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2015年4月1日（水）、国際会議場 井深大 記念ホールにて、会計研究科入学式が行われ、第11期

生となる新入生が入学しました。

また、今年度から新たに、加藤大吾先生が着任されましたので以下にご紹介します。

■新任教員紹介

加藤 大吾
か と う だ い ご

先生

基礎簿記、簿記Ⅰ/Ⅱ、応用簿記、会計実務ワークショップ

学歴 2003年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業

職歴 2005年公認会計士登録。2002年東京ＣＰＡ専門学校

（現・東京ＣＰＡ会計学院）にて公認会計士講座の財務会計

論（簿記）などを担当。2002年新日本監査法人（現・新日本

有限責任監査法人）入所。2007年監査法人保森会計事務所入

所。2011年早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師。2015年

より現職。

2015年3月25日（水）、国際会議場 井深大 記念ホールにて会計研究科学位授与式が行われました。

式では、佐々木研究科長の式辞のあと、来賓の公認会計士稲門会会長 近野博様よりご祝辞をいただき、修了生一人

一人に学位記が授与されました。続いて、総代の鵜川剛さんより謝辞、副総代の桐生浩二さんより誓いの言葉が述

べられました。また、2014年度をもって退任される佐藤良二教授からご挨拶をいただき、最後に全員で校歌を斉唱

し、第9期学位授与式は幕を閉じました。

調整力を発揮できる会計人を育成する

教育者と実務家の両方の経験を活かして，実務が要請する

「人財」育成のための会計教育の在り方を研究しています。

財務諸表の作成に関する机上の問題では，必ず答えのある

問題しか出題されません。しかし，会計実務では，企業の経済

活動は多種多様であり，すべての会計処理には判断を伴い，時

には会計基準には書かれていないような取引や会計事象も少な

くありません。その際，専門的知識と実務経験からあるべき結

論を導く真の実力が試されます。ただし，一方的な結論のみで

はなく，判断に至るプロセスを説明し，問題解決ができる調整

力を発揮し，矛盾のない着地点を探らなければなりません。

そのためには「なぜこうなるのか？」を常に意識しながら，会

計基準の背後にある考え方を学び，基礎力を身につけることが

重要です。そして，習得した知識を武器に，実務経験を積み，

社会から信頼を得られる会計専門職を目指しましょう。

担当科目

プロフィール

研究テーマ・メッセージ

★謝恩会★

学位授与式終了後、第9期卒業プロジェク

ト主催の謝恩会が、リーガロイヤルホテル

で行われました。



2015年1月31日（土）青山学院大学にて会計大学院協会10周年記念シンポジウムが開催されました。

協会創立10周年を記念して開催された「国際対応に不可欠な会計専門職教育」をメインテーマとしたこの

公開シンポジウムには、会計研究科2期生の平井健之氏がパネリストとして参加しました。

会計大学院協会とは

“会計大学院（文部科学省専門職大学院設置基準により設置された会計に関する専門職大学院をいう）相互

の協力を促進して会計大学院におけ る教育水準の向上をはかり、もって優れた会計職業人を養成し、社会

に貢献することを目的として、会計大学院を設置する法人により構成される団体 ”。

http://www.jagspa.org/index.htm

2015年3月、第4回新日本法規財団奨励賞の表彰式が行

われ、会計研究科の修了生である山口直喜氏が在学中に執

筆した論文（租税法テーマ研究論文）が会計・税制分野で

奨励賞を受賞しました。

第４回新日本法規財団 奨励賞

【会計・税制分野】

◆優 秀

山口直喜氏（2014年度会計専門コース修了）

標題：「国境を越えた役務の提供に対する消費課税の現状と

課題―国際間電子商取引における執行のあり方を中心に― 」

この度、新日本法規財団奨励賞を受賞することができ、大変光栄です。

指導教官である青山慶二教授や副査の秋葉教授、古川教授をはじめ、多大な助言を頂いた方々に感謝致し

ます。また、辛い時期に励まし合った青山ゼミの仲間や、他の研究室の友人に対しても、この場を借りて感

謝申し上げます。今回の受賞を励みとして、今後の経理業務に活かしたいと思います。

私の論文は決して出来の良いものではありませんでしたが、評価を頂いた要因の一つとして、タイムリー

な話題を盛り込めていることがありました。振り返れば、私は時事的なテーマを選んだ宿命上、論文執筆当

初から出来るだけ最新の話題を盛り込むことを心がけていました。そのため、12月末に公表された税制大綱

を織り込むなど、締切間際まで情報収集を行う必要があり、文献を探し出すのに苦労しましたが、今となれ

ば良い思い出です。

最後になりますが、私の学生生活を支えてくださった会計研の皆さまに、厚く御礼を申し上げます。本当

にありがとうございました。



■新入生オリエンテーション「キャリア講演会」

新入生オリエンテーションの一環として、2015年4月2日（木）13:00より「キャリア講演会」を開

催しました。

講師は、会計研に提携講座を提供いただいているアクセンチュア株式会社の宗像秀明先生（通信メ

ディアハイテク本部 マネジングディレクター）にお引き受けいただき、新入生に向けたメッセージ

を頂戴しました。

■「キャリア講演会」【コンサルティング業界編】

就職活動時期が変更となり初めての春となりますが、例年どおり入学間もない時期にキャリアを考

えるきっかけとしてもらうべく「キャリア講演会」を2015年4月25日（土）15:00より開催しました。

【コンサルティング業界編】とした4月の講演会も、会計研に提携講座を提供いただいているプラ

イスウォーターハウスクーパース株式会社、アビームコンサルティング株式会社の2社に講師派遣い

ただき、講演会後は個別相談会も開催いただきました。

2015年5月30日（土）には【監査法人編】として、有限責任あずさ監査法人、優成監査法人の2社よ

り講師をお招きして実施する予定です。今後も積極的な参加をお待ちしています。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー 岡田康夫様

アビームコンサルティング株式会社

プリンシパル 中谷幸司様



【ESSEC Business Schoolについて】

ESSECはフランスのセルジーにキャンパスを置く商科大学院であり、フラン

スにおける知名度は非常に高いものの、欧州全体における知名度は比較的低

い印象を受けました。しかし、フィナンシャル・タイムズの欧州ビジネス・

スクール・ランキングにおいては、HEC経営大学院に次いでフランス国内第

２位に位置しており、ラグジュアリーブランドの経営に特化しているビジネ

ススクールとしても有名です。

【学生生活について】

私はESSECの学生寮であるALEGESSECに滞在していたので、電車(RER)で10分

程の距離からESSECに通っていました。授業は人によって異なりますが、私の場合はMScとMBAの授業とフランス語を

選択し、計4つの授業に出席しました。授業は週3時間が10週間あります。各授業ではシラバスに沿ったAssignmentが

与えられ、授業内でプレゼンテーションを行ったり、ディスカッションが行われたりします。休日は主にAssignment

を終わらせたり、パーティーを行ったり、時間がある時は旅行をしたりして過ごしました。

【留学を通じて学んだ事】

ESSECでの学生生活は、非常に貴重な経験になったと考えています。実務経験のある学生が半数以上在籍してお

り、授業の内容としても非常に実務ベースで、習得した知識を実務的な側面から補完することが出来たと考えていま

す。また、ESSECには世界各国から数多くの留学生が在籍しており、彼らと授業を共にすることは非常に刺激的で、

また同時に新鮮でもありました。留学する事の一つの大きな利点は、このような異なる環境を通じて、自分の存在を

育った環境から切り離し、文化的・宗教的な側面から客観的に自分を見つめ直せる事だと考えています。

ESSEC student kind of life that I experienced in France was absolutely invaluable. People from all around

the world that I met through the program were just amazingly inspiring and super fun. I felt like I gained

brand new perspective each day I spent in ESSEC. That is one of the greatest benefits out of the ex-

change program, I suppose. Additionally I found the classes provided in ESSEC mostly very interactive

and involving, which urges students to be even more expressive and communicative. ESSEC professors

out there were very unique and incredibly helpful throughout the courses or even out of the courses. I can-

not be more grateful for the people that I shared my student life with in ESSEC and hoping to see them

again in another part of the world.

給付対象者
奨学金額

（予定）

年間採用

人数（予定）
出願時期／方法／選考

ESSEC 3か月留学者 300,000円 2名 別途告知のESSEC留学募集要項による。

ESSEC サマースクール留学者 150,000円 2名 別途告知のESSEC留学募集要項による。

留学センター

派遣留学プログラム留学者

プログラムに

よる
若干名 留学センターの選考日程に沿う

留学センター

春季・夏季短期留学プログラム留学者

プログラムに

よる
5名程度 5月/12月（詳細は別途周知）

会計研究科海外留学支援のための奨学金 ※詳細は別途掲示を参照してください。

2015年3月 会計専門コース修了 増田 王馬

会計研究科の留学プログラム ※詳細は各プログラム募集要項を参照してください。

①ESSEC交換留学プログラム

期間：2016年9月～12月の1学期間

②ESSEC Summer Module

期間：2016年6月～7月の3週間

③三澤本庄国際奨学金付き留学プログラム

期間：2016年5月末～7月上旬

奨学金給付額：75万円

◆日本国籍の学生のみ対象


