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─実学の関大─ 会計の頂点がここにある
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［アカウンティングスクール］

関西大学
会計専門職大学院

〒564-8680　大阪府吹田市山手町3-3-35
関西大学 入試センター 大学院入試グループ
TEL：06-6368-1121（大代表）
E-mail ： grd-adm@ml.kandai.jp　

関西大学 会計専門職大学院

お問い合わせ

［アカウンティングスクール］

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。

http://www.kansai-u.ac.jp/as/



会計の頂点がここにある。
会計心を持った超会計人をめざせ！

研究科長

富田　知嗣

［ごあいさつ］
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関西大学大学院 会計研究科 会計人養成専攻（専門職学位課程）
Graduate School of Kansai University, School of Accountancy Major of Accountancy
関西大学会計専門職大学院
関西大学アカウンティングスクール
専門職大学院
会計修士（専門職）
（Master of Business Administration in Accountancy）
70名（収容定員140名）
専任教員14名（うち、研究者教員9名、実務家教員5名）
兼担教員  2名
兼任教員35名
昼間開講
２年（長期履修学生制度あり）
54単位
36単位（１年間）

日本の
会計業界では…

世界標準の監査品質の確保
脱・受験技術優先主義への

要請

そして

Graduate School of Kansai University, School of Accountancy

学位課位課位課位位課程）

理論と実務に
習熟した

会計専門職の
養成

関西大学では…
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　関西大学会計専門職大学院（アカウンティングスクール）へようこそ。
　
　関西大学会計専門職大学院は、高度会計専門職の養成を目的としてい
ます。
　そして、単に会計に詳しいだけの専門家ではなく、会計領域を中心として、
「経営」「法律」「財務」「IT」「行政」などにも精通した会計人、会計領域を超え
た会計人『超会計人』として、みなさんが、様々な場所で活躍できる人材に
なっていただくよう、多くの特徴あるカリキュラムや制度を用意しています。
　
　本研究科では、会計・監査の科目だけでなく、関連分野での科目も開講し
ていますので、自分のキャリア設計に合わせて戦略的・体系的な学習を行う
ことができます。また、3つのコースを設置しており、各コースに所属するこ
とにより、自分の学習をより効果的に行うことができます。
　さらに、24時間利用可能な自習室、学習に必要な資料を取りそろえた資
料室、パソコン教室、講義時間外でも教員とじっくりと話せるオフィス・ア
ワーなど、充実した学習環境を整えています。
　
　みなさんの先輩である修了生たちが、公認会計士として、あるいは、企業
人・公務員等として、社会で活躍しています。
　みなさんも、関西大学会計専門職大学院をステップに、自分の獲得したい
将来への扉を開けてみましょう。
　私たち教職員は、みなさんの夢の実現のために最大限の努力をします。



［基本科目群］

［発展科目群］

会計人サークル

［応用科目群］

超会計人サークル

経営に強い
会計専門職

行政に強い
会計専門職

法律に強い
会計専門職

財務に強い
会計専門職

ITに強い
会計専門職
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設置の理念  Policy

本学の理念としての「学の実化（じつげ）」、およびこれを具
体化した柱のひとつ「学理と実際との調和」に受け継がれ、「開
かれた大学」「情報化社会への対応」「国際化の促進」の３本柱
として継承されています。会計専門職大学院は、会計領域に
おける「学理と実際との調和」を結実させるものなのです。
世界標準の会計や監査へ向けて日本の制度の見直しが進

む中、日本の公認会計士にも世界標準での活躍を期待でき
るよう、その資質とくに会計・監査の実務的かつ理論的な能
力が要求されています。関西大学会計専門職大学院では、
「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計人」の養成
を第一の目的とし、かかる資質をそなえた超会計人を養成し
ます。そして、それだけにとどまらず、企業や官公庁からの要
請に応じた会計人の養成をも目的として、「監査界」、「産業

界」、「官公庁」のリーダーたりうる会計専門職の養成を目指し
ています。
関西大学会計専門職大学院では、社会的要請を受け、会
計・監査・財務サービスの高度化・拡大への対応のため、「会計
人となるための水準の確保」と「公益を意識した職業倫理観
の醸成」する教育を行います。
「超会計人」とは、理論と実務に習熟し、自分の特長を生か
して得意分野をもった、競争に勝てる会計専門職のことをい
います。そして、「会計心」とは、専門の会計職業人としての職
業倫理観及び豊かな会計的センス、高度な判断能力や思考
能力を持ち合わせた健全な精神のことをいいます。
関西大学会計専門職大学院では、一歩進んだプロフェッ

ションとしての「会計心をもった超会計人」を養成します。

公認会計士をはじめとした、みなさんが目指すべきそれぞれの将来の目標により柔軟に対応するために、Professional 
Accountant（PA）コース、Professional Accountant in Business（PAIB）コース、Research Paper（RP）コースの3コース
を設置しています。
なお、コースの選択は、1年次春学期終了後に行い、1年次秋学期から開始します。また、一度選択したコースを学期ごとに変
更することも可能です。

【知のペンタゴン】

監査界・産業界・官公庁
の

リーダーたりうる会計専門職

一般企業、公務員等 公認会計士
（U.S.CPA、税理士を含む）

博士課程後期課程進学、
研究職等

修了後に期待される進路

多様なキャリアパスへの対応 ～コース制～

　企業人・公務員等を目指す学生を主な対象としたコー
スです。理論と実務に習熟し、自分の特長を生かして得意
分野をもった、産業界や官公庁のリーダーたりうる会計
専門職を養成します。

Professional Accountant 
in Business（PAIB）コース 　論文作成能力および研究能力の高い会計専門職を目

指す学生を主な対象としたコースです。研究指向の学生
やそのような素養のある学生に対して、当該学生が関心
を持つ論点に関する修士論文の作成を指導し、将来の研
究職等への道筋を付けることを目的とします。

Research Paper（RP）コース

　公認会計士（U.S.CPA、税理士を含む）を目指す学生
を主な対象としたコースです。世界標準での活躍を期待
できるよう、会計・監査の実務的かつ理論的な能力を有
する公認会計士を養成します。

Professional Accountant
（PA）コース

※全コースとも、修了時に一定の単位修得条件を満たせば、公認会計士試験短答式科目免除（財務会計論、管理会計論
　および監査論）を申請することができます。

関西大学会計専門職大学院入学

社会人外国人
留学生

関西大学
出身者

関西大学以外の
大学出身者

Graduate School of Kansai University, School of Accountancy



Round-Table TalkRound-Table Talk
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カリキュラム  Curriculum 公認会計士試験合格者座談会  Round-Table Talk

本会計専門職大学院では、以下のようなカリキュラム体系を用意しています。
タテ糸として、導入科目群・基本科目群（会計専門職のための導入教育）、発展科目群・応用科目群（会計専門職としての実務適応教育）。
ヨコ糸として、Basic Skills（財務会計、管理会計、税務会計、監査）、Advanced Skills（法律、経営、ファイナンス、行政、経済・IT）。
そして、学生の幅広い個々のニーズに応えるための横断科目、個別演習科目および修士論文科目を用意しています。

思考をデザインする ～右脳に響く会計心～

＜2013年度入学生適応カリキュラム＞※青字は実践科目

系　統 導入科目群 発展科目群

会計基準論
会計制度論
財表作成簿記
国際会計基準論
国際会計制度論

英文会計論
会計戦略論
資産会計論

負債・資本会計論
企業結合会計
国際会計事例研究

会計検査制度論
保証業務論
内部監査論

法人税法

不正摘発監査論
国際監査事例研究

中小企業金融論
リスク分析論

実践コミュニケーション
公共経済学
XBRL 論

リサーチ・メソドロジー
国際コミュニケーション論

特殊講義（各テーマ）

国際財務戦略論

行政法
非営利会計論

論文指導・修士論文（実践）
修士論文

国際公会計制度論
公会計・公監査事例研究

企業価値マネジメント論
マネジメント・コントロール・システム論
国際管理会計事例研究

国際税務戦略論
国際税務会計事例研究

プロダクト・マネジメント論
国際経営論 企業再生事例研究

中級商業簿記

中級工業簿記
戦略管理会計論
企業分析論

コストマネジメント論
管理会計事例研究

上級税務会計論
租税法会計論

上級税務戦略論
税務会計事例研究

監査実施論
監査報告論

国際監査制度論
監査事例研究

経営学理論
経営戦略論

経営組織論
起業・株式公開事例研究

ミクロ経済学
統計学
マクロ経済学
基本会計プログラム演習

基本監査プログラム演習
BATIC 演習
実践会計プログラム演習
実践監査プログラム演習

ソリューション・イン・アカデミック
ソリューション・イン・プロフェッショナル
ソリューション・イン・エキスパータイズ

論文指導・修士論文（基礎）

インベストメント論
コーポレート･ファイナンス論

資本市場論

公会計理論
公監査論

会計専門職業数学

政府・自治体会計論

商法
会社法
民法（総則・物権）
金融商品取引法

上級会社法
租税法理論
民法（債権）
企業法判例演習

基本科目群

上級簿記
上級財務会計論

上級原価計算論
上級管理会計論

監査制度論
監査基準

企業法

会計専門職業倫理

財 務 会 計 系

管 理 会 計 系

税 務 会 計 系

監 査 系

法 律 系

経 営 系

ファイナンス系

行 政 系

経 済・I T 系

横 断 科 目

個別演習科目

修 士 論 文

会計事例研究
IFRS 実務
会社経理実務
ディスクロージャー実務

応用科目群

B
asic Skills

A
d
vanced

 Skills

座談会
出席者

自分の生活スタイルに合わせて勉強できる。
それが、関西大学会計専門職大学院の最大の魅力です。
公認会計士試験の合格者たちが学び舎に集合。
公認会計士を目指すきっかけや、本会計専門職大学院を選んだ理由などを語り合ううち、
いつしか楽しい思い出話に発展。笑顔あふれる座談会となりました。

2009年に大阪市立大学工学部を卒業。自動車
メーカーに就職し、生産技術を担当するも、専
門知識を活かす仕事がしたい、と会社を退社。
その後、2010年に関西大学会計専門職大学院
に入学。2012年度公認会計士試験に合格し、
2013年2月に有限責任監査法人トーマツに就
職。現在、同社にて意欲的に仕事に取り組んで
いる。

近藤 潤平 さん　Kondo Junpei
（2012年3月修了）

2009年に中京大学経営学部を卒業。在学中に
FP技能検定2級に合格、銀行に就職するも、公
認会計士を目指し、2010 年に関西大学会計専
門職大学院に入学。2012年度公認会計士試験
に合格し、2013年2月に新日本有限責任監査
法人名古屋事務所に就職。現在、会計に関する
知識をより深化させるため、熱心に業務に取り
組んでいる。

山田 健司 さん　Yamada Kenji
（2012年3月修了）

2012年に関西大学商学部を卒業。同年4月に
関西大学会計専門職大学院に入学。2012年度
公認会計士試験に合格。授業と試験勉強とのバ
ランスを上手に計り、在学中での試験合格を果
たした。今後は、授業を通じて新しい知識を得る
ことで、国内はもちろんのこと、海外でも活躍で
きる公認会計士を目指す。

鈴木 沙季 さん　Suzuki Saki
（2012年4月入学 1年次生）

在学時（2年次）の１日のスケジュール 在学時（2年次）の１日のスケジュール 1年次の１日のスケジュール
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富田 知嗣 研究科長 中村 繁隆 准教授富田 中村 繁

・修了要件　各コースごとに以下の科目を含め54単位以上を修得しなければなりません。ただし、中級商業簿記および中級工業簿記を修了所要単位に算入することはできません。
　1  Professional Accountant（ＰＡ）コース
　　 ①基本科目群…会計専門職業倫理、上級簿記、上級財務会計論、上級原価計算論、上級管理会計論、監査制度論、監査基準、企業法　8単位
　　 ②発展科目群…実践科目6単位以上を含めて24単位　③応用科目群…実践科目2単位以上を含めて12単位
　2  Professional Accountant in Business（ＰＡＩＢ）コース
　　 ①基本科目群…会計専門職業倫理、上級簿記又は上級財務会計論、上級原価計算論又は上級管理会計論、監査制度論又は監査基準、企業法　5単位
　　 ②発展科目群…実践科目8単位以上を含めて24単位　③応用科目群…実践科目4単位以上を含めて12単位
　3  Research Paper（ＲＰ）コース
　　 ①基本科目群…会計専門職業倫理、上級簿記、上級財務会計論、上級原価計算論、上級管理会計論、監査制度論、監査基準、企業法　8単位
　　 ②発展科目群…論文指導・修士論文（基礎）2単位を含めて24単位　③応用科目群…論文指導・修士論文（実践）および修士論文計8単位を含めて12単位
・履修制限単位　１年間３６単位（ただし、導入科目群科目は含めない）
・単位数　　　　導入科目群・基本科目群科目は各１単位、「論文指導・修士論文（実践）」および「修士論文」は各４単位、その他の科目は2単位

※プロフィールの学年は取材時のものを掲載しています。
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公認会計士試験合格者座談会  Round-Table Talk

─最初に、公認会計士を目指された動機を教えてく
ださい。

【近藤】私は工学部出身で、大学卒業後は生産技術の
分野で働いていました。しかし担当業務は、大学で学
んだ内容とはかけ離れた内容でした。もっと自分を活
かした仕事がしたいと思っていた時、高校の同級生が
公認会計士を目指しているのを知り「あっ、そんな道も
あるんだ」と。それから、公認会計士の仕事に興味を抱

いたのがきっかけです。
【鈴木】私はもともと、何か資格を武器
にして働きたいと考えていました。親の
知り合いに公認会計士の方がいて、そ
の方の働く姿にすごく感動し、公認会計
士になりたいと思うようになりました。
また、計算が好きだったのも1つの理由
です。
【山田】私は高校2年の時から、父親に公
認会計士を目指せと言われ続けていま
した。父親はある企業の監査役をしてお

り、日々公認会計士との触れ合いがあったようです。そ
の影響かも知れませんね。私にとって公認会計士は、
早くから身近な存在として意識していたと思います。

─そのようにして、関西大学会計専門職
大学院（以下、本学AS）に進学してこられ
たわけですね。実際に授業を受けられてど
うでしたか？

【山田】1年次で履修したアカデミック・ソ
リューション※では、担当の先生に私自身の
悩みや相談にも色々親切に対応していた
だき、適切なアドバイスもいただけたので
感謝しています。そして、2年次生となると
将来設計を中心に、理論はもちろん、実務
的な演習にも参加できたのが非常に良
かったと思います。

【近藤】アカデミック・ソリューション※では、週に2日、そ
れこそ、3時間みっちりと教わりましたから。また、教科
書はもちろんですが、事例研究的な科目も多く、試験
勉強のみならず、いい意味で会計を中心とする幅広い
知識を身に付けることができたのも、本学ASの大きな
魅力であり、特色ではないでしょうか。
【鈴木】私はまだ在学中ですが、やはり本学ASに入学し
たのは合格を目指すための勉強だけではなく、もっと
深い意味での勉強に取り組みたいという気持ちがあっ
たからです。例えば、監査ひとつをとってみてもそれが
どういう基準で作られたのか、ということを考えること
ができます。合格のテクニックの修得も大事かも知れ
ません。でも、それ以上のものを学びたいと思ってい
たので、そういう意味では、先生方ともコミュニケー
ションを取ることができ、実際の経験談などをお聞き
できる授業は、すごく勉強になります。

─合格のテクニックといえば、専門学校が浮かびま
すが、本学ASとの違いはどういうと
ころに？

【山田】本学ASでは、監査法人の方
をはじめ、様々な人と知り合うことが
できます。公認会計士の方はもちろ
ん、一般企業の方との交流もあり、人

生の先輩として色々な情報が得られ
ます。受験テクニック以外の知識も
豊富に吸収できるのは、将来を見据
えると非常に有利だと思います。
【近藤】入学前に、他校のいろんなパ
ンフレットを取り寄せて検討しまし
た。その中で本学ASの場合は多彩

な監査法人、個人事務所、一般企業の実務家など、と
にかく多分野にわたって活躍されている先生方がい
らっしゃることに驚きました。専門学校ではまず考えら
れません。
【山田】専門学校の場合は時間が限られています。そ
の点、本学ASは極端にいえば24時間フリー。自習室
も24時間利用できるので、自分の生活スタイルに合
わせて自由に勉強できるのが嬉しいです。集中もでき
ますから。
【鈴木】授業の空き時間なども、自習室を積極的に活
用できますしね。
【近藤】専門学校では資格の取得が最大の目的。本学
ASでもそれは同じですが、それ以上に資格をどう使う

か、資格取得後はどうあるべきか、と
いった観点にも重点を置いて授業が行
われています。「幅広い視野と素養を
持った真の公認会計士」を目指すには最
適の場であると感じています。

─本学ASの先生方とのコミュニケー
ションという点ではいかがでしょう。

【鈴木】実は本学ASへ進学する時、最初
は先生との距離は遠いものだと思って

いました。でも、全然違いましたね。本学ASが特別な
のかもしれませんが、すごく近いんですよ。
【山田】日常の勉強以外でもよく話す機会があります
し、時には雑談も交えることで、いい気分転換にもなり
ました。修了後もこのつながりを大切に継続していき
たいと思っています。
【近藤】先ほどもありましたが、先生方が実際に経験さ
れた話を聞くと、色々な意味ですごく参考になります。
公認会計士試験合格に必要な勉強や知識の修得以外
にも、実生活に欠かせない知識や情報を得ることがで
きたのは、2年間本学ASに在籍して得た大きな収穫で
した。

─さて、これからの夢、目標は？

【山田】やはり、専門性のスキルをもっと身に付けてい
きたいですね。審査、運用、事業債権…ひとつのチーム
をまとめあげる力をつけるとともに、会
計に関する知識をより深化させ、いずれ
は金融機関において実力を発揮してい
きたいです。
【近藤】正直言いますと、今はまだ夢を
探している途中なんです。日々の勉強と
実務とのギャップを早く埋めたいという
のが現状です。ただ、目標としている先
輩がいるので、3、4年後には追いつき、
追い越したいです。そして、誰からも頼
りにされる公認会計士を目指したいと
思っています。
【鈴木】やはり、夢は大きく。国内はもちろんですが、海
外でも十分に活躍できるグローバルな公認会計士に
なりたいです。

─公認会計士を目指す後輩たちへメッセージを。

【山田】切磋琢磨出来るライバルの存在があるのも、
本学ASならでは。毎日刺激し合いながら勉強はもちろ
ん、友人、そして先生方とのコミュニケーションも忘れ
ないでください。必ず、いい結果に結びつくはずです。
【鈴木】今は公認会計士試験合格が最大の目標だと思
います。でも、それだけを考えるのではなく、将来を
じっくりと見据えて毎日を送ってほしいですね。そし
て、常に積極的であってほしいと思います。
【近藤】最初にも述べましたが、私は理系出身です。で
も、本学ASではそんなハンデを一切感じることはあり
ませんでした。いい先輩、仲間、そして先生がいること
で、安心して勉強に取り
組むことができました。
そして、強調したいのは
「自分を信じろ！」という
ことです。ポジティブ
に、そして最後まで諦め
ずに頑張ってください。

─ありがとうございま
した。

公認会計士試験の
勉強はもちろん、
もっともっと幅広い知識が
吸収できる。

バラエティに富んだ
豊富な教授陣。
将来を見据えた納得のいく授業。

Graduate School of Kansai University, School of Accountancy

山田 健司さん

鈴木 沙季さん

近藤 潤平さん

※2013年度より、ソリューション・イン・アカデミックに名称変更しています。



私が関西大学会計専門職大学院（以下、本学AS）に進学したきっかけは、学部時代から挑戦していた公認会計士の論
文式試験に2度目も落ちたことです。次が論文式試験を受けるラストチャンスとなり、もし駄目だった時は…など、自分
の将来のビジョンやキャリア形成を考えた際、自身の強みを活かせるまたは必要なスキルを獲得するのに有用だと思っ
たのが本学ASです。また、自身が本学の学部出身者であること、本学ASに通われている先輩からお話を聞いていたこ
とも、本学AS進学を決める理由になりました。私自身、直近に論文式試験が迫っていたため、春学期は基本科目を中心
に履修をしていました。自習が中心の毎日でしたが、並行して専門学校にも通い、そこでの答案練習会に参加していまし
た。秋学期は自身の興味のある科目を中心に履修をしました。
これから本学ASへ進学を考えている皆さん(特に公認会計士を志している人)の中には、すでに専門学校である程度
の勉強をしていて、大学院への進学は、通学、授業など多くの時間を割かれ、試験勉強の妨げになるのでは、と思ってい
る人もいるかもしれません。私自身も入学時において、すでに公認会計士試験の勉強をしていたので、本学ASでの学習
は復習中心になるだろうと思っていました。しかし、本学の先生方の奥深い知識を学び、試験勉強だけではなく、今後将
来において役立つような実践的な事柄を多く学べ、それがまた試験勉強に活きたと思います。
また、今後会計のフィールドでの活躍を目指す人もいれば、まだ何がやりたいのか分からない人もいるかと思いま
す。私の場合、本学ASへ入学してから自分自身を見つめ直すよい機会ができ、会計・監査だけに限らない公認会計士を
目指すようになりました。皆さんもそのような『きっかけ』を、本学でつかんでみてはいかかでしょうか。それを実現でき
る環境が本学ASにはそろっていると思います。

岡口 真太郎
1年次生

岡口さんの2012年度 時間割表（1年次生）

MON

クオーター

1

2

3

4

5

TUE WED THU FRI SAT

Graduate School of Kansai University, School of Accountancy

上級税務会計論

国際税務戦略論
国際会計事例研究

会計情報システム
特殊講義（証券アナリスト協会寄付講座・証券アナリストの基礎）

国際管理会計事例研究
プロフェッショナル・ソリューションA
プロフェッショナル・ソリューションB

監査基準
監査基準

上級原価計算論/上級管理会計論

上級簿記/上級財務会計論 監査制度論/企業法
戦略管理会計論

基本監査プログラム演習

ミクロ経済学

秋学期／春学期 ／

中島さんの2012年度 時間割表（2年次生）

MON

1

2

3

4

5

TUE WED THU FRI SAT

国際会計事例研究

会計情報システム

国際管理会計事例研究

プロダクト・マネジメント論

実践会計プログラム演習

企業分析論

国際会計基準論 リスク分析論
国際税務会計事例研究

ＸＢＲＬ論

公監査論
公会計・公監査事例研究

企業再生事例研究

公共経済学

金融商品取引法

会計専門職業倫理
金融商品会計論

私は以前、技術者として一般企業に勤務していましたが、経理関係の仕事をしている父の影響と、これまでの経歴を
活かしてITおよび数字に強い税理士として、企業と別の角度から接する業務に就きたいとの考えから関西大学会計専
門職大学院（以下、本学AS）に進学しました。進学するにあたり、これまで学歴・職歴共に工学系に偏っており、税務や会
計に関する専門教育や業務の経験はないため、専門的なカリキュラムについていけるかという不安がありました。 
しかし、この点は入学前教育プログラムや入学後のオフィスアワーで解消することができました。さらに、市販の資
格試験対策テキストではわかりにくい、実際の企業の事業活動と会計の関連性・必要性についても幅広いカリキュラ
ムによって学ぶことができる点や、先生だけでなく、学生も他大学からの進学者、社会人経験者、留学生と幅広い経歴
を持つ方が集うので、資格試験の科目に対応した知識も含め、ファイナンスやIT、ビジネススキル、公会計、経営など、
社会に出て実務で活かせる知識や経験を得ることができる点が魅力です。また、大学院生専用自習室や総合図書館、
ITセンターの提供する情報サービスなど、豊富な設備・サービス・制度などを活用することで、より広く深く学ぶことが
できました。
これから本学ASへの進学を考えている皆さんは、公認会計士または税理士の資格取得だけを進学の目的とするの
でなく、本学AS修了後、会計に携わる業務に就いている自分の姿・将来像を思い描き、そこに至る道程として本学AS
で得られるものをどのように活かすかを考え、進学の目的を設定してください。そして本学ASに入学するとき、また本
学ASで１年過ごした後に振り返り、本学ASを志望した際に思い描いた将来像に近づいているか、見直してください。

中島 隆行
2年次生

私は、大阪産業大学の会計士特修コースで在学中から会計・経営学を学び、将来は監査業務を通じて社会に貢献す
ることができる公認会計士になることを目標に勉学を進めてきました。そこで、大学で学んだ会計の知識をより深める
ために、関西大学会計専門職大学院（以下、本学AS）に指定校推薦入試を利用して進学しました。
本学ASでは、公認会計士になるだけが目的ではなく、知のペンタゴンと呼ばれるカリキュラムが整備されているた

め、会計の知識に加えて経営やITなどの５つのプラスαの知識を学ぶことができ、幅広い知識を吸収することができ
ます。
また、私はこの１年間で会計に関する講義に加えて、各分野の力を伸ばすために幅広く講義を受講してきました。さ

らに、ゼミ形式の授業であるアカデミック・ソリューション※では、会計の理論を学ぶだけではなく、ケースを用いて仲間
とのディスカッションや先生との意見交換を行うことで、柔軟な発想を養う訓練を積むことができました。
私は自宅から本学ASまで電車通学をしているので、片道２時間ほど電車での移動が必要になりますが、移動中もテ

キストを読むなどして時間を無駄にしないよう心がけています。さらに、本学ASには２４時間利用できる自習室があるた
め、自分が学習したいと思えばいくらでも学習することができる環境が整っています。自習室には同じ目標を持った仲
間がおり、切磋琢磨しながら良い緊張感を持って勉学に励むことができるので、素晴らしい環境で学ぶことができます。
本学ASは、学生へのサポートが充実しているので、勉強をがんばりたいと思っている人ならば、自分のペースにあ

わせてどんどん力を身に付けることができます。公認会計士だけではなく、会計の知識を身に付けたい人にも最適な
環境だと思います。みなさんと共に学べることを楽しみにしております。

喜村 幸一
1年次生

黄さんの2012年度 時間割表（2年次生）

MON

1

2

3

4

5

THU FRI SAT
上級税務会計論

国際税務戦略論
国際会計事例研究

会計情報システム
特殊講義（証券アナリスト協会寄附講座・証券アナリストの基礎）

国際管理会計事例研究
プロフェッショナル・ソリューションA
プロフェッショナル・ソリューションB

企業分析論

国際コミュニケーション論

法人税法

英文会計論

上級税務戦略論

内部監査論
企業再生事例研究

公共経済学

私は中国からの留学生で、関西大学文学部の出身です。学部入学後、何か手に職をつけたいと思い、就職や将来性
などを色々考慮した結果、自分自身にとって会計が一番合っているのではないかと考え、関西大学会計専門職大学院
（以下、本学AS）への進学を決意しました。数多くあるASの中でも、本学ASを選んだきっかけは、大学時代に受講した
本学ASの先生の授業でした。文学部からASに進学することに不安を感じていたのですが、その先生に相談に乗って
いただいたことで、本学ASであれば自身のしたいことができると感じ、本学ASを選びました。
実際に本学ASに入学した後の授業や生活は、自分が想像していたよりもハードでした。入学前教育プログラムを活
用し、日商簿記2級は取得したのですが、学部では会計について全く勉強したことがなかったため、当初は授業につい
ていくのが精一杯で、授業の予習と復習で一日が終わる日々が続いていました。何度か勉強を投げ出したいと考えた
こともありましたが、それでも諦めずに続けてこれたのは、先生方のおかげだと思います。わからないことは徹底的に
質問するようにしていたのですが、先生方はいつでも、何事も丁寧に的確に答えてくださり、時には励ましてくださる
こともありました。その支えがあったからこそ、今まで続けることができたのだと思います。
大学院での生活はとても充実しています。本学ASへ進学するという決断は、私にとって間違いなかったのだと、今な

ら胸を張ってそう言えます。

黄　穎
2年次生

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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在学生からのメッセージ  The Message from Students

喜村さんの2012年度 時間割表（1年次生）

きっかけをつかむ場所

自分の将来像に至る道のり

会計だけじゃない、幅広い知識を吸収

教員による充実したバックアップ体制

１日のスケジュール

6:00

6:30

9:00

12:00

13:00

16:30

19:00

20:00

2:00

起床・準備

学校へ移動

授業

昼食

授業・自習

家へ移動

夕食・入浴等

自習

就寝

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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１日のスケジュール
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起床・準備
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授業

昼食

授業・自習

夕食

自習

家へ移動

夕食・入浴等

就寝
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１日のスケジュール

6：00

7:00

8:00

10：00

12:00

13:00

16：00

18:00

19:00

21:00

24:00

起床・準備

学校へ移動

自習 

授業 

昼食 

授業 

自習 

家へ移動 

夕食・入浴等 

自習 

就寝

夏期集中講義：実践監査プログラム演習 夏期集中講義：実践監査プログラム演習

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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１日のスケジュール

6:00

7:00

8:00

12:00

13:00

18:00

22:00

23:00

24:00

起床・準備

学校へ移動

授業・自習

昼食

授業・自習

自習

家へ移動

夕食・入浴等

就寝

※プロフィールの学年は取材時のものを掲載しています。

MON

1

2

3

4

5

TUE WED THU FRI SAT

企業法
上級財務会計論

監査制度論

監査基準

特殊講義（海外経営事例研究）

上級原価計算論

上級簿記
特殊講義（経営と会計）
会社経理実務

上級管理会計論
企業法

戦略管理会計論
管理会計事例研究

会計専門職業数学

IFRS実務

上級簿記

上級原価計算論

経営学理論

アカデミックソリューションA※

アカデミックソリューションB※

上級簿記/上級財務会計論

上級原価計算論/上級管理会計論

経営学理論

起業・株式公開事例研究
会計専門職業倫理

夏期集中 秋学期／春学期 ／

クオーター 秋学期／春学期 ／

※2013年度より、ソリューション・イン・アカデミックに名称変更しています。

夏期集中 秋学期／春学期 ／

TUE WED



　管理会計とは、経営管理（マネジメント）に会計情報を利用する側面
に焦点を当てた領域です。多くの企業では調達した資金を効率的に運
用し企業価値を高めることが要求されています。そのため、戦略、計画
や具体的な目標を設定し、その実現に向けて経営資源（ヒト、モノ、カ
ネ、情報）を配分し、また、その目標が達成できたかどうかをフォローす
ることを通じて、今後の経営活動の見直しに役立てていきます。こうし
た一連の企業の経営活動において、「どのような会計情報」を「どのよ
うに利用する」のかを検討するのが管理会計です。
　本研究科の管理会計系では、まず、管理会計の基礎となる計算技法
や理論を「上級原価計算論」や「上級管理会計論」という2つの科目で
学びます。「上級原価計算論」では、経営管理上の重要な会計情報の一
つである製品原価に焦点を当て、具体的な計算方法（費目別計算、部門
別計算、製品別計算など）を学習します。また、「上級管理会計論」では、
製品原価の計算方法以外の主要な技法とその理論（CVP分析、予算管
理システム、事業部制会計、意思決定会計など）を学習します。
　次に、管理会計の個別的なトピックを「戦略管理会計論」、「企業分析
論」、「コストマネジメント論」、「管理会計事例研究」という4つの科目で
選択的に学びます。「戦略管理会計論」では、主に近年注目されている
戦略の実行・創発と管理会計の関連について、「企業分析論」では、財務
諸表データを利用した企業活動の分析手法と理論について学習しま
す。また、「コストマネジメント論」では、企業の戦略的なマネジメント活
動であるコストマネジメントの手法と理論について、「管理会計事例研

講義内容  The Contents of Lecture Graduate School of Kansai University, School of Accountancy
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　財務会計とは、会計情報の利用者を会社外部の資金提供者等（株
主・債権者等）とし、これら外部関係者に対する財務報告の中心的な手
段である財務諸表の基礎にある会計を研究し、学ぶ領域を指していま
す。外部報告会計ともいいます。この財務会計では、会社の活動を一定
の方法で記録し、その記録から作成された会社に関する情報（会計情
報）を、情報利用者に伝達するという一連の行為をカバーしています。
ここでの記録行為を「簿記」（ブック・キーピング）、情報作成行為を「会
計」（アカウンティング）、そして情報伝達行為を「開示」（ディスクロー
ジャー）といいます。
　簿記の基本的な構造を理解したあとは、会計の学習をどんどん進め
ればよいわけです。というのも簿記という技術をどのように使うかを教
えてくれるのが会計だからです。しかし簿記の技術が習得されていな
いと会計の知識を生かしきれません。そういう意味で簿記と会計の学
習は一体的に行われる必要があります。とりわけ、簿記は計算、会計は
理論と割り切って、別個のものとして臨んでいると、総合力を発揮でき
ない可能性があります。
　本研究科では、簿記については、大規模会社に典型的な取引を中心
に学習する「上級簿記」と財務諸表作成に関連する手続きを学習する
「財表作成簿記」を置いています。また、会計については、財務会計の理
論に関する基礎知識を習得するために「上級財務会計論」を置いてい
ます。財務会計が外部報告であるという性格からその内容が社会的に
規制されます。それゆえ財務会計は制度会計とも呼ばれます。またか
かる社会的規制は一般に会計基準により行われます。そこで、われわれ
は「会計制度論」と「会計基準論」を置いています。ただ、最近の会計制
度・会計基準は複雑化の一途をたどっており短時間で全領域を学習す
るのは困難になってきています。そこで、個別の会計領域として「資産
会計論」、「負債・資本会計論」そして「企業結合会計」といった科目を
置いています。
　次に、会計は法律と違って、各国の会計基準の相違を乗り越えて
収斂（しゅうれん）させようと努力がなされてきました。それゆえ、財務
会計の学習においても国際的な感覚を養う必要があります。本研究科
では、会計制度論と会計基準論に対応させて「国際会計制度論」と「国

際会計基準論」を置いています。また、会計は極めて実務的で実践性の
強い学習領域ですから、理論や制度の概要を学んだだけでは十分とは
いえません。そのために、本研究科では、特に近未来的に重要性を増す
国際財務報告基準の理解のために、「会計事例研究」、「国際会計事例
研究」、「IFRS実務」、「英文会計論」を置いています。一方、実務の観点
からは、会計情報をどのように開示していくかが重要になります。この
ため、「ディスクロージャー実務」、「会計戦略論」、「会社経理実務」を
置いています。

◉ 基本科目群
上級簿記
上級財務会計論

◉ 導入科目群 中級商業簿記

◉ 発展科目群

会計基準論
会計制度論
財表作成簿記
国際会計基準論
国際会計制度論
会計事例研究
IFRS実務
会社経理実務
ディスクロージャー実務

◉ 応用科目群

英文会計論
会計戦略論
資産会計論
負債・資本会計論
企業結合会計
国際会計事例研究

◉ 基本科目群
上級原価計算論
上級管理会計論

◉ 導入科目群 中級工業簿記

◉ 発展科目群

戦略管理会計論
企業分析論
コストマネジメント論
管理会計事例研究

◉ 応用科目群
企業価値マネジメント論
マネジメント・コントロール・システム論
国際管理会計事例研究

究」では、現実の企業における管理会計の利用とその背景について学
習します。
　最後に、管理会計の応用的なトピックを「企業価値マネジメント論」、
「マネジメント・コントロール・システム論」、「国際管理会計事例研究」
という3つの科目で選択的に学びます。「企業価値マネジメント論」で
は、主に近年注目される企業価値計算と管理会計との関連について、
「マネジメント・コントロール・システム論」では、システムの全体像と設
計原理について学習します。また、企業活動がグローバルに展開してい
ることを踏まえて、「国際管理会計事例研究」では、グローバル企業に
おける管理会計の利用とその背景について学習します。
　以上、本研究科の管理会計系は多岐におよびますが、これらの科目
を習得することを通じて、今日の企業の経営管理における会計情報の
利用が体系的・具体的に学習できるように配置されています。また、こ
れらの科目から習得できた知識は、現実の企業を分析しさまざまなア
ドバイスを提供するのに役立つことが期待できます。この点で、管理会
計は、財務諸表の作成と報告とは異なる、会計情報利用の重要なもう
一つの側面ということができるでしょう。

管 理 会 計 系
Managerial Accounting

　税務会計系では、１年次配当科目として「上級税務会計論」および
「租税法会計論」を置いています。まず、「上級税務会計論」では、租税
制度の体系や基本原則の基礎知識を習得し、公認会計士試験科目で
ある租税法の中でも重要な法人税法について、計算およびその基礎と
なる理論を学習します。法人税法の知識は公認会計士の監査現場でも
必要不可欠ですから、これについて重点的に実践を踏まえて講義を行
います。そのほか、所得税および消費税法についても基礎知識を習得
することを目指しています。「租税法会計論」では、「上級税務会計論」
を踏まえて、実務上、問題になることの多い法人税法及び消費税法関
係の項目についての知識の習得を目的とします。
　２年次配当科目として、税務戦略および事例研究をテーマとした科

目を置いています。税務戦略に関する授業「上級税務戦略論」、「国際
税務戦略論」は、税務計画（tax planning）と税務争訟に関する基礎理
論の習得とその応用能力の育成を目的としています。高度経済成長を
見込めないこれからの経済環境下では、売上の拡大ではなく、むしろ税
引後キャッシュ・フローの最大化こそが重要な経営課題となりますが、
そのためには、取引の形態・時期・価格、さらには投資、資金調達、給与
体系、組織形態等に関する効率的な税務計画が必要となるからです。
　事例研究をテーマとする科目「税務会計事例研究」、「国際税務会計
事例研究」では、不服審判事例や質疑応答事例などを取り上げ、個々の
結論に到達するまでの思考プロセスを研究することにより税法の立法
趣旨の理解を深め、実践的な対応可能性を身につけることを目的とし
ています。

税 務 会 計 系
Tax Accounting

財 務 会 計 系
Financial Accounting

◉ 発展科目群

上級税務会計論
租税法会計論
上級税務戦略論
税務会計事例研究

◉ 応用科目群
国際税務戦略論
国際税務会計事例研究
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◉ 基本科目群
監査制度論
監査基準

◉ 発展科目群

監査実施論
監査報告論
国際監査制度論
監査事例研究

◉ 応用科目群

会計検査制度論
保証業務論
内部監査論
不正摘発監査論
国際監査事例研究

講義内容  The Contents of Lecture Graduate School of Kansai University, School of Accountancy

　本研究科では、高度職業会計人となり、その後、本研究科の理念で
ある「超会計人」として成功するために欠くことのできない最も中心的
な科目として、監査に関連する科目を捉え、設置以来、体系的かつ重点
的に監査系科目として11科目を、その他系列に４科目を配置していま
す。これは、監査に関する理解が公認会計士という職業にとって肝
要なだけでなく、社会的・経済的にも次のような理由から重要と考え
るからです。
　ある契約関係にある複数の当事者間に利害対立が存在する場合、そ
の利害対立の解消を図ることなく契約関係を維持することは不可能で
す。また企業は、資金調達の容易化や商品の販売促進のために、一定
の情報を自ら開示しようとします。これらの情報には情報の出し手側
の主観的要素が含まれており、出し手側に有利になるように作成・公
表される可能性があります。したがって、このような利害対立の解消の
ための情報や意思決定に役立てるための情報には、本来的に信頼性に
疑念があり、その信頼性を確保するための方策が必須となります。ここ
に情報の信頼性を保証する専門家による監査に対するニーズが生まれ
ます。このようなニーズは、我が国だけのものではなく世界中に共通し
て存在します。
　本研究科では、教育効果を高めるため、監査論を機能的に分類し、
「監査制度論」、「監査基準」、「監査実施論」、「監査報告論」として
提供しています。本研究科学生は、基本科目として「監査制度論」と
「監査基準」を習得したことを前提に、発展科目として「監査実施論」
と「監査報告論」を履修するとともに、実践科目としての「監査事例研
究」を履修することで、理論的に学んだ体系的な知識を実務面から確
認することができます。
　これらの職業的監査人にとって根幹をなす４科目が習得された後、
学生は、「超会計人」として自らの得意となる分野を創出すべく、監査
に関する専門知識の深度を深めるために、「保証業務論」、「内部監査
論」、「不正摘発監査論」、「会計検査制度論」といった応用科目を履
修することができます。またその専門知識の広がりを求める学生には、
「国際監査制度論」や「国際監査事例研究」が配当されます。さらに
公監査指向の「公監査論」や「公会計・公監査事例研究」、IT指向の超

会計人にとって不可欠な「基本監査プログラム演習」や「実践監査プロ
グラム演習」も提供されています。特に「実践監査プログラム演習」
は、世界中で数多くの企業等に導入実績のあるTeamMateという監
査ツールを教育用ソフトとして利用し、他の会計大学院には例を見な
い先進的なIT監査教育を実施しています。
　このような監査の専門知識を深めるための科目群や、その広がりを
求める科目群は、高度職業会計人となった後の超会計人としての成功
を可能にするとともに、既に現役の高度職業会計人の成功をより一層
確実にするものと位置付けることができます。

監 査 系
Auditing

　法律系科目については、公認会計士になるべく必要とされる科目の
みならず、さらに「法律に強い公認会計士」を目指すべくより深い学習
ができるよう科目を配置しています。また、企業において活躍すること
を目指すためにも、リーガル・マインドを身につけておくことは必要と
なります。法律系科目は、企業法科目、民法科目、税法学科目および行
政法科目に大きく分けることができます。
　企業法科目としては、「企業法」、「会社法」、「上級会社法」、「金融商品
取引法」、「商法」および「企業法判例演習」があります。基本科目である
「企業法」は、法律系科目の中心として企業に関連する法を基礎から学
習します。特に、企業に関する法制度につき、「なぜそのような法制度が
存在するのか？」ということを中心に学習し、企業法の基本的な理解を
得ることを目的としています。企業を取り巻く各種の法規制を体系的
にとらえ、それぞれの趣旨を理解し全体的な内容を把握することを心
がけます。そして、「会社法」は、「企業法」で学習した内容を踏まえて、
会社法、具体的には会社法総論および株式会社法（株式、機関、計算、
資金調達、設立、企業再編など）を中心に学習します。さらに、「上級会
社法」では、会社法について、基本的な学習が終了していることを前提
に、さらに発展的な学習を行います。特に、会社法の個々の内容を深く
学習するのみならず、各領域にまたがる横断的な学習もまた積極的に
行っていきます。
　「金融商品取引法」および「商法」は、それぞれ金融商品取引法および
商法総則商行為法を学習します。それぞれの法制度を体系的に把握
し、その中にある個々の法規制については意義・趣旨・要件・効果を明
らかにすることで正確に理解することを目指します。さらに、具体的な
判例や設例を用いて、実際の法の運用についても学習します。
　「企業法判例演習」では、会社法における重要な判例を題材として、
当該判例が採用した法解釈の根拠、その妥当性、学説の状況等を検討
することを通して、会社法をより深く理解することを目的としています。
受講生全員が事前に判例を予習し、授業時には、担当の受講生が当
該判例の解説を試み、その後、受講生全体で討論を行うという受講生
主体の演習形式で行われます。
　民法科目には、「民法（総則・物権）」および「民法（債権）」があり、それ

ぞれにおいて民法の条文を具体的事例に適用して、妥当な結論を導く
ことが可能となるように、事例を取り上げて学習します。
　税法科目には、「租税法理論」および「法人税法」があります。「租税法
理論」は、租税法総論および租税法各論のうち、所得税法、消費税法を
中心に概観し、これによって、租税法の基礎理論を理解することを目的
としています。「法人税法」は、現代法人税法の基本構造の理解を目的
としています。特に、法人税法と企業会計の違いを明らかにしつつ、法
人税の課税所得の計算の仕組みを扱い、かつ条文の解釈・適用および
法人税法の考え方を明らかにすることになります。

法 律 系
Law

◉ 基本科目群 企業法

◉ 発展科目群

商法
会社法
民法（総則・物権）
金融商品取引法
上級会社法
租税法理論
民法（債権）
企業法判例演習

◉ 応用科目群 法人税法
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公会計理論
公監査論
政府・自治体会計論

行政法
非営利会計論
国際公会計制度論
公会計・公監査事例研究

◉ 応用科目群

◉ 発展科目群

◉ 発展科目群

経営学理論
経営戦略論
経営組織論
起業・株式公開事例研究

◉ 応用科目群
プロダクト・マネジメント論
国際経営論
企業再生事例研究

インベストメント論
コーポレート・ファイナンス論
資本市場論

中小企業金融論
リスク分析論
国際財務戦略論

◉ 応用科目群

◉ 発展科目群

　公認会計士試験の選択科目の一つである『経営学』は、経営管理と
財務管理からなっています。経営管理は、経営管理の基礎および経営
戦略、経営組織等が出題範囲となります。経営系では、発展科目群とし
て、経営学全体を学ぶ「経営学理論」、さらにより深く「経営戦略論」、
「経営組織論」を学習しますが、これらは、試験勉強を超えた、経営に
対するより深い理解を得ることを目標としています。応用科目群とし
て、企業の製品開発のあり方を学習する「プロダクト・マネジメント

論」、多国籍企業の行動および戦略を理解する「国際経営論」という
先端的な分野を、さらに、実務家による具体的な事例を分析して研究
する「起業・株式公開事例研究」、「企業再生事例研究」により、実際
の経営問題について、様々な面から幅広く学習します。

経 営 系
Management

　公認会計士試験では経営学の一分野とされている財務管理につい
て、発展科目群の「インベストメント論」、「コーポレート・ファイナン
ス論」で学習します。単に試験対策ではなく、ファイナンス理論の基礎
をじっくりと学習するとともに、企業の財務的意思決定の枠組みを理
解することを目的としています。「資本市場論」では、公認会計士もそ
の一員であり、企業と投資家を仲立ちしている資本市場について、その
全体像を把握します。さらに応用科目群では、多国籍企業のワールド

ワイドな財務戦略についてその理論から実際の状況まで学習する「国
際財務戦略論」、銀行の融資審査の実務経験者が講師となって、中小
企業の資金調達手法の現状と問題点を学ぶ「中小企業金融論」、コン
サルティング会社のリスク分析専門家が、実際のリスク事例をもとに
研究を行う「リスク分析論」を学習します。

ファイナンス系
Finance

　会計の分野は営利企業にとどまらず、政府部門や非営利部門におい
ても重要です。これらの部門においては、利潤の獲得を目的としていま
せんが、お金の使い方やその効果、組織の規模の適正さが問題となり
ます。従って、納税者を中心とする利害関係者に対するアカウンタビリ
ティの履行と透明性の確保が強く求められています。
　現在は全世界的にそのためのインフラとしての会計・監査制度の整
備が進んでいる段階にあります。海外では、行財政改革等を契機に、
政府部門では伝統的な現金主義会計から発生主義会計への改革が進
められました。最近では地域間の比較可能性を担保するため、国際公
会計基準といったグローバルスタンダード作成の動きが進んでいま
す。また、我が国においても、東京都等の先進的な自治体においては、
複式簿記の導入が始まっています。国においても省庁別財務書類と
いった発生主義会計導入の試みが進められています。
　一方、非営利部門においては目的の異なる多様な組織間の会計・監
査制度を収斂させようとする動きがあります。
　授業科目では、このような動きを踏まえ、企業会計及び監査との対
比で基礎的な理論を習得させる「公会計理論」、「公監査論」、「政

府・自治体会計論」のほか、国内外の政府部門及び非営利部門の会
計・監査制度の現状と課題をテーマとする「非営利会計論」、「国際公
会計制度論」、「公会計・公監査事例研究」を設けています。会計が政
府部門及び非営利部門においてどのような役割を果たすのかを学び、
会計専門家としてより有用な情報の作成及び開示を指導できるような
知識の習得を目指して学習します。
　また、「行政法」は、会計専門職にとって必要な『行政に関する法制
度と法理論』を理解することを目的としています。本科目では、行政法
の一般的な体系や理論を学習するとともに、国家財政・地方財政や公
会計に関する法制度・法理論、NPM（New Public Management）に
基づく行政に関する法制度・法理論、行政評価や監査に関する法制度・
法理論などを学習します。

行 政 系
Public Sector

　経済・ＩＴ系では、経済・統計関係の科目として、「ミクロ経済学」、
「マクロ経済学」、「公共経済学」、「統計学」を開講していますが、横
断科目の「会計専門職業数学」が関連科目として開講されています。こ
れらの科目は、公認会計士の選択試験科目の『経済学』と『統計学』に
関係のある科目です。公認会計士の試験科目として『経済学』を選択
する場合には、「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、そして「会計専門
職業数学」の受講を、試験科目として『統計学』を選択する場合には、
「統計学」と「会計専門職業数学」の受講をお勧めします。また、「会
計専門職業数学」は経済学、経営学のみならず会計学にも必要な基礎
的な科目であるので、どのような専攻の学生でも受講することを勧め
たいと思います。将来、公認会計士として社会で活躍する時には、ここ
で学んだ経済学や経営学は非常に有益であると考えています。
　また、ＩＴ・ビジネススキル関係の科目として、プロフェッショナルと
しての会計専門職になるための、より実践的な科目が配置されていま
す。「実践コミュニケーション」では、社会人基礎力を自らのスキルと
して身に付けます。「基本会計プログラム演習」や「基本監査プログラ
ム演習」では、本研究科での教育を目的として新たに開発されたソフ
トウェアを使用して、会計や監査のIT基礎実践力を習得します。そし

て、「実践会計プログラム演習」、「実践監査プログラム演習」、
「XBRL論」では、実際の会計・監査フィールドで利用されているソフ
トウェアを使用し、即戦力となるスキルを習得します。また、「BATIC
演習」では、国際会計検定（BATIC）に焦点を合わせ、国際会計の知識
と英語力を同時に取得し、「国際コミュニケーション論」では、国際ビ
ジネスにおける取引と英語を同時に習得します。そして、「リサーチ・メ
ソドロジー」では、情報収集・分析・解釈を中心にした問題発見・解決
能力を強化し習得します。

経 済・ＩＴ 系
Economics / IT

　本研究科では、とりわけ高い職業的価値観と高度な倫理観に根ざし
た会計プロフェッションの育成が期待されています。基本科目群「会
計専門職業倫理」では、健全な会計マインドと高度な倫理観を備えた
人材の育成を目的としています。監査および会計の専門家である公認
会計士は、公益上の使命と職責を果たすために、専門的知識の習得に
加えて、独立性の保持および倫理に関する高い認識が求められていま
す。受講生の理解を促すため、実務上の事例も取り入れて学習します。
　具体的には、公認会計士の職業倫理に関して、その理論的体系、会計
スキャンダルとの関係や独立性との関係、法規制や公認会計士協会や
国際会計士連盟の規則と監査人の責任、監査業務の品質管理を学習
します。さらに、会計判断上の職業倫理の問題について、具体的事例を
検討し、ディスカッションを行います。
　発展科目群「会計専門職業数学」は、会計学、経営学、経済学などで
用いる基本的な数学を教授する講義です。会計学、経営学、経済学で用
いる数学は、基本的には「解析学」と「線形代数」です。「解析学」では、
微分と積分が中心になります。特に、微分が非常に重要であり、多変数
関数の微分が中心となります。さらに、多変数関数の最大、最小問題が
ポイントとなります。積分は会計学、経営学、経済学で長期モデル分析
などの高度な内容の分析を行う時に用いる数学ですが、基本的な内容

の分析ではあまり用いることはありません。また、「線形代数」は、経済
学の「産業連関分析」や「多部門経済成長モデル」などで用いますが、こ
の「会計専門職業数学」の講義内容ではあまり用いられない数学です。
したがって、本講義ではまず関数についての基礎知識を教授し、その
後微分、多変数関数の微分、多変数の最大、最小問題を講義します。
　応用科目群「特殊講義（各テーマ）」では、企業経営などに関連した今
日的なテーマを取り上げ、見識ある職業人を育てることを目的としてい
ます。

横 断 科 目
Crossing Subjects 

ミクロ経済学
統計学
マクロ経済学
基本会計プログラム演習
基本監査プログラム演習
ＢＡＴＩＣ演習
実践会計プログラム演習
実践監査プログラム演習

実践コミュニケーション
公共経済学
ＸＢＲＬ論
リサーチ・メソドロジー
国際コミュニケーション論

◉ 応用科目群

◉ 発展科目群

◉ 基本科目群 会計専門職業倫理

◉ 発展科目群 会計専門職業数学

◉ 応用科目群

2013年度は5つのテーマを開講しています。

特殊講義（ 企業経営を取り巻く会計の課題と方向 ）
特殊講義（ 経営と会計 ）
特殊講義（ 海外経営事例研究 ）
特殊講義（ 証券アナリスト協会寄附講座・証券アナリストの基礎 ）
特殊講義（ ERPと会計 ）

特殊講義（各テーマ）
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◉ 発展科目群
ソリューション・イン・アカデミック
ソリューション・イン・プロフェッショナル
ソリューション・イン・エキスパータイズ

◉ 発展科目群 論文指導・修士論文（基礎）

◉ 応用科目群 論文指導・修士論文（実践）
修士論文

　発展科目群の「ソリューション・イン・アカデミック」では、ともすれ
ば受身的な専門知識の習得のみに陥りがちな学生に対して、勉学に対
する能動的な心構えを身に付けることを目的としています。具体的に
は、各教員の指導のもとに、一定のテーマを設け、それに対する的確な
文章作成とその効果的なプレゼンテーションを演習形式で実施し、学
生相互に練磨することで、他の科目に対する横断的な教育効果を期待
しています。
　「ソリューション・イン・プロフェッショナル」、「ソリューション・イ
ン・エキスパータイズ」では、すでに一定の専門知識と能力を有した学

生を対象に、当該学生の比較優位分野を検出し、大学院修了後の進路
を視野に入れたキャリアプランについて、各教員の指導からのカウン
セリングをもとに、主として応用科目群の履修設計を行い、得意となる
職域の確保を目的としています。また、その過程でも、作文やプレゼン
テーションを通じて、各自の知識・能力の研鑽を図ります。

　修士論文関連科目では、特に研究志向の強い学生ないしはそのよう
な素養のある学生に対して、当該学生が関心を持つ論点に関する修士
論文の作成を個別に指導し、将来の研究職等への道筋をつけることを
目的としています。また、このような能力は、専門職業界が必要とする
論理的に一貫した基準設定や報告書作成に役立つものですし、さらに
は、世界的な基準設定機関への参加を可能とするものでもあります。

個別演習科目
Individual Exercise Subjects 

修士論文科目
Research Paper

　本会計専門職大学院は、会計について基本的な知識を有していることを前提に、高度で専門的な知識を段階的に提供しています。しかし、入
学生の中には、「超会計人」になるための素養は有しているものの、会計についての基本的な知識をまだ有していない方もいます。そこで、特にこ
うした方を対象に、専門的な学習を行う前段階として、新たに導入科目群（「中級商業簿記」「中級工業簿記」の２科目）を設置し、入学後に提供
しています。

◉会計の基本的な知識の習得については、本大学院で合格後から入学前の期間に実施している入学前教育プログラムなどでもサポートしています
　ので、積極的に活用してください。

（１）導入科目群科目の履修について
　導入科目群科目の履修が必要となる方は、入学者の中で会計につい
ての基本的な知識をまだ有していない（入学時に日商簿記検定２級程
度のレベルに至っていない）と本大学院が判定した方です。具体的に
は、入試方式やその成績に応じて会計の基礎力を判定します。
　それ以外の方は、導入科目群科目を履修する必要はありません。な
お、導入科目群科目の履修対象者は、その単位修得まで、基本科目群
科目（企業法を除く）の履修は認められません。

入試合格発表時：
入試方式やその成績により
会計の基礎力を判定

A：導入科目群科目履修
不要の判定

B：導入科目群科目履修
必要の判定

入学前教育プログラムで実
力確認テストを受験し、一定
程度以上の得点を

A：修めた
B：修めなかった

A：下記資格のいずれかを取得
B：下記資格のいずれも取得なし
・日商簿記検定2級以上
・ビジネス会計検定2級以上
・全国経理学校協会簿記能力検定
　1級以上［科目合格を除く］

（２）導入科目群科目の履修免除について
　入試合格発表時点で、導入科目群科目の履修が必要と判定された場
合でも、入学時までに、以下の①または②に該当する場合は、導入科目
群科目の履修を免除します。
①入学前教育プログラムの一環として実施される実力確認テスト（３
月実施予定）において、一定程度以上の得点を修めた場合

②入学までに「日商簿記検定２級以上」、「ビジネス会計検定２級以
上」、「全国経理学校協会簿記能力検定１級以上［科目合格を除
く］」のいずれかに合格した場合

導入科目群について

【導入科目群科目 履修決定のフロー】

導入科目群科目の
履修不要

導入科目群科目の
履修

Aの場合→へ
Bの場合→へ

教育課程編成・実施の方針
（カリキュラム・ポリシー）

学位授与の方針
（ディプロマ・ポリシー）

　会計研究科においては、(1)高度な職業会計人となるために国際教育
基準で求められる水準の確保、(2)公益を意識した職業倫理感の醸成、
(3)会計・監査（保証）・税務業務の高度化・拡大への対応、(4)将来の幅広
い進路選択を可能とするキャリア支援、を基本方針としてカリキュラム
体系を編成している。これらの教育目標を達成させるべく、タテ糸とし
て、本研究科での専門職教育を受けるための前提となる導入科目群、そ
の上で会計専門職のために必須となる基本科目群、会計専門職として
の実務適応教育を行う発展科目群、そして会計専門職として突出した専
門分野を養う応用科目群を置き、ヨコ糸として、会計専門職としての

ベーシック・スキルとしての会計系科目4系列（財務会計、管理会計、監
査、税務）と、アドバンスト・スキルとしての非会計系科目5系列（法律、
経営、ファイナンス、行政、経済・IT）を配置している。これらの系統別科
目に加えて、各系列に属さない専門職業共通の科目として横断科目、
個々の学生に応じた学習指導及びキャリア・プランニングを可能とする
個別演習指導、さらに研究指向の論文作成の指導も行える体制として
いる。学生は、これらのタテ糸系列の応用可能性とヨコ糸系列の広範・
多様性を、自らが指向するキャリアに最適の組合せで習得することが
可能となり、職業的監査人を目指す職業会計人（Professional 
Accountantコース）だけでなく、企業等の組織内での活躍を志望する
会計人（Professional Accountant in Businessコース）、さらには研
究者等の道（Research Paperコース）を採ることができる。

　会計研究科では、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した会計
人」を、すなわち「会計心をもった超会計人」を養成する。「会計心」と
は、専門の会計職業人としての職業倫理観及び豊かな会計的センス、
高度な判断能力や思考能力を持ち合わせた健全な精神を意味する。
そして、会計人とは、公認会計士を代表とする会計専門職のことである
が、「超会計人」とは、理論と実務に習熟し、自分の特長を生かして得意
分野をもった、競争に勝てる会計専門職を意味する。すなわち、「会計
心をもった超会計人」とは、監査界、産業界、官公庁において、リーダー
足りうる会計専門職であり、具体的にいえば、監査に強いだけでなく、

(1)財務に強い会計人、(2)ITに強い会計人、(3)法律に強い会計人、(4)
経営に強い会計人、(5)行政に強い会計人を養成する。本研究科では、
以上の能力を身につけた「超会計人」に対して、「MBA  i n  
Accountancy(会計修士) 」を与える。
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入学前教育プログラムについて
　本会計専門職大学院では、新学期からの学習に備えて、入学予定のみなさんが
各自で入学前に一定の水準まで学習を進めることで、入学後の講義内容をス
ムーズに理解できることを目的とし、入学前教育プログラムを計2回実施して
います。
　第1回では課題内容および勉強方法の説明や在学生との懇談会を開催し、第
2回では実力確認テストと客員教授による講演会をそれぞれ実施します。
　また、日商簿記検定2級未取得の入学予定者には、本学エクステンション・
リードセンターでの資格講座受講を案内しています。

2012年度の業界説明会開催一覧（実績）

今後も、各種企業団体の協力を得て、就職支援のための業界説明会を開催する予定です。

協力団体等
新日本有限責任監査法人
株式会社日本経営
有限責任あずさ監査法人

監査法人業界説明会
税理士法人・コンサルティング業界説明会
監査法人業界説明会

内　容開催日
  6月20日
12月  6日
12月20日

修了年度

2010年度

2011年度

2012年度

主な就職先

過去3年間の修了生（公認会計士試験合格者以外）の主な就職先

過去3年間実績
合格年度

2010年度

2011年度

2012年度

合格者数

10名（3名）

  7名（1名）

  9名（3名）

主な就職先

就職支援について
　本会計専門職大学院では、学内外の組織と連携しながら、さまざまな就職支援を
行っています。
●専門分野での就職を目指す人へ
　本学OB・OGを含む現役の業界人の方々をお招きし、監査法人や税理士法人・コ
ンサルティング業界説明会、証券アナリスト説明会等を開催しています。
　いずれも、多岐に渡る業務の内容や採用情報について、現場で活躍されている
方々の生の声が聞ける絶好のチャンスです。事前申し込みは不要の説明会ですの
で、専門スキルを活かして働きたいと考えているみなさんは自由に参加できます。

　本会計専門職大学院では、在学
生・修了生の就職支援および資格
取得支援を目的として、就職・資格
対策委員会を組織し、会計専門職
大学院＝公認会計士＝監査法人と
いうキャリアパスだけでなく一般
企業を含めて、多様なキャリアパス
への支援を進めています。

在学中 オフィス・アワーについて
　本会計専門職大学院では、講義における疑問点や勉学の方法などを含め、さ
まざまな問題について教員に直接相談できるオフィスアワーを設けています。
　会計専門職大学院学年暦の授業期間内に、個人研究室や教室等で相談を受
け付けます。教員ごとに固定の時間帯を設定していますが、それ以外の時間帯
でもできる限り対応しています。
　詳細は、学内掲示や事務室からのお知らせにて確認できます。

監査法人のインターンシップ制度

喜多 宏樹 さん　1年次生
インターンシップ先：
新日本有限責任監査法人（大阪事務所）
インターンの期間：
2013年2月18日（月）～22日（金）（5日間）

メッセージ　Message

公認会計士試験合格者状況

就職状況

オフィスアワーについて

　本学では2007年度より毎年、会計大学院協会の主催により、
将来、監査法人に勤めたいと思う人を対象に、監査法人でのイ
ンターンシップを実施しています。毎年2月下旬に東京や大阪の
監査法人に赴き、5日間の日程で模擬監査や工場見学を体験し
ます。毎年5名程度の参加者があります。参加者については、成
績等を勘案して学内で選考を行い、その後、会計大学院協会に

推薦し、改めて会計大学院協会で選考され決定します。受入法
人は、有限責任あずさ監査法人、新日本有限責任監査法人、有
限責任監査法人トーマツ、あらた監査法人です（2009～2012
年度実績）。インターンシップ実施前に学内説明会を、実施後に
は体験報告会を実施しています。

　本学キャリアセンター協力の下、大学院生を対象として就職
活動ガイダンスを開催しています。
　1年次生には就職活動の進め方を、すでに就職活動をしている
2年次生には就職活動の動向や具体的な実践方法をそれぞれ

指導する説明会となっています。
　そのほか、一般企業からの求人情報を学生に提供したり、
企業の採用担当者向けに本学会計専門職大学院についての
広報活動を行ったりするなどの支援も実施しています。

●一般企業での就職を目指す人へ

新日本有限責任監査法人、有限責任あずさ監査法人、
有限責任監査法人トーマツ、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人、
あらた監査法人、住友電気工業株式会社、阪急電鉄株式会社、他

※（　）内は、在学生合格者数を示す。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、
ＹＫＫ株式会社、日本電産株式会社、テルモ株式会社、ヤマザキナビスコ株式会社、
東京コンサルティング・グループ、名古屋国税局国税専門官、他
　
三菱電機株式会社、三井石油株式会社、株式会社日立ビルシステム、
ソニーセミコンダクタ株式会社、富士通エフ・アイ・ピー株式会社、バンドー化学株式会社、
東京都職員、日本公認会計士協会総合職、神戸大学大学院経営学研究科前期課程進学、他
　
日本新薬株式会社、株式会社三越伊勢丹、株式会社カネカ、キユーピー株式会社、
三井住友ファイナンス&リース株式会社、株式会社ゼンショーホールディングス、
パナソニックリビング近畿株式会社、東京国税局国税専門官、他

　私は、今回の監査法人インターンシップにおいて、公認会計士
という職業の雰囲気をつかむ、そして座学では漠然としていた会
計士の独占業務である監査に対するイメージを具体的にする、
という目的を持って参加しました。
　インターンシップ先では、監査の一連の流れや手続の講義、実
際に使われている監査ツールに触れ、講義を通じて得た知識を
活用して模擬監査を行いました。そして、実際に監査法人で勤務
されている方々とお話をさせていただきました。

　特に模擬監査においては、実査、立会、質問等の監査手続を実
際に行使することで自分の中で漠然としていた監査というもの
を具体化することができました。企業から提示された数値が合理
的であるという心証を得るためには、いわゆる職業的懐疑心を
発揮することが大切であり、得られた情報を合理的と思えるレベ
ルまで分析・追求する姿勢が問われました。ただし、限られた時間
等の中でこれらの心証を得るには効率良く作業や手続きを行う
必要があり、またクライアントとの関係にも配慮するなど、実際
はコミュニケーションやチームの連携といった知識以外の部分
で考えるべきことが多い仕事であることを実感しました。
　このインターンシップは、私にとって公認会計士になるという
自身の目標をより強く認識するものとなりました。この経験をも
とに普段の勉強で監査をより具体的にイメージし、知識を強固に
すると共に、現場に出てから活躍できるよう、必要なコミュニ
ケーション能力を磨いていきたいと思います。

01

02

03

※プロフィールの学年は取材時のものを掲載しています。

入学前 修了前

在学中
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　これから関西大学会計専門職大学院（以下、
本学AS）に入学しようと考えておられる方の中
には、公認会計士を目指しておられる方、会計
の専門的知識を活かして一般企業の経理・財
務部に就きたい方など、様々な方々がおられ
ると思います。
　まず前者の方に対してお伝えしたいのは、本
学ASには、公認会計士試験受験のための最高
の環境が揃っているということです。それは、
24時間利用可能な自習室、個人のロッカー、共
に合格を目指す仲間、それをバックアップして

くださる先生方です。私自身、公認会計士試験
に合格することができましたが、この環境が一
つでも欠けていたら、今の自分はなかったと思
います。皆さんも、これらをフル活用して、合格
を勝ち取っていただきたいです。
　次に後者の方に対してお伝えしたいのは、日
本においても、今後は国際的な会計基準・監査
基準の知識が必要になってくると思いますが、
そのような知識も本学ASではしっかり身に付
けることができるということです。また、本学
ＡＳでは、会計についての知識だけではなく、

なぜこのような会計処理を行うのかという基
準の趣旨まで考え抜く力も身に付きます。そ
のような力は、会計人として生きていく上で非
常に重要であり、仕事をする上で役立ちます。
　最後に両者の方にお伝えしたいのは、本学
ASには、公認会計士として監査法人に勤務し
ておられる方や一般事業会社で経理・財務部
に勤めておられる様々な方との人脈を作るこ
とができるということです。今後の人生におい
ても、その人脈から、一般事業会社の経理・財
務部の方は、監査人からの視点で、監査法人に
勤務されておられる方は、会社の経理・財務部
からの視点で、意見をもらえたり、相談できる
仲間を作ることができます。それは、私自身に
も、皆さんにとっても、財産になると考えます。
　皆さんも、このような最高の環境・仲間と共
に、勉学に励み、夢を掴んでいただきたいと思
います。きっと今までとは違う自分に出会え
る、明るい未来があなたを待っています。

　皆さんこんにちは。
　この文章を読まれているということは、関西
大学会計専門職大学院（以下、本学AS）に多か
れ少なかれ興味があるからだと思います。そ
んな皆さんに私からアドバイスを送りたいと
思います。
　ASを目指す多くの方が公認会計士を目指し
ていると思います。公認会計士という資格をと
ることだけが目標なら、本学ASは遠回りかもし
れません。しかし、公認会計士になって活躍す
ることが目標だというのなら、本学ASは近道
だと私は思います。
　私が本学ASに進んだきっかけは、大学の授

業の一つとして受講していた簿記の授業が苦
手だったことが挙げられます。そんな私がなぜ
本学ASへと進学したかというと、苦手な中に
もやりがいを感じたからです。やりがいの中に
楽しさを発見し、会計というものの最高峰を目
指したいと考えるようになり、入学を決意しま
した。
　本学ASのカリキュラムは、すべてが公認会
計士試験の勉強に直結するわけではありませ
ん。しかし、本学ASで学ぶメリットは多いと思
います。私は特に以下の３点を挙げたいと思い
ます。
　1点目は、会計のバックグラウンドに関する

知識の習得やプレゼンテーション能力の向上
など、本学ASが私に与えてくれたものは計り
知れません。これらの知識は今後も私の職務
のプラスになると確信しています。2点目は、
現在の公認会計士試験は非常に難関であると
言われています。その中でただ暗記だけに走
るのではなく、理解に努め、物事に柔軟に対応
していこうとする姿勢は本学ASで勉強する中
で身に付きました。これは試験範囲外の知識
も理解することを求める、本学ASのカリキュラ
ムのおかげだと思います。3点目は、多くの仲
間と出会い、切磋琢磨できたことです。共に勉
強し、共に成長できたことは受験勉強にメリハ
リを与えてくれ、これから入学しようとする皆
さんのプラスとなるだけではなく、生涯の宝と
なるでしょう。
　皆さんの一人でも多くが、本学ASから公認
会計士として世界に羽ばたくことを願ってい
ます。

　私は社会人を経験して、関西大学会計専門
職大学院（以下、本学ＡＳ）へ入学しました。社会
人時代には、企業経営に関わる仕事に携わって
おり、様々な基準や制度について疑問を持つこ
とがありました。この手続きは何のために必要
なのか、この作業は手続きとして行って問題は
ないのだろうかと、明確な答えを出すことがで
きず、日々の仕事に追われていました。しかし、
このような疑問に対して、自分なりの答えを出
さずに仕事をしていても面白くないと感じ、本
学ＡＳで再度勉強をしてみたいと考え、入学を

決意しました。
　本学ＡＳには、疑問に対して非常に多くの答
えが用意してありました。各分野の専門家の先
生方が、色々な視点から問題に対しての回答
方法を教えてくださいます。会計分野の先生方
は、ほぼ毎日おられ、勉強面に限らず、様々な面
での質問や相談に乗ってくださいます。また、
実務家の先生によって行われる授業は、社会情
勢等を体験できる非常に刺激的な時間でした。
　設備面においては、24時間使用可能な自習
室が設置されていますし、図書館には非常に多

くの書物が用意されています。自分のペースに
合わせて学習が進められる状態は、非常にあり
がたかったです。
　勉強をするという意欲と根性さえあれば、会
計の分野に限ることなく、様々な分野の学習を
行うこともできる学び舎です。その中で私は、
保証業務というものが、我が国においてどのよ
うに発達してきたのかということに興味を持ち
ました。現在メジャーなものとしては、監査や四
半期レビューといったものがあります。これら
が制度化される以前、どのように保証業務が行
われていたのか、どのような経緯を経て、制度
化されるに至ったのかということについて、調
べたいと考えるようになりました。そんな折、本
学ASには保証業務を専門的に研究されている
先生がいらっしゃり、日本で唯一博士課程にお
いて学ぶことができるということを知り、博士
課程へ進学を決意するにいたりました。
　多くの不安を抱え学習を進めることになると
は思いますが、ここは可能性を高め、世界を広
げてくれる場所です。本学ASで、あなたの無限
の可能性を見つけてください。

　学部時代、周囲の学生との差別化を図るた
め、資格取得を考えました。その資格が簿記で
あり、会計との出会いでもありました。
　勉強を続ける中で、会計学をもっと体系的に
深く学びたいと思い、関西大学会計専門職大
学院（以下、本学AS）への進学を志しました。
本学ASに進学した最大の理由は、環境が万全
に整っていたからです。設備面においては、自
習室が２４時間利用可能であり、自らのやる気
さえあれば、いつでも勉強に励むことができま
す。特に私が影響を受けたことは、刺激を与え
てくれる存在が常に周囲にいることでした。本
学ASには、公認会計士を志す人や、企業への

就職を目指す人、税理士や公務員などの資格
取得に励む人など、様々な人が集まっていま
す。それぞれ目標は異なりますが、そのために
努力している姿は、自分自身の何よりの刺激と
なります。
　進学後は財務会計や監査論、特に内部統制
について専門的に学びました。最も充実した内
容となったのは、ソリューション科目でした。
私のクラスでは、有名企業の不正・粉飾事例を
もとに、内部統制についての問題点や改善点
をプレゼンテーションしたのですが、そのプレ
ゼンに対して的確なアドバイスをしていただけ
る教員や切磋琢磨できる仲間がいることに

よって、自分一人では見過ごしていたことに気
付く契機となり、意欲的に取り組むことができ
ました。もちろん、他にも充実した授業は数多
くありました。会計系科目である、実際の企業
を例に扱う各事例研究は理論と実状のギャッ
プを知ることができ、有意義なものでした。非
会計系科目においては、中小企業金融論や起
業・株式公開事例研究、各プログラム演習など
を履修することにより、幅広い知識やビジネス
スキルの習得を実践することができました。授
業の進行については、事例研究をはじめ、発表
や議論を行う授業が多くあり、積極的に取り組
むことにより、インプットした知識をアウトプッ
トすることで、より充実した授業内容となりま
した。
　ここまで、私の考え・経験・思いを中心に述
べてきましたが、皆さんが自身の目標を考え
たときに、会計が関わっているのであれば、ぜ
ひ「本学AS」を目標達成のステップの一つに加
えることを検討してみてください。進路に迷っ
たときや困ったとき、疲れたときはきっと、先生
方や共に高め合える仲間が皆さんの支えとな
り、力となります。より良い道を歩まれること
を、心よりお祈り申し上げます。願わくは、その
道の途中に「本学AS」の存在があらんことを。

現  在：日本新薬株式会社 勤務

一般企業

鎌田 啓貴（2009年3月修了）
現  在：関西大学大学院｠博士課程後期課程 商学研究科｠会計学専攻 在学
　  　　鎌田特殊鋼株式会社 勤務

可能性を高め、
世界を広げる場所
進学

王　 昌隆（2013年3月修了）

高め合える仲間の存在

現  在：有限責任監査法人トーマツ東京事務所 勤務

監査法人

山野 賢一（2012年3月修了）

知識だけでなく、
人とのつながりも獲得
監査法人知識だけでなく、知識だけでなく、

松本 雄介（2011年3月修了）

「簿記嫌い」が公認会計士に

現  在：有限責任監査法人トーマツ 勤務
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■ 担当科目
会計制度論、公会計理論、論文指導・修士論文（基礎）、負債・資本会計論、
プロフェッショナル・ソリューションB※

■ 専門分野
会計学（情報開示、会計理論、企業会計、公会計、簿記、会計教育）

■ プロフィール
・ 神戸商科大学大学院経営学研究科博士後期課程中退 
・ 『市場化の会計学』により博士（商学）関西大学の学位取得
・ 日本会計教育学会会長、日本ディスクロージャー研究学会名誉会長、震災と
ディスクロージャーを考える会代表、国際会計研究学会理事、日本経営分析学
会理事、日本会計研究学会理事、元税理士試験委員・公認会計士試験委員等

・ 91年「金融資産の証券化と資産の認識」により日本会計研究学会賞を受賞
・ 主な著書として『テキスト金融情報会計』、『市場化の会計学』（以上、中央経
済社）、『外貨換算会計論』（大阪府立大学）、『自己株式とストック・オプション
の会計』（新世社）。また主な編著として『現代のディスクロージャー』・『スタ
ンダードテキスト財務会計論（I基本論点編、Ⅱ応用論点編、Ⅲ問題演習編）』・
『テキスト金融商品会計』（いずれも中央経済社）、『会計教育方法論』（関西
大学出版部）、『会計専門職のための基礎講座』（同文舘出版）、『IFRS教育の
基礎研究』『IFRS教育の実践研究』（いずれも創成社）、『大震災後に考えるリ
スク管理とディスクロージャー』（同文舘出版）、その他論文多数

■ メッセージ
　公認会計士など会計専門職をめざすみなさんがアカウンティング・マインド
を身につけられるように、徹底的に質問を浴びせ、皆さんを考えられる人・討論
できる人に変えます。 

■ 担当科目
会計専門職業倫理、政府・自治体会計論、ソリューション・イン・アカデミック、
非営利会計論、国際公会計制度論、プロフェッショナル・ソリューションA・B※

■ 専門分野
公会計  国際公会計  非営利会計  公監査 

■ プロフィール
・ 東京大学法学部卒業
・ 公認会計士、日本証券アナリスト協会検定委員
・ みすず監査法人において約18年間勤務。途中、監査部門から公共セクター
部に移籍。公共セクター部では、公的機関への監査及びコンサルティング、
海外の公会計先進国の実務の調査研究業務等に従事

・ 国際会計士連盟公会計委員会日本代表委員等（04年1月～06年12月）、防
衛省、財務省等政府関係審議会委員、兵庫県、堺市等地方公共団体関係審
議会委員を務める

・ 主な著書として、『公会計の基礎知識─各国基準と国際公会計基準─』、『市
町村のバランスシートがわかる本』（共著）、『地方公共団体の外部監査実務
Q&A』（共著）ほか多数

■ メッセージ
　会計は、単に監査人や経理マンのためにあるのではありません。企業経営
者、行政経営者、コンサルタント等すべての職業の土台となるものです。特に
最近、将来に向けた姿勢や見通しが会計に与える影響が大きくなり、全ての組
織のトップマネジメントが会計の重要性を周知する必要が出てきています。関
西大学会計専門職大学院での経験はみなさんの将来にとって必ずプラスにな
るものです。我々は豊富な経験から、会計の重要性と魅力を伝え、みなさんの
キャリアアップを支援します。

■ 担当科目
中級商業簿記、上級簿記、財表作成簿記、論文指導・修士論文（基礎）、
資産会計論、プロフェッショナル・ソリューションA・B※、論文指導・修士論文※

■ 専門分野
財務会計

■ プロフィール
・ 立命館大学大学院経営学研究科企業経営専攻博士課程修了
・ 「会計基準の在り方と設定の方向性に関する理論研究─アメリカにおける
リース会計基準の設定と論争の歴史的展開を踏まえて─」により博士（経営
学）立命館大学の学位取得

・ 主な著書として、『現代リース会計論』（中央経済社）、『リース会計基準の論
理』（税務経理協会）（共著）、発表論文として、「リース会計の論理と現行基準
の改定動向」、「リース会計に対する新たなアプローチの特徴と問題点」ほか
多数

■ メッセージ
　あなたの夢は公認会計士になることですか? 夢には続きがあるはずです。
会計のプロフェッショナルとして活躍したいという大きな夢が…。公認会計士
の試験に合格することは、あなたの夢の通過点でしょう。関西大学アカウンティ
ングスクールは、「会計心を持った超会計人」を養成します。すでに勉強をはじ
めている人も、これから勉強をはじめる人も大丈夫。スタッフ一同、あなたの大
きな夢を力強くサポートします。いっしょに頑張りましょう。

■ 担当科目
上級原価計算論、戦略管理会計論、ソリューション・イン・アカデミック、
論文指導・修士論文(基礎)、プロフェッショナル・ソリューションA・B※、
論文指導・修士論文※

■ 専門分野
原価計算　管理会計

■ プロフィール
・ 神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了
・ 「サプライチェーン・マネジメントが組織間管理会計に与える影響に関する
研究」により博士（経営学）神戸大学の学位取得

・ 主な発表論文として、「日本企業におけるバイヤー・サプライヤー間の協働」
ほか多数

■ メッセージ
　専門的知識を学習することは生きていく上で力強い武器になります。「会
計」もその一つです。しかし、「会計」を身につけるだけでは、将来、競争相手と
の間で差別化することができません。継続的に競争力のある人材になるため
には、「会計」だけでなく、「財務」、「法律」、「経営」、「ＩＴ」、「行政」など複数の専
門知識を身につけることが必要です。みなさんがこうした人材に成長できるよ
うにサポートしていければと思います。

加藤 久明 教授
Kato Hisaaki Sakaguchi Jun-ya

柴　 健次 教授
Shiba Kenji

清水 涼子 教授
Shimizu Ryoko

坂口 順也 教授

■ 担当科目
企業法、商法、会社法、上級会社法、ソリューション・イン・アカデミック、
論文指導・修士論文（基礎）、プロフェッショナル・ソリューションA・B※、
論文指導・修士論文※

■ 専門分野
商法

■ プロフィール
・ 関西大学大学院法学研究科私法学専攻博士課程後期課程単位修得後退学
・ 主な著書として、『プライマリー会社法（第6章 新株発行、第7章社債）』（法律
文化社）、『プライマリー商法総則・商行為法（第5章商業帳簿）』（法律文化
社）（いずれも共著）、発表論文として、「株式譲渡に対する会社による金融援
助について─判例の検討を中心として」、「マネジメント・バイアウトとイギリ
ス会社法」ほか多数

■ メッセージ
　大学生活で満足に勉強を終えていないという人やこれからもっと専門的な
研究をしたいという人は、ぜひ会計専門職大学院で一緒に勉強をしましょう。他
の人が身につけていない力をつけることで、個性的な仕事ができるようになっ
たり、魅力的な職業に就くこともできるようになります。大学で勉強が終わるわ
けではなく、みなさんはこれからもっと成長し、力を伸ばすことができます。大
学院でもう一度新しい気持ちで勉強してはどうですか。  

■ 担当科目
会計専門職業数学、ミクロ経済学、マクロ経済学、論文指導・修士論文(基礎)、
公共経済学、プロフェッショナル・ソリューションA・B※、
論文指導・修士論文※

■ 専門分野
理論経済学　国際経済学　関西経済論　スポーツ経済論 

■ プロフィール
・ 大阪大学大学院経済学研究科博士課程中途退学
・「移行経済の理論」により博士（経済学）神戸大学の学位取得
・ 主な著書として、『移行経済の理論』（中央経済社）、『現代経済分析のフロン
ティア』（中央経済社）（共著）、「Trade Balance in the Floating 
Exchange-Rate System and IS-LM Framework: A Theoretical 
Analysis on the U.S.-Japan Imbalance and the Recommendable 
Policy-Mix」（AEJ）、「Macroeconomic Policy and Ownership 
Structure in a Mixed Transition Economy」（JCE）（いずれも共著）ほ
か多数

■ メッセージ
　21世紀は、国際化、グローバル競争化の時代です。一旦就職したら終身雇用
でその会社に定年まで勤めるという雇用制度は過去のものになりました。これ
からは、単なる学歴だけで一生「生きがいのある仕事」ができる時代ではあり
ません。専門的知識や能力を身につけ、そして一生持ち続けることができる資
格をとることが大切です。そのような目的を持つ、情熱溢れる若者を関西大学
のアカウンティングスクールは待っています！

■ 担当科目
監査制度論、監査報告論、基本監査プログラム演習、
ソリューション・イン・アカデミック、論文指導・修士論文（基礎）、保証業務論、
プロフェッショナル・ソリューションA・B※、論文指導・修士論文※

■ 専門分野
監査論

■ プロフィール
・ 神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程修了
・ 金融庁企業会計審議会監査部会専門委員、日本監査研究学会理事、元日本
会計研究学会幹事、元会計大学院評価機構評価員、前公認会計士試験試験
委員（監査論）

・ 主な著書として、『ベーシック監査論』（同文舘出版）（共著）、『2010年版 上
場企業 監査人・監査報酬白書』（日本公認会計士協会出版局）（共著）、発表
論文として、「Bright-Lines Accountingと職業会計士の役割─他人保証と
自己保証─」、「内部統制監査の財務諸表監査への統合化」ほか多数

■ メッセージ
　カネボウ、ライブドア…会計や監査に世間の注目が集まりました。また『The 
Producers』という会計士が主役のミュージカルが映画化され人気を博しまし
た。医師が『ER』、弁護士が『Chicago』、と映像化されたことで、誰もが医師や
弁護士をいっそう身近に感じるようになりました。次は会計士です。おカネで動
く資本主義経済において、もう「数字に動かされる」のではなく「数字を動かせ
る」超会計人になりましょう。

■ 担当科目
上級財務会計論、国際会計基準論、基本会計プログラム演習、
論文指導・修士論文(基礎)、会計戦略論、
プロフェッショナル・ソリューションA・B※、論文指導・修士論文※

■ 専門分野
会計学

■ プロフィール
・ 名古屋市立大学大学院経済学研究科経済政策専攻博士課程後期課程単位
取得後退学

・ 「利益平準化のメカニズム」により博士（商学）関西大学の学位取得
・ 公認会計士
・ 主な著書として、『利益平準化のメカニズム』（中央経済社）、『倒産指数』（日
本経済新聞社）、発表論文として、「新会計基準による連結予測利益の精度へ
の影響」、「ITによる会計への影響─会計情報システムと法制度の考察─」ほ
か多数 

■ メッセージ
　自分の夢を思い描いてみてください。将来の自分の姿が見えますよね? そ
れを、自分には無理なこと、ただの憧れにしかすぎない、他人に笑われちゃう…
なんて思っていませんか?誰にでもスタート・ラインはあるのです。思い描いた
将来の自分の姿を信じて一歩一歩進んだ者だけが、夢を憧れではなく現実に
することができるのだと思います。あなたの一歩一歩を関西大学アカウンティ
ングスクールで頑張りましょう。

富田 知嗣 教授
Tomita Satoshi Matsumoto Yoshinao

三島 徹也 教授
Mishima Tetsuya

宮本 勝浩 教授
Miyamoto Katsuhiro

松本 祥尚 教授

●担当科目は、2013年度開講の各教員の担当科目を示す。また、※印は2012年度以前入学生適用の旧カリキュラムを示す。
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■ 担当科目
上級税務会計論、租税法会計論、租税法理論、論文指導・修士論文(基礎)、
法人税法、プロフェッショナル・ソリューションA・B※、論文指導・修士論文※

■ 専門分野
租税法

■ プロフィール
・ 関西大学大学院法学研究科法学・政治学専攻博士課程後期課程修了
・ 「クロス・ボーダー組織再編成と課税」により、博士（法学）関西大学の学位取得
・ 「課税繰延べ防止策の研究－FIFルールを主題として－」により、第28回日税
研究賞（研究者の部）を受賞　

・ 著書として、『教材国際租税法　新版』（慈学社）（共著）、発表論文として、「国
際的組織再編税制の展開」、「種類株式を対価とする国際的三角合併と課税－
外国親法人株式への転換に着目して－」ほか多数

■ メッセージ
　会計や税法は、頻繁に改正が行われる領域です。高度職業会計人を目指す
皆さんは仕事上、常にその対応を求められることになります。そこで、最も大切
なことは、常に、各領域の基本となる概念や構造（フレームワーク）を修得する
ことにあります。関西大学会計専門職大学院では多くの科目を用意し、そのサ
ポートを行っています。ぜひ、一緒に頑張りましょう。
 

■ 担当科目
コーポレート･ファイナンス論、ディスクロージャー実務、
国際財務戦略論、プロフェッショナル・ソリューションA・B※

■ 専門分野
公会計論　財務分析論　レギュラトリー・サイエンス

■ プロフィール
・ 東京大学文学部卒業、神戸商科大学大学院経営学研究科博士前期課程修了
・ 監査法人で監査、システム監査等を行う。㈱日本興業銀行に入行し、審査部、
融資第二部、人事部等を経て、みずほ総合研究所㈱主席研究員としてコンサ
ルティング等を行う。ソニー㈱に転じ、年金企画部担当部長兼子会社執行役
員。その後、関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構研究員（現）、独立行政
法人医薬品医療機器総合機構監事（現）

・ 財務省財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会臨時委員（現）、
日本証券アナリスト協会試験委員会委員（現）、経済財政諮問会議専門委員
（元）、日本公認会計士協会公会計委員会委員（元）等
・ 主な著書として『公会計と政策情報システム』（多賀出版）（共著）、発表論文と
して「公会計の複式簿記化について」、「予算決算に関する政治家の意識─公
会計研究への新たな接近」ほか多数

・ 公認会計士、日本証券アナリスト協会検定会員、システム監査技術者、不動産
鑑定士補

■ メッセージ
　「会計」が社会インフラとして認められるようになり、監査・税務のみならず、
公会計、IT、財務等様々な分野で、公認会計士等の会計専門職に対する社会的
ニーズが増大しています。その要請に応える人材は、高度な専門知識と職業倫
理に加え、幅広い教養と豊かな人格形成に支えられた人です。あなたも、関西
大学会計専門職大学院で、厳しくとも心豊かで充実した勉強を行い、社会に大
きく羽ばたきませんか？

■ 担当科目
中級工業簿記、上級管理会計論、企業分析論、コストマネジメント論、
論文指導・修士論文（基礎）、プロフェッショナル・ソリューションA・B※、
論文指導・修士論文※

■ 専門分野
管理会計

■ プロフィール
・ 神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了
・ 「マテリアルフローコスト会計の拡張可能性に関する研究」により博士（経営
学）神戸大学の学位取得

・ 著書は『環境経営イノベーションの理論と実践』（中央経済社）（共著）。発表
論文は“Implementing Material Flow Cost Accounting in a 
Pharmaceutical Company”（共著）、「マテリアルフロー指向のコストマネ
ジメント：アメリカにおける環境管理会計の展開」ほか多数

■ メッセージ
　現代は、会計的あるいは監査的な思考が、社会の隅々にまで浸透していま
す。このことは、専門職として必須の会計技術を基盤としながら、利害調整をど
のように行うか、あるいは情報提供をどのように行うかといった会計的な思考
が可能な人材に対して、社会からの期待が存在していると考えることができま
す。入学された皆さんが、会計の技術と思考方法をともに身につけて、社会で
活躍できるよう支援したいと思います。

宗岡　 徹 教授
Muneoka Toru Onishi Yasushi

中村 繁隆 准教授
Nakamura Shigetaka

大西 靖 准教授

■ 担当科目
監査基準、会計事例研究、監査事例研究

■ 専門分野
監査・会計実務

■ プロフィール
・ 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
・ 公認会計士
・ みすず監査法人（旧中央青山監査法人）を経て、現在、
有限責任あずさ監査法人大阪事務所アソシエイト
パートナー、金融商品取引法監査を中心とした監査業
務に従事

・ 一般財団法人会計教育研修機構近畿実務補習所運
営委員会専門委員

■ メッセージ
　経済社会が目まぐるしく変化し、既存の価値観が新し
い考え方にとって代わられるようなケースが珍しくはな
くなってきた時代にあっても、会計という物事の本質を
見極めるための手段は変わることなく重要な地位を占
めていると言えます。もちろん、会計・監査の世界におい
てもＩＦＲＳの適用等をはじめとした様々な変化が想定さ
れますが、基本的なものの見方、考え方をしっかりと身に
つけておけば、今後、会計や監査に携わるみなさんが活
躍できるフィールドが十分に拡がっているということを
まずお伝えしたいと思います。
　社会に出るといろいろな事象にぶつかり、その答えは
必ずしもひとつとは限らないといったことが数多くあり
ます。困難な問題に出会ったときでも、柔軟性を持ちな
がら、理論的な判断ができ、しっかりと自分の意見を論理
的に説明できる、そんな社会人になるためのトレーニン
グをアカウンティングスクールで積んでもらえればと思
います。

Takahashi Kazuto

高橋和人
特別任用教授

■ 担当科目
会社経理実務、特殊講義（経営と会計）、
特殊講義（海外経営事例研究）、特殊講義（ERPと会計）

■ 専門分野
経理・企画系実務

■ プロフィール
・ 関西学院大学商学部卒業 
・ 1972年に住友化学株式会社入社。経理部、関連事業
部、海外勤務等で、財務会計・管理会計業務、経理事務
機械化、関係会社運営管理、子会社の合併・解散、本体
事業統合案件等を経験 

・ 2004年に住友精化株式会社に転出。経理・企画・情報
システム等の管理部門を統括する立場で事業規模拡
大とグローバル化推進。2011年6月に取締役常務執
行役員から顧問へ、現在に至る 

・ 大学・企業の研究会等での講演・発表テーマとして、事
業再編、連結経営、リスクマネジメント、海外会社経
営等あり

■ メッセージ
　私は４０年近く直接間接に会社経理に関わってきまし
たが、経理実務は量と質の両面で様変わりです。一方で、
海外事業の展開によって経理実務もグローバル化し、会
計専門家の活躍の舞台は企画や事業の第一線にまで広
がっています。みなさんには会計の専門性だけでなく幅
広い知識と柔軟な思考が以前にも増して求められてい
ます。ただ、私の経験から一言申し上げたいことがありま
す。「一芸に秀でる者は多芸に通ず」もまた真理です。大
いに専門性を磨いてください。そして、私の授業では「そ
れを基に何ができるのか」と問われた時に必要な「プラ
スα」のヒントを得て欲しいと思います。好奇心を持って、
何でも聞いてください。

Hara Shoichi

原　昭一

■ 担当科目
インベストメント論、統計学、資本市場論

■ 専門分野
経済学（金融経済学、生活経済学、国際金融論）

■ プロフィール
・ 名古屋市立大学大学院経済学研究科経済政策専攻博
士課程後期課程単位取得後退学

・ 住友銀行勤務（約３年）の後、広島市立大学国際学部
専任講師（４年）、南山大学経済学部助教授・准教授
（11年）と並行して、著述家・財務コンサルタントとし
て、著書の執筆、企業研修の講師、金融商品トラブル
の裁判での意見書提出、テレビ番組の監修などを続け
てきた

・ 主な著書として『スタバではグランデを買え！』（ダイヤ
モンド社・ちくま文庫）、『金融工学の悪魔』（日本評論
社）、『金融広告を読め』（光文社新書）、『日本経済の奇
妙な常識』（講談社現代新書）、『出社が楽しい経済学
DVDブック』（日経BP社）、『無料ビジネスの時代』（ち
くま新書）ほか多数

■ メッセージ
　専門知識を生かして働く機会は、学生時代に想像して
いるよりもずっと低い確率でしか実現できません。私は
経済学の専門知識を生かしたくて銀行に就職しました
が、それを生かす機会はなかなか与えられませんでし
た。しかし、会計の専門知識は、それを生かして働ける仕
事がたくさんあります。私は会計に関連する専門分野に
ついて講義をすることで、みなさんの勉強をお手伝いし
ます。

Yoshimoto Yoshio

吉本 佳生

●現　　職
●担当科目

関西大学政策創造学部 教授
行政法

亀田 健二 Kameda Kenji
●現　　職

●担当科目

有限責任事業組合エスティア
キャリア・コンサルティング
オフィス 代表執行理事
実践コミュニケーション

天野 愼一郎 Amano Shin-ichiro

●現　　職

●担当科目

新日本有限責任監査法人
大阪事務所／公認会計士
国際監査事例研究

飯田 俊治 Iida Toshiharu●現　　職
●担当科目

関西大学商学部 准教授
不正摘発監査論

宮本 京子 Miyamoto Kyoko

●現　　職
●担当科目

公認会計士・税理士
国際税務戦略論
国際税務会計事例研究

石田 重雄 Ishida Shigeo

兼担教員 兼任教員

●担当科目は、2013年度開講の各教員の担当科目を示す。また、※印は2012年度以前入学生適用の旧カリキュラムを示す。 ●現職は2013年4月現在

●現　　職

●担当科目

プロティビティLLC最高顧問
元住友電気工業株式会社 副社長
関西大学教育顧問・客員教授
特殊講義
（企業経営を取り巻く会計の課題と方向）

伊藤 進一郎 Ito Shin-ichiro

●現　　職

●担当科目

海﨑公認会計士事務所 所長
公認会計士・税理士
企業再生事例研究

海﨑 眞信 Umizaki Masanobu

●現　　職
●担当科目

滋賀大学経済学部 准教授
マネジメント・コントロール・システム論
国際管理会計事例研究

大浦 啓輔 Oura Keisuke
●現　　職

●担当科目

会計検査院事務総長
官房審議官
会計検査制度論

山本 　泉 Yamamoto Izumi

●現　　職

●担当科目

辰巳工業株式会社顧問
元住友電装株式会社 取締役会長
元住友電気工業株式会社
常務取締役
プロダクト・マネジメント論

守屋 道郎 Moriya Michio

●現　　職

●担当科目

公益社団法人
日本証券アナリスト協会 派遣講師
特殊講義（証券アナリスト協会
寄附講座・証券アナリストの基礎）

安田 於菟彦 Yasuda Otohiko

●現　　職

●担当科目

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所マネージャー
／公認会計士
国際会計事例研究

柳田 顕男 Yanagida Akio

●現　　職

●担当科目

太陽ASG有限責任監査法人
代表社員／公認会計士
起業・株式公開事例研究

山田 茂善 Yamada shigeyoshi

●現　　職
●担当科目

立教大学経済学部 教授
会計基準論

山田 康裕 Yamada Yasuhiro

●現　　職
●担当科目

関西大学 名誉教授
国際コミュニケーション論

中間 敬弌 Nakama Keiichi

●現　　職

●担当科目

株式会社インターリスク総研
上席コンサルタント
リスク分析論

細井 彰敏 Hosoi Akitoshi

●現　　職

●担当科目

神戸大学大学院
経営学研究科 教授
管理会計事例研究

松尾 貴巳 Matsuo Takami

●現　　職
●担当科目

関西大学 名誉教授
国際会計制度論

松尾 聿正 Matsuo Masanobu

●現　　職

●担当科目

大阪成蹊短期大学
観光学科 教授
企業価値マネジメント論

三浦 徹志 Miura Tetsushi

●現　　職

●担当科目

大塚メディカルデバイス株式会社
監査役／KiSCO株式会社 監査役
中小企業金融論

宮森 直樹 Miyamori Naoki

●現　　職

●担当科目

守屋公認会計士事務所
公認会計士
内部監査論

守屋 光博 Moriya Mitsuhiro

●現　　職
●担当科目

関西学院大学商学部 教授
国際監査制度論

林　 隆敏 Hayashi Takatoshi

●現　　職

●担当科目

大阪府監査委員事務局（監査改革担当）
／公認会計士
公監査論／公会計・公監査事例研究

金 　志煥 Kin Shikan
●現　　職

●担当科目

新日本有限責任監査法人
大阪事務所／公認会計士
国際監査事例研究

恒田 　範 Tsuneda Susumu

●現　　職
●担当科目

大阪経済大学経営学部 准教授
民法（総則・物権）／民法（債権）

黒田 尚樹 Kuroda Naoki

●現　　職
●担当科目

法政大学経営学部 教授
XBRL論／リサーチ・メソドロジー

坂上 　学 Sakaue Manabu

●現　　職

●担当科目

弦巻ナレッジネットワーク代表
公認会計士・公認内部監査人
実践監査プログラム演習

眞田 光昭 Sanada Mitsuaki

●現　　職

●担当科目

有限責任あずさ監査法人
パートナー／公認会計士
IFRS実務

正司 素子 Shoji Motoko

●現　　職

●担当科目

神戸大学大学院
経営学研究科 教授
上級税務戦略論

鈴木 一水 Suzuki Kazumi

●現　　職

●担当科目

玉置公認会計士事務所
所長／公認会計士
実践会計プログラム演習

玉置 栄一 Tamaki Eiichi

●現　　職
●担当科目

近畿大学経営学部 准教授
経営戦略論／経営組織論

筒井 万理子 Tsutsui Mariko

●現　　職

●担当科目

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所シニアマネージャー
／公認会計士
公監査論／公会計・公監査事例研究

奥谷 恭子 Okutani Kyoko

●現　　職

●担当科目

桃山学院大学経営学部 教授
公認会計士
監査実施論／BATIC演習

小澤 義昭 Ozawa Yoshiaki

●現　　職
●担当科目

公認会計士
公監査論／公会計・公監査事例研究

掛谷 純子 Kakeya Junko

●現　　職

●担当科目

新日本有限責任監査法人大阪事務所
公認会計士
税務会計事例研究

影山 泰久 Kageyama Yasuhisa

●現　　職
●担当科目

神戸大学大学院経営学研究科 教授
経営学理論

上林 憲雄 Kambayashi Norio 

●現　　職
●担当科目

新世綜合法律事務所／弁護士
金融商品取引法／企業法判例演習

岸本 達司 Kishimoto Tatsuji



教育顧問・客員教授  The Educational Adviser Graduate School of Kansai University, School of Accountancy

28 29

今後も学生のみなさんや学外一般の方を対象に、有益な講演会の開催を予定しています。

演題 「ますます広がる会計の世界と会計プロフェッションの役割」
■青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授／会計大学院協会理事長　八田 進二氏

演題 「会計は世界をかける～世界に通用する会計プロフェッションの育成を目指して～」
■中央大学大学院戦略経営研究科特任教授／国際会計基準委員会財団評議員　藤沼 亜起氏

演題 「IFRSをめぐる最近の動き」
■有限責任あずさ監査法人理事／前IASB理事　山田 辰巳氏

演題 「IFRSと我が国の企業会計」
■プロティビティLLC最高経営責任者兼社長　神林 比洋雄氏

演題 「日本企業がIFRSから学ぶべきこと」
■有限責任あずさ監査法人パートナー　正司 素子氏

演題 「公認会計士の使命」
■名古屋経済大学大学院教授／金融庁企業会計審議会委員・監査部会長　脇田 良一氏

演題 「政治の安定と日本経済復活への戦略」
■参議院議員／日本学術会議会員（政治学）　猪口 邦子氏

演題 「私鉄経営のビジネスモデル」
■阪急阪神ホールディングス　代表取締役社長　角 和夫氏

演題 「日本のマクロ経済運営と財政・社会保障改革」
■慶應義塾大学総合政策学部教授／元総務大臣　竹中 平蔵氏

演題 「監査を取り巻く環境変化と求められる人材」
■有限責任あずさ監査法人代表社員　専務理事・大阪事務所長　吉田 享司氏

■ プロフィール
・ 1960年一橋大学商学部卒業、住友電気工業入社。1987年取締
役、常務、専務、副社長、常任監査役を経て2007年退職。現在プ
ロティビティLLC最高顧問

・ 金融庁企業会計審議会委員、金融審議会臨時委員、経済産業省
企業財務委員長、企業会計基準委員会委員、日本公認会計士協
会品質管理審議委員、経団連国際会計部会長、関西経済同友会
常任幹事・経済委員長、関西経済連合会常任理事・税制部会長、
日本監査役協会常任理事・会計委員長・有識者懇談会副座長、会
計大学院評価機構委員を歴任。現在、日本内部統制研究学会常
務理事･日本CFO協会理事■ メッセージ

　企業はステイク・ホールダーに配慮する公器であり、その長期継続的発展を責
務とするが政治の混迷もあり主要国企業より不利な六重苦に苦闘してきた。しか
し新政権による強力なデフレ脱却方針と円安政策、ＴＰＰへの参加により明るさを
取り戻しつつあり、今後は新日銀総裁と政府による積極的金融・財政政策を前提
に、技術革新と規制緩和を主体とした産業活性化の推進が課題である。一方、企
業の成長戦略には必ずリスクの拡大と不祥事の発生を伴い、企業の内外におけ
る前向きの総合的リスク対応が経営者の重要な課題となる。従って授業では、企
業の総合的リスクの現況及び対応について講義したい。対応としては、コーポ
レート・ガバナンスの考え方及び会計基準、特にＩＦＲＳの方向、さらに企業監査基
準に関する改正につき、その概略と経済界の考え方を理解させ、社会に出て違
和感がない知識を取得させて、適切な見解を持つよう教育したい。小生の国内・
外の経営戦略経験と、産、官、学の幅広い人脈に基づく知識を吸収し、社会に役
立ててもらいたい。

増田 宏一 氏
Masuda Koichi

日本公認会計士協会相談役

■ プロフィール
・ 新潟大学人文学部経済学科卒業
・ 1966年田中芳治公認会計士事務所入所、1978年新和監査法
人社員就任、1992年監査法人朝日新和会計社代表社員就任、
1993年監査法人朝日新和会計社合併に伴い、朝日監査法人代
表社員就任、2004年同法人合併に伴い、有限責任あずさ監査
法人代表社員を歴任し2007年6月退任

・ 日本公認会計士協会常務理事を経て、同副会長、2007年7月会
長に就任。2010年7月同退任。金融庁金融審議会専門委員、同企
業会計審議会臨時委員。公益財団法人財務会計基準機構理事、
2010年7月同理事を退任、評議員となり12月評議員会議長

小野 元之 氏
Ono Motoyuki

独立行政法人
日本学術振興会顧問

■ プロフィール
・ 京都大学法学部卒業
・ 2006年、関西大学 教育顧問
・ 1968年文部省入省、1985年北九州市教育長、1988年文部省
地方課長、1993年文部省官房総務課長、1995年文化庁次長、
1997年大臣官房長、2000年文部事務次官、2001年文部科学
事務次官（2003年退官）

・ 2003年日本学術振興会理事長、2010年日本学術振興会顧問
（～現在）、2012年城西大学理事

■ メッセージ
　21世紀は知識基盤社会と言われています。グローバル化の進む中で、企業の
果たすべき社会的な役割と責任は増大しており、公認会計士に対する社会の期
待はますます大きくなっています。これからの大学院教育は、各大学院がそれぞ
れの課程の目的を明確化した上で、体系的な教育プログラムを編成・実施してい
くとともに、修了者の質を高め、国際的な通用性や信頼性を高めていかなければ
なりません。関西大学会計専門職大学院は、専門職大学院としての社会の要請に
応え、質の高い高度専門職業人の育成を目指しています。

教育顧問

玉置 栄一 氏
Tamaki Eiichi

公認会計士

■ プロフィール
・ 関西大学経済学部卒業
・ 1979年公認会計士第２次試験合格、監査法人中央会計事務所 
入所

・ 1983年公認会計士登録、1993年税理士登録
・ 1994年玉置公認会計士事務所開設
・ ナニワ監査法人（現 大阪監査法人）、ユニバーサル監査法人代
表社員、日本公認会計士協会近畿会幹事、近畿公認会計士協同
組合専務理事等を歴任

客員教授
教育顧問 プロティビティLLC最高顧問

元 住友電気工業株式会社
代表取締役副社長

伊藤 進一郎 氏
Ito Shin-ichiro

■ メッセージ
　受験テクニックを修得することなく公認会計士試験に合格することは困難です。
でも、公認会計士として社会の負託に応えるためには、テクニックだけではなく、倫
理観の育成と、現実的な応用力を磨く必要があります。
　そのために、会計及び法律の基本概念とその精神を体系的に修得しておかなけ
ればなりません。 また、IFRS導入等による国際化へ対応できるためには、語学力の
研鑽も必須といえます。大企業のみならず、中小企業でも国際化は回避しづらい
状況になっています。会計専門職大学院で基礎をしっかり身につけ、社会の要請に
応じられる会計人となられることを期待しております。

■ メッセージ
　２１世紀に入り１０数年が経ったが、情報技術の驚異的な進化・高度化により
益々世界は一体化してきた。政治・経済のグローバル化の進展は止まるところを
知らない。会計・監査の基準の世界標準化・統一化はより一層進みつつある。こう
した中、昨年ＩＦＲＳ財団のサテライトオフィス（アジア・オセアニア地域リエゾン・オ
フィス）が東京大手町に世界で初めて開設された。また、オリンパス事件等を契機
に監査基準等や会社法の改正も予定されている。会計専門家を目指す皆さんに
は、このような劇的に変化する社会のニーズに対応して、大学の専門科目の履修
に加え、会計専門職大学院での研鑽を積み社会の期待に応えていくことが求めら
れている。

2012年4月3日（火）開催

2012年7月11日（水）開催

2012年10月24日（水）開催

2012年11月14日（水）開催

2012年12月5日（水）開催

2013年1月9日（水）開催

2013年3月23日（土）開催

関西大学アカウンティングスクールにおける教育顧問は、各界を代表する有識者の方々から本学アカウンティング
スクールの充実・発展にかかる助言をいただくための組織です。
いただいた助言を運営に反映させ、教育・研究・社会連携の内容をより向上させていきます。
2012年度は、関西大学会計専門職大学院セミナーとして次のとおり教育顧問・客員教授等による講演会を行いました。

教育顧問 教育顧問
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竹中 平蔵 氏
Takenaka Heizo

慶應義塾大学
総合政策学部 教授 

■ プロフィール
・ 一橋大学経済学部卒業 
・ 博士（経済学、大阪大学）
・ 1973年日本開発銀行入行、1977年同設備投資研究所、1981
年ハーバード大学、ペンシルバニア大学　客員研究員、1982年
大蔵省財政金融研究室　主任研究官（～87年6月）、1987年大
阪大学経済学部　助教授（～89年1月）、1989年ハーバード大
学　客員准教授、国際経済研究所（Institute of International 
Economics）客員フェロー、1990年慶應義塾大学総合政策学
部　助教授、1996年同大学　教授

・ 1998年「経済戦略会議」（小渕首相諮問会議）メンバー、2000
年「IT戦略会議」（森首相諮問機関）メンバー、2001年「IT戦略
本部」メンバー、経済財政政策担当大臣、2002年金融担当大
臣・経済財政政策担当大臣、2004年経済財政政策・郵政民営化
担当大臣、2005年総務大臣・郵政民営化担当大臣を歴任

・ その他、現職として慶應義塾大学総合政策学部教授・グローバ
ルセキュリティ研究所所長、公益社団法人日本経済研究セン
ター研究顧問、アカデミーヒルズ理事長、株式会社パソナ取締
役会長

藤沼 亜起 氏
Fujinuma Tsuguoki

■ プロフィール
・ 中央大学商学部卒業
・ 1969年堀江・森田共同監査事務所、1970年アーサーヤング公
認会計士共同事務所入所、1981年同事務所構成員（パート
ナー）に就任。1986年監査法人朝日新和会計社社員として入
社、1991年同監査法人代表社員就任。1993年太田昭和監査
法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員として入所後、
2007年同監査法人退職。2008年4月中央大学大学院戦略経
営研究科特任教授に就任。その他として、株式会社東京証券取
引所グループ取締役および同取引所自主規制法人理事、野村
ホールディングス株式会社取締役、住友商事株式会社監査役、
武田薬品工業株式会社監査役、住友生命保険相互会社取締役

・ 日本公認会計士協会理事、常務理事、理事（Advisor  to 
President）を経て2004年～2007年の3年間会長を務める。
現在は日本公認会計士協会相談役

・ 国際会計士連盟（IFAC）理事、副会長を経て2000年～2002年
の2年半の期間、ＩＦＡＣ会長を務める

・ 現在、国際会計基準委員会財団（IASCF）評議会副議長、金融庁
企業会計審議会臨時委員、公益財団法人財務会計基準機構の
評議員などを務める   

脇田 良一 氏
Wakita Yoshikazu

■ プロフィール
・ 1980年明治学院大学経済学部教授
・ 1990年大蔵省/企業会計審議会幹事
・ 1992年日本公認会計士協会監査問題協議会委員
・ 1994年大蔵省/公認会計士第二次試験試験委員
・ 1997年大蔵省/企業会計審議会委員
・ 2000年明治学院大学学長、学校法人明治学院常務理事
・ 2001年金融庁/企業会計審議会委員、

金融庁/金融審議会委員
・ 2002年経済産業省/リスク管理・内部統制に関する研究会座長
・ 2004年金融庁/公認会計士・監査審査会常勤委員
・ 2007年金融庁/公認会計士・監査審査会常勤委員（再任）
・ 2010年金融庁/公認会計士・監査審査会常勤委員任期満了、　

早稲田大学教授（商学部）
・ 2011年金融庁/企業会計審議会委員・監査部会長、

名古屋経済大学大学院会計学研究科教授

𠮷田 享司 氏
Yoshida Takashi

有限責任あずさ監査法人 代表社員
専務理事・大阪事務所長
公認会計士・米国公認会計士

名古屋経済大学大学院
会計学研究科 教授

中央大学大学院戦略
経営研究科 特任教授

■ プロフィール
・ 大阪府立大学経済学部卒業
・ 1978年11月監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法
人）大阪事務所入社

・ 1985年1月ニューヨーク事務所駐在
・ 1987年12月インディアナポリス事務所駐在
・ 1991年9月朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）大阪
事務所帰任

・ 2002年5月代表社員
・ 2004年～2006年公認会計士第３次試験委員
・ 2005年6月大阪事務所企画・国際担当理事
・ 2006年6月専務理事・経理担当 大阪事務所人事・総務・経理・
研修担当理事

・ 2008年6月専務理事・大阪事務所長（現在に至る）

学費・諸費（2年コース）

奨学制度

会計研究科（会計専門職大学院）

注1）関西大学を卒業した者、関西大学大学院を修了した者または本学学部生であって大学院会計研究科学則第26条第10号に規定する者（飛び級入試合格者）が、大学院へ進学する場合は、入学金
（入学登録金）を半額とします。

注2）関西大学留学生別科を修了した者または在学生が修了を待たずに引き続き学部または大学院へ進学する場合は、入学金（入学登録金）を半額とします。
注3）諸費の校友会基本会費は入学時に10,000円、次年度に20,000円の計30,000円を委託により徴収いたします。なお、本学（大学院含む）出身者で、すでに納入済の方からは徴収しません。

※1

※2
※3

※4
※5

関西大学大学院会計研究科（会計専門職大学院）給付奨学金の2013年度入学生の給付実績は、2年間全額相当額3名、1年間全額相当額5名、1年間半額相当額2名となっています。
なお、長期履修学生制度による入学生（3年コース、4年コース）についても、給付奨学金の対象とします。
また、給付奨学金採用者には、合格通知書とともに採用通知書を送付します。ただし、入学しない場合には、奨学金を給付しません。
奨学金の給付は入学後になりますので、入学時納付金（入学金〈入学登録金〉、授業料・教育充実費・諸費）の納入などの入学手続は別途必要です。
高度な資格取得者を対象とする給付奨学生（1年間全額相当額）に該当する者が、優秀な入試成績を収めた場合、入試成績優秀者を対象とする給付奨学制度により、2年間全額相当額の
対象者として採用となる場合があります。 ただし、両奨学制度の併給は認められません。
奨学生が受給資格を欠くと認められる場合は、給付期間を短縮することがあります。
1年次の学業成績により、2年次も採用となることがあります。また、長期履修学生制度による入学生（3年コース、4年コース）については、前年度までの学業成績により、3年次以降（それぞれ
のコースの標準修業年限を上限）も採用となることがあります。

　関西大学では以下の奨学制度を設けています。
　これらに関するご質問は、関西大学学生センター奨学支援グループへお問い合わせください。その他、奨学制度に
ついてのお知らせは決定次第、奨学支援グループウェブサイト（http://www.kansai-u.ac.jp/gakusei/scholarship/）にてお知ら
せします。
　外国人留学生（在留資格が「留学」の方）については、関西大学国際部へお問い合わせください。

2014年度入学者の学費は次のとおりです。長期履修学生制度（3年コース・4年コース）の学費については、学生募集要項でご確認ください。

（2）日本学生支援機構奨学金（2013年度現行）
大学院第一種奨学金（無利息）の貸与月額は50,000円、88,000円から選択、大学院第二種奨学金（利息付）は
50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択できます。

その他、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」・株式会社オリエントコーポレーションとの提携による「学費サポートプラン」などの制度もあります。

学　費

種　別 入学初学期 秋学期
区　分 入学初年度

次年度以降（年間）

諸　費

合　計

入 学 金

授 業 料

教 育 充 実 費

校 友 会 基 本 会 費

260,000円

585,000円

75,000円

10,000円

930,000円

585,000円

75,000円

660,000円

1,200,000円

150,000円

20,000円

1,370,000円

（1）関西大学大学院会計研究科（会計専門職大学院）給付奨学金（2014年度予定）※1 ※2
〈高度な資格取得者を対象とする給付奨学制度〉
● 給付対象 ：

● 給付内容 ：

全日程・全入試方式において、学部卒業見込者（飛び級を含む）および大学院修了見込者を対象とし、出願時
において、本研究科が定める簿記・会計に関する高度な資格（次のア～エのいずれか）を取得している者。
ア　公認会計士試験（論文式）1科目以上合格者
イ　公認会計士試験（短答式）合格者
ウ　税理士試験1科目以上合格者
エ　日本商工会議所簿記検定1級合格者
注　該当者は、出願時に必ず該当資格の合格証明書または合格証書の写しを提出してください。

入学試験合格者全員に授業料および教育充実費の全額相当額（1年間）を給付します。 ※3 ※5

〈入試成績優秀者を対象とする給付奨学制度〉
● 給付対象 ：
● 給付内容 ：

全日程・全入試方式の入学試験合格者のうち、入学試験の成績優秀者。
入学試験の成績に応じて、次の給付奨学金を給付します。
ア　授業料および教育充実費の全額相当額（2年間）※4
イ　授業料および教育充実費の全額相当額（1年間）※5
ウ　授業料および教育充実費の半額相当額（1年間）※5

●現職は2013年4月現在

猪口 邦子 氏
Inoguchi Kuniko

参議院議員
日本学術会議会員

■ プロフィール
・ 上智大学外国語学部卒業
・ 政治学博士（Ph.D.）(エール大学）
・ 1981年上智大学法学部助教授
・ 1983年ハーバード大学国際問題研究所客員研究員（～84年）
・ 1985年オーストラリア国立大学政治学部客員教授
・ 1990年上智大学法学部教授（～06年）
・ 1994年防衛問題懇談会委員（～96年）
・ 1996年行政改革会議委員（～98年）
・ 1998年国際民主化・選挙支援研究所（ストックホルム）理事
　（～06年）
・ 1999年日本シミュレーション&ゲーミング学会理事（～08年）
・ 2002年軍縮会議日本政府代表部特命全権大使（～04年）
・ 2003年軍縮会議（ジュネーブ）議長、国連第一回小型武器中間
会合議長、国連軍縮諮問委員会（ニューヨーク国連本部）委員
（～06年）
・ 2004年日本国際政治学会理事（～06年）
・ 2005年日本学術会議会員（政治学）、内閣府特命担当大臣（少
子化・男女共同参画）（～06年）、衆議院議員（～09年）

・ 2010年参議院議員（～現在）

山本　泉 氏
Yamamoto Izumi

■ プロフィール
・埼玉大学大学院政策科学研究科政策科学専攻(現 政策研究大
学院大学)修士課程修了

・1980年4月会計検査院採用
・1998年6月事務総長官房上席検定調査官
・2000年12月第2局防衛検査第2課長
・2005年4月事務総長官房法規課長
・2010年12月事務総長官房会計課長
・2011年3月事務総長官房審議官
・2013年3月事務総長官房総括審議官～現在に至る
・この間、農水省、法務省、財務省、防衛省、国交省等の各省庁およ
び最高裁判所、日本銀行、預金保険機構等の各機関など多方面
の検査に従事すると共に財政制度等審議会専門委員、国家公務
員試験試験委員などを歴任

会計検査院事務総長官房審議官客員教授 客員教授

客員教授 客員教授

客員教授 客員教授
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入試概要  Admissions Examination

3年次 4年次

履修制限単位

履修科目

1年次

24単位

2年コースの1年次配当科目

24単位 24単位

※1　募集人員の内訳は、一般30名、学内進学15名、指定校推薦15名、外国人留学生5名、社会人5名とします。また、留学生別科特別および社会保険労務士会連合会特別推薦は募集人員内で若干名
　  　とします。日程ごとの募集人員は設定していません。
※2　10月募集・11月募集・1月募集・3月募集については、飛び級を含みます。
※3　学内進学試験、指定校推薦および留学生別科特別入学試験は、すべての日程において大阪試験地のみ実施します。

※進学説明会等の日程については、やむを得ず変更することがあります。また、東京での説明会は事前申込みが必要となります。
　最新の情報は、ご来場前に関西大学会計専門職大学院ウェブサイトでご確認ください。

●出身学部別 ●年代別 ●男女比

一般入試
学内進学試験
指定校推薦入試
合　　計

志　願
50
25
  3
78

入　学
23
19
  3
45

2011年度
合　格
38
21
  3
62

志　願
44
11
  4
59

入　学
20
  8
  4
32

2012年度
合　格
38
11
  4
53

志　願
26
12
  4
42

入　学
15
  8
  4
27

2013年度
合　格
22
  9
  4
35

資 格 重 視 方 式

学 力 重 視 方 式

素 養 重 視 方 式

自 己 推 薦 方 式

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 長期履修学生制度

2014年度　入学試験日程

2014年度　入学試験科目

2013年  6月17日(月)

～

2013年  6月24日(月)

　　　　　  消印有効

2013年  7月  7日(日)

2013年  7月12日(金)

区分※1（方式）

試験地※3

Webエントリー期間
入学検定料納入期間
出願書類提出期間

試験日

合格者発表日

大　　阪　・　東　　京 大　　阪 大　　阪　・　東　　京 大　　阪

一般（資格・学力・素養）
学内進学（自己推薦）
指定校推薦
外国人留学生
社会人
留学生別科特別

一般（資格・学力・素養）
学内進学
（自己推薦・商学部早期卒業）
指定校推薦
外国人留学生
社会人

一般（資格・学力・素養）
学内進学
（自己推薦・商学部早期卒業）
指定校推薦
外国人留学生
社会人
留学生別科特別

一般（資格・学力・素養）
学内進学
（自己推薦・商学部早期卒業）
指定校推薦
外国人留学生
社会人
留学生別科特別
社労士会連合会特別推薦

一般（資格・学力・素養）
学内進学（自己推薦）
指定校推薦

2013年  9月19日(木)

～

2013年  9月26日(木)

　　　　　  消印有効

2013年10月  6日(日)

2013年10月11日(金)

2013年11月  5日(火)

～

2013年11月12日(火)

　　　　　  消印有効

2013年11月24日(日)

2013年11月29日(金)

2014年  1月  9日(木)

～

2014年  1月16日(木)

　　　　　  消印有効

2014年  1月26日(日)

2014年  1月31日(金)

2014年  2月24日(月)

～

2014年  3月  3日(月)

　　　　　  消印有効

2014年  3月16日(日)

2014年  3月17日(月)

7月募集日　程 10月募集※2 11月募集※2 1月募集※2 3月募集※2

3年
コース

2年次

入学試験結果

入学者データ（2013年度）

一 般 入 学 試 験

学 内 進 学 試 験

試　験　科　目方　　式区　　分

　会計研究科では、「世界水準で通用する、理論と実務に習熟した
会計人」を養成することを目的とする。このため、簿記・会計の既
修者を主たる対象として受け入れるが、簿記・会計の未修者で
あっても優れたセンスを有する人材については、積極的に受け入
れる。入学試験としては、学内進学入試、指定校推薦入試、一般入
試の他、国際的・社会的に幅広く人材を受け入れるという観点か
ら、留学生入試及び社会人入試を実施する。具体的には、推薦入試
として、勉学意欲の高い学生向けに学内進学入試と外部の指定校
推薦方式を実施する。一般入試は、学力重視方式、素養重視方式、
資格重視方式の3つから成る。学力重視方式では、簿記や原価計
算といった基本的な会計に関する筆記試験を課すことにより、公

認会計士等の高度職業会計人を目指すための基礎的学力を確認
する。素養重視方式では、小論文と面接により、会計人に求められ
る優れたセンスを確認する。資格重視方式では、一定の資格保有
者を対象に、広い視野、柔軟な表現力、個性的な能力、経験を書類
選考と面接により確認する。留学生入試は、本学所属の留学生別
科向けに書類選考及び面接で実施するとともに、学外の留学生に
対しては勉学の素養を確認するため素養重視方式と同様の方式
を実施する。社会人入試では、書類選考と面接により、広く一般に
実務の職にある社会人を受け入れ、なかでも社会保険労務士の資
格を持つ者に対しては社会保険労務士会連合会による特別推薦
入試を書類選考により実施する。

　入学者の多様な学習ニーズに対応するため、2014年度から長
期履修学生制度（3年コース・4年コース）を導入します。
　この制度は、入学後に職業を有すること、またはその他の理由
により、標準修業年限（2年）を超えて、3年または4年在学すること
を希望する人に対して適用します。いずれの場合も、最長在学年
限は4年間となります。

　学費は、標準2年間分の授業料と同額を長期履修3年または4年
間で納入し、教育充実費（150,000円）は毎年納入することになり
ます。
　なお、一定の条件を満たした場合、在学期間を1年間短縮するこ
とも可能です。

経済学系
55.6% 男性

70.4%

女性
29.6%

20～25歳 88.9%

30歳代 7.4%

商学系
18.5%

法学系
11.1%

3.7%
26～29歳

人文学系 3.7%

工学系 3.7%
その他 7.4%

大 阪 開 催
（千里山キャンパス）

開催日 時　間

  6月  8日（土）

  9月21日（土）

10月19日（土）

12月18日（水）

2014年  2月15日（土）

  6月14日（金）

10月26日（土）

研究科概要・入試概要説明・模擬講義・施設見学

全体説明

研究科概要・入試概要説明・公認会計士等による体験談・施設見学

研究科概要・入試概要説明

研究科概要・入試概要説明

研究科概要・入試概要説明・個別相談

研究科概要・入試概要説明・個別相談

13：00～15：00

12：10～13：00

13：00～14：30

18：00～19：00

13：00～14：00

18：30～19：30

13：00～14：00

東 京 開 催
（関西大学東京センター）

内　容

書類選考および面接

【簿記、原価計算、会計学】の3科目から2科目を選択

小論文（社会・経済に関するテーマ）および面接

書類選考および面接

書類選考および面接

書類選考および面接

小論文（社会・経済に関するテーマ）および面接

書類選考および面接

書類選考および面接

書類選考

2年コースの2年次配当科目
（ただし、「会計専門職業倫理」は、3年次配当）

（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　）
2年コースの1年次配当科目

ただし、「ソリューション・イン・アカデミック」
「論文指導・修士論文（基礎）」は、2年次配当

2年コースの2年次配当科目
ただし、「ソリューション・イン・プロフェッショナル」
「ソリューション・イン・エキスパータイズ」

「論文指導・修士論文（実践）」「修士論文」は3年次配当、
「会計専門職業倫理」は4年次配当

履修制限単位

履修科目

18単位 18単位 18単位18単位

4年
コース

2013年度　進学説明会等

学 内 進 学 試 験（ 商 学 部 早 期 卒 業 ）

指 定 校 推 薦 入 学 試 験

外 国 人 留 学 生 入 学 試 験

社 会 人 入 学 試 験

留 学 生 別 科 特 別 入 学 試 験

社会保険労務士会連合会特別推薦入学試験
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❶正門　 ❷第２学舎２号館
❸尚文館（大学院棟）　　　　❹総合図書館

至京都

南
茨
木

至河原町

京都から

阪
急
京
都
線

約60分
千里山
キャンパス関大前

北千里
山田

吹田吹田
江坂蛍池

至新神戸

阪急神戸線

阪神本線
西
梅
田

北
新
地

梅
田

至神戸

西中島南方

十三

淀屋橋 北浜

南森町
京阪本線

地下鉄堺筋線

東梅田

大阪空港

JR京都線

JR東西線

JR大阪環状線
至京都

至大日地下鉄谷町線
天神橋筋
六丁目

JR新幹線

淡路

阪
急
千
里
線

南
方

千里中央
至宝塚・箕面

大阪
モノ
レー
ル

大阪国際空港（伊丹空港）
から約40分 

北
大
阪
急
行

阪
急
宝
塚
線

神戸から
約60分

JR神戸線

大阪から約20分

大阪

新大阪

❷ 第２学舎 ２号館 講義室・演習室
　会計専門職大学院の講義・演習等
は、第２学舎２号館を中心に行われ
ます。
　第２学舎２号館には、講義室12室、
演習室20室、パソコン教室１室のほ
か、１階にはフードコートがあります。

会計専門職大学院 自習室
院生自習室
　会計専門職大学院専用の自習室は、第２学舎２号館に設置しています。
　院生自習室１（自習机54席、125㎡）、院生自習室２（自習机90席、262㎡）、院生自習室３（自
習机60席、138㎡）、計204席の座席を設けており、24時間の利用が可能です。
　院生自習室１・２に院生全員分の個人ロッカーを設置しており、本人の学習形態に合わせて
自習室を有効利用することができます。

図書資料室・図書閲覧室
　会計専門職大学院生のための図書資料室・図書閲覧室（図書閲覧用18席、パソコン10台）を
院生自習室と同フロアに設置し､会計､ファイナンスを中心とするコアジャーナルおよび最新の
図書資料を配架しています。

❹ 総合図書館
　総合図書館は、地上3階・地下2階からなり、21,750平方メートルの総面積を持つ、
大学図書館としてはトップクラスの設備と規模を誇る施設です。高槻図書室、ミュー
ズ大学図書館、堺キャンパス図書館を含め、蔵書数は約210万冊以上あります。

❸ 尚文館（大学院棟）
　大学院専用施設である尚文館（地下1階・地上7階、延
床面積約11,900㎡）は、会計専門職大学院の講義科目
の一部が行われます。
　また、履修や修学・学生生活に関する相談・質問に応
じる専門職大学院事務グループの事務室があります。

❶❶

❷

❹

❶❶

❷❷

❸❸❸ ❹❹
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─実学の関大─ 会計の頂点がここにある
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［アカウンティングスクール］

関西大学
会計専門職大学院

〒564-8680　大阪府吹田市山手町3-3-35
関西大学 入試センター 大学院入試グループ
TEL：06-6368-1121（大代表）
E-mail ： grd-adm@ml.kandai.jp　

関西大学 会計専門職大学院

お問い合わせ

［アカウンティングスクール］

最新の情報はウェブサイトをご覧ください。

http://www.kansai-u.ac.jp/as/


