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ごあいさつ

兵庫県立大学大学院会計研究科は、平成19年
（2007年）4月、西日本の国公立大学で初めてと
なる会計専門職大学院として開設された。
その背景には、経済社会の動き、すなわち、
あらゆる経営体で会計情報の戦略的活用が重視
されるようになり、また、経済活動のグローバ
ル化に伴い、会計基準や監査基準の国際的統一
化も進展していることから、このような動きに
対応できる専門的人材に対するニーズが急速に
高まったことがある。
さらに兵庫県立大学の前身である神戸商科大
学は、これまで公認会計士や税理士など多くの
会計専門職業人を輩出してきたことを踏まえ、
経済社会において重要な役割を担うことが一層
求められている高度で専門的な職業能力を有す
る会計専門職業人を育成することは、社会的に
も大きな貢献を果たすことになると考えたので
あった。
本研究科を開設するときに、教育理念とされ
たのが「理論と実務の架橋」である。一般に学
ぶとは、本を読むことによって知識を得ること
と考えられている。知識は、体系化された情報
であり、特定の問題に限らず、広範に適用可能
である。しかし、知識は一般化されているため、
現実の問題にそのままあてはめようとすると、
うまくいかないことが多い。なぜなら、実際に
は本に書かれていなかった出来事に直面するか
らである。他方、実践だけでは、どうしても視
野が狭くなりがちである。経験したことのない
問題に直面したとき、その解決に導くのは基礎
理論である。したがって、基礎理論とその応用
実践の両面を学ぶことが肝要である。
このような理念のもと本研究科は、平成28年
度（2016年度）、10周年を迎えることとなった。
この間、300名近い修了生を送り出した。修了
時およびその後の調査によると、本研究科の修
了生は、監査法人、税理士法人、会計事務所の
ほか、民間企業や公的部門（国税専門官、地方
自治体、独立行政法人など）でキャリアを歩ん
でいることが分かっている。民間企業において

も、多くの者が専門性の高さを評価されて、経
理担当者として採用されている。したがって、
本研究科は会計専門職業人の育成という目的を
果たしており、しかも、必ずしも公認会計士の
養成に限定せず、社会の幅広いニーズに応える
という点でも、期待した成果をあげていると考
えている。
このような成果は、教育の質保証を主たる目
的として、専門職大学院に義務づけられている
分野別認証評価においても評価されているとこ
ろである。本研究科は、平成22年度（2010年度）
および平成27年度（2015年度）に、公益財団法
人　大学基準協会の経営系専門職大学院認証評
価を受審し、いずれも当該基準に適合している
と認定された。そして、この評価結果は公表さ
れ、社会による評価を受ける仕組みとなってい
る。
このように社会に誇るべき成果をあげている
ことは、学生、修了生の努力と研鑽はもとより、
教職員、淡水会、神商会後援会をはじめとした
大学関係者、さらに本研究科の教育にさまざま
な形でご協力いただいている方々のおかげと感
謝している。会計専門職業人の役割は一層重要
になると予想され、現場で生きる実践知と健全
な判断力をもつ会計専門職業人の育成のため、
本研究科に変わらぬご支援を賜りますようお願
い申し上げる次第である。

会計研究科開設10周年を迎えて

兵庫県立大学大学院会計研究科長　

林　昌彦
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会計研究科が開設10周年を迎えられましたこ
とを心からお喜び申し上げます。開設にご尽力
いただいた関係者の皆さまに、今日、会計研究
科が順調に発展し、兵庫県立大学をリードする
大学院となっていることをご報告しますととも
に、これまで会計研究科の発展を支えていただ
いた皆さまに厚くお礼を申し上げます。
会計研究科は、神戸商科大学の伝統を受け継
ぎ、平成19年に本学最初の専門職大学院として
開設されました。アドミッシﾖン・ポリシーで
は監査、税務を中心とする専門家の育成をはじ
め、広く企業、行政の実務を担う職業人を育成
すると明示しているところです。これまで会計
研究科では、公認会計士試験の合格者65名を含
め、300名近くの修了生を送り出し、修了生は
監査法人、税理士法人、民間企業、行政で幅広
く活躍しています。
会計は企業組織の言語といわれます。企業活
動の維持や発展に会計・財務は不可欠であり、
会計・財務が効率的・効果的に行われることが
企業の発展をもたらすこと、このことは広く知
られています。経済社会の発展、グローバル化
は会計・財務の重要性をますます実感せしめて
おり、それだけに、会計研究科に対する社会の
期待は大きく、本学としても会計研究科の発展
を支援する必要があると考えています。
本学では、平成31年に経済学部、経営学部の
統合再編を予定しています。学部再編の中でも、
会計専門学科ないしは専門コースを、広い知識・
教養の上に専門知識を修得するところとして位
置付け、より高度な知識を修得する会計研究科
につなぐ、体系的な一貫した教育プログラムを
再構築することが望ましいと考えています。今
後、そのような方向で具体化が図られることを
期待します。
一方、これからの社会の急速な変化を考える
と、専門職大学院が考慮すべきことは上記の他
にもあります。その一つは国際化です。すでに
国際会計のカリキュラム導入が図られています
が、国際的な会計資格の取得も重要になると思

います。外国の大学との交流、留学生の双方向
での拡大を、大学全体のグローバル化の中で考
える必要があります。
もう一つは社会人の学び直しです。会計・財
務の高度な知識の必要性は、社会に出てからま
すます高まります。会計研究科には実務家教員
の存在など、社会との垣根のない学習が可能な
条件があります。社会人の学習に適した弾力的
な学習コースの設置など、社会の活力を取り込
むことが今後の発展の鍵ではないかと思いま
す。関係者のご検討をお願いしたいところです。
最後に、会計研究科の教職員、院生の皆さま
のますますのご健闘と研究科の更なる発展をお
祈りいたします。

会計研究科開設10周年に寄せて

兵庫県立大学理事長兼学長　

清原　正義
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兵庫県立大学大学院に西日本の国公立大学で
初めて会計研究科が開設され、このたび開設10周
年を迎えられたことに心よりお慶び申し上げます。
これまで関係者の皆様が、少人数教育や丁寧
な学習サポートなどの特色を生かし、優れた会計
プロフェッションを養成し、また、民間企業や公
的機関等にも多くの人材を輩出し、社会に多大な
る貢献をされたことに改めて敬意を表すると共に、
さらなる貢献を期待しております。

１．会計プロフェッションに求められる高い倫理観
公認会計士の監査は、企業の適正な経済活動
を支えるために財務情報へ信頼を付与するもので
あり、高い倫理観が求められます。課された職責
と使命を自覚し真摯に取り組むことで、市場関係
者からの信頼を得て、資本市場を支えることにな
ります。また、財務諸表の作成者側である企業
内の会計プロフェッションにおいても、企業の属
する産業やビジネスへの深い理解と共に、組織の
論理に左右されない高い倫理観が必要となります。
職業倫理は一朝一夕に身に付けることはでき
ません。そのため、会計大学院では、会計の専
門知識のみならず、会計プロフェッションとし
ての姿勢、高度な倫理観により信頼を得ること
を身に付けるための教育が重要と考えており、
職業倫理を重視した貴学の教育カリキュラムに
期待しております。

２．拡大する会計プロフェッションの活動領域
昨今、様々な分野において会計プロフェッショ
ンのニーズが出てきています。一つは、ビジネス
のグローバル化に伴う、国際舞台で活躍できる会
計プロフェッションの存在です。今後は、語学や
現地の法律・基準・商慣習のみならず、その国の
経済環境や文化を踏まえた深い理解に基づく会
計サービスを行う人材が求められます。
国内においても、たとえば、公的分野におい
ても地方自治体の新会計基準として、複式簿
記、発生主義会計の導入、固定資産台帳の整備
が始まっています。自治体の収益費用、財政状
態を分かりやすくし、有効な意思決定につなげ

ようというものであり、自治体の運営の透明性
と説明責任の向上に資するものであり、会計プ
ロフェッションが、円滑な導入及び運用に最大
限貢献すべき分野です。また、社会福祉法人や
医療法人をはじめ、非営利活動が活発化してい
くと考えられますが、経営の透明性及び説明責
任の観点から会計や監査の整備についても貢献
していかなければなりません。公的・非営利分
野における会計人材の養成や裾野拡大が課題と
なります。
このように様々な分野で会計や監査への社会
の期待が広がっています。健全な活力ある経済社
会の発展に欠かせないものとして、これらを担う
会計プロフェッションの育成には、会計大学院が
その社会的役割を果たしていくことが期待されます。

３．会計プロフェッションの魅力向上と訴求
様々な分野での活躍が期待される会計プロ
フェッションとして優秀で多様性のある人材を確
保していくこと、そのためにその魅力を向上させ、
伝えていくかは、私共の協会にとっても最も重要
な課題の一つです。
その一つとして、女性の活躍推進が挙げられ、
会長就任に当たり、重点施策として取り組んでい
ることの一つです。女性の活躍推進は多様な価
値観をもたらすものですが、私共の協会の女性会
員の割合は、諸外国、他の士業と比較して低い
水準にあります。より多くの優秀な女性が公認会
計士という職業の魅力を知り、生涯を通じて活躍
し続けていけるための支援を行い、公認会計士を
目指す女性を増やす活動を展開していく予定です。
私共協会として、会計プロフェッションという職
業の社会的意義及び活躍の場の広がりについて一
層の周知を行い、会計大学院協会等とも連携を
図りたいと考えております。

これからも関係者のご協力のもと、オール・ジャ
パンとして、我が国の会計リテラシーの向上に積
極的に努めていきたいと考えており、その一翼を
担う貴学の更なる発展と期待を込めましてご挨拶
といたします。

10周年に寄せて
−経済社会を支える会計プロフェッ　
　ションの育成に向けて−

　日本公認会計士協会会長　

　関根　愛子
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このたび兵庫県立大学大学院会計研究科が開
設10周年を迎えられました。毎年多数の学生を
受け入れ、専門的な会計実務の担い手として必
要とされる高度な教育を提供のうえ、有為な会
計人材を輩出され続けてこられたことに対し、
あらためて敬意を表します。
この10年間、会計専門職業人を育成するため
に専門職大学院が果たしてきた役割と、それを
めぐる経済社会の環境や動向は、決して平坦な
ものではありませんでした。その厳しい状況は、
今なお続いています。しかし、状況が厳しいか
らこそ、本研究科が開設10周年を迎えられたこ
の機会に、会計専門職大学院において高度専門
職業人を育成することの意義や必要性を再確認
することが、次の10年へ向けた発展のためにも
非常に重要であると考えます。
会計学の教育は、大学の学部レベルでも実施
されており、また公認会計士や税理士などの国
家資格の取得を目指すための専門学校等でも行
われています。そのような中にあって会計専門
職大学院での会計教育は、どんな点で強みをも
ち、また経済社会からのどのような期待が寄せ
られているのでしょうか。
大学の学部レベルの専門科目として、財務会
計･管理会計･会計監査などを開講する場合に担
当教員が直面する問題の一つは、教育内容のレ
ベルの選択です。学部教育で会計学を履修する
学生の進路は多様であり、すべての学生が公認
会計士などの高度専門職業人を目指しているわ
けではありません。産業界へ就職しても、会計
とは関係が薄い業務に配属されるであろう多く
の学生を想定すれば、その教育内容は基礎的な
レベルにとどまらざるを得ず、公認会計士など
の高度専門職業人を目指す学生には不満が残り
ます。
そのような学生の多くは、学部レベルの教育
に飽き足らず、国家試験の合格を目指して専門
学校等での受験勉強に集中していることが、よ
く知られています。確かに、国家試験の合格だ
けが唯一の目的であれば、受験専門学校での勉

学が最も能率的であるかもしれません。しかし、
国家試験に合格することは、立派な会計専門職
業人になるための手段の一つであるに過ぎず、
国家試験への合格が直ちに会計専門職業人とし
ての大成に直結するわけではないのです。会
計専門職業人として社会に貢献するには、ペー
パー ･テストでは測れない能力の養成が不可欠
です。財貨や会計帳簿を管理する者としての倫
理観の確立、会計基準の規定や前例のない取引
に直面した場合に会計学の基礎概念からあるべ
き会計処理を導く論理的な思考力、企業経営者
への的確なアドバイスを通じて会計不正を思い
とどまらせるためのコミュニケーション能力な
ど、必要な能力の枚挙にはいとまがありません。
もちろんこれらの能力は、試験合格後の実務
補習や研修で修得することもできますが、これ
らに関して会計専門職大学院は多くのことを成
し得るでしょうし、経済社会もそれを期待して
いるにちがいありません。とくに概念フレーム
ワークの基礎概念の深い理解に裏づけられた会
計理論を、現実に生起する会計実務に的確に適
用し、両者の間に堅固な架橋を行うことは、専
門学校等では得られない会計専門職大学院なら
ではの教育として有効性を持ち続けるものと思
われます。また会計国際化の中で、国際的に活
躍できる会計人材を育成するという面でも、会
計専門職大学院は優位性を発揮できる可能性が
ありますが、そのためには教員側での対応が不
可欠です。さらには、すでに会計職業専門家と
して業務にたずさわっている人々に対して、リ
カレント教育を提供できるだけの十分な潜在的
能力が蓄積されているものと考えられます。
このような強みと社会の期待をふまえた本研
究科の更なる発展を祈念いたします。
…

開設10周年を祝して

日本会計研究学会会長　

桜井　久勝
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ごあいさつ

兵庫県立大学が会計研究科（会計専門職大学
院）を開設して10周年を迎えられたことを心よ
りお慶び申し上げます。
兵庫県立大学大学院会計研究科は、「監査業
務や税務業務などの担い手、企業など民間部門
における専門的な実務の担い手、自治体など政
府・非営利部門における専門的な実務の担い手
として、高い資質・職業倫理・専門的能力に加
えて、幅広い見識・思考能力・判断能力・国際
的視野・指導力など高度で専門的な職業能力
を有する会計専門職業人の養成」（会計研究科
規程第３条）を教育研究上の目的として掲げ、
2006年11月30日に設置認可を受けて、2007年に
開設されました。この教育研究上の目的が示す
ように、兵庫県立大学大学院会計研究科は、公
認会計士試験合格者の輩出にとどまらず、社会
の幅広いニーズに応えることを目指していま
す。開設当初より、会計専門職業人の再教育（リ
カレント教育）のための実践的な会計の知識や
スキルを身につける機会の提供を行なっている
ことは、その証左でもあります。
会計専門職大学院には、それぞれ「顔」とも
いうべき特徴があります。兵庫県立大学大学院
会計研究科からも多くの公認会計士試験合格者
を継続的に輩出していますが、一つの大きな特
徴は、公会計分野の科目が充実していることで
しょう。日本で唯一の公立大学法人による会計
専門職大学院という自負のあらわれです。これ
も伝統によるものといってよいでしょう。
兵庫県立大学は、2004年に兵庫県内の３大学
を統合して設置されましたが、その統合前の神
戸商科大学は、最初の公立新制大学でした。神
戸商科大学は、商経学部の単科大学でしたが、
1929年に創立された兵庫県立神戸高等商業学校
を継承してきただけに、日本でも屈指の「会計」
の教育・研究機関としての伝統を備えています。
財務会計、管理会計、監査、公会計などで、会
計界をリードしてきた伝統が脈々と息づいてい
る兵庫県立大学の「会計」の教育・研究への期
待は大きいのです。

大学が掲げる矜持は、学歌にあらわれます。
学園都市に居を移した兵庫県立大学の学歌

（作詞：金井勉、歌詞補作：熊谷信昭、作曲：
三枝成彰）は、♪「熱き想い　切磋して　飛躍
の扉を　いざ　拓く」（1番）、♪「萌芽の叡智
なお磨き　輝く未来を　いざ　創る」（2番）、
♪「固き絆　信じ合い　真の理想を　いざ目指
す」（3番）と続く。もちろん、垂水・高丸で学
んだ卒業生の一人としては、神戸商科大学学歌
（作詞：赤松実信、作曲：小玉俊夫）での♪「此
処ぞ栄ある高丸に　あゝ経世の意図をみよ」（1
番）、♪「矜

ほこ り

持もその名高丸に　あゝ済民の至
情燃ゆ」（2番）、そして、♪「歴史にかおる高
丸に　あゝ青春の夢多し」（3番）の歌詞が染み
ついています（神戸商科大学学歌が、いまも学
部歌として残っていることは嬉しい）。さすが
に、♪「正しき商道世

よ

界に暢
の

べむ　高
た か

遠き使命
ぞ我が矜

ほこ り

持」（3番）、♪「希
のぞ み

望はるけき若人が
薫る緑の生

いのち

命籠
こ

め」（4番）という神戸高等商業
学校校歌（作詞：三宅修三、作曲：糸井松雄）
は知らない。しかし、意気軒昂は今なお共通な
のです。
こうした大学の矜持のもとで、兵庫県立大学
大学院会計研究科も、「理論と実務を架橋した
教育」を展開する会計専門職大学院の１校とし
て、引き続き、「高度で専門的な職業能力を有
する会計専門職業人の養成」という教育研究上
の目的を達成されることを期待しています。

会計研究科開設10周年に寄せて

　会計大学院協会理事長　

　杉本　徳栄
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ごあいさつ

兵庫県立大学大学院会計研究科が開設10周年
を迎えられたことに、心よりお慶び申し上げま
す。
また一教育者として、これまで貴研究科の教
職員が会計専門職業人の育成に努められ、多く
の優秀な人材が輩出されたことに深く敬意を表
します。
振り返ってみれば、本学の教員と貴学の教員
との間では10年以上にわたって、学術交流活動
が行われてきたことを受けて、その交流を一層
促進するために、2014年に多分野における大学
間の学術交流協定を貴学と締結させていただき
ました。この協定に基づいて、新たな人的交流
の一つとして、本学外国語学院および国際工商
学院が貴研究科と協定校特別推薦入試の実施に
関する覚書を結びました。それは、「高い資質・
職業倫理・専門的能力に加えて、幅広い見識・
思考能力・判断能力・国際的視野・指導力など
高度で専門的な職業能力を有する会計専門職業
人の育成」という貴研究科のミッションに、我々
が強く共感を覚えたためです。本学外国語学院
および国際工商学院も経済のグローバル化およ
び中国の経済発展のニーズに対応するため、高
い語学力と専門的な職業能力を備えた複合的な
人材の育成を目指しています。
各国の企業活動および資本市場の大規模化、
グローバル化に伴って、中日両国間の経済交
流がますます盛んになっており、今や切って
も切れない関係にあります。また、いかなる国
においても、いかなる組織においても、経済活
動をスムーズに行うために、必ず会計の専門知
識を有する人材が必要とされています。なぜな
らば、会計は世界共通のビジネス言語であるか
らです。そして、このビジネス言語の世界標準
化を図るために、近年、各国は国際会計基準へ
のコンバージェンスを進めています。このよう
な時代背景の中で、経済社会の進展に対応し得
る、確固たる会計専門能力と高い語学力を備え
た複合的人材の育成が各国にとって重要な課題
となっていると思います。

それと同時に、加速している経済のグローバ
ル化を見据え、国を跨って活躍できる会計専門
職業人の育成に対する両国の経済界のニーズ、
またそのニーズに応えるために両国の教育機関
が連携して人材育成を行っていくことの重要性
に関する共通の認識に基づいて、この２年間、
貴研究科に合計６名の留学生を推薦しました。
本学から貴研究科に進学した学生は、貴研究科
の優れた教授陣の指導と充実した学習環境に恵
まれ、すでに日商簿記検定試験２級の資格を取
得したり、日本企業から就職の内定をもらった
りして一定の実績を上げています。このことは、
我々の連携教育が確実に成果を上げて、経済社
会が求めている複合的人材の育成に寄与してい
ることを物語っています。
無論、両国の間ではまだ解決できていない
様々な難題が山積していることも我々は認識し
ております。しかしながら、そのことは、今後、
中日両国の経済交流を一層促進するための架け
橋を担う人材の育成が重要であることを否めま
せん。我々教育機関は手を携えて、ますます進
化していく経済のグローバル化に対応できる人
材を協力しながら育成していくことは大きな意
義があると確信しております。今後、我々の連
携教育および学術交流がさらなる進化を遂げて
いくことを強く期待しています。
最後になりますが、貴研究科が会計専門職大
学院として一層発展し、グローバル社会に求め
られている人材を育成し続けて下さることを心
から願っています。

さらなる交流への期待

天津理工大学学長　

　 　　洪陽
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会計研究科のあゆみ

会計研究科のあゆみ

2005年
（平成17年）

… 6月… 17日 第１回会計専門職大学院設置準備委員会を開催
（2007年（平成19年）3月14日まで８回開催）

2006年
（平成18年）

… 6月… 23日
…11月… 30日

文部科学省に会計研究科設置認可申請
会計研究科設置認可

2007年
（平成19年）

… 4月… １日
… 5月… 26日

会計研究科開設
会計研究科開設記念式典を挙行

2009年
（平成21年）

…１月… 14日
…12月… 9日

カリキュラム改訂（「基礎演習」の必修化）を決定
カリキュラム改訂（「租税法Ⅱ」の新設）を決定

2010年
（平成22年）

… 3月… 25日 分野別認証評価（評価機関：（財）大学基準協会）点検・評価報告
書を提出

2011年
（平成23年）

… 3月… 11日

…10月… 8日
…11月… 9日

〃

分野別認証評価適合認定
（有効期間：2011年（平成23年）４月１日より2016年（平成28年）
３月31日まで）
第１回ホームカミングデイを開催
カリキュラム改訂（「ビジネス・プラン」の廃止、「IFRS会計」「英
文会計」「IT監査」「経営情報システム」の新設）を決定
アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシーおよびディプ
ロマ・ポリシーを策定

2012年
（平成24年）

…12月… 1日 第２回ホームカミングデイを開催

2014年
（平成26年）

…10月… 22日

…12月… １日

天津理工大学外国語学院および国際商工学院との間で学術交流協
定を締結
天津外国語大学求索栄誉学院、国際商学院国際会計学科および日本
語学院国際ビジネス学科との間で学術交流協定を締結

2015年
（平成27年）

… 3月… 24日

… 9月… 20日
… ～… …23日
…12月… 5日

分野別認証評価（評価機関：（公財）大学基準協会）点検・評価報
告書を提出
教員３名、学生２名が天津理工大学、天津外国語大学を訪問し、国
際交流を実施
第３回ホームカミングデイを開催

2016年
（平成28年）

…1…月… 13日
…

…3…月… 11日

アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシーおよびディプ
ロマ・ポリシーを改定
分野別認証評価適合認定
（有効期間：2016年（平成28年）４月１日より2021年（平成33年）
３月31日まで）
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会計研究科の回想

会計研究科は平成19年４月、兵庫県立大学で
最初の専門職大学院として開設された。その後、
緑環境景観マネジメント研究科、経営研究科が
続き、本学は現在三つの専門職大学院を擁し、
高度専門職業人の育成を教育の柱とするのに十
分な体制を整えるまでになった。この構想は兵
庫県立大学の開学当初からあったのであり、兵
庫県立大学第１期中期計画（平成16 ～ 18年度）
の中で、「大学院における社会的・国際的に通
用する高度職業人養成に対する期待に応えるた
め、職業分野の特性に応じた柔軟で実践的な教
育を可能とする『専門職大学院』の設置を検討
する」と記載されていた。会計研究科の10年は、
高度専門職業人教育の途を切り開くものであっ
た。
その基本理念は「社会ニーズに対応した専門
教育の展開」であった。会計基準の世界標準化
という流れの中で、高度な専門知識とともに健
全な職業倫理を持った会計専門職業人が求めら
れるようになった。専ら採用後のOJTに依存し
た人材育成では限界がある。一方で、学部教育
は汎用的スキルの修得を重視する傾向にあり、
専門家を育てることから距離があることから、
学部と専門職大学院とで一貫した教育を行う必
要がある。
そこで、経営学部に早期卒業制度（成績優秀
な学生に限り、３年間以上の在学で卒業を認め
る制度）を導入し、この制度を利用して大学院
へ進めば、学部入学から５年間で修士号の取得
が可能となる仕組みを作ったのである。この「５
年一貫教育」により、高度で専門的な教育を受
けた人材を、早期に社会に送り出し、社会のニー
ズに応えることを目指している。早期卒業制度
により学生の進路の選択肢も広がり、その能力
を発揮させる機会を提供することになる。
ところで、会計専門職業人に対するニーズは、
企業会計にとどまらず、公会計の分野において
も進んでおり、今日では企業や官公庁が公認会
計士を採用することは稀ではない。そこで、会
計研究科の人材育成のターゲットは、①監査証

明業務および保証業務などの担い手としての会
計専門職業人、②企業を中心とする民間部門に
おける専門的な実務の担い手としての会計専門
職業人、③公的部門などにおける専門的な実務
の担い手としての会計専門職業人、とした。個
人的には、学生の割合が３分の１ずつとなるの
が理想的ではないかと考えている。
特に公会計は、神戸商科大学からの伝統を引
き継いでいる兵庫県立大学としては、この分野
の教員を充実させてきた経緯から、他の有力大
学と比べても強みを発揮できる。また、地域貢
献に果たす役割の大きな県立大学としては、と
りわけ重視すべき分野であり、専門職大学院に
義務づけられた分野別認証評価においても、公
会計分野の充実は本研究科の特色として評価さ
れている。
最後になったが、このように本研究科が社会
に評価されるようになったのは、大学関係者を
はじめ、本研究科の教育にご理解とご支援をい
ただいている方々のおかげと感謝している。そ
のなかで、故中内　力氏、故大谷　勉氏をはじ
めとした、故阪本安一神戸商科大学名誉教授の
ゼミ同窓会からは、本研究科の開設と同時に基
金の拠出を受け、以来、図書購入や国際交流な
ど、さまざまなご支援をいただいている。ここ
に記して感謝の意を表したい。

会計研究科の思い出−開設の基本理念−

兵庫県立大学副学長・初代大学院会計研究科長　

瓦田太賀四
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会計研究科の回想

会計研究科の思い出
−公認会計士試験制度とミスマッチ問題−

兵庫県立大学大学院会計研究科教授・元会計研究科長　

高須　教夫

兵庫県立大学大学院会計研究科は、平成19年
に開設して以来、多くの会計専門職業人を輩出
してきた。しかも、本大学が、地域に有能な人
材を提供することを目的の一つとする公立大学
法人であることもあり、本研究科では公認会計
士や税理士の育成のみならず、民間部門で活躍
する会計専門職業人（民間企業の経理担当者な
ど）や公的部門で活躍する会計専門職業人（国
税専門官・政府等における経理担当者など）の
育成をも図ってきた。
とは言っても、本研究科においても、当初は
民間企業への就職を志望する学生もいるにはい
たが、多くの学生が公認会計士資格取得志望者
であった。これには、その背景として経済社会
におけるインフラとして必要な公認会計士を育
成するという方針のもとに公認会計士試験制度
の改革が推し進められるという動向があった。
しかし、この制度改革にはミスマッチが潜在し
ていた。すなわち、当該制度改革の推進にあたっ
ては、公認会計士の受け皿として監査法人だけ
ではなく、会計業務が高度化している民間企業
および公的部門も想定されていたといえる。そ
の一方で、公認会計士試験受験者はひとえに監
査法人への就職を志望していた。また民間企業
および公的部門においても公認会計士試験合格
者に対するニーズはそれほど高くはなかったの
である。
そのようなミスマッチが潜在している中で
も、最初のうちは監査法人がその業務領域の拡
大見込みのもと公認会計士試験合格者等の活発
な採用を行うことでこの問題は顕在化しなかっ
たのである。
しかし、監査法人の業務拡大に暗雲が生じる
と、一転、ミスマッチ問題が顕在化してくるこ
とになった。すなわち、「公認会計士試験に合
格しても監査法人に就職できない」という未就
職問題である。本会計研究科の修了生について
も、公認会計士試験に合格したものの監査法人
に就職できず、民間企業に就職したものが多く
いた。もちろん、これらの者全員が、民間企業

への就職を不本意に思いつづけているわけでは
ない。そのことは、これらの者が、監査法人へ
の転職が可能であったにもかかわらず、そのま
まその就職先で活躍していることからも明らか
である。
ただし、かかる問題の発生を境にして、本研
究科においても、学生のうち公認会計士資格取
得志望者のウェイトが減少し、その分、税理士
資格取得志望者、民間企業就職志望者、国税専
門官をはじめとする公的部門への就職志望者の
ウェイトが増大してきた。なお、この時点では、
本研究科の会計専門職業人の育成の考え方が受
験生に理解されていたのか、定員は充足してい
た。
そしてこの状況に、大きな変更をせまること
になったのが、アベノミクスを受けての民間企
業による採用意欲の高まりであった。このこと
は、本研究科にとっても受験生の減少という形
を取って現れることとなった。
しかし、このような中、本研究科において
は、会計業務の高度化しているインターンシッ
プ先の企業などより本研究科学生に対して求人
依頼が来ている。このことは、本研究科が開設
当初から掲げている会計専門職業人育成モデル
が有効であったことの証左にもなっているとい
える。
また、最近では本大学の国際化戦略推進の一
翼を担い、学術協定校（中国）から卒業生を推
薦入試によって受け入れている。このことが、
定員充足に寄与したことを否定はしないが、こ
れは、そのことを目的としているのではなく、
日本と中国の両国において有為な会計人材を育
成することにより、これからの21世紀を展望し
てのことである。
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会計研究科の回想

会計研究科の思い出−楽園ガーンジー島で乾杯−

元兵庫県立大学大学院会計研究科教授　

中川　正晴

兵庫県立大学に会計研究科が発足して２年目
の秋、翌年３月に修了する予定の五人の院生に
修士論文提出の期限が迫り、その進捗状況が気
になっていた。　
その一人Ｆ君は、論文のテーマにタックス・
ヘイブン税制の適用問題を取り上げ、具体的な
事例を下敷きに書き進めていた。
事例とは、日本の損害保険会社がフランス本
土に近い東大西洋に浮かぶ楽園、英領ガーン
ジー島（欧州セレブたちの観光・保養、多国籍
企業の子会社設立手数料が主産業）に再保険
を業務とする子会社を置いたところ、同ガーン
ジー島は、法人所得に対する税の税率を、0～
30%の間で法人が選択できるという一風変わっ
た制度を持っていたため、課税庁はこれを「日
本の法人税に相当する税とは認められない」の
でタックス・ヘイブン税制の対象になるとして、
子会社の所得を日本の親会社の所得に合算した
ものであった。
この事例については、東京地裁で納税者勝訴、
東京高裁で課税庁勝訴と結論が分かれ、最高裁
に係属中であったため、Ｆ君も最高裁がどちら
に軍配を上げるのかを予想しつつ、どちらの方
向へ結論付けるべきか悩んでいた。
論文提出期限の12月が迫る中、会計研究棟１
階の我が研究室を訪ねて来た彼と検討の結果、
世界に類を見ない制度であっても、ガーンジー
島という英領ではあっても一国家が「法人所得
に対する税」と位置付けているものを「法人税
に相当しない」とする課税庁や東京高裁判決に
は無理があり、タックス・ヘイブン税制を適用
するのは誤りだと二人の意見が一致、東京高裁
判決の論理とは逆の結論で論文をまとめるとい
う方向を固めた。
Ｆ君は、論文を提出し、教授会の判定も経て、
無事会計研究科を修了した。　　
彼は既に税理士試験３科目に合格していて、
実務経験もあったので、国税審議会へ送った修
士論文がその審査に合格すれば、直ぐにも税理
士資格を得られる状況にあった。

しかしながら、気掛りが一つ。事件係属中の
最高裁から修士論文の理論構成や結論と全く違
う内容の判決が出た場合、この論文の価値が大
幅に毀損するおそれがあり、国税審議会の審査
にパスするかはギャンブルの状態で、最高裁判
決が早期に出ないことを祈っていた。
彼の修了後半年以上経過した頃、心配した最
高裁判決は出ないまま国税審議会から論文合格
の通知があり、綱渡りの状態を脱することがで
きた。そして通知が届いてから間もない平成21
年12月3日最高裁判決が下り、その内容は、東
京高裁判決を破棄するもので、何と！理論構成、
結論ともに我々が論文に記したそれとほぼ同じ
であった。　　　　　　　　　　　　　　　　
早速、税理士資格取得と判決勝利を祝し、東
大西洋に浮かぶ楽園ガーンジー島に思いを馳せ
ながら二人で高らかに祝杯を挙げた次第。これ
は会計研究科から税理士第１号が誕生したこと
を祝う乾杯にもなった。
なお、基礎演習の我が租税法ゼミでは、７期
生に至るまで毎年、神戸という地の利を生かし
て灘・東灘の酒蔵にて酒税法の実学を実施して
いた。製法の知識等のほか、目や舌の感性、文
化的教養の向上にも努め、同時にストレス解消
策ともしていた。
院生諸君と貴重な楽しい時間を共有できたこ
とに感謝しています。
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会計研究科の回想

会計研究科の思い出

元兵庫県立大学大学院会計研究科特任教授　

松山　康二

平成19年の開設以来９年間、毎年度「会計職
業倫理」「監査基準」「財務会計ケーススタディ」
「公会計ケーススタディ」の４科目を担当して
きました。必修科目である「会計職業倫理」は
当初、会計士志望者が大部分で、そのため公認
会計士の「独立性」を中心とした職業倫理が講
義の柱でした。しかし、次第に会計士志望者
が減少し、一般企業の経理（財務）マンや税理
士、国税専門官志望者が過半数を占めるように
なり、「独立性」一本やりでは不公平な講義内
容となり、職業倫理のシラバスづくりに苦労す
るようになりました。倫理というのは「物事の
善し悪し」ということでつかみどころがないの
です。
私の出身母体である会計士業界では、平成25
年まで公認会計士試験受験者が毎年伸び続け
25,000人を超えた時もありましたが、最近では
10,000人程度にまで減少し、15年前の水準にま
で落ちています。これは、数年続いた監査法人
への未就職問題とアベノミクスによる一般企業
への就職が復活したことにより、わざわざ5,000
時間もの時間をかけて試験に合格しても監査法
人に就職できないような不安定な業界を希望し
ようと思わなくなったことが理由の一つだと思
われます。他方、試験合格者は平成19年の4,000
人をピークに平成22年まで2,000名と多かった
のですが、最近では1,000名程度に止まってい
ます。こうした数字を見ると、監査法人では会
計士不足が大きな問題になっているのに、会計
士試験が難しくなった、という印象を持ちます
が、実態はそうではないと思います。一般的に
受験者が半減すると受験者の質の低下があり、
合格率ほどは難しくはなっていない、むしろ合
格のチャンスだと、講義の中ではいつも、院生
に会計士試験を勧めておりました。
会計研究科の修了生は専門職として一般企業
に迎え入れられることが多いので、修了生を見
ていると、即戦力として２年目には経理（財
務）部門の「なくてはならない人材」となって
いる例も企業の方から聞くことがあります。ま

た、公認会計士として監査法人に就職した修了
生も、専門知識のみならず、ケーススタディの
授業で身についた監査実務や職業倫理などの実
務で役立つ経験が備わっており、学部卒の学生
に比べ実務への対応が早いようです。私の出身
の監査法人大阪事務所ではすこぶる高評価を得
ており、ここ10年で最大のOB組織を形成して
いる、とのことで大変喜んでいます。また、少
人数のため大学院の仲間たちとの交流が受験専
門学校のそれより強いらしく、修了後の業種を
超えた情報交換も活発のようで、これも専門職
大学院の特色のように思います。
講義の面で思い出深いことは、院生による授
業評価の指摘事項です。例えば、「板書の字が
乱雑で読めない」「事例研究の問題に意味が分
からないのがある」など気が付かない指摘も多
く、講義の改善に大変参考になりました。また、
一般の就職面接の経験しかない私ども実務家教
員も入学試験の面接官としての仕事を分担しま
す。その際、面接では、あくまでも学力が中心
で、伸びるかどうかが重要だ、ということを知っ
たことも新鮮でした。
学生は本当に純粋でかわいいです。ケースス
タディで知り合った会計士と院生が結婚した
り、留学生に中国の学生気質などを教えても
らったり、就職の相談に乗ったりしました。ま
た、楽しく講義することができ、学生たちや研
究者の先生からも多くの示唆をいただき貴重な
経験をさせていただいたことに改めて感謝して
いる次第です。
昨今、定員割れから募集停止する会計専門職
大学院も多いと聞きますが、「兵庫県立大学大
学院会計研究科」が開設10年を機にさらに発展
し、会計大学院として会計、財務、税務、監査
の人材を実務界に送り出していただくよう切に
希望します。
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修了生からのメッセージ

修了生からのメッセージ

□会計研究科の思い出－会計プロフェッションとしての土台作りの場－

2007年４月に会計研究科に１期生として入学し、修了した2009年に公認会計士試験に合
格、翌年２月に監査法人に入所しました。入所後約６年間監査業務に従事し、現在は同法人で
M&Aにおける財務デューデリジェンスや事業再生業務、組織再編案件に携わっています。
会計研究科時代は、大学時代の友人が就職し社会で活躍しているなか勉強をしていたので、
将来に不安を感じてはいましたが、「やるしかない！」という思いで、修了後の会計士試験ま
で駆け抜けたことを覚えています。
会計研究科の学習においては、会計理論等について自分もしくは仲間の疑問点が解消するま
で徹底して議論を重ね、先生方とも会話した記憶が残っています。会計士試験のためにはさま
ざまな分野の勉強を必要としますが、その中でも特に自分の好きな科目や興味を持てる分野に
ついては、通常の試験勉強だけではなく、一歩踏み込んだ議論や個別学習ができました。その
ようなことができたのは、会計研究科で提供された授業と学習環境、専門分野ごとの先生方、
そして仲間がいたからだと思います。
個人的には、会計研究科における学習によって、現在の業務においても重要なスキルである
客観的思考力、問題解決力、合意形成力を伸ばしていく土台が形成できたのではないかと思っ
ています。
会計研究科に対しては、科目の種類を問わず、学生が疑問点を持ち、課題を探求していきや
すいように、疑問の投げかけ、探求のサポートができる体制を強化していただければと思いま
す。また、職業的専門家としての論理的思考力の養成に特化したような科目があっても良いの
ではないかと思います。… （１期生　磯上真也・監査法人…勤務）

□会計研究科の思い出

2009年に修了とともに監査法人系の税理士法人に移り、本年10月までそこで勤務税理士とし
て働いておりました。これまでのキャリアを振り返ると、会計研究科での２年間が良い意味で
私自身の大きな転換点になったと思います。租税法や論文作成でご指導を頂きました中川先生、
会計研究科の諸先生方には深く感謝しております。
私の会計研究科への入学の経緯や、現在の状況をお伝えすることで、在学生や入学希望者に
とっての進路選択などにもお役立て頂けると幸いです。
入学の動機ですが、税理士試験の４科目目の不合格通知を受け取った時期に、会計研究科の
新設を知りました。税理士資格試験では得られない経験をと考え、入学を決めました。それが
私自身の業務の幅を広げるきっかけになりました。
修了と同時に移った税理士法人では、非上場オーナー企業の他、上場企業、外資系企業、財団・
学校法人、匿名組合など様々な事業体の税務・会計業務に従事しておりました。いわゆる合併・
株式交換といった組織再編や連結納税、企業買収時のデューデリジェンスなど様々な専門家と
共に大がかりなプロジェクトにも参画することができました。これらは個人税理士として独立
していたならおそらく経験できなかったと思います。それまでの実務経験や税理士資格試験で
はこういった知識を身につける機会はほとんどありませんでしたが、ある程度は大学院での講
義やケーススタディで学ぶ機会もあったので、私はそれに躊躇なく取り組むことができました。
縁あって、この11月より、私は、兵庫県内の税理士法人に移ることとなりました。今後はこ
れまでの経験知識を生かし兵庫県内の企業の成長に貢献しながら、私自身も新しい職場の皆さ
まと成長を続けてゆきたいと思います。… （１期生　福岡裕次・税理士法人…勤務）
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修了生からのメッセージ

□会計研究科の思い出

2010年３月に会計研究科を修了後、同年11月に公認会計士試験に合格し、地元の一般事業会
社へ就職しました。2015年からは公認会計士として、引き続き一般事業会社で決算業務と税務
業務を担当しています。
会計研究科で過ごした２年間は、とても有意義なものでした。「会計に携わる仕事に就きたい」
という目標を持って進学し、1日の大半を会計研究棟内で過ごした日々。自習スペースは広く、
勉強に集中することができる環境が整っていました。分からないことや問題の解き方などを同
じ目標を持つ勉強仲間と話し合いました。大変だった勉強も、お互いを励まし合い、乗り切る
ことができました。社会人となった今でも、高いレベル感で仕事に関することや悩み事などを
話し合える仲間と出会えたことは、少人数制の大学院ならではの魅力だと思います。
会計研究科の授業では、理論を学ぶ基礎科目と実践的な考え方を学ぶケーススタディの二段
階で学びました。実務に就いて以降、両者とも求められる能力であることを日々実感していま
す。また、会計だけでなく税務、監査、法律、経済学、経営学等も学ぶことができ、幅広く学
んだ知識はあらゆる実務の中で生かせています。会計系の専門学校では試験対策のための知識
やテクニックを学びますが、会計研究科では実践的な講義や演習科目が多いため、実務でも即
戦力となる力をつけることができました。
会計業界は、社会人になってからも勉強の毎日です。日々刻々と変わる制度の中で、いかに
して自分の知識が増やせるかは自分の頑張り次第です。会計の基礎を培った２年間の経験を糧
にしてこれからも精進してまいります。… （２期生　村上文香・民間企業…勤務）

□会計研究科の思い出－未来の自分さえ予測していない私に－

会計研究科を修了した後、私はナッツドライフルーツを輸入する会社を起業し、現在は日本
とイランに会社があります。私はおそらくこの先40年働き続けることになります。でもそこに、
私が思い描いている夢はとくにありません。
大学院ではとにかく知識を詰め込み、同時にものごとを理解すること、論理的に考えること、
考え抜くことを学びました。そこには私の夢がありました。はっきりと。
しかし、起業した途端、「それ」が消えました。その代わりにやってきたのは、言わば「自
分がなにをしたいのか」ではなく「誰と働きたいのか」。自分一人だけだった登場人物が次第
に増えだしたのです。このように考えられるようになったのも、大学院での学びがあったから
のように感じています。
今、私の目の前に夢が見えないのは、もしかしたらずっと夢の中にいるからかもしれません。
ただ言えることは、学生の頃も今も変わりなく、今歩んでいる道は正しいと信じることができ
ることです。
学生の皆さんも自分の信じた道を突き進んでください。その際、『誰と働くのか』という視
点も持ってみてください。
未来の自分さえ予測していない、自分になっていることを願って。
… （２期生　中井純一・民間企業…経営）
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□会計研究科の思い出

会計に強い公務員になりたい。私が兵庫県立大学大学院会計研究科に進学したきっかけです。
私の場合、授業は公会計関係の科目を中心に学びつつ、同時に企業会計も修得できる科目を履
修し、毎日のように勉強しました。
授業以外の時間は学生研究室で過ごしていました。勉強に行き詰ったり、集中力が切れたり
することもありましたが、そんなとき同期生との会話が良い気分転換になりました。他愛もな
い雑談から、時には真剣にお互いの将来を語ることもあり、とても有意義な時間でした。同期
生には、私のように学部から進学してくる学生だけでなく、社会人経験のある人も多数在籍し
ており、様々な機会を通じて、現実の社会を知るとともに、社会人へのモチベーションアップ
に繋がりました。
また先生方との距離はとても近いと感じました。基本的な内容に関する質問にも丁寧に応え
てくださり、いろいろな相談にも乗っていただきました。修了後に在学生と修了生との交流機
会を設けてくださるなど、今でも長いお付き合いをさせていただいています。
ここでの厳しい環境に耐えた経験はもちろん、同じ学問を学んでいても様々な発想を持つ人
がいるのを知ったことや、今もいろんな分野で頑張っている仲間や素晴らしい先生方と出会え
たことが、社会に出てからの幅の広がりに繋がっています。
大きな目標を持ち、その達成のために会計大学院での勉強が必要ならば、悩んでいないで、
すぐに入学することをお薦めします。目標達成のためには多大な労力を伴うかもしれませんが、
想像以上の大きな成果を得られると思います。私にとって会計研究科で学んだ２年間は、何も
のにも代え難い貴重な時間になりました。… （３期生　井上竜一・地方公務員）

□会計研究科の思い出－会計研究科で学んだこと－

私は当時から、現職である高速道路管理運営会社に勤務しており、社内制度を利用して会計
研究科を受験し、３期生として平成21年４月から23年３月の２年間在学いたしました。３期生
では、企業に籍を置きつつ在学していたのは、私だけであったと記憶しております。
会計研究科では、基本科目や発展科目により理論をしっかりと学ぶことができたのは勿論、
ケーススタディを通じて理論と実務の橋渡しをしていただいたことが非常に有益でした。特に、
２年次の研究演習において、公認会計士として監査法人や会計事務所で活躍されていた牟禮先
生から監査論を学び、特定テーマについてゼミ生同士での侃侃諤諤のディスカッションを通じ
て理解を深めることができたのは、私にとって大きな成果です。現在、会社における会計の専
門的な担い手として、自信をもってリーダーシップを発揮できているのは、当時のこのような
経験のおかげであることは疑いようがありません。先生方、また共に学んだ同期生に、あらた
めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
昨今、企業の会計不祥事が相次いでいます。会計専門職業人の高い倫理観は、公認会計士に
なってから、または企業の経理部門に配属されてから身につけようとしても遅いと考えます。
その企業文化等に触れる前に、会計専門職業人としての軸となる倫理観を身につけておくこと
が必要です。会計専門職大学院は同じ志を持つ者が学ぶ場であり、そこでの会計職業倫理教育
は非常に重要だと思います。会計研究科においては会計職業倫理を必修科目とされており、今
後も重点を置いていただくことを期待いたします。… …（３期生　上野　亮・民間企業…勤務）
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□会計研究科の思い出－公認会計士として社会で活躍すること－

「公認会計士として社会で活躍すること」、これが学生時代に思い描いていた私の目標であり、
今まさに目指している目標です。
私が会計研究科に進学した理由は二つあります。一つは、「試験勉強以外のより実務的な会
計に触れること」、もう一つは、「同じ志を持つ仲間と出会うこと」でした。
私は、公認会計士試験の勉強のみに注力することを疑問視していました。会計研究科では、
会計の世界に精通した様々な教員が指導してくれます。より実務に近い指導内容に大変興味が
ありました。その中でも、五人程度のグループに実務家教員が一人つく「ケーススタディ」が
印象に残っています。社会人経験のない学生の立場では、自らが学んでいる知識を活かし働く
ということを具体的に想像することができませんでした。しかし、教員の実務経験に基づく指
導を受け、インターンシップに参加することで、社会人としての考え方・知識の活かし方を学
ぶことができました。
また、会計研究科には会計の世界を目指す仲間が大勢います。個々の目標は公認会計士だけ
でなく、多種多様でした。しかし、会計の世界を目指す姿勢は同じでした。皆で切磋琢磨し、
会計研究科ののびのびとした雰囲気のもと質の高い学習ができたと感じております。
近年、日本では大小様々な会計不祥事が起きていることから、会計に対する姿勢に変化が生
じています。それに伴い、会計専門職業人に求められる社会的期待はますます大きくなってい
ると思います。高度で専門的な職業能力を有する会計専門職業人の育成という会計研究科の理
念が、今まさに求められていると思います。会計研究科の修了生として会計研究科で学んだこ
とを活かし、これからも自らの目標に向けて努力してまいります。
… （４期生　橘　典佑・監査法人…勤務）

□会計研究科の思い出

私は、現在、スポーツ用品製造会社で決算業務と並行して、海外子会社のフォロー業務をメ
インに従事しております。
会計研究科での思い出は、現在従事している業務に非常に活かせている部分でもありますが、
講義修了後に学生研究室に残っていた一部の仲間と、ゼミ教室でディスカッションをしていた
ことです。個人的には、会計の知識も確かに必要ですが、経理の知識の乏しい方に説明して理
解してもらえるぐらいには、自分の言葉で伝える能力が会計のプロフェッショナルとして必要
ではないかと考えます。
そして、ここでの経験を活かして、日々の業務では海外子会社の経理の方々に英語でプレゼ
ンテーションを行ったり、ディスカッションをしたりしております。
私自身が会計研究科に在学時にもっと身につけておけばよかったと考えることは、二つあり
ます。まず一つ目といたしましては、上記で触れましたように、「会計知識を活かしたコミュ
ニケーション能力」が今後必要になってくるのではないかと感じております。会計研究科を修
了しているという付加価値を提供するにあたっても、会計知識を活かしたコミュニケーション
能力が重要になってくるのではないかと考えます。
次に二つ目といたしましては、ビジネスに興味をもつことです。会計のことばかりではなく、
経営学や商学などの知識も身につける必要があると考えます。具体的には、こういうビジネス
ではこのような貸借対照表、損益計算書になるというように、経営学と会計学を結びつけて考
えることのできるスキルが重要になると考えます。… （４期生　藤本　翼・民間企業…勤務）
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□会計研究科の思い出－思考力・説明力を鍛えてくれた大学院生活に感謝して－

私にとって、会計研究科で過ごした２年間は、学生時代の宝物です。なぜならば、この２年
間を通じて、私は、問題を解決するため、自ら考え、そして説明する力を身につけたからです。
私が、会計研究科に入学した目的は、一般事業会社での経理部門のプロフェッショナルを目
指すことでした。外国人留学生にとって、難しい会計知識の習得と資格の取得はもちろん、最
も課題だったのは、自分の考えをまとめ、伝えることでした。これが日本企業に勤めるために
一番必要とする能力だと考えました。
そして、ゼミの課題研究を通じて、会計理論の背景や、IFRS、中国会計基準と日本会計基
準の違いなどを纏めました。先生や同期生と意見を交換しながら、結論にたどり着きました。
今思えば、当時大した研究をしたわけではありませんが、社会人になってから、大学院で身に
つけた自ら考え、そして自分の言葉に置き換えて説明する学習能力は、自分の持ち味になって
いると実感しています。
現在、私は、一般事業会社の経理部門で単体決算と税金計算を担当しています。税務分野は
ゼロからスタートしましたが、わからないことは、必ず調べて、実務と結びつけながら、自分
のものにしていくようにしています。また、社内の方に、そして公認会計士や税理士の方に、
いかにわかりやすく説明するかを常に念頭に置き、業務に取り組んでいます。このように鍛え
てくれたのは、大学院生活のお陰だと心より感謝しております。
今年、会計研究科は開設10周年を迎え、私は修了生の一員として、とても誇りに感じており
ます。… （５期生　王　瑞・民間企業…勤務）

□会計研究科の思い出－修了後４年を振り返って－

会計研究科を修了してから一般事業会社の経理課で約１年勤務した後、監査法人で公認会計
士準会員会のスタッフとして勤務して３年が経とうとしています。いつ思い返しても、会計研
究科での生活なしでは現在の私はなかったと感じています。
私は公認会計士を目指し、在学中も資格取得の勉強をしていました。会計研究科では、公認
会計士の他にも税理士、国税専門官や一般事業会社等、様々な進路を目指す仲間に出会うこと
ができました。会計研究科での毎日は、そのような会計のプロフェッショナルを目指す仲間と
の意見交換の場であり、共に夜遅くまで勉強し、たまの休みには息抜きをするといった、お互
いに切磋琢磨できる素晴らしい環境でした。
もちろん自己学習だけでなく、会計研究科ではより専門的な会計知識を学ぶことができまし
た。中でも実務家教員の方々による講義では、社会に出たことのなかった私にとって刺激的な
講義ばかりでした。特に印象に残っているのは、インターンシップでお世話になった企業の方々
や実際に監査業務に従事している監査法人の方々からお話を聴くことができたことです。会計
研究科では広く実務に即した知識を身につけることができ、今後の自分のキャリアアップを考
えたときに、会計研究科で学んだことが大いに役立つと考えています。
そして、私の母校であるこの兵庫県立大学大学院会計研究科には、高い目標と意識を持った
学生の方々が毎年入学してきます。そのような方々に、より深い会計知識や職業的専門家とし
て保持すべき倫理観を学んでいただくと共に、在学中、修了後共に支えあえる素晴らしい仲間
との出会いの場を今後とも提供していっていただけることを期待しています。
… （５期生　平野江美・監査法人…勤務）
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□会計研究科の思い出－２年間で身についたこと－

私は、在学中、主に火原教授、土田教授にご指導いただきました。修了後は、一般事業会社
の経理部で働いています。
会計研究科で過ごしました２年間には、辛かったこと楽しかったこと色々とありますが、今
回は、『身についたこと』について書かせていただきたいと思います。
この『身についたこと』とは、「自分は何をすべきなのか」を常に考えるようになったこと
です（本来は会計知識と自信を持って答えたいのですが…）。私は幸運にも会計研究科に在学
していた２年間に同期生達が目標を達成する場面に巡り会うことができました。会計研究科に
入学する人達には、公認会計士合格や税理士合格、公務員試験合格などの明確な目標を持って
いる人達が多くいました。その中には在学中に目標を達成する人もおり、目標達成には「相応
の行動」が必要であることを学びました。そのような人達と同じ時間を過ごすことで「自分は
何をすべきなのか」を常に考えるようになりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　
この習慣は、現在の職場への就職に繋がりましたし、就職してからも大いに役立っていると
思います。現在の職場は、特徴を持つ人達が多く魅力的な職場です。またIFRS適用という経
理部員として貴重な経験もさせて頂いています。そのような環境の中で「自分は何をすべきな
のか」を常に考えるよう心掛けています。
就職後には、外国語や法律に対する理解、ITに対する知識など多くを求められます。ただそ
れらを２年間という限られた在学期間の中で学ぶことは難しいと思います。会計研究科は、企
業、社会、時代のニーズを気付かせる場であって欲しいと思います。
… （６期生　小河信一・民間企業…勤務）

□会計研究科の思い出

私は、中国内モンゴルの出身で、2012年に大学を卒業した後、兵庫県立大学大学院会計研究
科に入学しました。在学中は、火原ゼミで財務会計について研究し、また主に民間企業の経理
職をめざして多くの講義を履修しました。大学院修了後は、一般事業会社の経理部に就職する
ことができ、現在、子会社の月次業務を始め、グループの連結業務を行っています。現在の仕
事では、会計研究科で学んだ知識を活かすことができ、会計研究科に入ってよかったと感じて
います。
会計研究科の先生方は、優しく親切に学生達と接してくれます。ゼミでは、授業以外にも、
食事会などいろいろな行事に参加することができました。また、留学生向けの就職活動への指
導など、いろいろと留学生に対する支援もして頂きました。
会計研究科では、学生研究室もあり、講義外の時間にも、よく同期生達と一緒にそこで勉強
をしていました。私の周りには公認会計士試験などを目指していた同期生もいて、みんなで助
け合い、勉強の仲間も増えました。
このように、充実して楽しい２年間を会計研究科で過ごしました。大変お世話になった先生
方、いつも支えてくれた仲間達、ありがとうございました。
… （７期生　索　 ・民間企業 勤務）
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□会計研究科の思い出－会計研究科への進学とそこで学んだこと－

私は、現在、学校法人をはじめとした教育グループの財務課に所属しています。担当してい
る部門は、学校法人が主ですが、指定管理者制度の財務も担当しています。
私が数ある会計専門職大学院の中で、兵庫県立大学大学院会計研究科を選択した理由は、教
員免許の専修免許状を取得できるという点にありました。大学時代に、商業科の教員免許状を
取得していたため、スキルアップとしての選択が始まりでした。その後、学校法人の財務課に
就職しましたが、財務課だからといって教育にかかわらないわけではありません。
大学院時代を思い返してみると、図書館で大量の書籍を借りて学生研究室で勉強したりしま
した。会計は当然として、自分の興味のある事柄について勉強できる場でもあったと思います。
勉強以外にも、院生協議会に所属したり、瓦田ゼミのゼミ長を務めたりと色々とさせていただ
きました。大学院での勉強では、会計について実務家の先生方からやケーススタディで学ぶこ
とができました。中には経営研究科といっしょに行われる講義もあり、そこから違う考え方や
プレゼンテーションのやり方についても学んでいきました。
会計研究科に進学したことは、私にとってターニングポイントでもありました。会計の勉強
というと試験対策に偏重的であるのが現状ですが、会計研究科での学びは試験から離れて会計
について問うことができる時間だと思います。私の場合、学校法人会計というやや特殊な会計
に携わっていますが、企業会計も学校法人会計のような公会計も本質は同じだと思います。会
計研究科で学ぶことは、今後自分で学んでいく力をつけることができる貴重な機会です。今後
もそういった人材を育成していくことを願っています。
… （７期生　田中忠浩・学校法人…勤務）

□会計研究科の思い出－会計研究科を修了して－

私が会計研究科を修了して、半年が経ちました。私は、現在、会計とは離れた業界で、業務
の効率化や標準化のためのツール開発を行っています。会計研究科に在学していたころに比べ、
大きく環境が変化しましたが、日々会計研究科で学んだことが生きていると実感する毎日です。
特に経験が生きているなと感じるのは、ケーススタディでの経験です。私は「ビジネスケース
スタディ」を受講していましたが、企業訪問はもちろんのことですが、事前の準備や、同期生
とのディスカッションも、現在の業務をする上で非常に重要な経験になっていると感じます。
例えば、ケーススタディで企業に訪問させていただいた際に、準備してきたことを質問する
ということがありましたが、その時に、１回目はなかなか質問ができず、「どのようにして質
問すればよいのか」悩みました。しかし、悩みながらも訪問の回数を重ねていくことで、少し
ずつ質問ができるようになりました。この経験を生かして、現在の業務では、ユーザへのヒア
リングがスムーズに行えていると感じています。また、数人単位でのディスカッションを何度
も行ったことで、話の流れを意識して発言のタイミングを見つけたり、相手に正しく伝わるよ
うに話したり、自分の中で意識づけができたことも、打ち合わせの場で活きていると感じてい
ます。
他にも会計研究科では、少人数の授業なので、プレゼンテーションや、説明の機会が多く、
そこでの経験も活きていると感じています。このように、会計専門職に就いていなくとも、会
計研究科での２年間は非常に意味があったと感じています。
今後も会計研究科の後輩が、会計研究科での経験を様々なフィールドで発揮できるよう期待
しております。… （８期生　渡辺隆久・民間企業…勤務）
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■第１回ホームカミングデイの開催
2011年（平成23年）10月８日、生協食堂において、第１回ホームカミングデイが開催された。さ
わやかな秋日和の中、修了生43名を含む91名が集い、会場のいたるところで話に花がさき、旧師や
旧友との再会、在学生との交流などで盛り上がった。
大学院会計研究科は、西日本の公立大学において初めての会計専門職大学院として平成19年４月
に設置され、2011年度（平成23年度）で設立５周年を迎えた。その間、多くの有為な人材を監査法
人・税理士法人・民間企業・地方自治体等に送り出してきた。ホームカミングデイでは、全ての参
加者が母校を媒介とした「絆」を確認しあった。予定した２時間はあっというまに過ぎ去り、第１
回ホームカミングデイは盛況のうちに終わった。

■第２回ホームカミングデイの開催
2012年（平成24年）12月１日、会計研究科の第２回ホームカミングデイが生協食堂で開催された。
第２回ホームカミングデイは、企画から実行まで、会場の設営や司会も含め１年生を中心とした在
学生の手で行われた。
最初に、高須研究科長から、「修了生間、恩師と修了生、在学生と修了生といった、さまざまな
方向の親交を深めてほしい」との挨拶があり、その後、修了生からの近況報告があった。まず、民
間企業の経理部で活躍している修了生からは、実際に企業で行われる会計業務の内容について報告
があり、そこでは、会計研究科で学んだことが、税理士や会計士などとの相談時など、実務に役立
つことを実感していると述べられた。さらに、公認会計士試験合格の報告、会計士事務所や税理士
事務所の業務についての報告など、多方面で活躍している修了生による心強い報告が続いた。そし
て、参加した修了生全員が、後輩たちの進路相談に応じてくれた。歓談に花が咲き、予定していた
２時間はすぐに過ぎ、そこでは学年を超えた交流が行われた。

会計研究科の行事

会計研究科の行事
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■天津理工大学、天津外国語大学との学術交流協定の締結
会計研究科は、経営研究科、経営学部および政策科学研究所とともに、2014年（平成26年）10月
22日付で、天津理工大学外国語学院および国際工商学院との間で、さらに同年12月１日付で、天津
外国語大学求索栄誉学院、国際商学院国際会計学科および日本語学院国際ビジネス学科との間で、
学術交流協定を締結した。会計研究科は、今後これらの協定を契機に、国際化戦略の一環として、
海外で活躍する会計専門職業人の育成をいっそう進めようと考えている。部局間協定としてスター
トした協定については、実績を積んだ上で、大学間協定に発展させることを目指している。企業に
とって即戦力となる人材の育成にあたっては、たんに日本語の語学力があるというだけではなく、
会計学や経営学などの高度な専門的知識を有する人材を育成することが重要であると認識してお
り、教育と学術研究において、学生・教員の訪問、情報や資料の交換等、諸分野における協力をいっ
そう推進していくことが期待されている。そして、2015年度（平成27年度）からは、学生を会計研
究科に受け入れている。

■第３回ホームカミングデイの開催
2015年（平成27年）12月５日、生協食堂において、第３回ホームカミングデイが開催され、師走
のおだやかな日和の中、修了生39名を含む71名が集った。
会計研究科は、西日本の公立大学において初めての会計専門職大学院として設置され、現在まで、
多くの有為な人材を監査法人・税理士法人・民間企業・地方自治体等に送り出し、2016年度（平成
28年度）に10年という節目の年を迎える。これを機に、従来からの懸案であった会計研究科同窓会
を設立することが提案され、同窓会設立準備会で準備を進めていくことが承認された。
懇親会では、会場のいたるところで話に花がさき、旧師や旧友との再会、在学生との交流などで
盛り上がり、思い出多きキャンパスで、母校との「絆」をより深める機会となった。

会計研究科の行事
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会計研究科の教育・研究・社会貢献
　

会計研究科の教育活動
　
会計研究科の研究活動
　
会計研究科の社会貢献活動
　
会計研究科のゼミ活動
　　土田俊也　ゼミ
　　頼　　誠　ゼミ
　　渡邉泰宏　ゼミ
　　瓦田沙季　ゼミ
　　澤田　正　ゼミ

資　料
　

会計研究科教員一覧

歴代会計研究科長
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会計研究科の教育活動

目的

ポリシー

環境整備学生支援教員組織教育課程

■教育システム
近年、学習の成果を重視する観点から、教育
の質保証が求められるようになった。そして、
保証すべき質とは、端的には学位の質と理解さ
れている。このことから、成果を確実なものに
するために、会計研究科の目的と、「入口」「中身」
「出口」について一貫したポリシーを明確にし、
これらに基づいて、特色のある教育課程を編成
し、それを教員組織を通じて実施するとともに、
様々な学生支援を行い、教育環境の整備を進め
てきた。

会計研究科の目的

会計研究科は、経済社会において重要な役割を担うことが一層求められている高度で専門的
な職業能力を有する会計専門職業人、具体的には監査業務や税務業務などの担い手、企業など
民間部門における専門的な実務の担い手、自治体など政府・非営利部門における専門的な実務
の担い手を育成することを目的としています。

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）

会計研究科は、監査業務や税務業務などの担い手、企業など民間部門における専門的な実務
の担い手、自治体など政府・非営利部門における専門的な実務の担い手としての会計専門職業
人を目指す者を受け入れるため、広く社会的・職業的自立に必要な論理的思考力・表現力に加
えて、会計をはじめ会計専門職業人に必要とされる分野において学士課程で修得されるべき基
礎的知識・技能を身につけており、また、より高度な知識・技能を自ら修得しようとする意欲
を持つ者を選抜するべく入学試験を実施します。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）

会計研究科は、監査業務や税務業務などの担い手、企業など民間部門における専門的な実務
の担い手、自治体など政府・非営利部門における専門的な実務の担い手としての会計専門職業
人に必要とされる専門的知識・技能に加えて、グローバルな視野を含む幅広い見識や職業倫理
に根ざした健全な判断力、そして、既存の知識・技能を鵜呑みにせず、その意味を理解しよう
とする姿勢を身につけるために必要な授業科目を、学士課程レベルの知識・技能を確認すると
ともに会計専門職業人に必要とされる基礎的知識・技能を修得するための「基本科目」、より高
度な専門的知識・技能を修得するための「発展科目」、ケーススタディなどを通じて最先端の専
門的知識・技能を修得するための「応用・実践科目」に分けて配置することによって、理論と
実務の架橋を実現します。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

会計研究科は、監査業務や税務業務などの担い手、企業など民間部門における専門的な実務
の担い手、自治体など政府・非営利部門における専門的な実務の担い手としての会計専門職業
人に必要とされる専門的知識・技能に加えて、幅広い見識や職業倫理に根ざした健全な判断力、
将来にわたり広く社会のニーズに応えようとする使命感を身につけている者に、会計修士（専
門職）の学位を授与します。

なお、いわゆる三つのポリシーは、「知識・
技能」に加えて、それを活用する「思考力・判
断力・表現力」、問題解決に向けた「主体性・
多様性・協働性」の観点から、その意図を明確
にするよう改訂を行い、現在に至っている。

会計研究科の教育活動



会計研究科 10 年のあゆみ 2�

会計研究科の教育活動

■教育課程
教育課程の編成にあたっては、ディプロマ・
ポリシーを踏まえて、カリキュラム・ポリシー
を立てることが必要である。そして、その方針
に基づき、必要な科目を「基本科目」「発展科目」
「応用・実践科目」と、系統的・段階的に履修
できるようバランスよく配置している。

開設以来、この基本的な枠組みに変更はない
が、会計基準および監査基準の国際的統一化に
より、グローバルな視野を持った会計専門職業
人の育成がますます重要になったことに鑑み、
2012年度から「会計国際化プログラム」のもと
に、「IFRS会計」「英文会計」「IT監査」「経営
情報システム」の４科目を新設した。今後、会
計教育の国際化を一層推し進める方針である。
他方、開設以来、一貫して演習形式の少人数
教育を重視している。一演習当たりの学生数は
６～７名であり、学生と教員が交流を深めなが
ら、専門知識を深めていく関係が成り立ってい
る。毎年度実施しているアンケートによると、
「高度な議論ができた」「少人数で緊張感があっ
た」「教員と学生との距離が近い」といったコ
メントが寄せられている。このことは演習科目
の目標とする、双方向・多方向に行われる討論
を通じた論理的思考力の涵養が相当程度達成さ
れていることの証左である。

■教員組織
会計研究科の専任教員は15名である。一言に
会計専門職業人といっても、学生のニーズは多
様であり、それに応えるため、それぞれのキャ
リアプランに即した履修モデルを成立させるた
めに必要な規模である。
また、専任教員は研究者教員と実務家教員か
ら構成されている。研究者教員とは、専攻分野
について、教育上または研究上の業績を有する
者であり、実務家教員とは、専攻分野について、
特に優れた知識および経験を有する者である。
これは、専門職大学院の原点である、理論と
実務を架橋した教育を行うため、実務家教員を
一定割合置く必要があるからである。専任教員
15名のうち、研究者教員は９名、実務家教員は
６名である。実務家教員の割合は40％であり、
この割合は本研究科開設以来、変わっていない。
そして、理論性を重視する科目は主として研
究者教員が担当し、実践性を重視する科目は主
として実務家教員が担当するという役割分担が
なされている。なお、このことは、非常勤講師
の場合も同様である。
ところで、会計研究科は、大学院経営研究科

（2010年度開設）および経営学部と連携する関
係にある。会計研究科と経営研究科は、育成を
目指している人材が異なるが、いずれも高度で
専門的な職業能力を有する専門職業人の育成を
目的としており、授業科目に関連性がある。ま
た、両者は共に経営学部をその基盤として成立
するものである。
このように、これらは相互に連携する関係に
あり、そのことから会計研究科の専任教員が、
経営研究科および経営学部の教育の一部を担う
とともに、会計研究科の授業科目の一部で経営
研究科および経営学部の専任教員の応援を得て
いる。それに加えて、相互に人事交流を行うな
ど、連携を深める体制を築いてきており、これ
により、科目新設等を柔軟に進めることもでき
た。
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会計研究科の教育活動

■学生支援
学生の学修に関する相談、学生生活および修
了後のキャリア形成に関する相談の体制として
は、学生にとって最も身近な存在である演習の
担当教員が、一次的な相談窓口として個別の相
談に応じるとともに、組織的に対応すべき問題
が生じたときには、問題に応じて担当の委員会
で検討し、措置している。
具体的に学生のキャリア支援策としては、各
種のセミナーを開催してきた。たとえば、監査
法人の協力を得て実施する公認会計士キャリ
アセミナー、修了生や就職活動を経験した学
生の協力を得て実施する民間企業就職支援セミ
ナー、留学生就職支援セミナーである。さらに、
職場の人間関係をテーマとした研修会を開催し
た。
また、近年、留学生が増える傾向にあるため、
学習面の支援として、主に簿記や原価計算の自
習を支援することに加えて、日本語表現の相談
ができるようにするために、チューターを設置
した。
特色ある取組みとしては、修了生、学生、教
員の間の絆を深め、ネットワークづくりを支援
するために、研究科独自にホームカミングデイ
を開催している。2011年度に第１回を開催して
以来、３回を数えている。この実績に加えて、
会計研究科開設10周年を迎えることを機に、研
究科独自に同窓会組織を立ち上げるに至ったの
である。

…

■環境整備
学生定員に応じて施設・設備を整備すること
に加えて、学生の効果的な自学自習、相互交流
を促進する環境を整備することが必要である。
施設面では、開設時に建設された会計研究棟
には、講義室、演習室のほか、学生研究室、学
生談話室等を設けている。会計研究棟は、平日
の昼間はもちろん、夜間、休日も利用可能であ
る。学生研究室は、共同研究室の形態をとるも
のの、専用の机を用意し、一人１座席を確保し
ている。また、学生談話室では新聞を閲覧した
り、くつろいだりできるが、時には学習室とし
ても利用されている。

会計研究棟

設備面では、すべての講義室にAVシステム
を設置し、パソコンや書画カメラを用いて円滑
な資料の提示、解説が行えるようにしている。
また、高度情報社会に対応できるICT関連知識
の習得が可能となるような学習環境として、常
時、インターネット接続が可能な環境を備えて
いる。
そして、この10年間、限られた予算を効率的
に執行し、設備の更新を行ったことに加え、学
生にノート型パソコンを１台ずつ貸与すること
を可能にするとともに、無線LANへの設備投
資を行うなど、設備の充実に努めてきた。

…

学生研究室の風景
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会計研究科の教育活動

■教育の成果
会計研究科の修了生は、合計で300名近くに
のぼる。修了時およびその後の調査によると、
修了生の進路は、研究科の目的を反映して多様
である。
たとえば、公認会計士試験に65名が合格して
いる。また、税理士は、公認会計士の登録者を
含め、10名以上となる。これらの有資格者は、
監査法人や税理士法人などに限らず、広くその
活躍の場を広げている。
また、民間企業においても、多くの者が専門
性の高さを評価されて、経理担当者として採用
されている。その背景には、会計基準の国際的
統一化の進展、それに伴い業績評価指標が国際
化するにつれて、企業グループの経営基盤の強
化に向けて、単なるコスト削減ではなく、より
高度なサービスが経理・財務部門に求められる

ようになったことがある。
公的部門についても、国の機関、地方自治体
から非営利法人まで、実に多様である。近年の
財政悪化に伴い、財政の透明性を高めるため、
地方公会計基準が統一化され、地方自治体に新
たに体系的な財務書類の公表が求められるよう
になったり、非営利法人についても、会計基準の
整備、外部監査の強制が進められたりしている。
このように、高度で専門的な職業能力を有す
る会計専門職業人へのニーズがますます顕在化
している。そして、修了生の進路の実績から、
会計研究科は会計専門職業人の育成という目的
を果たしており、しかも、必ずしも公認会計士
の養成に限定せず、社会の幅広いニーズに応え
るという点でも、期待した成果をあげていると
いえる。

公認会計士試験の合格者数
年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計
人数 1 5 9 8 6 10 9 7 10 65

監査法人
有限責任あずさ監査法人
PwCあらた監査法人
新日本有限責任監査法人
有限責任監査法人トーマツ　等

税理士法人
EY税理士法人
PwC税理士法人
KPMG税理士法人　等

民間企業
アシックス
エヌ・ティ・ティ・
　　コミュニケーションズ
川崎重工業
紀陽銀行
近鉄百貨店
虹技
神戸製鋼所
新明和工業
シスメックス
ジーエス・ユアサ…
　　コーポレーション

指月電機製作所
住友ゴム工業
住友電装
多木化学
第一生命保険
ＴＫＣ
トヨタアカウンティングサービス
東急ファイナンス
　　アカウンティング
日本ハウスホールディングス
日本ハム
ハリマ化成
日立製作所
百五銀行
阪急阪神ビジネス
　　アソシエイト
三井住友海上火災保険
三井住友信託銀行　　
三菱製鋼
ミロク情報サービス
MORESCO
大和工業
ヤンマー

読売新聞社　
ロック・フィールド……
ローランド　等

公的部門
会計検査院
東京国税局（国税専門官）
大阪国税局（国税専門官）
日本政策金融公庫
日本年金機構
岡山県庁
神戸市役所
坂出市役所
高石市役所
多摩市役所
奈良市役所…
西宮市役所
福山市役所
独立行政法人国立病院機構
等
…

修了生の進路
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「教育活動」と「研究活動」は大学の基本的
な機能であり、両者は車の両輪に例えられる。
しかし、「研究を通じての教育」という理念は，
高度専門職業人の育成に特化した課程である専
門職大学院では、そのままの形で採用すること
はできない。
とはいえ、社会科学の方法論を教育実践に応
用することは、広範に行われている。すなわち、
誰しも何らかの問題に直面したとき、まずその
原因を探り、問題を解決しようとするだろう。
そして、この行為は社会科学の方法論の応用で
あるといえるのである。また、学術の発展動向
（最新の研究成果）を教育に反映させることは
当然のことであり、そのことは、とりわけ専門
職大学院においては、使命であり、強みである
とも考えられる。
このように、教育活動の高度化を図るために
は、その前提として研究活動の充実が必要にな
るのである。そこで、本研究科専任教員の研究
業績を見てみると、本研究科開設後に限定して
も、次のような業績をそこに認めることができ
る。
まず、本研究科の専任教員が執筆した著書と
して、『地方自治体の電子化に関する住民を媒
介とした相互作用モデル』（兵庫県立大学政策
科学研究所・2011年）、『政府会計の進展』（清
文社・2012年）（共著）などをあげることがで
きる。
また、本研究科の専任教員が分担執筆した著
書として、『複式簿記の構造と機能−過去･現在
･未来−』（同文舘出版・2007年）、『企業価値評
価の実証分析−モデルと会計情報の有用性検
証−』（中央経済社・2010年）、『企業会計の計
算構造』（中央経済社・2012年）、『会計と会計
学の歴史』（中央経済社・2012年）、『歴史から
見る公正価値会計−会計の根源的な役割を問う
−』（森山書店・2013年）、『国際財務報告の基
礎概念』（中央経済社・2014年）などをあげる
ことができる。しかも、『複式簿記の構造と機
能−過去･現在･未来−』は日本簿記学会学会賞
（平成20年度）を受賞している。
さらに、研究活動の成果は、上記のような研
究書として結実するだけではなく、学術論文と
して公表されることもある。そこで、本研究科
の専任教員が執筆した学術論文をあげると、「わ
が国の公認会計士の継続的専門研修制度につい
て」（『商大論集』・2013年）、「地域活性化政策
の再構築」（『地方自治研究』・2014年）、「通則

法65条5項（納税者の更正の予知）の解釈にお
ける『自発性基準説』の提案」（『税大ジャーナ
ル』・2014年）、「日本の貨幣需要関数の推定：
誤差修正モデルによる実証研究」（『商大論集』・
2015年）などがある。しかも、「地域活性化政
策の再構築」は日本地方自治研究学会賞（論文
部門）を受賞している。
その他、研究活動の成果を、教育活動の実践
において活用する教科書の形で公表することも
ある。そこで、本研究科の専任教員が係わった
教科書をあげると、『スタンダードテキスト財
務会計論〔Ⅰ基本論点編〕』（第1版～第9版）、
『スタンダードテキスト財務会計論〔Ⅱ応用論
点編〕』（第1版～第9版）（中央経済社・2007年
～ 2015年）（共編著）、『テキスト国際会計基準』
（第4版～第6版）（白桃書房・2009年、2010年、
2013年）（分担執筆）、『管理会計・入門』（第3版）
（有斐閣・2011年）（分担執筆）などがある。こ
れに加えて、本研究科編による『【新版】入門
簿記会計』（清文社・2009年）も出版されている。
このように、本研究科においては、本研究科
専任教員による研究活動に裏打ちされた高度な
教育実践が行われていることが明らかになる。
しかも、この研究活動の成果は上記の「著書」
「学術論文」「教科書」のような形態をとって公
表されるのみではなく、講義において配布され
るレジュメにも生かされているのである。

会計研究科の研究活動

会計研究科の研究活動
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これまで大学は、「教育活動」と「研究活動」
を目的とする教育研究機関であるとの認識が一
般的であった。今日においても、大学が果たす
べき基本的な役割とは、教育活動を通じて有為
な人材を社会に送り出すことと、その研究活動
を通じて新たな価値を創造することにある。そ
の一方で、新たな役割として、「社会貢献活動」
が位置づけられるようになった。J.A.パーキン
スによれば、知識の獲得・伝達・応用の相互作
用があるからこそ、新しい知識への要求が生ま
れてくるという。ここでいう知識の獲得は研究
活動、伝達は教育活動、応用は社会貢献活動に
該当する。すなわち、大学内で獲得され、伝達
されてきた知識を地域社会に還元すること、そ
して、それを通じで社会を豊かにすることが社
会貢献活動である。
会計研究科の専任教員は、これまでも各分野
の専門家として社会貢献活動を自主的に行って
きた。それを本研究科開設後に限定しても、次
のような活動をそこに認めることができるので
ある。
たとえば、本研究科の専任教員が、財務会計
等に関する知識や経験を生かして、公認会計士
試験委員や税理士試験委員としてその出題・採
点に、また、公認会計士修了考査運営委員会出
題委員としてその出題・採点に携わっている。

また、本研究科の専任教員が、公会計等に関
する知識や経験を生かして、神戸市上下水道事
業審議会委員、姫路市下水道事業経営懇話会会
長、姫路市行財政改革市民会議副会長、豊岡市
公営企業審議会会長、尼崎市公営企業審議会会
長、西宮市公共施設適正配置審議会委員、芦屋
市総合計画審議会会長、箕面市水道事業及び公
共下水道事業運営審議会委員、宍粟市総合計画
審議会会長、和歌山労働局公共調達監視委員会
委員などとして、地域の活性化に貢献している。
さらに、本研究科の専任教員が、公認会計士
としての知識と経験を生かして、日本公認会計
士協会保証業務検討専門委員会専門委員、日本
公認会計士協会継続的専門研修制度協議会委員
などに就任し、職能団体の活動に貢献している。
その他、本研究科の専任教員が、教育研究活
動の経験を生かして、（財）大学基準協会経営
系専門職大学院認証評価委員会委員や同分科会
委員を、また、高校生や社会人を対象にした講
演会や公開講座等の講師を務めている。
そしてこれらの社会貢献活動を通じて、社会
的ニーズを把握することで、教育研究活動が活
性化されるとともに、本研究科に対する社会的
評価を高めることにも繋がるものと考えてい
る。

会計研究科の社会貢献活動
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公開講座の風景
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会計研究科のゼミ活動

□土田俊也　ゼミ
私は、2009年に会計研究科の教員になり、ゼ
ミは、2010年から担当しております。これまで
14名の修了生を送り出していますが、修了生の
進路としては、一般事業会社が多かったのです
が、昨年、初めての公認会計士試験合格者も出
すことができました。
ゼミの内容について紹介させていただきます
と、基礎演習は、財務会計分野の代表的な文献
をテキストとして、輪読形式で進めていきます。
ただしその際、学生に言っているのは、「テキ
ストの内容を読んで、覚えてほしいとは思って
いない。テキストの内容を分析的に、時には批
判的に考察するようにしてほしい」ということ
です。財務会計の理論に
関する部分では、論者に
よって多様な考え方があ
ります。しかし、資格試
験向けのテキストでは、
その中の一つの考え方し
か説明されていないとい
うことがよくあります。
学生の皆さんには、考え
方が一通りではないこと
に気づき、そのうえで、
自ら考え、自分なりの‘理
論’を確立してほしいと
思っています。
また、研究演習では、
各自が選んだテーマに基

づいて課題研究レポートを作成しますが、それ
と並行して行っているのが、財務諸表分析です。
学生が関心のある企業、または就職を希望する
業界の企業を取り上げ、収益性や安全性などに
ついての分析を行います。ただ、単に比率を計
算するだけではなく、なぜこのような計算結果
になったのか、また財務内容を改善していくに
はどうすればよいのかなど、深く考えるように
しています。幸い、修了生からは「財務諸表分
析で学習したことが、就職活動で役立った」と
いった感想をいただいています。…（土田俊也）

会計研究科のゼミ活動

在学生の声

ゼミのテーマは、「財務会計の研究」です。財務会計を深く理解し、それを通して世の中を
正しく見る目や、物事の本質を理解するための思考力を養おうとしています。具体的な活動と
しては、財務会計に関するテキストの輪読を中心に、随時、各自の興味・関心の強い研究テー
マに関する発表を行っています。また、キャッシュ・フロー会計について、土田先生から研究
成果の解説が行われる時がありますので、会計学の研究の一端にも触れることができます。
会計学は各国の社会的、政治的、経済的な背景を色濃く反映して、発達してきたものです。
そのため、テキストの輪読を通して、財務会計領域を深く学んでいくことは、会計基準の背景
にある本質を掴むトレーニングになり、それらが思考力の養成に繋がっていると感じています。
さらに、発表のための資料の作成や、発表に対して討論を行うことで、自分の知識や考え方を
相手に上手く伝えるための表現力が身についてきています。
ゼミには、留学生の方も所属されており、国際色豊かな構成になっています。そのため活発
な議論を通じて、互いの国の社会、経済、文化を理解し、それらを尊重し、学び合う、善隣友
好的なゼミを目指しています。… （石田裕明）



会計研究科 10 年のあゆみ ��

会計研究科のゼミ活動

□頼　誠　ゼミ
ゼミの意義は、第１に、報告・議論する中で
自分の考えを他人に伝える練習をすることにあ
る。講義は一方通行の授業であることが多いの
で、ゼミは貴重な機会である。第２に、勉強仲
間、生涯の友人を作ること。ゼミの仲間どうし、
教員との間に交流がある点に意義がある。その
ことから、教室での授業だけではなく、コンパ
や工場見学などを行った年度もある。ゼミ生か
らは、工場の現場を見学することによって、よ
り具体的なイメージをもつことができ、原価計
算に興味が増したという意見もあった。
基礎演習では、原則として管理会計の専門書
を輪読してもらい、発表してもらうことから始
め、まず報告の練習。レジュメの書き方と基礎
的知識を身につける。
研究演習では、基礎演習の続きで専門書の輪
読をする中で課題研究レポートのテーマを探索
してもらい、テーマが見つかった者からどんど
ん発表してもらう。近年は、私が純粋持株会社、
総合商社の研究をしてきたこともあり、１社あ
るいは数社を選んで有価証券報告書のデータを
使って課題研究レポートを書いてもらった年度
もある。留学生はほとんどゼミに入ってこない
が、日本人以上に報告・レポートの執筆に頑張っ
てくれた学生もいる。
このゼミは基本的に管理会計のゼミである
が、経営学も勉強できる。管理会計といって
も、その内容は非常に学際的であり、私の場合、
若い頃はエイジェンシー理論等、情報経済学的
アプローチに興味をもったこともあったが、現
在は主として経営学的アプローチをとっている
ので、経営管理論や経営戦略論に近い内容にな
る。抽象的な理論だけではなく、具体的な企業
のケースを研究すると興味をもてるだろう。す
なわち、専門書だけではなく日経ビジネスのよ

うな雑誌記事、日本経済新聞にも題材は山ほど
ある。就職活動を兼ねて企業の有価証券報告書
から情報を得て、研究演習ではそれらの情報を参
考にして実際の企業を分析して欲しい。
管理会計では、経営者にとって有用な会計情
報を生み出すためのシステムについて考察す
る。例えば意思決定支援システム。これは経営
者の計画活動や評価活動に必要な情報を提供す
るもので、戦略を見直すために必要である。他
方、主として私が興味をもっているのは、人間
行動に影響を与え、望ましい方向へ導くための
システムを構築することにある。業績管理会計
が私の主な研究領域であり、分社制のマネジメ
ント・コントロール・システムに興味があるの
で、そういう分野に興味のある学生に私のゼミ
に入って勉強して欲しい。… （頼　誠）

在学生の声

頼先生の基礎演習では、章ごとにゼミ生で分担し、各自が担当する章についてあらかじめ目
を通し、まとめたものを発表していくという形式で、１冊の管理会計の専門書を読み進めてい
ます。発表の場面においては、疑問が生じるつど皆で検討していくことで理解を深めることが
でき、また発表資料についてはどのようにすれば皆が理解しやすいかといった工夫が求められ
るので、ゼミでの活動は管理会計に関する知識を得るだけでなく、知識のアウトプットや報告
の練習にもなり、とても有意義な時間となっています。そしてなにより先生自身が、具体的な
話を取り上げながら１冊の専門書だけでは足りない部分を補ってくださるため、非常に濃い学
びができていると感じます。… （安藤さゆり）
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会計研究科のゼミ活動

在学生の声

◆渡邉ゼミでは、主に監査についての内容を取り上げて、ディスカッションやプレゼンテーショ
ンなどを行っています。ゼミ生は社会人経験者が多く、先生だけで
なくゼミ生同士でも実務的な内容について検討し勉学に取り組むこ
とのできる数少ないゼミです。（小西礼央）

◆渡邉ゼミでは、実務上の事例を用い、会計基準等の調べ方、基準
の文言からその処理に至るまでどのように理解し、実務的な対応が
必要なのかをゼミで学び体験しました。また、基準の問題点や、改
正等の経緯を知り、理解を深めました。さらに、有価証券報告書を
読み、財務諸表データを入手し、加工、分析することを通じて、模
擬監査のように、当該企業のビジネスモデルを理解し、どのように儲けているのか、どのよう
な事業リスクがあるのか等を考え、ビジネス社会に対する理解をより一層深めることができた。
（劉…志強）
◆渡邉ゼミは、先生から鋭い質問で右往左往しながらも、楽しく議論できる雰囲気があります。

当ゼミを希望したのは、監査論を特に勉強したいということではな
く、先生の人柄が、なんとなく親しみやすく、なんでも話せる雰囲
気を感じたからです。今は課題研究レポートのテーマ設定とその章
立てについて、きちんと筋道が通るように指導していただいており
ます。毎回先生に論破撃沈されており、四苦八苦の日々です。（米谷弘）

◆ゼミでは、監査の現場において生じる問題について論じました。
具体的には、事例問題を題材にして論じる中で、監査基準や会計基
準だけではなく、対象とする会社の事業内容等への深い理解がなけ
ればならないと痛感しました。定められた手順に沿って実施するだ
けでは、監査が実効性のあるものとなるわけではないことを学びま
した。（大政俊介）
◆今まで会計や監査の理論的な勉学に励んで参りましたが、ここでは、さらに理論と実務の架
橋として、実際に現場ではどのように対応しているのかを理解していきます。その機会を大
切にし、企業研究さらには社会勉強の場として、たくさんの知識を身につけたいと思います。
… （林一凡）

□渡邉泰宏　ゼミ
資格試験の勉強ばかりしていると、限られた
出題範囲の中で、答えのある問いに正確に答え
る訓練に慣れてしまいます。しかし、実務の世
界では、誰かに答えを教えてもらうのではなく、
自分で答えを見つけなければなりません。さら
に、会計や監査の実務では、いま自分が出した
答えが、将来にわたっても妥当であり続けるよ
うな判断を求められていると思います。また、

自分の考えを他人に
伝え、相手に理解し
協力してもらう場面
もあります。私の研
究演習やケーススタディでは、こうした課題に
プロフェッションとして対応できる能力を養成
したいと思い、演習授業を計画し、みなさんと
一緒に学んでいます。… （渡邉泰宏）
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会計研究科のゼミ活動

在学生の声

私は、公的部門を志望しているのですが、兵庫県立大学の会
計研究科では公会計の科目が充実していることを知り、「会計
力」を武器にしようと考えて進学しました。
現在、実務家として活躍されている先生方の講義を受け、学
部の授業では触れられなかった深い論点を学んでいます。また
少人数で行われる演習では、最新のトピックスを取り上げなが
ら、知識を吸収することに加えて、その知識を引き出して使う
実践力を培っています。
会計研究科の学生はそれぞれ目標を持っており、お互いに切
磋琢磨する環境があります。私自身も他の学生から刺激を受け
ながら、将来に向けて充実した日々を送っています。
… （多田省吾）

□瓦田沙季　ゼミ
このゼミは、公会計（地方自治体や非営利組
織の会計制度）を中心に指導を行っていますが、
公会計に限定せず、公認会計士、公務員や民間
企業における会計実務の担い手など、ゼミ生の
それぞれのキャリアプランに応じてゼミでの学
習を進めています。具体的には地方公会計のあ
り方や財務会計のトピックス、さらに国際会計
基準と日本の会計基準との比較研究など、ゼミ
生が興味を持っているテーマについて、先行研
究をベースに、その課題の背景、基本的な考え
方、問題点や改善策などをゼミ生が自分で調
べ、発表し、さらにみんなで議論しながら理解
を深めていくというスタイルで、ゼミでの学習
を行っています。そのような学習を通じて、自
ら問題を発見し、その解決策を考え、さらに自
分の考え方をまとめ、他の人に説明する能力を
身につけてもらうことを目指しています。
これまで送り出した18人のゼミ生は、公認会
計士試験に合格し、監査法人に勤めている方（4
名）や、公務員試験に合格し、国税局や地方自
治体で働いている方（2名）、民間企業に就職し

た方（8名）もいます。さらに、その他に博士
課程に進学した方（1名）、自ら起業した方（1名）、
税理士事務所で働いている方（1名）もいます。
このように様々な分野で活躍しています。
もちろん、ゼミでは勉強だけではなく、みん
なで食事に行ったりして楽しく会話をしながら
ゼミ生同士の交流を深めていく企画もたくさん
あります。また、ゼミ指導で厳しい意見を言う
ことも多いですが、ゼミ生の悩みや進路相談に
可能な限り対応し、助言するように心がけてい
ます。… 　（瓦田沙季）
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会計研究科のゼミ活動

□澤田　正　ゼミ
租税法のゼミであるこのゼミの参加者は、主
に、税理士、国税専門官、公務員の志望者が多
いですが、民間企業に進む方もいますので、修
了後の進路はさまざまです。税理士志望の方は、
修士論文の作成を希望する方が多いです。
税法は会計学とも密接な関係がありますが、
法律であり、ゼミでは、裁判例を通じた税法の
解釈適用のあり方の学習に最も重点を置いてい
ます。税法の法的三段論法の考え方を理解し、
個別事例において、税法というルールの解釈と
納税者に生じている事実の認定、及びルールの
あてはめがどのように行われ、法的三段論法が
どう実践されているのか、また、どこに問題が
あるために争いが起こっているのか、それがど
のように解決されているのかを学習し理解する
ことが大事だと考えています。このような意味
で、このゼミは会計研究科の中で法律を扱う唯
一のゼミであり、税法を通じてリーガルマイン
ドを養成するということを重視しています。ど
のような仕事に就くにせよ、税法を通じて培っ
たリーガルマインドは、税務の基本であるとも
に、将来遭遇するかもしれない法律問題に対処
するベースにもなります。また、仕事の上で弁
護士等と連携する場合の共通言語として役に立
ちます。会計科目と税法のリーガルマインドが
ミックスされることで、修了生の力が複合的で
厚みを増すと思います。私としては、このよう

な思いで指導を行っています。
また、ゼミ生に対しては、対等な立場で自由
な議論の相手になりたいと考えています。ゼミ
生の素朴な疑問とそこから展開される議論にお
いて、ゼミ生が安心して「知的ボクシング」を
行う相手でありたいと積極的に議論に参加して
いますが、ときにセコンドに早変わりして、タ
オルを投げる役回りをすることもあります。な
お、ゼミ生からは、「ゼミの特徴は個人が尊重
されるところです。自分の意見、興味関心、能
力が重視されるので、比較的自由に研究を進め
ることができます」、「ゼミを通じて疑問を持つ
ことの大切さを実感しました。これまでは『理
解すること』に重点を置いていましたが、疑問
や自分独自の意見を持つことが最も重要である
と思いました。それがあるからこそ、より深い
理解ができるのだと感じています。これからも
素朴な疑問や関心を大切にしたいです」、「一つ
の事象にも複数の考え方があるという考え方の
本質的な部分を学べ、『考える』という点でと
ても役立つゼミです」という感想がありました。
… （澤田　正）

在学生の声

私たちのゼミは全員が税理士志望者であるという点でユニークです。修士論文作成希望者が
多く、基礎演習でも早い段階で論文に関する指導が始まりました。私は租税法の知識がほとん
どない状態でゼミに入りました。しかし、他のゼミ生は租税法の基礎知識を有していたため、
私は租税法の基本書を読んだり、租税法の講義を受講したりしてなんとか補いました。基礎知
識は個々で補うというのがこのゼミの特徴です。また、ゼミ生だけで自主的な勉強会を行って
おり、そこではゼミの事前学習として文献や資料についての意見交換、判例百選の学習をして
います。これによりゼミの進行が効率的になり、内容も深まっています。また、学部生の時以
上に積極的な発言が求められ、最初は戸惑いましたが、今ではしっかり発言できるようになっ
たと感じています。… （戎…なつめ）
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会計研究科教員一覧

瓦田　沙季（教授）
瓦田太賀四（副学長・教授）
澤田　　正（教授）
高須　教夫（教授）
土田　俊也（教授）
西出　哲人（教授）
林　　昌彦（研究科長・教授）
火原　克二（特命教授）
山田　一夫（准教授）
頼　　　誠（教授）
渡邉　泰宏（教授）
市村　和雄（特任教授）
多田　滋和（特任教授）
林　　俊行（特任教授）
山本　清尊（特任准教授）

歴代会計研究科長

瓦田太賀四（平成19年４月１日～平成22年３月31日）
高須　教夫（平成22年４月１日～平成26年３月31日）
瓦田太賀四（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
高須　教夫（平成27年４月１日～平成28年３月31日）
林　　昌彦（平成28年４月１日～）

資　料

資　料
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