも勉強すること目標とし、合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日6時間） 
 
FAR：基本的な問題を取りこぼさなければ、問題なく取れると考えられる。授業の内容を理解していれば、基本的には合格点に
達すると思うが、ＩＦＲＳの論点が幅広く出題されていたように感じた。このため、授業でやった内容はＩＦＲＳも含めて網羅的
に理解することが必要と考えられる。試験の印象は、簡単だった。 
 
AUD：英語独特の言い回しを覚えていくことが必要と考えられる。授業やBISKを通じて表現方法を学んでいくことが重要と考
えられる。また、比較的細かい論点も試験で問われていたため、網羅的な学習が求められると考えられる。試験の印象は、基本的
な内容が７割～８割を占めており、難しくなかった。 
 

BEC：初回の受験ではITの知識不足及びWCの準備不足があったため、73点で落ちてしまった。このため、ITについては授業及
びBISKの解説をよく理解するようにした。また、WCについては、内部統制等の重要な論点については、簡潔に記述できるように
準備した。WCで日本人が点数を取りに行くのは難しいと思うが、２～３行でも何か記述できる程度には準備をした方が良いと考
えられる。試験の印象は初回も２回目も、SIMはそれほど難しくなかった。 
 
REG：３科目目として受けました。税法は会計との違いを意識して暗記すれば、早く合格水準に達せると思いました。属人的な
事情かも知れませんが、法律は得意分野で、司法試験で習った日本法と同じところも多く、違いについて意識しておけば容易に解
けました。1.5カ月ほどの勉強であっさり通りました。アメリカの税法やビジネス法を勉強する機会がなかったため、それ以外の
科目と比較して時間がかかった。他の科目については、日本の公認会計士試験でも７割～８割程度はカバーされており、英語での
表現方法及びやっていない論点（FARであれば公会計等）を集中して勉強すればよかった。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
USCPAの勉強を通じて、海外とのやり取りがスムーズに実施できるようになった。出向中のため、直ちに転職等のキャリアアッ

プを図ることは難しいが、出向期間が終わればキャリアアップを図ることができると考えている。日本の公認会計士とUSCPAの

ダブルライセンスは自分の仕事の範囲や可能性を広げることに寄与すると考えている。 

合格体験記 A・Nさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
日本の公認会計士資格を有していたが、担当クライアントの海外展開の拡大に鑑み、ＵＳＣＰＡの勉強をすること

とした。３～４年前に申し込んだが、仕事で忙しかったことからあまり勉強することができなかった。グローバル

に展開する物流会社に出向し、出張等により海外とのコミュニケーションが必要となったことから 2014年 12月

より勉強を開始した。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義の内容がコンパクトにまとまっており、短期間で各科目の内容を理解することができた。また、ユーモアのあ

る授業で、楽しく勉強できたことがとてもよかった。BECは、SIMについて全問題の解説があり、大変役に立った。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
USCPAの試験は各科目の合格率が４０％～５０％ということもあり、簡単な印象が持たれている。事実、私もそ

ういう認識でいた。しかし、英語がネイティブではない日本人が受験するには簡単ではないこと、試験についても

幅広い知識が求められており、簡単な試験ではなかった。このため、仕事や家庭等の様々な制約の中で、時間をど

のようにして捻出していくかが重要である。 



 

 

 

 
 

メリハリと適度なリフレッシュで合格まで走り切る！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日0-4時間/休日0-15時間） 
 
FAR：初回受験だったので学習のペースがなかなか掴めなかった。範囲が広く、最後まで講義を見終わった時には
初めの方をすっかり忘れてしまっていた。全体的に言えることだが、講義の消化を急がず、こまめに復習しながらゆ
っくり進めていくことが大切と思う。私は実務で触れているため大丈夫だったが、連結や退給は日本語でざっと勉強
してからの方が理解しやすいと思う。 
 
AUD：メーカーで経理をしているため、実務に照らし合わせながら、かなりスムーズに学習できた。ただ他の科目
に比べ、設問はかなり読み応えのある英文が出てくるので、分からない単語・言い回しは一つ一つ覚えていく必要が
ある。また各レポートのひな型は暗記したため、試験でも落ち着いて解答することができた。 
 

BEC：IT用語に疎かったので、知らないものが出てくるたびにネットで検索した。時間はかかったが、これが奏功
して本番で解けた問題がいくつかあった。佐々木先生のおっしゃる通りWCは勉強せずMCを完璧にしただけで合格し
た。WC対策する時間があればMCの精度を上げるべき、というのは本当。 
 
REG：一通り学習すると頻出論点が分かってくる。同種資産の交換や、各組織における出資時・配当時の処理を覚
えるのは大変だが、どんな出題のされ方をしても確実に答えられるよう丁寧に暗記することが大事だと思う。また実
際に申告書に数字を入れて作成してみることで頭が整理された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
現地法人の財務諸表や予算・実績を確認したり、内部統制のフローを見直したりするうえで、早速身につけた知識が役立ってい

る。当初は特に転職を考えていなかったが、資格取得を機に広い視野でこれからのキャリアを考えていくことができると思う。 

 

合格体験記 K・Tさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
社内を見渡すと専門的なキャリアを得ている社員や自分の尊敬する社員はみな自己研鑚に励み資格を取得していた。転職を考

えた場合はもちろんだが、社内でキャリアを積む上でも、若いうちから資格試験に取り組むことが有利になると考え、また将

来的に海外で働きたい希望があったため USCPAを目指すことにした。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の力強い英語の発音のおかげで一つ一つの用語やポイントを耳から覚えられたことが大きかった。試

験にあまり出ない項目には時間をかけず、必要な個所をテンポよく教えていただけたので助かった。また、内容

には癖があったが、どの科目もこれだけやれば合格するだろうという手ごたえが分かるようになったため勉強し

やすかった。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
勉強で身に着けた知識が役立っていることはもちろんだが、それよりも、仕事で忙しい中根気強く大量の問題を解いて走り

切った1年半の経験が自信に繋がり、自分の財産になった。時間もお金もかなり要したが、思い切って投資して良かったと

感じている。日々の勉強は時にしんどくもなるが、試験に合格したからこそ見える景色があると信じてモチベーションを維

持するのが良いと思う。 



 

 

 

 
 

わずかな隙間時間を最大限活用+毎日の勉強継続で合格！ 
 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1.5時間/休日2時間） 
 
FAR：範囲が広く、一通り勉強が終わった時には最初に勉強した論点を忘れて勉強をやり直し、の繰り返しとなった。勉強を繰り返し、論点と
論点の繋がりを理解していくことが必要。また、本番はPC上の試験であるため、普段からそうした環境を意識した勉強が求められる（暗算の速度
を上げる、卓上電卓はあまり使用しないなど）。 
 

AUD：佐々木先生の講義が素晴らしい。私のような実務未経験者に対しても監査の流れがイメージできるように解説してくれるため、非常に
分かりやすかった。佐々木先生が落ちる人は何回でも落ちると繰り返されていたので不安だったが、先生の講義をしっかり理解して勉強すれば落
ちる気がしなかった。他方、よく言われるように正答を導くには英語の微妙な言い回しの違いを理解することが求められるので、英文読解力が最
も必要とされる科目であるという印象があった。 
 

BEC：たまたま勉強した時期にBISK(過去問題集)が在庫切れだったためAmazonでWILEY(過去問題集)を注文して勉強した。過去には日本人
にとっては苦労する科目であったという話も聞いていたので不安だったが、これも過去問を繰り返せば過度に恐れる必要はないと思った。むしろ
一般的なビジネスの概念について理解でき、興味を持てる科目で勉強するのが楽しかった。 
WCは特に対策せず、試験2～3日前にWILEYの模範回答を読み込んで回答形式を頭に叩き込むことだけに専念した。本番では何でもよいので知っ
ていることをとにかく書くことが大事だと思う。 
 

REG：他の科目は勉強することで知識が増えていく喜びを感じられたが、REGについては米国税法の個別性が強く、直ちに米国税法に関する業
務に携わることを想定していない自分にとっては興味が持てず苦労した。BISK(過去問題集)を3周ほどしたところで試し受験したら合格してしま
った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
財務諸表の概念や会計用語の定義（会計上の利益とキャッシュフローの違いなど）は、ある程度腰を据えて勉強し、かつ自分で問

題を解いてみないと身を持って理解できないと思うので、USCPA受験を通じて時間をかけて体系的に勉強することができて良か

った。また、今後のキャリア選択に幅が広がったと思う。 

合格体験記 K・Nさん 通学コース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
国家公務員として 10年ほど働いてきたが、より良い仕事をするには民間企業のことをもっと知らなければならないと感

じていたところ、USCPA であれば、企業の基本情報となる財務・会計の勉強ができ、対外的にも財務・会計に関する知

識や英語力といったスキルの証明になりうると思ったため、受験を決意した。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
学習の電子化をいち早く進めている点が特徴的であり最も良かったと思う。講義のビデオをUSBで頂けたので、PC経由でiPhone

に落とせば電車の中でも講義を聴けたし、過去問データベースも通常の通信環境の下なら外出先でも快適に視聴できた。特に過

去問データベースはBISK(過去問題集)のIDとリンクしているので、BISKで分からない問題が出てきた時はIDを検索して佐々木

先生の解説を聞いて理解する、といった使い方をした。 

テキストはエッセンスのみを凝縮しているため、初学者がテキストだけで勉強しようとすると大変かもしれない。ただ、試験を

終わって振り返ってみると、テキストは試験に出るポイントを漏れなくダブりなく網羅していることが分かった。従って、試験

直前期などはテキストを使えばポイントを網羅的に効率的に復習できる。 

また、通学コースは同じ勉強をする仲間がいることが分かってモチベーションの維持に役立った。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
仕事や家庭と並行しながらの勉強は想像以上に苦労するし、言われているほど簡単な試験でもない。一度試験に落

ちたりすると資金面や精神面で勉強を継続できるのかと不安になることもあると思うが、基本に忠実に繰り返しや

れば合格できる試験なので、先生の言うことを信じて継続してやり続けることが合格への近道だと思う。 



 

 

 

 
 

自分なりの勉強方法を掴み合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：4年間（一週間当たりの平均学習時間：平日7時間/休日16時間） 
 
FAR：最初は80点で通過しましたが、Expireしました。今回はもっと高得点を狙いましたが、以前よりも問題が難しくなってい 
たような気がします。あとは、公会計がかなり出ていました。得点源なだけに、これはかなりおさえたほうがいいです 
 
AUD：基本的なものが大半です。 
 

BEC：論点が多くて、どのように知識を定着させ深めるかが難しかったですが、試験は基本的なものが大半でした。 
 
REG：こまごましたBusiness Lawはややこしいので、論点整理が大変でした。しかし、REGは日本の税法と比較したりして印
象付けることで覚えたりしたので、思ったよりは楽でした。試験はこまごましたLawはそれほど出ていなく、基本的なものが大半
です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
APACを統括しているのでハクがつきますし、内部監査委員会もかねているのでAUDの勉強内容がとても役に立っています。FAR 

は、その知識だけではとても浅いので、実務でもっと勉強が必要です。BECでの Management AccountingやBudgetなどの知識 

は、勉強内容をスタートとして掘り下げていければと思います。 

 

合格体験記 R・Mさん eラーニングコース 2016年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
基本的に外資系または外国人の中で働いているので、英文経理がベースでした。日系企業以外の環境でもっとも

自分のスキルなどをアピールできる手段の一つとして有効と考えられたのが USCPA です。受験当初は、外国に

定期的に行きたいというヨコシマな考え方もあり目指すことになりました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義はとても印象深いので、特定の論点を見るたびに佐々木先生が思い出され、論点自体も印象深く

なりました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
まずは、基礎です。Optional問題とか追加問題を解くよりも、基本と標準問題を中心に解いていき、解説に書き 

込みしたりして自分のオリジナルのテキストにしていました。オンライン問題集などは書き込みできないので、 

お勧めしません。毎日1時間ずつでも継続することが大切です。 



 

 

 

 
 

夢に出るくらいテキストと過去問データーベースを繰り返し合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年1ヶ月（一週間当たりの平均学習時間：平日3-4時間/休日5-8時間） 
 
FAR：試験中はとにかく時間との戦いでした。計算が得意な方はそうでもないかもしれません。Simulationは他の科目に比べて
やや易しい印象を受けますので、Multiple choiceを丁寧に解いて大丈夫な科目だと思います。 
 
AUD：この科目は一番講義の視聴が生きてくると思います。講義を見ないと問題に手をつけても問われているポイントがはっき
りしません。個人的には講義を頭にたたき込み、過去問をやればこの科目は合格するという印象です。但し、計算問題がほとんど
出ないので、若干英語力に左右される科目かもしれません。 
 

BEC：原価計算とWriting Communicationにかなり苦手意識をもっていましたが、当日は落ち着いて時間の許す限り問題を丁
寧に解き、最後のWritingはいつも仕事で英文メールを送っている要領でとりあえず答えました。どこまで正答となったかは不明
ですが、、、過去問は全問解説されているため、それらを全問解いたおかげか、スコアは若干余裕がありました。 
 
REG：Simulationが一番難しく感じました。Multiple choiceは講義で強調されたポイントがよく出た印象です。割合は税法よ
り低くてもビジネス法の問題もしっかり出るため要点は抑えておいて良かったと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
試験勉強中にアメリカの子会社の経理処理や経営管理のサポートをすることになり、内部統制整備や財務諸表チェックをする上で

大いに役立ちました。身に付けた知識を実務に生かすことができて合格する前から社内の評価も上がったと思います。自分のキャ

リアを高めるための転職も視野に入れてないわけではないですが、合格直後に現職の会社から海外赴任の可能性も示唆されており

既に役に立っていると思います。 

合格体験記 R・Tさん eラーニングコース 2015年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
大学では会計やビジネスとは異なる分野を専攻していましたので、新卒で経理部に配属されたものの、将来の

キャリアに対して漠然とした不安を抱いており、確固たるバックグランドとなる資格を探していました。同僚

や海外の友人に、経理職をやっているならＣＰＡの資格をとるべき、とのアドバイスを受けて改めて興味を持

ち、当時から希望していた海外勤務への道にもつながるかもしれないと思い、USCPA受験を決意しました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義はメリハリがあり、キーとなるフレーズが何度も繰り返されるため、重要なポイントが非常に分

かりやすかったです。数時間かけて複数のトピックを続けて視聴することが多かったのですが、先生の話し方に無

駄がなく、かつ注意を引き付ける先生のお力なのか、無理なく集中して聞くことができました。講義テキストも簡

潔でしたし、練習問題も多すぎず少なすぎず、膨大な試験範囲をコンパクトに纏めた講義だと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
地方在住でしたが、プロアクティブのコースをとったことで、試験当日の移動以外は全く不自由なく、試験合格ま

で辿り着くことができました。USCPA教材案内を複数校から請求した時に、プロアクティブの案内資料が一番簡

潔で無駄のない印象でしたので選択しましたが、講義も全く同様なのだと思います。個人的な意見ですが、初めて

英語で会計を勉強する方々は正しい単語の発音が分からないと思います（事実私もそうでした）。小さなことです

が、佐々木先生の綺麗な発音から入ったせいか、正しい読み方が身に付き、アメリカの会社と口頭でやり取りする

際も意思疎通がスムーズです。そういった点も考慮されて学校を選ばれると良いかもしれません。 



 

 

 

 
 

メリハリ学習と試験直前の集中で合格！ 
 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日2時間） 
 
FAR：Simulation が苦手で1回目はSimulationがweakerで74点不合格でした。そこであやふやな箇所を再度やりなおしまし
た。2回目で75点合格しました。国際会計基準が結構出題されたのですが、あまり出来なかったと思います。過去問題演習も大事
ですけど、先生の講義および講義録についている問題を確実に出来るように基本を理解しておくことが必要です。 
 
AUD：MCはそこそこ出来たと思います。Simulationで四半期の監査報告書の穴埋めが出題されました。大体覚えていました
し、検索機能を使って四半期の監査報告書を検索できたので完璧に出来たと思います。4時間の試験は長くて集中力を維持するの
が大変でした。正直4時間の試験は二度と受けたくないです。※2017年4月以降、全科目試験時間は4時間となりました。 
また、audit report、rep letter など定型文があるものについては、直前に暗記しました。過去問を何度も解いて問題を読み間違
えないように気を付けました。 
 

BEC：WCはバランススコアカードがでました。バランススコアカードについては、準備はしていたのですが、時間もなく果た
してどれだけの点数をもらえたか不明です。ＭＣは分からない問題も出ました。ＭＣだけで結果的には2時間45分かかっていまし
た。多く問題にあたり、ＭＣで確実に点数がとれるように過去問を解くことがおすすめです。過去問解説については全て解いて理
解することが必要です。 
 
REG：商法は割合としてはあまり多くなく、また、あまり難しい問題もでなかったような気がします。税法は提出期限の問題が
割合と出題されたような気がします。商法は先生の講義のみで十分だと思います。税法については、個人と法人とパートナーシッ
プについて整理して理解し、計算ロジックを理解することが重要です。 
 
どの科目に当てはまりますが、Recently released Questionの中であやふやな箇所があれば、しっかりクリアにして試験に臨ん
だほうが良いです。基本的な問題を落とさないようにするために、基礎をしっかり理解することが必要だと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
これから役立てる予定です。 

合格体験記 K・Kさん eラーニングコース 2014年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
英語をより実践的に身に着けたいと考えたからです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
先生の熱いパワフルな講義が分かりやすかったです。講義を見ながら思わず笑ってしまったこともあり、飽きさせ

ない素晴らしい授業です。またBISKの解説も要点をつかんだ解説で分かりやすかったです。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
やはり働きながら勉強するのは時間がなかなか取れないで大変でしたが、勉強方法を間違えなければ必ず合格でき

る資格です。あきらめないでコンスタントに勉強して、十分勉強できていなくても必ず試験を受けましょう。毎回

何か得るものがあるはずです。 



 

 

 

 
 

苦手な英語や予備校チェンジ、疑心暗鬼を乗り越え、4年半走り切る！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：4.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日5時間） 
 
FAR：簿記２級が役立ったのはFARだけでしたが、逆に言えば、英語が苦手な私にとっては、まずは日本語で簿記を身に付け、FARに取り組む
というステップを踏んだことが効率的だったのかもしれません。 
 
AUD：何かを分類して覚えるというよりは、ひたすら過去問で記憶していけば良かったので「これは暗記しなくては！」というプレッシャー
があまりありませんでした。ただ、その代わり問うてくるポイントや文章の読み方は慣れる必要があるかと思います。 
 

BEC：勉強してもしても、試験では見たこともない問題が出題され、計6回failしました。最後7回目で合格した時の感触としては、見たことの
ない問題について、色々と勉強したことを総合して類推し「なんとなくこれかなぁ？」と回答することができた気がします。（←試験後に頭に残
っていたキーワードをgoogleで検索したら正解を選べていましたので。）つまり、ひたらす過去問DBを繰り返し、理解を深めるしかないのでは
ないかと思います。さすがにWCの無勉強は怖かったので、過去問でいつくか書く練習を直前期にしましたが、ほとんど役に立ちませんでした。 
 
REG：最も体系的にしっかりと重要項目を分類した“受験勉強的な暗記”が求められる科目だと感じました。私のように法律の勉強をほとんどし
たことがない人間にとってはとっつきにくいので、勉強の仕方が馴染んでくるまで根気よく取り組む必要があるかと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
特に積極的に希望した訳ではなかったにも関わらず、偶然にも、転勤で財務分析・管理会計関連の業務を担当する部署に配属となりました。業務

についてはまだまだ勉強中の身ではありますが、USCPAで学習した内容がダイレクトに役立っており、日々とても充実しております。 

合格体験記 T・Kさん eラーニングコース 2014年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
会社に入り、すぐに簿記３級、２級をとりました。次に何を勉強しようかと考えていたところ、父親から「部下でＵＳＣＰＡをとった人間が

いるが、簿記２級のレベルであればすぐ取れると言っていた。」（←実際は到底そんなに甘いものではなかったのですが．．．）と聞かされ、特別

な決意もなく勉強を始めてしまったというのが正直なところです。 

また、始めからプロアクティブに通っていれば良かったと思いました。というのも、私が USCPA を目指そうと思い立ったのは 2009 年でし

たが、当時あまり調べもせず某大手予備校の USCPA講座に申し込み、勉強を開始しました。しかし、膨大な講義時間とテキスト・問題集を前

になかなか効率的な学習方法を見出すことができず、苦しい日々を過ごしました。試験を受けてもことごとく落ち続け、３年目にようやく REG

に合格しました。それまでの学習法に限界を感じていた私がプロアクティブの門を叩いたのは、その時でした。最初にカリキュラム全体を見

渡して驚いたのは、そのボリュームの少なさです。「ポイントを押さえてやれば、こんなに学習量が少なくて済むのか！」と、目から鱗とはま

さにこのこと。少し不安な思いを持ちつつも、佐々木先生の動画を毎日のように見て、その言葉を信じて勉強し続けた結果、何度かは fail し

たものの、REGの expireを迎える前に、残り 3科目合格することができました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
授業はどんなに集中して見たと思っても、聞き漏らしや理解が至らず忘れてしまう部分があるかと思いますので、繰り返し動画

で受講（特に倍速で効率的に）できる点が良かったと思います。また、私はi-padを購入して学習をしましたが、ネット環境さえ

整えば、色々な場所で学習できることが非常に有効でした。 

■これから USCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
私は 4科目で延べ 10回 failしまして、合格するまでに 4年半を費やしました。途中、仕事が忙しくなったり、プライベートでも優先しなくて

はならないことが出てきたり、投下資金もどんどん増えていったりと、何度も「自分には無理なのではないか？」と疑心暗鬼になりましたが、

勉強を辞めたいと思ったことも１度ではありませんでした。ただ、応援してくれる人や期待してくれる人に合格を報告したいという気持ちが支

えになり、諦めずにやり遂げることができました。勉強開始時に想定していたよりもはるかに膨大な時間・労力・お金を使ってしまいましたが、

諦めずに続けてきて本当に良かったと思います。 私もそうでしたが英語が苦手な人には本当に厳しい道のりかと思います。ですが、少しの時間

であったとしても毎日ひたすら勉強を続けていれば、それはいつのまにか血となり肉となっていくはずです。USCPAを志している方々には何と

か諦めずに最後まで頑張って欲しい、と心から思っております。 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1年間（一週間当たりの平均学習時間：平日3時間/休日5時間） 
 
FAR：ボリュームが多いですが、他の科目の基礎にもなるのでどのトピックも捨てることができません。ボリュームが多い分、
基礎的な問題が解けるようになれば合格できると思います。そこで佐々木先生の無駄のない講義→過去問データーベースの繰り返
しがいいと思います。私は、時間が無くて2回しかできませんでしたが、3回やれば余裕を持って解けると思いました。 
 
AUD：他の科目は一発合格できましたが、この科目は3回も落ちてしまいました。AUD以外の科目は計算が得意だとその分アド
バンテージが取りやすいですが、計算問題はサンプリング位でほとんど試験にも出なかったため、細かい言い回しなど問題を正確
にすばやく把握する読解力が必要だと感じました。 
 

BEC：比較的トピックが少ないのと計算が得意なのもあってスムーズに取り組めました。佐々木先生のMC全問解説で自信もつ
きましたし、問題も相性が良かったのか個人的には一番簡単な印象でした。WC対策は雛型を覚える程度で後はMCに集中しまし
た。ここに時間を使うコスパは高くないと思います。 
 
REG：FARと同様ボリュームが多いですが、基本的には講義→過去問データーベースの繰り返しで合格できると思います。 
なかなか時間が取れない方は、Business Lawの出題は偏っている印象があるのでAICPAリリース問題を参考に出ていない問題は
省いてもいいかなと思いました。REGはボリュームがありますが、試験時間は3時間※なので時間配分には気を付けてください。 
わたしは、この科目は時間ギリギリで見直しができませんでした。※2017年4月以降、全科目試験時間は4時間です。 
 
 
 
 

合格体験記 E・Sさん 通信コース 2014年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
業務柄、個々の企業の銘柄を選定する際にテクニカル分析だけではパフォーマンスが安定せず、個々の企業

を分析する財務会計の重要性を認識しました。また、時代の流れから英語と会計の必要性を感じ、ビジネス

に直結する英語で会計が勉強できる USCPAを取得しようと決意しました。そこで、当時は会計知識がなかっ

たので、基本知識の習得と適性を見るためにもまずは簿記 2級を取得しました。 

 

次に予備校選びですが、プロアクティブのWeb上のサンプル講義を見てみました。そこでは、佐々木先生の

講義に何か熱いものを感じ、ここだとやり遂げられそうだということで、セミナーに参加しました。 

セミナーでは佐々木先生がサンプル問題の解説をされたのですが、会計知識がほとんどない私にも内容がス

ッと入ってくるほどスムーズでわかりやすい説明でした。また、価格もリーズナブルだったので他校のセミ

ナーなどには参加せずに直感でプロアクティブにしよう！と決めました。正しい選択だったと思います。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
USCPAは4科目ありますが、ひとつの科目だけでも試験範囲のボリュームが非常に多いです。佐々木先生の講義では、よく出題

されるポイントに絞って解説がされているので、平日になかなか時間を取れない方でも効率よく学習をすすめることができると

思います。佐々木先生の講義は本当に面白く、飽きないので時間が経つのも早く、気づいたら何度も繰り返して理解できるよう

になっていたということがよくありました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
手続き面などではスタッフの方々のきめ細やかなサポートがあり、余計な心配をしなくていいので安心して学習を

進めることができると思います。また、佐々木先生の授業やテキストは無駄なくコンパクトにまとまっており、

WEB更新で常に進化し続けている教材なのであきらめずに佐々木先生についていけば、きっと合格できます。 

あとはやるかやらないか、みなさん次第です。 



 

 

 

 
 

問題そのものの理解を追求し、無事合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年間（一週間当たりの平均学習時間：平日3時間/休日4時間） 
 
FAR：4科目の中では最も王道な科目で、難問・奇問・悪問は少なかったです。テキストをキチンと理解し、反復して正しく問
題を解く練習をする以上の対策は不要と思います。全体の20%を占める悪い政府会計・公会計も、テキスト以外の内容を問われ
た事は無かったです。 
 
AUD：最も英語力を駆使する科目でした。US GAASと日本の監査基準はほとんど同じですので、一度日本語を目にしようかと
いう誘惑もありましたが、学習の効率を考えると、一気に英語で覚えた方が結果的に楽です。また、監査の知識は当然必要です
が、問題の独特の言い回しに苦戦しました。そのせいで、選択肢を2つまで絞ったものの、どちらが答えか分からない事も多かっ
たです。こればかりはインプットだけではどうしようもないので、問題を通して表現に慣れるように心がけました。 
 

BEC：穿った言い方をすると、ビジネス知識を問われる試験のため範囲は一番広く、過去問題集を全て読んでも、初見の問題は
出てくると思います。試験では、確実に解ける所は落とさず、少し考えると解けそうな問題に時間を注ぐようにしました。中には
明らかにBECの範囲を逸脱しているような問題もありますが、それらはパイロット問題と割り切りました。 
なおWC対策は、用語を覚える過程で、濱田先生が紹介されているテンプレートに沿って、一通り文章を書いてみただけです。あ
くまでもMCがダメだった時の保険としての練習ですので、やはり全体の85%を占めるMCに注力するのが最も戦略的です。 
 
REG：REGに関しては正直なところ、テキスト以外は使っていません（過去問データベースすら見ていません）。 
REGはFAR以上に範囲が広く、その中から72問（24問×3）※しか問われません。つまりはAUDのような重箱の隅を突くような問
題も、範囲の曖昧なBECのような初見の問題も出にくいです。テキストの問題量も十分ありますので、これだけやれば十分です。
過去問題集にも出ないような問題が数問出ましたが、それは捨て問題と判断しました。※2017年4月以降MCは76問出題されております 

 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
これから検討したいと思います。ただ勉強の中で学んだ事は、実務でも役立っています。 

 

合格体験記 S・Mさん eラーニングコース 2013年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
元々大学・大学院で会計を専攻しており、自分が学んできた最終成果としてUSCPAに興味がありました。 

また、現在はBig4の経理ポジションにいますが、経営層や職員はみな会計士・税理士です。会計税務のプロが

集まる中で、いかに自分のプレゼンスを高めるかを追求した結果、本格的に試験合格・ライセンス取得を目指

すようになりました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
何といっても、徹底的に無駄を省いた講義内容が良かったです。100点満点を目指すならば話は別ですが、75点～

90点でも合格は合格です。BISKテキスト部分の小さな解説部分を熟読する時間があるならば、倍速で講義を見直し

た方が有意義です。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
「無駄な試験対策はしない、学習過程で分かった気にならない、そして何よりも諦めない」の“３ない”さえ守れ

ば、正しい勉強で努力した分だけ成果が帰ってくると思います。 



 

 

 

 
 

朝方学習+直前集中で合格！ 
 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日3時間/休日6時間） 
 
FAR：佐々木先生がおっしゃっているようにMCを丁寧に回答することが重要だと思います。私自身もSIMULATIONは正答率５
割以下だったと思いますが、MCは丁寧に時間をかけた結果ぎりぎりの点数で合格できました。 
 
AUD：他の科目に比べると、問題の英文が多少長く、英語をきちんと読む必要があると思います。ただ基本的には過去問で見た
ことのあるような問題が多く出題されたと思います。 
 

BEC：4回受験してやっと受かりましたが、毎回過去問では出てこないような奇問がでてきた気がします。しかし、佐々木先生
も仰っているようあまり神経質にならず、解ける問題を確実に得点することが重要だと思います。WCも最後まで苦戦しました
が、3問中2問は記載しましたが、出来は決してよくはなかったはずです。どのくらい採点されているかは全く見当つきません。 
 
REG：BUSINESS LAWは難しい問題はでなかったと思います。税法をきちんと学習しておくことが重要だと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
御校にて大手監査法人への転職サポートを行っていただき、第一志望の監査法人の希望部署に無事内定し、４月から新しいキャリ

アをスタートします。現在ライセンスの申請中です。履歴書の書き方から面接の練習まで手厚いサポートをしていただき本当に感

謝しております。特に面接直前は何度も通わせて頂き、不安点が解消するまでカウンセリングをしていただきました。また長期的

なキャリアを考慮した上でのカウンセリングを行っていただけるため、５年後、１０年後を踏まえた上で自分自身も納得の転職活

動ができました。他にも転職エージェントは沢山ありますが、どこよりも親身になって対応していただいたことを心から感謝して

おります。 

合格体験記 K・Hさん 通学コース 2013年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
今後キャリアアップしていくには、英語と会計の知識の必要性を感じ、USCPAなら勉強の過程で両方の知識の習得

が可能だと思ったからです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
佐々木先生の講義はすごく分かり易く、かつ印象に残るため、実際の試験中も先生の声が頭の中に何度も響いてき

ました。また、時にはつらい勉強ですが、先生のパワー溢れる講義は勉強を楽しく、ポジティブな気持ちにさせて

くれるものでした。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
勉強することによって培った知識も重要ですが、改めて働きながら勉強するというビジネスマンとしてのタイムマ

ネジメントスキルや、目標や夢をもって全力で取り組むという大切な事を学べました。（勿論会計スキルや英語力

も向上させることができました）また、USCPAを取得したことにより、今までとは違う新しい世界に飛び込むこ

とができました。実際に合格後の転職活動では幸運にも日米会計士をはじめ、たくさんの方とお話する機会やアド

バイス等をいただける機会に恵まれ、新たな人脈にも恵まれました。改めて人との出会いの大切さも実感し、勉強

から転職活動の約３年間いろいろな方々のサポートに支えられ、本当に充実した３年間でした。働きながらの勉強

は時には厳しいものもありましたが、得られたものはその何倍以上のものです。また私の場合勉強中でも、時には

旅行や友達との飲み会にも参加し、メリハリをつけた生活を心がけました。そういう意味で200％フル稼働した約

３年間でした。勉強中の皆様のご健闘をお祈りしています。 



 

 

 

 
 

予備校チェンジ+出張の移動時間をうまく工夫し合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：8年（一週間当たりの平均学習時間：平日2時間/休日6時間） 
 
FAR：仕訳が頭に浮かぶようになるまで問題を解くことが必要だと思います。逆に言えば、それができれば試験中はそんなに頭
を使わなくても解ける問題ばかりだと思います。特に、メーカーで営業をしている私は、自己株式とか、転換社債とかに業務で触
れる機会は全くなく、てこずりましたが、その様な分野こそ、仕訳を覚えてしまうと早いと思います。それと、公会計をおろそか
にすると合格できないと思います。この分野こそ、深い所は突っ込まれないので、仕訳を覚えてしまえば、公式を覚えてしまった
中学校の数学状態で、チキンにならずにすらすらいけると思います。 
 
AUD：御社の授業にお世話になる前に合格したわけですが、佐々木先生が進められている監査報告書を覚える（声を出して読ん
でおく）はとても役に立つと思います。実際、そのまま文言を聞かれる問題にも遭遇しました。私は、AUDの授業は聞いていな
いのですが、REGでちらっと出て来た蕎麦屋のパートのおばさんの話から想像すると、AUDも楽しく学べるんだろうなぁと思い
ました。 
 

BEC：合格まで3回受験しました（BECが受からなかったのが、御社にお世話になったきっかけです）。原価計算も、Financial 
Management、コーポレートガバナンスにも業務で触れる機会はありますし、経済もそんなに難しい内容ではなく、唯一、不慣
れなのはITですが、それも覚えれば何とかなるレベルと思われたのですが。。ただ、2回不合格の後に御社にお世話になり、とて
つもない量の問題数を、佐々木先生の小気味よい解説で勉強した後に合格できました。やはり文字で読むより、問題の解説を聞い
た方が（少なくとも私には）印象に残りやすく、断然効率が良いと思います。 
 
REG：御社にお世話になったのは、BECとREGでした。FARのExpireが迫って来て、BECでスタックしたので、BECとREGでお
世話になりました。結局、BECに神経を使いすぎ、REGがおろそかになっていたようで、FARはExpireしてしまいましたが、この
科目こそ御社の教材を信じて、佐々木先生の解説を聞きこめば難なく受かると思います。源泉徴収の世界に生きている日本人は、
最初とっつきにくいですが、問題はとてもシンプルなモノしかでません。別の学校では、かなり重箱の隅をつつくような所までテ
キスト、問題集に載せていますが、きっと、最新の傾向の研究がなされておらず、絞り込めないことが原因だと思いました。 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
現在、小さな会社の代表をしており、仕入れから販売、一応内部統制、監査等全てに責任を負っております。とあるアジアの特殊

な会計制度を持つ国で、会計士の方と話をする中でやはり共通言語となる会計のバックグラウンドを持っていることは大いに役立

っています。 

合格体験記 T・Sさん eラーニングコース 2013年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
海外営業の業務の中で、海外販売会社の事業管理あるいは海外の取引先との契約書策定業務の中で、海外の会計士あるいは弁

護士と業務を担当し、英語は勿論のこと、もう一つの大事な共通言語となる会計知識の取得に興味を持ち、USCPAを目指すこ

とにしました。それから、単純に何だか米国公認会計士という言葉にかっこよさを感じたこともきっかけです。また、実は 8

年前に別の学校に通ったのが、長い闘いの始まりでした。その後、仕事が忙しくなり、ずっとほったらかしにしてしまってい

ましたので、今回の合格までにかかった正確な期間は 3年弱くらいかと思います。 

 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
やはり、最新傾向に即した構成の授業、莫大な量の問題の口頭による解説は、他にはないとても素晴らしいものだと思います。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
これだけ最新傾向の研究をして、さらに受講生の便利さ、最新のdeviceの利用を研究されている学校は（私の知る

限り）無いと思います。とにかく御社を信じて、チキンにならずに進めば合格できると思いますと伝えたいです。

他に行ってうまくいかなかった私だから言えますが、他の高～い、つまらな～い学校はやめた方が良いと思いま

す。それから、試験日を決めたら、多少の準備不足でも試験、受けてください。受ければ新たな課題が見えます。 



 

 

 

 
 

1.5倍速講義+テキストのフル活用+隙間時間の利用=合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：平日1.5時間/休日5時間） 
 
FAR：1度目の受験で合格しました。おそらく第2、第3テストレットは難易度が上昇し、手ごたえは散々でしたし、TBSに関し
てもほぼ2問白紙、リサーチには手をつけず、といった感じでしたが、結果的には合格していました。 
 
AUD：2度目の受験で合格しました。1度目の結果が73点と、もう少しだったこともあり、この科目に関しては2度目の受験の
際にもあまり勉強方法を変えず、理解内容を一段高めることに集中しました。おそらく第2テストレット、第3テストレットの難
易度は上昇していたのではないかと思いますが、相変わらずの手ごたえの無さでした。結果的には合格していましたが、この科目
もリサーチは手をつけていません。 
 
BEC：3度目の受験で合格しました。2度目の受験はMCに関して結構手ごたえがあり、それほど誤答もなかったのではないかと
感じていましたが、結果的には70点で不合格でした。知識の漏れを防ぐ観点で、この科目のみWileyも追加で利用しました。試験
に関しては、MCの第3テストレットが超難解で、半分ぐらいの問題が2択で迷ったままでの解答といった状況でした。WCに関し
ては、濱田先生の定型文をそのまま使い、間にキーワードを入れて適当に埋めました。ある程度事前の勉強をやった印象があり、
これで不合格だったら次どうしたものか、と悩んでいましたが、結果的には78点で合格していました。 
 
REG：2度目の受験で合格しました。1度目の受験ではBASIS等の計算がスムーズにこなせない状況で、そこで時間を取られて
ペースが狂うという悪循環でした。2度目の受験においては、基本的な項目を確実に理解することを重視して臨みました。MCで相
当時間を使ってしまい、TBSに関しては2問白紙、リサーチには手をつけずといった感じでしたが、合格していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
まだこれから、というのが正直なところですが、ひとまず体系的に基本的な部分を理解しているといった「お墨付き」をもらった

意識はあり、これまで以上に積極的に自信を持って、会計マターにも対応していけるのではないかと考えていますし、会計士との

折衝に関してもよりやりやすくなるものと確信しています。 

 

合格体験記 D・Aさん eラーニングコース 2013年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
業務柄、様々な金融商品の会計処理の検討・会計士との折衝等を行っていくなかで、よりしっかりとした知識として確立させ、

更に活躍していきたいという思いがありました。また、特に最近は USGAAP ベースや IFRS ベースでの会計処理が意識され

ることが多く、USCPA は仕事をしながらでも達成可能である一方で、社会でのニーズも強く、費用対効果も高いのではとい

う印象もありました。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
試験範囲が非常に広く、すべての内容を完全に暗記するのは難しいと思われる中、佐々木先生の講義においては、特にAUD等で

背景の考え方を明確にする説明が多く、体系だって理解することに役立ちました。また、過去問解説に関しても、自分自身で過

去問題集を読んでもよく理解できないようなポイントの説明が多く、効率的な学習に役立ったと考えています。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
なんとか4科目合格までたどり着きましたが、手ごたえが明確にあって合格した科目は一つもなく、試験中に弱気になったり諦

めたりしないことが大事、というのはまさにその通りだと思います。最後のBEC試験は、1分半考えて解答のイメージがつかな

かった問題は一旦飛ばし、最後に少しだけ考えようと思って問題文を再度読むと、あっさり答えに行き着いたといったことも

あり、問題にペースを乱されずに勇気を持って飛ばしたりすることも重要だ、という点を痛感しました。勉強した分の結果は

きちんと返ってくる試験だと合格してみて確信しましたので、勉強途上や試験中に悶々としてしまう、という場面も多いと思

いますが、諦めずに頑張って頂ければと思います。 



 

 

 

 
 

英語の苦手意識を自分のペースで克服し合格！ 
 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.5年間（一週間当たりの平均学習時間：20-30時間） 
 
FAR：ボリュームが多いため、要点を絞ったTextの存在が非常に有難かったです。試験ではMCに思ったより時間がかかってし
まい、SIMの途中で時間切れとなりました。しかしそれで合格したため、MCの重要性を改めて感じました。苦手トピックを作ら
ないことも大事かと思います。 
 
AUD：勉強したというより、先生の講義がおもしろくて学習を進めているうちに合格レベルへ達した感じです。また過去問デー
ターベースの解説が素晴らしく、実務的要素が絡むトピックは先生の解説なしでは理解できなかったと思います。試験では、MC
を3時間かけて丁寧に解きました。SIMはリサーチが2問出たため、この2問を捨てて残りの問題に集中しました。 
 

BEC：4科目の中で最も、過去問とは違う視点から聞いてくることが多い、という印象です。基本が身に付いたうえで、それに
基づいて解答を導けるようにならないと厳しいと感じます。（暗記では通用しない） 
 
REG：過去問データーベースを解く時間的余裕が無く講義のTextのみで試験に臨みましたが、合格レベルに達していました。講
義のTextをやりこなすことが鍵だと思います（特に税法）。商法に関しては、講義の中で先生が強調している部分をしっかり押
さえておけば十分ではないか、という印象です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
時間がかかりましたが、ようやくスタート地点に立てた、との思いです。今後活用していけるよう、日々努力していく所存です。 

合格体験記 R・Tさん 通学コース 2013年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
以前より海外と関わりのある仕事に関心を持っており、CPAを取得することで、その選択肢・可能性が

広がると感じ、チャレンジを決めました。 

また、当時仕事で外国人経営者と信頼関係を築くのに時間がかかった経験から、信用力を高めるものを

身につけたかった、というのも理由の一つです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
講義は要点を絞ったコンパクトなもので、始めは 「これだけでいいのか？」 と思うこともありました。しかし、実

際に受験・合格し、基本をきちんと押さえているかを問う試験だと判り、合点がいきました。ただし、講義で触れら

れていない部分をBISKなど過去問題でカバーする必要があります。（特に苦手科目BECにおいては必須でした。） 
 

講義とは離れますが、合格者の体験談や勉強方法を公開してくださる点、有難かったです。通学コースに在籍して

いたものの、本格的に勉強を始めてからは一人で黙々とやっていたため、随分助けられました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
いつまで続くか分からない受験生活、あまり細かいことを気にしていると、身が持たないと思います。 

真剣に勉強しているのに結果が出ないときなど、マイナス思考に陥ることもありますが、なんとかなるさ、くらい

の強気(多少楽観的)な姿勢でいたほうが良いと思います。間違った勉強方法でなければ、近い将来、良い結果が出

るはずですので。とにかく、あきらめずに本試験を受け続けることが全てだったと、今実感しています。 



 

 

 

 
 

専門性が一定のレベルに到達した証としてUSCPAを取得！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：2年8カ月（一週間当たりの平均学習時間：平日1時間/休日7時間） 
 
FAR：単元の独立性が強いので，できるできないが把握しやすく，潰しこみがしやすいと思います。また、普段の経理業務が活
かせる単元もあり，公会計など一部苦手なままの単元もありましたが，他でカバーが出来た試験でした。 
 
AUD：最初にFARと一緒に勉強を始めましたが，理論問題が多く，また各単元の内容の関連も強く，FARとはかなり性格の異な
る試験です。自分の世界観が構築できていない段階では試験も全体的に手応えがありませんでした。Simを繰り返して自分の言葉
で説明できるようになったら，試験も全体的に手応えがありました。 
 

BEC：私は証券アナリストを持っており「何となくできるだろう」と慢心していた結果，70点前後で2回落ちました。過去問題
演習なしで初回受験し，初見トピックの多さに面食らったのですが，本腰を入れて過去問題演習をやればちゃんと受かる試験で，
特に変哲なものではないと思います。（苦手な方は，私の様に「何となくできるはずだ」という思いがあるのではないでしょうか
…）Writingは特に対策していません。分かる範囲で常識的なことを書くだけで充分だと思います。 
 
REG：Business Lawは範囲が広い割に配点が低いので，勉強のウエイトを下げました。税法や職業倫理＋証券法をきっちり理
解するだけでかなりの手応えがありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
キャリアUPでの活用はこれからです。海外転勤したいので，精々人事部にアピールしたいと思います。（笑。 

合格体験記 D・Sさん 通信コース 2013年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
2009年に勤務先で経理部門に異動になりました。私は理系で本部や経理はそれまで全くの未経験でしたが

①隣の席の理系出身の先輩が USCPAを取得したのを知り，自分も名刺に書きたいと思ったこと 

②職場環境や今後のキャリアを考えた場合，自分の専門性が一定のレベルに到達した証が欲しかったこと 

③当時の世相として IFRSの導入にかなり前向きで，私も IFRS導入の検討に一部携わったこと 

がきっかけです。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
・英語＋日本語の講義は少し背伸びすれば届くレベルで，また新鮮でもあり，モチベーションが保てた点 

・これとは別に英語を勉強する必要が無い点（漠然と「英語の上達のために英語を勉強する」ことは私にとって大

変な苦痛です。） 

・後々過去問題集(BISK)を抵抗感無く読めた点 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
一番辛かったのは一科目合格するまででした。仕事を理由に全く勉強しない時期もありましたが，長丁場なので気

持ちが切れる時があるのは当たり前で，寧ろ「そこからどう巻き返すか」だと思います。私は時間が足りず，それ

に輪をかけてメンタルも弱い人間だったので，無理やり試験の予約を先に入れてスケジュールを逆算で組んで，そ

れに向けて自分を追い込む方法を取りました。現実にはそんなに上手くいかず，何回も落ちて大変お金がかかった

のですが，それでも落ちて諦めるよりはマシだと思っています。他の方には全くオススメできませんし，短期合格

された方の合格体験記と比べられるのも恥ずかしいのですが，ただ，スマートさにこだわる必要はなくて，「自分

がなぜ始めたのか」その理由を思い出して，今その時自分が出来る方法でやればよいのではないかと思います。 



 

 

 

 
 

1年1000時間を目標に学習！得手不得手を明確化し合格！ 
 

 

 

 

 

 

 

■合格までの学習期間、実際の学習時間、具体的な学習方法を教えて下さい。 
学習期間：1.25年間（一週間当たりの平均学習時間：平日3時間/休日3時間） 
 
FAR：最初に受験した科目でした。MCは思った以上にIFRSの問題が出たという感想です。SIMで予想外の問題に出くわした時
は面食らって慌てました。但し、1点でも多く取ってやるという気持ちが最後まで持続できたので、試験終了後の手ごたえはあり
ませんでしたが、合格することが出来、その後の自信にもなった科目でもあります。 
 
AUD：初回受験時はSIMがチンプンカンプンで、試験が終わった瞬間に「落ちた」というのを自覚しました。結果は案の定71
点で不合格でした。ただ、あれだけ手ごたえがなかったのに71点まで取れたということは基本的な勉強方法は間違っていないと
考え、次回受験時は精神的に弱くならないよう、SIMで自信をつけるためこの科目だけSuper Simulationを購入して3回繰り返し
ました。 
 

BEC：３回受験し、一番苦労させられた科目でした。４つの中で一番試験当日に意外性を感じさせる科目ではないかと思いま
す。意外な中でも冷静で居られるには多くの問題をこなして自信を付けるしかないのではないでしょうか？過去問正解率99％で
臨めば、自分の分からない問題は他の人も出来ない配点の低い問題か、ダミー問題であると思えるようになります。 
 
REG：FAR、AUDと同様、SIMは慣れない形式の問題だったので最初は焦って真っ白になりました。しかし部分的にでも読めば
分かる簡単な問題もあるので、焦らずに1マスでも多く埋める気力が大事だと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■合格後の仕事での活用やキャリアUPについて教えてください。 
米国で経理の仕事をしておりますので、学んだことは日々即活用できています。将来的にはＴＰＰにより会計士資格が加盟国間で

開放された際に、今の日本国内の経理・監査業務を海外にアウトソースできるようなプロジェクトに参画できればなと考えていま

す。 

合格体験記 Y・Fさん eラーニングコース 2013年合格 

■USCPAを目指したきっかけ 
現在、駐在員として日本企業の米国現地法人（カリフォルニア州）で経理を含む共通業務全般に携わっ

ております。仕事柄ＣＰＡに接することも多く、漠然と「ＣＰＡの資格を取れたらいいな」と考えてい

たところ、プロアクティブによる期間限定の e-Learning 割引の広告に出くわし、値段も手ごろだった

こともあり思い切って申し込んでみました。かなり後日に他の予備校の受講料もチェックしたのです

が、高くて驚きました。結果的にプロアクティブの教材だけで合格できたので、ラッキーでした。 

■講義の良かった点を教えて下さい。 
大変失礼ながら、問題によっては解説が雑と感じるところもありました。最初は不満に思ったりもしていましたが、

今となっては、細かいところまでキッチリやっていてはキリがないないので、短期で試験に合格するのが目的なら

出題の可能性が低い箇所に力を入れるな（＝時間を取って解説するに値しない）ということなのではないかと思え

るようになりました。 

■これからUSCPA合格を目指す方や、勉強中の方へのアドバイスをお願いします！ 
佐々木先生のブログの中で、同じ科目を僅かな差で複数回落とした方の体験記を拝見したため、自分も初回受験で

ＢＥＣやＡＵＤに落ちた時は同様のループに入ったのではないかと不安に陥りました。勉強時間をかなり割いたに

も拘らず伸び悩んでいる場合は、一度学習方法について学校に相談されるのも手かなと思います。私も相談し、学

習内容ではなく、学習の進め方（同時平行で複数科目こなすなど）についてアドバイスを頂き、それを実践したこ

とが、その後の合格に繋がったように感じております。 


