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会計研究科 教授
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会計研究科 講師

矢口 龍一  Yaguchi Ryuichi

会計研究科 元講師

大久保 卓磨  Okubo Takuma

大学院中心の勉強で試験合格と学問の修得を両立

段 将大  Dan Masahiro

合格しなければ損。これこそがモチベーション

前島 修  Maejima Osamu

限られた時間の中で工夫する　それは日々の仕事と同じ

七松 覚  Nanamatsu Satoru

異分野の出身だからこそ、会計士業界の「厚み」となる

五十嵐 達朗  Igarashi Tatsuo

会計研究科 元教授

秋葉 賢一  Akiba Kenichi

会計研究科 教授

■実務家教員の声

金子 裕子  Kaneko Hiroko

会計研究科 教授

佐藤 良二  Sato Ryoji

会計研究科 元教授

篠原 真  Shinohara Makoto

会計研究科 教授

会計の知識は、
あらゆる分野の仕事に欠かせない、
大切な“活きた学問”です。

会計士は広い視野を持った
“国際人”になるパスポート。
たくさんの貴重な経験が待っています。　

ジョブをこなしながら同時に自分の知識を蓄え
次に活かせることが公認会計士の魅力です。

ますます進む会計のIT化。
会計士の仕事が効率化、高度化へと
進む瞬間に立会っています。

自分が担当した企業をまるごと理解する。
監査の仕事には、そこまでの思いを
抱かせる魅力がある。

専門のフィールドがどんどん広がるのも、
会計士の魅力のひとつ。

専門知識はたくさんのチャンスを与えてくれます。
目標のためにチャレンジしましょう！
すべては未来に繋がります。 

世の中の動きやビジネスモデルに、
興味のある人たちの知的好奇心を
満たしてくれる仕事です。

Open Sesame　開けゴマ
会計士というパスポート。
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◆“自分で問題解決できる専門家になろう”。
　それは、公認会計士に必要なもの

専門家というのは的確な判断が必要です。弁護士や医師が何故
“専門家”と言われているのかと言えば、専門的な知識をもって状況
に合わせて判断することができるからです。そういう意味でも会計士は
多様な状況に応じて判断が必要になります。資格の有る無しに
関わらず専門的な判断ができる「本物の専門家」になって欲しい、
それがアカウンティング・マインドだと考えて
います。

仕事というのは会計士のみならず、どの
世界でも相手があってのこと。その中で相手
がどう思っているか、どういうことを期待して
いるかを理解していくことが大切です。より
難しいこと、高度なことをやっても、相手が望んで
いないことをやってしまうと、相手の満足度は
低くなります。他方、後からでも正当性をもっていたとみられる判断
をすることが必要なので、そのためにも相手の話をよく聞き、周りを
よく理解する、ということが重要です。１人よがりにならずに、状況を
踏まえた上で何ができるのか、すべきかということです。

◆専門フィールドがどんどん広がる、会計士の仕事の魅力

今は監査法人も集約化や大規模化されて、大手では数千人にも
なっており、学生の方は大企業に就職するようなイメージがあると
思いますが、私の頃は、サラリーマンとして企業に入るのではなく

“自分で何かをしたい”という独立心の強い気持ちの人が多かったの
ではなかったかと思います。定年まで働こうと思って監査法人に
入った人はそんなにいませんでしたね。いつ辞めるか、というのを考え
ながらやっていました。当時はそういう状況でしたが、今は大規模化
しているので、組織にもいろんな部署や仕事があり、辞めなくても
海外に赴任したり、外部機関で学んだり、様々なビジネスに触れる
チャンスがあると思います。また、必ずしも最初に入った職場で最後
までいるというのではなく、市場価値を高めて、いつどこに転職するか、
違うことをやるというか、という方向も十分にあると思います。ポジティブ
な意味でいろんな機会が広がっている仕事だと思います。

私自身は、結果的に監査法人に23年間在籍していましたが、
海外に行ったり、法定監査のほか、デリバティブ取引や証券化の

会計アドバイスをしたりする機会がありました。パートナーになる前には
日本銀行の金融研究所の客員研究員として、いろいろな指導を受け
ながら論文も書き、また、その後、会計基準設定主体に出向し、現在
は会計大学院の教授をしているというように、会計士の仕事は専門
フィールドがどんどん広がるのも、魅力のひとつだと思います。

◆これから会計士を目指す人たちへのメッセージ

私のキャリアの中でも、周囲の方 と々の関係
やご縁が仕事のフィールドを広げ、自分の進む道
に繋がって行ったことを実感しています。周りの
いろいろな人に支えられたり、指導を受けたり
したので、学生の方々も周りの人との関係や
繋がりを大切にして欲しいなと思います。仲間や
先輩、先生の存在はとても大きいですよ。そう
いった意味では早稲田大学大学院会計研究科
には、素晴らしい先生ばかりいらっしゃいます。

どんどん自分から貪欲に、先生に当たってもらいたいと思いますね。

そして、早稲田大学大学院会計研究科の魅力は、目指すものが
同じものを持った人が多く集まっていることです。そういう環境、土壌
があるというのは非常に重要なことです。どこの組織もそうですが、
同じ目標を持った人たちが集まると、自分一人では気がつかない、
新たな力が発揮できるなどの面があるので、切磋琢磨し合える環境
に身を置けるというのは、カリキュラムや設備という目に見える部分に
加えて大きな点だと思います。

◆公認会計士を目指したきっかけは、
　知的な格好良いイメージに憧れて

高校生の頃、大学への進学を考えていた時に「公認会計士」と
いう資格と職業があることを知り、横浜国立大学経営学部に入学
しました。その当時は仕事の内容よりも、会計士の知的で格好
良さそうなイメージに憧れたのが始まりです。公認会計士を目指した
のは、子供の頃に少しだけ、そろばんをやっていた影響も多少ある
かもしれませんね。実際には関係ありませんが。

私はまず、大学２年生の時に日商簿記の１級を取得して、３年生
からは会計学を専門にされていた若杉明先生のゼミに入りました。
会計士試験は大学３年から
受けて、４年生の時に合格
しました。今と違って会計士
の試験は、７科目一括という
状況でした。３年生の時は
受かる気はしなかったの
ですが、翌年４年生の時には
落ちる気はしませんでした。

◆大学卒業後は監査法人へ。
　そして入所4年目、海外赴任へ

大学４年生の時に会計士の試験に受かった後は、その夏から
専門学校の講師として１年間ほど関わっていました。そして、大学を
卒業した年の夏に英和監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）に
入所しました。会計士として初めての大きな出来事は、入所４年目に
オーストラリアへ赴任したことでしたね。私は英語もあまりできなくて、
海外に行くことは当時全く考えていませんでした。それでも、海外に
行くチャンスがあったというのは、恵まれていたと思いますね。

当時、シドニー事務所に日本人はいなくて、１人放り出された状況
でした。私はその時、26〜27歳くらいで中身はまだまだ足りなかった

のですが、名刺に「公認会計士」と入っていたので現地では日系
企業の社長さん方々からも、何とか一人前には扱われていました。
資格の持つ有り難さをこの時実感しました。

◆公認会計士の勉強は大学の授業とも平行できるし、
　きちんと勉強すれば大丈夫

公認会計士の資格は確かに難しいけれど、きちんと勉強すれば
受かります。会計士の試験は、大学や大学院の勉強とリンクして
いますし、何とかならないことはない。特に経済系・商学系の学生に
とっては、目指すべき資格の１つだと思います。例えば、勉強に費やす
時間も、授業の勉強や演習時間、独自の勉強などを合わせれば、
1日12〜13時間くらいは、皆さんであれば可能と思います。

また、資格はお金と同じで邪魔にはならないし、あって損することは
ない。税理士や弁護士もそうですが、大型の資格は時間もかかる
ので、学生の時が一番チャンスなのではないでしょうか。将来的な
ことを考えれば何をするにしても資格を取っておく、というのは良い
ことだと思いますよ。ぜひ、チャレンジしてください！

大学時代は若杉明先生のゼミへ

1990年当時。シドニーへ初めての海外駐在を経験

実務家教員の声①

会計士の活躍のフィールドは様々に
広がっています。会計士の試験を入口に、
さらに自分に合った専門分野へキャリア
を重ねていけるのも、この職業の魅力
のひとつだと思います。多様な状況に
応じて専門的な判断ができる「本物の
専門家」になれば、活躍できる領域は、
大きく広がることでしょう。

秋葉 賢一  Akiba Kenichi 

会計研究科 教授

Profile：【学歴】1986年横浜国立大学経営学部卒業。【職歴】1986年英和監
査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所。1989年公認会計士登録。1998
年同法人社員、2007年同法人代表社員。この間、2001年から2009年まで
企業会計基準委員会（ASBJ）へ専門研究員として出向（2007年から主席研究
員）。2009年より現職。1997年から1999年日本銀行金融研究所客員研究員、
1999年から2003年金融庁企業会計審議会幹事。現在、公認会計士試験委員

（2009年から）、日本証券アナリスト協会試験委員（2005年から）、金融庁企業
会計審議会専門委員（2013年から）など。【著書】『エッセンシャルIFRS』（中央経
済社・2011年）、『会計基準の読み方 Q&A100』（中央経済社・2014年）など。

【担当科目】 財務会計リテラシー、財務会計Ｃ、国際会計基準Ⅰ、国際会計基準Ⅱ、財
務会計基礎ワークショップ、IFRSワークショップ、企業会計基準ワークショップ、財
務会計研究、財務会計学位論文、財務会計テーマ研究／研究論文
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専門のフィールドが
どんどん広がるのも、
会計士の魅力のひとつ。



許す限り現場に行って話しを聞かせてもらえたというのは有り難い
ことでした。何かあると経理の人のところへは行かず、生産現場や
工場へ行き時間をもらって、現場でどうなっているのか教えて
もらったり質問したり、営業では、お客様にどういう観点で製品を
売っているのか、という話しを聞かせてもらうことが、とても勉強に
なりました。そうすることによって、数字だけでは計り知れない事業
活動の動きが分かった手応えがありました。

◆会計士は経理・会計関係だけではなく、会社そのもの、
全体のビジネスを広い視点で捉える仕事でもある

公認会計士というのは会計処理の吟味をしているというイメージ
が強いかと思いますが、内部統制などを含めた会社そのものや、
全体のビジネスを見ていく視点が必要です。もっと深く言うと、
経営者やトップの人たちが、どういうことを考えてビジネスをしている
のか、こちらも掴まないといけない。そこが分かると、“だから、この
会社はこうやって動くのだな”というのが見えてきて、監査において
やっていくべきことがはっきりしてくるのだと思います。もちろん、
会計士が完全に理解できるわけではないし、踏み込んでいけない

領域はありますが、その会社をまるごと理解するぐらいの姿勢は
必要だと思います。

そういった意味でも、型どおり形式的に会計処理が合っている、
合っていないという仕事のやり方ではなくて、それが本当に会社の
ビジネスとして妥当なのかを検証することも大切です。

そもそも事業活動といったものに監査の私たちは直接タッチして
いないので分からないのです。それでも、その事業活動が有効に

実行されていることを理解していかなければなりません。だからこそ、
そこで会社がおこなっている取引が本当に良いのか悪いのか。有効
なのかどうか、ということをきちんと判断していくことが、監査を実施
していく上でやり甲斐があるところでもあると感じています。

そこで私は、判断していくというのはなかなか難しいという意味で
〈thinking audit〉という言い方をしています。「考えて、判断をする
監査」です。それが思考の迷路に迷い込んでしまうと、発音が悪い
こともあって、〈think〉ではなく〈sink〉になって沈んでしまうわけです。
やはり、人がやったことの跡付けをしているだけでは、監査の仕事は
つまらないものになってしまいますから。自分でどうなのかということを

〈think〉して判断することが重要なのです。学生の頃から、そういう
考え方が身につけられると良いと思います。

◆監査の本を初めて手に取った高校時代。
「よく分からないけど、会計士ってすごい！」と、
夢中で読破しました

私は小学生の頃から学校の教科書で勉強するのが苦手でした。
分からないことや知りたいことがあると先生に「こういうことを知り
たいんですけど、何かないですか？」と聞いて、本を読んで調べる
ような子供でした。そういう意味で、今も好きなことをやっていることを
思うと、人と同じようなことをするのが苦手な性格なのでしょう。

そんな私がどうして勉強が必要な会計士の道へ入ったかというと、
家が商売をしていたので商業高校に進学しました。高校1年生の時
に担任だった簿記の先生が会計士補の資格を持っていた方で、

「サラリーマンにはなりたくない」と話したところ「それだったら、
税理士や会計士という仕事がある」と教えてくれました。それに、
授業で習った商業簿記の仕組みが
とても面白く感じました。そこから
興味を持ち始めて、卒業後のことを
考え始めた2年生の時に先生から

「会計士を目指してごらん」とアド
バイスを頂きました。

会計士のことを調べようと図書館
に行ったら、田舎だったので会計士
や監査に関する本はありません
でした。それで、一番大きな本屋に
行ったら、1冊だけ、早稲田大学の
日下部先生の本があったので、ひと
夏かけ、全然意味が分からなかった
のですが、立ち読みしました。最後は
本屋さんにお茶を出してもらったり
しました。 “よく分からないけど、
会計士って何かすごい、ちょっと
やってみよう”と思い、どうすればいい

のかと、仲良くしていた若い先生に聞きに行きました。先生に「だったら、
大学へ行って勉強して来なさい」と言われて、その先生が専修大学
の出身で「監査論の先生がいるから、そこで学ぶと良い」とアドバイス
を受けて専修大学に進学しました。

◆大学で会計士試験受験のサークルに入部して勉強を。
４年生で公認会計士試験に合格

大学に会計士試験受験を目指すサークルがあったので、そこに
入って勉強をしていました。そういう意味で、わざわざ受験勉強をした
という感じはあまりなくて、サークル内で自然なかたちで1年生の時
から勉強をしたり、仲間と遊んだりしていました。３年生から受験して、
4年生で合格しました。

◆やりたいことをさせてもらえた監査法人
での仕事。直接現場に出向いて話しを聞く
のが大好きだった

私は大学卒業後、監査法人に入所しました。そこで、
本当に良かったのは、自分がやりたいことをさせて
もらえたということです。今思えば、本当に有り難い話
です。良き上司、先輩に恵まれたことに感謝しています。

財務諸表というのは、企業のビジネスが会計処理
に集約されて、作成されるわけです。監査では、企業
のビジネスがどういうものかを理解することが基本に
なると思います。それで、会社がどういう意図や判断
の下で活動を行っているのかということを、より深く
知りたくて、工場や営業の現場に出向いては、現場
や担当の方々の話を聞いていました。

通常、監査は先方の会議室をお借りしてやっている
のですが、私はあまりその部屋にいなくて、時間の

実務家教員の声②　

私自身、学生時代は先生方に会計士の道
を示して頂いたし、会計士になってから
は、好きなように監査の仕事に取り組ま
せてもらえました。ですから、会計研究
科の教員として恩返しの思いで、ここか
ら若い優秀な人が公認会計士になって
欲しいと指導に当たっています。

五十嵐 達朗  Igarashi Tatsuo 

会計研究科 元教授

Profile：【学歴】1976年専修大学商学部会計学科卒業。【職歴】1975年等松
青木監査法人（現・有限責任監査法人トーマツ）入所。1990年同監査法人社員
就任。2011年有限責任監査法人トーマツ社員脱退、五十嵐公認会計士事務所
開業。2012年日本公認会計士協会自主規制・業務本部主任研究員（非常勤）。
2000年から2011年日本公認会計士協会監査基準委員会・委員・副委員長。
2006年から2012年金融庁企業会計審議会監査部会・臨時委員。2012年から
2017年株式会社国際協力銀行・非常勤監査役。2013年から2017年会計研
究科教授。【著書】『財務諸表監査 私論』（平成24年日本内部監査協会青木賞受
賞、日経事業出版センター・2012年）、『監査リスク・アプローチの実務』(共著・
清文社・2004年)、『リスクマネジメントと内部統制』（共著・税務研究会出版局・
2003年）。

5 6

自分が担当した企業を
まるごと理解する。
監査の仕事には、
そこまでの思いを
抱かせる魅力がある。



得意ではないのですが、苦労しながらも国際会議での議論に参加で
きたのは、会計やディスクロージャーの知識があったからです。この
会議を通じて、日本のディスクロージャー制度がアメリカの制度を模
してつくられており、ヨーロッパは必ずしも同じ考え方や制度を採って
いないことを知りました。

また、米国証券取引委員会（SEC）や英国金融サービス機構
（FSA）の担当者など、監査法人では会うことのなかった人たちと
知り合うことができました。特に、ディスクロージャー・サブコミッティー
は、12〜13人のメンバーのうち女性が８割を占めていましたので、
一緒に食事やおしゃべりをしたのも楽しい思い出です。

◆セミナー講師、書籍執筆、女性経営者の支援……
会計士の仕事が広げてくれた人の輪とビジネスの世界

　監査法人に復帰後は監査業務だけではなく、本部で監査チーム
からの会計に関する質問に回答する役割も担いました。さらに、事
務所内の会計に関する研修や社外向けのセミナーの企画・運営
も行いました。四半期レビュー制度、監査に関する品質管理基準、
過年度遡及会計基準などのセミナー講師として説明する機会もたく
さんありましたし、十数冊の書籍執筆を行ったのもこの時期です。

　2012 年からは、ベンチャー経営者や IPO サポートの仕事を始

めました。男性に比べて女性の起業家や経営者は少ないことから、
女性経営者と女性エグゼクティブのためのネットワークとして
Winning Women Network（WWN）を立ち上げて、４年間代表
を務めました。WWN では 30 回以上のネットワーキング・イベント
やセミナーを開催するほか、優れた女性経営者を表彰し、1300
人の女性経営者たちとネットワークをつくり、海外の女性経営者と
の交流も行いました。こうしたことをきっかけに、文部科学省のグロ
ーバルアントレプレナー育成促進事業の委員として、大学における
アントレプレナー人材育成などをお手伝いする機会も得ました。

　WWNを始める前は、経済界の方とのお付き合いは上場企業
の経理の方が中心でしたが、WWN で会う女性経営者たちはまっ
たく違うタイプです。ヴァージン・グループ創設者のリチャード・ブラ
ンソンは、「起業家とは実現不可能な夢に対して『できる』と言い、
その夢の実現に挑戦することを楽しむ人種です。起業家とは『答
えは Yes です。ところで質問は何でしたっけ？』というような人種な
のです」（『英米リーダーの英語』コスモピア）と言っています。
本来の私は慎重なタイプですが、このような女性経営者と接するこ
とを通して、チャレンジを楽しむことの大切さを学んだように思います。

　28 年間の会計士の仕事を通じて、いろいろな人に出会い、ビ
ジネスを知ることができ、世界が大きく広がりました。これも、大き
な財産だと思っています。

◆TVアナウンサーから一念発起の転身
簿記３級スタートから２年で合格、公認会計士へ

私が会計士を目指したのは28歳のときです。九州大学文学
部を卒業後、最初の仕事は北海道の放送局のアナウンサーでし
た。テレビのお昼のワイドショーの司会やラジオの深夜放送のパ
ーソナリティーを務め、あちこちに取材に出かけて珍しいものを見
つけ、美味しいものを食べ、有名人にインタビューし、毎日が学園
祭のようにエキサイティングで楽しい日々でした。

その一方、毎日新しいものを追いかけるために、知識や経験が
深まらないことに物足りなさを感じていました。また、休みが月２日
程度で朝早くから夜遅くまで働く日々でしたので、長く働き続ける
のは難しいと思い、結婚を機に５年半勤めた職場を辞めました。
退職後、仕事を続けるためには資格取得が必要と考え、会計士
を目指しました。同じ資格でも医者になるのは時間がかかるし、弁
護士になって犯罪と向き合うのは気が重いし、会計士ならビジネ
スの世界で面白そう！というのが選んだ理由です。

会計の知識はまったくありませんでしたので、簿記３級から始め
ました。試験科目だった簿記、会計学、監査論、原価計算、商法、
経済学、経営学のすべてが初めて勉強する科目で大変でした
が、学ぶ楽しさもあり、一生懸命に勉強しました。受験１年目は準
備不足でしたが、２年目は自信をもって臨み、合格しました。努力
が結果として報われる試験だと思います。また、資格取得だけでな
く、会計という視座で物事を見ることができるのは、自分に自信を
与えてくれると感じます。

◆会計士になって良かった！
多彩なビジネスのカタチを知り、金融庁にも出向

会計士になって良かったことはたくさんありますが、一つは監査を
通じてさまざまなビジネスを学べる点だと思います。会計士試験合
格後に太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）に入所

し、製造業、航空運送業、不動産業、卸売業、銀行などの監査やア
ドバイザリー業務に携わりました。会社勤務は、その会社のやり方を
深く知ることができますが、会計士の場合は、さまざまなタイプのビジ
ネスモデル、仕事のやり方、システム、人材の活用法などを知ること
ができます。仕事にもいろいろなやり方があること、真似したい方法
や改善点に気づくことができるのは、会計士の強みだと思います。

2003年から３年間、金融庁企業開示課に出向し、企業会計審
議会の事務局として監査基準の改訂などに携わりました。ちょうど四
半期レビューや品質管理基準、内部統制監査が導入され、制度が
大きく変わる時期でしたので、基準の第１稿ドラフトをつくり、関係方
面（経団連、投資家、日本公認会計士協会等）と調整し、制度が出
来上がっていく現場に立ち会えたのは素晴らしい経験でした。また、
監査法人でクライアントの方と接するのとは違う、企業の方の姿を
見ることができました。政治や政府の仕事を知ることができたのも良
かったと思います。「国益を守る」ことの意味もわかりました。

また、金融庁では、証券監督者国際機構（IOSCO）のディスクロ
ージャー・サブコミッティーに十数回参加し、多国籍間での負債証券
発行時のディスクロージャー原則の策定などに携わりました。英語は
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会計という専門知識をもって社会を見
ること、社会に貢献することができるの
は、大きな武器であり喜びです。いろい
ろなタイプの会計士がいて、いろいろな
仕事をし、さまざまな人生を歩んでいま
す。努力すれば、若くても、若くなくても、
女性でも、男性でも、プロフェッショナ
ルとして、自分で世界を広げていくこと
ができます。ぜひチャレンジして、最高
の今と未来を生きましょう！

金子 裕子  Kaneko Hiroko 

会計研究科 教授

Profile：【学歴】九州大学文学部卒業。【職歴】1989年太田昭和監査法人（現 
新日本有限責任監査法人）入所。2007年同法人社員。この間2003年から
2006年まで企業会計専門官として金融庁総務企画局企業開示課に出向。
2006年から2014年まで日本公認会計士協会監査基準委員会委員・監査保証
実務委員会委員。現在、公認会計士試験委員。【著書】『こんなときどうする？引当
金の会計実務』（中央経済社・2014年）『キラキラ女性経営者を目指す！会社経営
の教科書』（同文舘出版・2014年）『連結財務諸表逐条詳解』（中央経済社・2011
年）など。

【担当科目】 プロフェッションと倫理、監査基礎、監査各論、会計と監査実践ワーク
ショップ、プロフェッションと倫理ワークショップ

専門知識はたくさんの
チャンスを与えてくれます。
目標のために
チャレンジしましょう！
すべては未来に繋がります。

アナウンサー時代、24時間テレ
ビ（NTV系列）で坂本九さんと。

（上）NTV系列北海道・東北ブロッ
クアナウンス賞受賞（1984年）

（下）Ernst & Young Chairman's 
Value Award受賞（2009年）

パリで証券監督者国際機構
の会議に参加。各国代表の
女性メンバーと。

WWN代表を４
年間務め、女性
経営者のための
サポ ー ト 活 動
にも奔走した。



しまうけれど、私の行った70年代当時は、まだテレックスの時代で、
今みたいに電子メールをやる時代ではありませんでした。だから、
分からないことがある度に聞くわけにはいかないので、自分でジャッジ
するという癖がつきました。私は31歳の時に駐在して35歳で帰国
しましたが、30代の前半というのは自分で判断する能力を身につけ
なければならないと思います。リスクを超えて判断してはいけない
けれど、ある種のことは自分で判断しなければいけない。そういうこと
が身に付いたのは、１人で駐在したお陰だと思っていますね。

もう１つ得たものは、外国の人たちの考え方みたいなものが理解
できるようになり、外から日本を見て“ああ、こういうところが日本と
違うな”ということが分かったことですね。とにかく日本と一番違うのが

「多様性・雑多」だということ。日本は本当に一色だから、他も一色
にしようとして排他的になったりしてね。そういう部分は物凄く
学びました。多様なものを受け入れるということに、日本は慣れて
いかなければいけない、と強く感じましたね。今はやっと少しはマシに
なってきたかな。でも、まだまだですよね。だから、皆さんも海外に
出て、そういう経験をするといいですね。

◆「授業で消化できる授業」の工夫

私は研究を積み上げて教授になったのではなく、実務をやってきて
教授をやっています。現場の生きた経験を学生の方へ伝えられるよう
に、私の経験に基づいてレジュメを毎回用意しています。また予習・
復習はやらないで授業で全て消化できるように工夫しています。その
ためレジュメをサブノートのように作成し、聞くことに集中できる授業

にしようと思っています。その方が頭に入りますからね。早稲田の
会計研究科は、私のような実務経験者と、学究肌で基準や実務
指針の作成に携わるような先生もいる。両方いることがとても深い
学びになる、良いところだと思います。

◆会計のプロフェッショナルには、倫理観が必要不可欠

資本主義はもともと個人の利益や我欲をインセンティブにして、
成長しようという考え方なので、自分の利益を全面的に出そうとする
と、倫理というものに必ずぶつかります。だから「資本主義」と「職業
倫理」は、ビジネスマンにとって気をつけなければならないテーマに
なります。その中でも特に会計士や金融機関など、お金に近いところ
で仕事をしている人は、さらにもう一段高い倫理観を持たなければ
なりません。会計不正を手伝ったりすることは論外だし、見逃さない
ように注意しなければなりません。会計士は決算書が正しいという
ことを保証し、資本市場の公正を守ることが使命です。その使命を
全うすることが「会計士の職業倫理」ということになりますね。

いろんな不正事件を起こした人たちは、残念ながら金融や会計
のスキルはすごく持っているのに倫理観が低かったと思われます。
スキルを持っている人は、それだけ倫理観が高くないと世の中に
とってリスクになってしまいます。だから、倫理観を持った上でスキル
を身につける、というのが授業の目標です。会計士になるという
ことは、空手の有段者になるようなもので正しい振る舞いが求められ
ます。高い倫理観を持った真の会計プロフェッショナルになって、
社会に貢献していくことが期待されますね。

◆大学卒業後、証券会社に就職。
会社を辞めて公認会計士へチャレンジ

私は最初、大学を卒業して証券会社へ就職をしました。当時、
あまり考えずに就職をしたものだから、だんだんと「何か違うな…」と
感じるようになったんです。それで、父親に相談したところ、父の従兄弟
が税理士をやっていて「お前もやってみたら？」と言われて、税理士の
ことを調べ始めたら、公認会計士という職業があることを知って

「こっちをやってみようかな」と思ったのが、きっかけでした。私が会計士
になった動機は特に志が高かったわけではありませんでした。大学
時代、友達に１人だけ会計士の受験勉強やっている人がいて、
その時は「そんな難しそうな試験勉強、大変だね」なんて言って
いましたが、まさか自分も受けるようになるとは。それからは、完全に
会社を辞めて浪人して簿記学校に行きました。だから、背水の陣の
思いで１年間は相当勉強しました。結果、２月に退社して翌年の７月
の試験に合格することができました。

◆会計士は“知的好奇心”を存分に満たしてくれる仕事

会計の面白さを知ったのは、会計士になってからです。後になれば
なるほど「なって良かったなあ」と思っています。その理由の１つは、
会計や監査の仕事は“知的好奇心”をとても満たしてくれるのです。

例えば、会社を財務情報で分析して、いろんな会社に行くわけです
が「何でこの会社はこんなに儲かっているのか？」とか、工場に行くと

「こうやってモノが作られているんだ」「この産業はこういう構造に
なっているのか」と、どんどん好奇心が広がっていきました。そういう
ところが会計士になって良かったなと思います。もちろん、証券会社
で働いたことも後で役に立ちました。証券会社も会計士も資本市場
との関わりの中でプレイをしている、もしくはサポートしている立場に
あります。そういう意味では、世の中の動きや産業、ビジネスモデル
などに興味のある人にはとても向いた職業だと思います。

◆あらゆることが身に付き視野が広がった、
ニューヨーク＆ロンドン駐在

どうして日本の会計士が海外へ行くかというと、基本的には日本
の企業が子会社や支店を作って海外へ進出するから、サポーターと
して行くわけです。海外の提携先のオフィスに１人で駐在したり、
日系企業の監査チームに参加したりします。経験として良かった
のは、１人でいろんなことをやるから、自分で物事をさばいていく、
ということが身に付いたことです。大勢でいると、上司にすぐ相談して
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客観的に見て会計士業界は本当に男女
均等だし、年齢も関係ありません。それは
やっぱり専門性で勝負する仕事だから、
専門的な能力が高くなればなるほど、
フェアでオープンな世界になっていき
ます。みなさんの知的好奇心や専門性
をどんどん追求して、力をつけていって
欲しいですね。

佐藤 良二  Sato Ryoji 

会計研究科 元教授

Profile：【学歴】1969年慶應義塾大学経済学部卒業。【職歴】1971年等松青
木監査法人（現・有限責任監査法人トーマツ）入所。1978年から1982年まで
ニューヨーク及びロンドン事務所に駐在。1983年社員。2001年東京地区経営
執行社員。2007年包括代表（CEO）、同時にデロイト・トゥシュ・トーマツエグゼク
ティブメンバー就任。2007年から2010年まで財務会計基準機構評議員。
2009年から2010年まで会計教育研修機構理事。2012年から2015年会
計研究科教授。

ロンドン駐在時代、同僚たちと

世の中の動きや
ビジネスモデルに、
興味のある人たちの
知的好奇心を
満たしてくれる仕事です。



◆米英での実務経験、そして役所勤めへ
別世界が拓いてくれた視野と価値観、仕事の幅

入所して７年、上場企業の主査も経験して多くのことがわかっ
てきた頃、転機が訪れます。80年代終わりから、海外現地生産
のために日本企業の海外進出ブームが起きていました。そのよう
な折、デトロイトで２年、ロンドンで３年、提携事務所に出向する
機会を得ました。これからの会計士には海外経験も必要と、送り
出してくれた上司には感謝しています。

海外赴任中、言葉の壁で苦労もしましたが、現地の同僚・上司
と仕事をするなかで、多様な考え方、多様な仕事のやり方がある
ことを学びました。また、監査先の日系企業の方からも、会計や
監査のみならず、現地の労務問題についての苦労話など、思い
もつかなかったいろいろな話を伺うこともできました。そういった経
験を通じて、日本で仕事をしていただけでは得られなかったであろ
う、別のモノサシを持つことができたのは収穫でした。

帰国してしばらくして、すでに監査法人のパートナーになってい
ましたが、縁あって、当時の大蔵省（現在の金融庁）に勤務する
ことになりました。民間の組織しか知らない自分でしたが、初めて
役所に勤務することになったのです。

規制を受ける側から規制を考える側に回ったというのは、大き
な違いだったかもしれませ
ん。当時、勤務していた監査
法人の事務所は霞が関ビ
ルにあったので、職場は道
路 1 本を隔てた大 蔵 省 へ
移っただけでしたが、感覚と
しては海 外 赴 任と同じくら
い、あるいはそれ以上の別
世界にやって来たような感じ
がしました。

国内業務では監査基準や会計基準の設定主体である企業
会計審議会に裏方として携わりしました。国際業務では資本市
場の監督当局の国際的な集まりである証券監督者国際機構

（IOSCO）の中で会計・監査・開示を受け持つ委員会の担当とし
て、国際監査基準（ISA）や国際会計基準（IAS）についての監
督当局間の議論に参加したり、自分としては初めての本格的な
国際会議に出たりもしました。

◆日本公認会計士協会の役員として「監査基準」を担当
国際監査基準の審議・設定にも携わる

役所から戻ると、監査法人からの勧めもあって会計士協会の役員と
なり、監査基準担当として６年、次いで国際担当を３年務めました。監
査基準を担当しているときには、ISAとのコンバージェンス（各国の基準
を国際基準に収束させていくこと）を進めることもできました。

各国の会計士団体の集まりで、日本の会計士協会も所属する国
際会計士連盟（IFAC）という組織があり、それはニューヨークに本部が
あります。会計士協会の役員になって間もなく、会計士協会の推薦で、
IFAC傘下の組織でISAの設定主体である国際監査・保証基準審議
会（IAASB）のボードメンバーとなり、そこで多くのISAを設定・改定する
審議に加わる機会を得ました。ここでの知見が、後の日本におけるISA
とのコンバージェンスに活かすことにつながりました。

また、その後には、IFAC全体の運営について決定するIFAC理事
会のボードメンバーとなり、IFACの予算や人事などの組織運営全体
の議論に参加する経験も得ることができました。

国内と海外、監査法人と会計士団体、基準を守る現場と基準をつく
る基準設定主体、民と官、そして実務会から教育界へ。振り返れば、い
ろいろなものを見るチャンスに恵まれました。公認会計士であればこそ、
それが可能だったのだと思います。私のケースはほんの一例に過ぎま
せん。多くの会計士が、さまざまな分野で活躍しています。

◆実務家教員として思うAI時代の公認会計士
会計研究科をステップに活躍のフィールドを拡げてほしい

　会計研究科では、監査の実務経験と監査基準の設定主体での
経験を活かして、「監査論」を担当しています。

　ISAとのコンバージェンスが一段落している今、監査基準や実務
指針を落ち着いた環境で学ぶには最適のタイミングだと思います。
講義では、基準設定の背景や実務のトピックも入れながら、監査を
体系的に学ぶことを目指しています。

　また、IT や AI（人工知能）の進歩に伴って、監査現場もこれ
から５年、10 年をかけて変わっていこうとしています。これから公認
会計士業界に入ることは、その先頭で学ぶことができるよいタイミン
グでもあります。それらに関連するIT や統計学など、会計研究科で
も学べるものは多々あります。会計研究科では、会計の知識に加
えて自分の得意分野を持ち、活躍のフィールドを広げることを「会
計＋１（プラスワン）」と呼んでいますが、プラスワンといわず「プラ
スツー」でも「プラススリー」でも勉強して、将来を広げていっても
らえればと思います。

◆大学では法学部。簿記のボの字も知らない学生だった
会計士として現場に出て初めて知った実務の意味

学生時代、資格を取って、専門家になりたいという漠然とした思いは
ありましたが、公認会計士への道はなんとなく選んだというのが本当の
ところです。就職をまじめに考える段になって、父親が税理士だったこと
もあって、公認会計士という資格に多少の親近感があったというのが
キッカケです。試験に合格後、監査法人に入って仕事を始めるまで、公
認会計士の具体的な業務についてはほとんど知りませんでした。

入所した監査法人は、前年に外資系会計事務所と合併し、国内部
と国際部に分かれており、入所の際にお世話になった幹部の方から国
際部へのお誘いがありました。もともと海外への憧れのようなものはあっ
たのですが、そのときは国内部でも勉強しなければならないことが山ほど
あるのに、英語や海外のことまで手をつける自信がなく、国内部を希望
しました。後から見れば、どちらを選んでもなんとかなったように思えます。

会社に往査して、例えば、店舗を見たり、製造現場を見たりするという
のは、帳簿上の数字の羅列であったものが具体的なイメージに変換す

る瞬間です。それを
繰り返すうちに、数
字だけを見てもイメー
ジが湧くようになって
きます。そして、受験
勉強で身につけた
会 計 学や監 査 論
が、現場で生きたも
のに変わる、これが
実務です。先輩や
同僚はもとより、監
査先の方々を含め
た現場のすべてが、
会計士を育ててくれ
るのです。

実務家教員の声⑤

自分が会計士になった頃に比べても、会計士の活躍
する領域は増えており、今後もさらに増えていくでしょ
う。新たに会計士になる人たちには、資格を活かし
たさまざまな機会が待っています。そして、会計研究
科では、いくつもの選択肢に触れることができます。
ただし、どの道に進むにせよ、まずは監査業務など
基本的な実務経験を積んで、自分のベースをしっか
りとつくりましょう。長いキャリアパスに向かって、
実務経験を通じたベースを持っておくことは大切で
す。そのうえで、自分なりの道を進んでもらえればと
思います。

篠原　真  Shinohara Makoto 

会計研究科 教授

Profile：【学歴】1982年慶應義塾大学法学部卒業。【職歴】1984年監
査法人中央会計事務所入所。1991年から1996年米国および英国
クーパース・アンド・ライブランドに出向。2000年から大蔵省金融企画局
市場課、中央青山監査法人、新日本有限責任監査法人等を経て、2017
年より現職。この間、日本公認会計士協会理事、同常務理事、企業会計審
議会・監査部会臨時委員、国際監査・保証基準審議会（IAASB）理事、国際
会計士連盟（IFAC）理事などを歴任。

【担当科目】 監査A、監査B、監査C、監査の実務と応用ワークショップ
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Open Sesame
開けゴマ
会計士というパスポート。

デトロイトから帰国する際に記念と
して贈られた時計

国際会計基準審議会（IASB）の前身で、国際会計基準を設定
する国際会計基準委員会（IASC）のボードミーティングに
IOSCOオブザーバーとして参加。



会計士レベルの知識がないと、クライアントとまともに話し合って
基本設計の段階から携われないな、と強く感じました。ではどうしようか？
と考えた時、公認会計士の資格は働きながら取るのが難しいという
こともあり、いろいろと悩みました。そして、職場の先輩などにも相談に
のっていただきながら熟慮の末、仕事をいったん辞めて勉強に専念
することにしました。自分のスキルとして、もっと広い分野の仕事を担当
していく為には、会計が必須だったにも関わらず、その領域の知識が
あまりにも乏しい。これは本格的に何とかしなければいけないと、切羽
詰まった気持ちで会計士の勉強を始めたわけです。

◆大学時代、理工、ITを専攻している人たちにこそ、
是非会計士を目指して欲しい

私自身の経験から言っても、これからますますIT・数理的な考え方が
会計士にも必要になると思います。たとえばITに関して。2008年度
から内部統制報告制度が法制化されて、今まで公認会計士は会計に
関する監査意見だけを公表すれば良かったのに、この時点から内部
統制に関する監査意見も公表しなければいけないことになりました。
これは会計士にとって青天の霹靂のようなもの。コンピュータをはじめと
するITの中身を技術面も含めて相当程度に理解していないと、ITを
駆使して構築されている内部統制の整備・運用状況を突っ込んで調査
することが困難となり、内部統制の評価がまともに出来ないからです。
ところが、公認会計士の試験科目には未だにITが入っていない。
このような状況にあって、ITがきちんと分かって、内部統制監査を真の
意味でリード出来ると、自分たちの監査チームだけではなく、被監査
会社の経理チームと情報システムチームを含めた監査プロジェクト
全体をリード出来る会計士になれるし、今後はそのような力がますます

求められていくようになると思われます。たとえば、大学の学部時代に
理工系でITの力、数理の力を鍛えていた人であれば、たとえ学部時代に
会計の勉強経験がなくても、大学院で会計の勉強に専念することに
よって、このような総合力の基礎を身につけることができると思います。
公認会計士試験合格レベルの会計知識の習得を目指すには、集中
して少なくとも２年間は勉強する必要があるでしょう。また、就職してから
また新しいことをゼロから勉強する時間を取るのは難しいと思います。
そこで、是非とも会計専門職大学院をうまく利用していただきたいと
思います。学部時代に数学関連あるいはIT関連を一通り勉強し終えて
いる自信のある人は、上記のような意味でとてもいい戦力となるポテン
シャルを備えているといえます。理工系学部で真面目に過ごしてきた
人は、将来の職業の選択肢の1つとして会計専門家を是非検討
していただきたいと思います。

◆鈴木孝則教授の特色、エイジェンシー理論やゲーム理論
に依拠した経済モデルを用いた会計情報の分析

私の授業の特色に、エイジェンシー理論やゲーム理論に依拠した
経済モデルを用いた会計情報の分析があります。それは、現行の会計
制度や監査制度を経済モデルを用いて表現し、その均衡点の挙動
を調べるという方法によって現行制度の根底にある性質を明らかにし、
もって制度の評価に役立てようというものです。人間は１人で大きい
物事をやろうとしても出来ないですよね？たとえば、飛行機やビルだって、
組織の中で沢山の人が上手くシステマティックに動いて初めて出来る
わけです。そこで働く組織には階層があり、権限を委譲する側とそれを
受託する側がある。大抵の人は自分が下の人たちのボスであると
同時に、上の人の部下なわけです。そうすると、自分が上の立場の場合
には、なるべく予算は使わないで下の人にたくさん働いてもらいたい。
自分がボスに対して使われている身で考えると、なるべく給料をたくさん
もらって、なるべく楽をしたいわけです。このように、上の人と下の人の
利害相反が必ず発生します。会計や監査の考え方を適切に導入する
ことによって、このような利害相反をなるべく少なくするにはどうしたら
いいのかを検討するにあたって、
エイジェンシー理論やゲーム理論
によるモデル分析を使って出来る
ことがいろいろとあるのです。この先
の話しに興味のある方は、是非、
会計研究科でお待ちしています。

◆大学は工学部、大学院は理工を専攻。
そして設計システムの仕事に従事

私は大学院卒業後、現在のアクセンチュアという会社に入りました。
工学部出身の私は、設計システムを中心とするシステム開発の仕事
を担当しました。私が就職した1984年頃は、パッケージシステムと
いうのは今ほど一般的ではありませんでした。企業グループ全体の
資源を効率的に管理しようという大規模システムは半分以上、ゼロ
から手作りで作っていました。

大規模企業が必要とするシステム
には、例えば会計システムや原価
計算システム、人事システムといった
スタッフ業務を支援するものの他に、
設計、購買、生産、販売などのライン
業務を支援する各システムがあります。
そういったシステムの全てに必要な
重要な機能に「品目の管理」という
ものがあります。会計用語を用いて
説明すれば、すべての棚卸資産や
固定資産のほか、即時費用処理

される購買品目を金額的のみならず、物量的、物性的な観点からも
管理するという機能です。このようなものを企業の中のすべての
システムに共通なものとして１つ作ろうと取り組んだことは、たいへん
有意義で大きな経験でした。

設計の図面に関しても当時はまだ紙の図面を描いていました。紙の
図面にはオリジナルが１つあり、そこから派生したいろいろな製品が
あって、１つの図面をどんどん変更させるとバラエティがたくさん出来て
しまうのです。そこで図面を合理的に管理していかないと、１回設計した
ものを、また同じように設計してしまったり、使える部品がすでに存在して
いるにもかかわらず新たに部品を発注してしまったりといった非効率
が発生し問題となっていました。このような非効率をなるべくなくして
いこうと、設計図自体の管理システムを設計していました。このように、

当初、私はエンジニア的色彩の強い仕事をしていました。

その後は、ある官公庁の大きなプロジェクトにその立ち上げ時から
関わるなど、入社以来、在職期間を通じてとても良い経験をさせて
いただきました。システム開発の仕事に初期の段階から参加する
ことで、全ての開発フェーズを経験することができます。クライアントに
インタビューをして、基本設計を仕上げることから始めて、システムの
機能面の設計を経てこれを実現するための技術面の設計を行います。
そしてこれら設計を実現するための仕様書を書き、これに基づいて
プログラミングと綿密なテストを行います。クライアントと共に実際に
運用し、問題なく動くところまで責任をもって担当します。このように
開発に必要な作業を全部経験できたので大変幸せでした。

◆より広い仕事をしていくために、
会計の知識が必要なことを痛感。公認会計士の資格取得へ

このように設計システムの仕事をしていた私が、どうして公認
会計士の資格取得を目指すようになったかと言うと、多くの経験を
させていただくなかで、次第に今までやっていなかったような、（エンジ
ニアリングとは直接的には関係のない）会計や購買、生産、販売など
すべての民間企業が当然に行っている業務を支援するシステムも
担当出来るようになりたいと思い始めたからです。その時、自分の
スキルを棚卸ししてみると、会計の知識を中心にこの辺りのスキルが
弱かったのです。会計システムの開発に会計の知識が必要である
のはもちろんのこと、購買管理、生産管理、販売管理などの裏にも
会計が歴然として存在していること
が分かりました。正直、それまで
会計の勉強を本格的にやったこと
はなかったし、この先も仕事をして
いく上で、会計を知っておかないと
マズいと切に思ったのです。その
知識がない自分を見つめることは
とても辛かったですね。

プロジェクトメンバーとテニスを
楽しむひととき（いちばん奥）

入社１年目※のシカゴでの研修終了時の集合写真（2列目左から5人目）
※当時：アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所・コンサルティングディビジョン

実務家教員の声⑥

早稲田の会計研究科は、いろんな分野の人が集って
シナジー効果が生まれていると思います。それぞれ
の学部時代に学んできたことをベースにした考察
をワークショップやゼミを通じてシェアすることが
できれば、「この結果は、実はこういうことを意味
するのではないだろうか」、「これは、こういうところで
応用できる可能性があるのではないだろうか」など
と、お互いに豊かなアイデアを提案し合い、これらを
共有できるようになります。このようにして、学問
としての会計に対する理解が深まるのはもちろん
のこと、実務的にもとても実り豊かなことだと
思いますね。

鈴木 孝則  Suzuki Takanori 

会計研究科 教授

Profile：【学歴】1982年東京工業大学工学部卒業。1984年同大学院
理工学研究科修士課程修了。1998年早稲田大学大学院社会科学研究
科修士課程修了。2004年同博士後期課程満期退学。2006年博士

（学術）早稲田大学。【職歴】1984年アクセンチュア株式会社入社、
1996年東陽監査法人を経て、2005年早稲田大学大学院会計研究科
助教授、2011年より現職。公認会計士、公認システム監査人、ITコーディ
ネータ。【著書】『契約理論による会計研究』（分担執筆・中央経済社・
2009年）、『21世紀の公開会社監査』（共訳・国元書房・2010年）、『会計
ディスクロージャーと企業行動』（共訳・中央経済社・2011年）、『会計情報
のモデル分析』（分担執筆・国元書房・2013年）など。

【担当科目】 システムと監査、会計情報システム論、ERPシステム実務、管
理会計ワークショップ、コンサルティング実務ワークショップ、ビジネス
ゲーム・ワークショップ、会計・監査モデル研究、会計・監査モデル研究、会
計・監査モデル学位論文、会計・監査モデルテーマ研究／研究論文
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会計の知識は、あらゆる
分野の仕事に欠かせない、
大切な“活きた学問”です。

会計の勉強を始めた頃、出会った本



事務所でした。とても美しい国で、生活
環境は恵まれていましたね。赴任した
カナダのトロント事務所は150年の歴史
がありました。イギリスとモントリオールの
会計士がつくった事務所で、非常に伝統
的な由緒あるところでした。

欧米における公認会計士というのは、
イギリス連邦の諸国、カナダ、オーストラリア
やニュージーランドなどを含めて、その社会的
地位が高いため、会計士にそれだけ強い
使命感があることを感じました。経済と
企業の間で貢献することによって溶け
込んでいるという印象です。北米の会社の
経営者は、自分がおこなったことで生じる
経済的な数値について、証明を得ることに
とても積極的です。経営の結果が数字に
表れることで、経営者が株主に評価される
ということが確立しています。

◆企業の海外進出をバックアップすることを含め
公認会計士は“サービス業”的側面を強く持っている

外国の〈ビッグ4〉と呼ばれる会計事務所は、例えばIBMなどの
企業がグローバル化するのに伴い、その会計事務所も国際化して
いったという歴史があります。何万人というスタッフが海外にいて、
それぞれ拠点を持っているのですが、企業のグローバル化、進出に
伴って会計士も進出をしたわけです。そんな中で、会計士も積極的
なサービスをするようになりました。監査の面だけではなく税務の面、
そしてコンサルティングの面、その3本柱で企業の海外進出をバック
アップしてきたのです。ですから、単なる数値の検証というよりも、
いかに企業の成長戦略に伴ってアドバイスをするかという、サービス
業としての意識もかなり強いのです。

会計士は、企業の海外進出に対して十分なサービスができる、
プロフェッショナルになることができる職業です。それは、海外に
出て行っても、日本にいても変わりはありません。監査もサービス
だし、税務もサービスです。だから、企業にいかに良いサービスを
するかという点を抜きにして、単なる機械的なマニュアル化した
手続きの監査だけでは企業は喜びません。いかに付加価値のある

サービスを提供するかということが大切
になってきます。

◆早稲田の会計研究科は、
会計士として優秀なプロフェッショナル
になるには最高の環境

公認会計士資格を取るのも大変なのに、
会計研究科でさらにいろいろな勉強を
しなければならないのかと思う人もいるかも
しれません。会計士の試験に受かりプロ
フェッショナルとして第一歩を踏み出すことは
大切ですが、問題なのはむしろその後です。
早稲田の会計研究科に入れば、さまざまな
高度な授業で付加価値を身につけることが
できます。いかに関心を持って勉強をできる
かが、長い目で見て勝負だと思います。この
会計研究科は、レベルの高いプロフェッショ
ナルな会計士になれる、最高な学習環境を
提供していると思います。ぜひ、ここでチャンス
を生かし公認会計士の資格を目指して

欲しいと思います。難関の試験ではありますが、当大学院生の中
から多数の合格者がでております。

◆大学時代「世界はやがて多国籍企業になる」と聞き、
国際化と資格に目を向けた勉強をしようと、
会計士を目指す

私が慶應義塾大学に入学した1967年当時、日本というのは
すでに資格社会になっていました。弁護士や医師もそうですが、
私が専攻した商学部では、公認会計士をめざす学生がいて「会計
研究会」という集まりがありました。また、国際経営関係の先生が
いらっしゃって「世界は多国籍企業になる」という言い方をしていた
のです。今で言う、グローバル企業のことです。日本もいずれ国際化
をしていかなければならないという話しがありまして「資格社会」と
いう面と「国際性」という面、その両方に目を向けて「会計士」を
目指し、試験勉強を始めました。自分で勉強をしたり、先輩の指導
を受けたり、過去問題を解いたり、そうやってみんなで切磋琢磨
して勉強する時代でしたね。

合格率も低くて、私の頃は5.7％ぐらいでした。かなり厳しい
試験だなと思いましたが、先輩を見ていると受かる人はやっぱり
受かります。そこに何か違いがあるんだろうと思い、先輩を見ながら
必要科目を勉強していきました。だからといって、大学の授業を
おろそかにしたわけではなく、授業の方も良い成績は取れていて、
大学の勉強も会計士受験の勉強も両立できていました。

後輩の皆さんにアドバイスをするならば、大学の授業というものも
長い目で見れば、社会に出てから非常に役立ちます。思考能力や
人格形成のみならず、組織の中での仕事、さらに海外で事業展開
をする会社にアドバイスする場合でも、幅広い知識があった方が
いいわけです。国家試験だけに受かるという狭いことだけに専念
するというのは、視野が狭くなり、逆にもったいないと思います。
大学は視野を大いに広げられる場所ですから。

◆監査法人に入所。“国際人”になる必要性を感じ、
積極的に海外への赴任を希望。そしてカナダへ赴任

今の日本の企業というのは、海外で市場を開拓することで生き
延びることができるわけですから、国際化せざるを得ない状況です。
会計士の場合も、試験を受ける決意をした時点で、国際的視点・
視野を持ちながら、英語でのコミュニケーション力を磨くことは
欠かせないと思います。私は最初からそういう意識を持っていたので、
監査法人に入所した時から、海外への赴任を積極的に志願して
いました。それで念願叶い、初めての海外赴任はカナダのトロント

実務家教員の声⑦

私自身の経験から、なるべく若いうちに
海外へ行った方がいいと思いますね。
積極的にいろいろやることが、より仕事
を楽しくしていくし、会計士という職業
を通じ、いろいろな国の人たちと意思を
交換し、同じプロフェッショナルとして
共通理解ができることは、貴重な経験の
ひとつになります。

互井 卓郎  Tagai Takuro 

会計研究科 元教授

Profile：【学歴】1972年慶応義塾大学商学部卒業。1974年同大学院商学研
究科修士課程修了。【職歴】1980年等松青木監査法人（現・有限責任監査法人
トーマツ）入所。1982年から３年半カナダトゥシュロス会計事務所、帰国後トーマツ
国際税務コンサルティング部、太陽神戸総合研究所顧問。1991年から2008
年まで税理士法人プライスウォーターハウスクーパース代表社員。1997年から
2008年まで公認会計士協会国際委員会専門研究員、2012年公認会計士試験
委員、日本租税研究協会会員、独立行政法人契約監視委員。2009年から2014
年会計研究科教授。【著書】共同著書：『海外進出実務ハンドブック』（清文社・1989
年）、『国際租税戦略』（日本租税研究協会・1989年）、『対日投資ハンドブック』（日
本貿易振興機構・1992年〜2004年）。論文：「国際投資計画と最適ソフト」（税経
通信・1988年）
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イタリアの会社とミラノで打ち合わせ

会計士は広い視野を持った
“国際人”になるパスポート。
たくさんの貴重な経験が
待っています。

外資系の会社より感謝の意を込めて贈られた思い出の品々。
銀のコップ、ペーパーナイフ、はさみ



実際の企業活動の成果である財務諸表を通じて、生の数字を
見ることができる監査という仕事には大きなやりがいを感じていま
す。会計監査で貴重な経験をたくさんするなかで、忘れられない出
来事もありました。会計上の判断が非常に難しい案件について、
どうしても自分の中で企業側の結論に納得がいかず、決算発表
の前日に監査責任者と経理責任者に対し、数億円を軽く超える
ような利益の修正を求めたことがあります。私が理路整然と説明
する傍らで、経理担当者の女性が限界に達し、その場で泣き崩れ
てしまいました。しかし、その会社はそれから徹夜で決算を組み直
し、翌日、私が計算結果を検証して決算発表に辛うじて間に合う
という、壮絶な監査現場の光景は今でも鮮明に記憶しています。

◆相手の納得を得るスキルと、経験知の積み重ね
２つの仕事に共通するチカラと醍醐味

簿記の講師と会計監査には共通点があると、私は考えていま
す。それは、「相手に説明し、納得させるスキル」と「レバレッジが効
く職業」という２つの点です。

前者について言えば、簿記の講義をしたり、学生からの質問に
回答したりすることには、相手の疑問を想定しながら説明し、納得
させるスキルが必要です。同じく会計監査では、クライアントの経
理担当者に対して、どのような会計処理をすべきかを理由と併せ
て説明する場面が多々あります。このときに「会計基準に書いて
あるから」という一方的な結論のみでは、相手（特に会計をあまり
知らない人）には納得してもらえないでしょう。判断に至るプロセス
を説明しながら、相手を納得させなければなりません。そこが公認
会計士の腕の見せどころであり、ぜひ身につけていただきたい最
も重要なスキルだと思います。

また、後 者に
ついては、初め
て訪ねる監査現
場では、会社の
業 務 内 容や 経
理部門体制、決
算資料などを考
慮に入れて、ど
のように監査手
続きを行うかを
決めるまでに時
間を要するので、プレッシャーを感じることがあります。しかし、２年
目以降になると、これらの知識が蓄積され、同時に相手先との信
頼関係も生まれ、時間に余裕ができて、効率的かつ深度のある
監査ができます。他方、簿記を教える仕事も、初めは講義資料を
一から作成して、講義の進行や説明がうまくいかずに苦労をする
ものです。それが、繰り返して教えるにつれてコツがつかめ、やりが
いを感じられるようになります。つまり、どちらも数年単位で同じ仕
事に関わることができる可能性が高く、収入においても、やりがい
においても、長く続ければ続けるほど大きな成果が期待できる─
─すなわち、レバレッジが効いてくるという共通点があるのです。

◆公認会計士という資格を活用して
「自分のやりたいこと」を実現させてほしい

実社会で働きはじめた当初、私は簿記の講師と会計監査にあまり
関連性はないと考えていて、将来はどちらかの道を選択しようと思って
いました。しかし、歳月を重ねるにつれて、会計監査の現場で経験したこ
とを授業中の話に織り交ぜたり、問題作成の材料に加えたりすること
が出てきました。逆に、講義や作問のために読み込んだ会計基準が、そ
のまま監査実務の現場でも通用するなど、他の会計士との差別化に
も通じることに気がつきました。

「公認会計士＝会計監査」というイメージが強いため、会計監査にあ
まり魅力を感じられない方もいるかもしれません。しかし、私のように複数
の職場を掛け持ちしながらジョブをこなし、成果に対する報酬を得て、そ
こで蓄えた知識を次に活かすという好循環がつかめると、公認会計士
の仕事に対してやりがいと楽しさを感じることができると思います。その
ためにも、陳腐化しやすい会計や税務などの知識を日々 アップデートし
ていく姿勢を常に保つことが必要です。

◆人生を決めた簿記との出会い、そして公認会計士へ
「簿記を教える」というライフワークが始まった

私は早稲田実業学校高等部商業科へ入学し、簿記と出会い
ました。商業科ではほぼ毎日、簿記の授業がありましたが、借方と
貸方で仕訳をしたり、総勘定元帳へ転記をしたり、赤ボールペン
と定規を使って線を引いたりするのが性に合い、夢中になって勉
強しました。そして、高校２年のときに先生から東京CPA専門学校

（現 東京CPA会計学院）を紹介してもらい、まずは日商簿記検定
１級講座を受講し、その後、高校３年の夏からは公認会計士講座
へ通いはじめました。当時は、公認会計士がどういう職業なのかも
考えずに、ただ簿記の勉強を続けたいという目的でしたが、３度目
の挑戦でなんとか公認会計士２次試験に合格しました。

昔から私は教えることに興味があり、また、通っていた専門学校
から講師のお誘いもいただいたので、合格後は簿記を教える道を
歩むことを決意しました。

専門学校では公認会計士講座の簿記を担当していましたが、
テキストや問題の作成、採点、質問対応はもちろんのこと、受講

相談、配布するプリントや模擬試験の問題から解答解説の印刷
まで、多くの下積み経験をさせてもらいました。また、当時は会計
基準の改正が相次ぎ、そのたびにテキストを加筆修正し、問題を
作り直しながら、自転車操業のように簿記の授業をしていました。

早稲田大学商学部の公認会計士講座においても、14年間に
わたって日商簿記検定講座を担当しました。この会計研究科でも
創設時から、ワークアウトという答練講座で簿記の作問や校正、
解説授業を行うなど、幸いにしてさまざまな場所で簿記を教える環
境に恵まれました。現在でも飽きることなく、趣味と実益とを兼ね
た簿記に関する仕事に携わることができる身を思うと、かつて簿
記を教えていただいた高校と専門学校の２人の恩師への感謝の
念に堪えません。

◆簿記講師と会計監査の二足のわらじ
厳しい監査現場の数々を踏み、やりがいを実感

簿記の講師をする傍らで、大学卒業後は新日本監査法人（現 
新日本有限責任監査法人）に入所し、国内部門の非常勤職員と
して会計監査に従事しました。当初は、クライアント企業の担当
者にどうやって資料を依頼すればよいのかわからず、「なんでこん
な中途半端な新人を連れてきたんだ？」と他の会計士に揶揄され
ることもあり、会計監査のコツがつかめずに苦労しました。

その後、理解ある先輩に支えられ、中小規模の上場企業や公
開準備中の会社にアサインをしてもらえるようになり、指導的な立
場を求められる現場で会計監査の経験を積みました。新日本監
査法人を退所後は、監査法人保森会計事務所へ。東証１部上
場企業の主査業務を２社担当し、海外子会社への往査でアメリ
カ、ドイツ、シンガポールへ行きました。ほかにも、学校法人監査や
会社法監査などといった単発の仕事をこなすうち、気づいてみれ
ば、講師として授業がある以外の日はほとんど会計監査などで埋
まるようになりました。

実務家教員の声⑧

最近の公認会計士試験の財務会計論に
おける計算科目（簿記）は受験対策的に
軽視されがちで、昔に比べて簿記に関心
のない受験生が多いと感じます。しかし、
IFRSをはじめとする高度な会計ルールが
増す中で、会計専門職に対する社会的な
期待は高まっています。会計研究科で会
計とその周辺領域の知識を身につけ、多
くの実務経験を経て、簿記に強い公認会
計士を目指してほしいと思います。

加藤 大吾  Kato Daigo 

会計研究科 講師

Profi le：【学歴】2003年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。【職歴】
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。2005年公認会計士登録。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を経て、2015年より現職。
2014年より株式会社星野リゾート・アセットマネジメントコンプライアンス委員会
外部委員を務める。【著書】『税理士試験 簿記論・財務諸表論 総合問題なるほど解
法ナビ』（中央経済社）。

【担当科目】 基礎簿記、簿記Ⅰ、簿記Ⅱ、応用簿記、財務会計ワークショップ、会計実
務ワークショップ
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ジョブをこなしながら
同時に自分の知識を蓄え
次に活かせることが
公認会計士の魅力です。

早稲田実業時代、全国高等学校簿記コンクール東京大会に連続出場。
高校２年生で佳良賞、３年生で優良賞に輝いた。さらに電通の学生広告論
文賞でも準優勝に。

高校時代の恩師を囲んで。教え子はみな公認会計士や
公認情報システム監査人に。



ITのデータを利用することで、見られる範囲がすごく広がります。
そういう意味では、会計の効率化が進んでいると言うことができると
思います。会社の業務の仕組みなどをITの観点から捉えつつ、クライ
アントから聞いた話などと融合することによって、より深く会社のこと
が分かるようになります。物事を見る切り口として、ITはとても重要で、
判断の高度化につながると考えています。ITの専門家にならなくても、
そういう観点で知識を生かしてほしいと思っています。

◆会計の勉強をし、会計のスキルを使えるようになることで、
さまざまなキャリアへの道がある

多くの若い人が、会計士は企業の会計監査をしているだけと、
仕事の領域が非常に狭いという、誤った印象をもっているように
感じています。実際は会計監査だけではなく、会計のスキルを使った
さまざまなキャリアの道があります。例えば税務やタックス、IT系も
ありますし、会計の入口に入ってみると、その先には様々な道が
拡がっています。学生の皆さんには、会計士というのは狭い領域
の仕事ではなくて、自分のやりたいこと、経験を積みたいことの

「切符」として考えてもらいたいと思っています。

実際に、経理の仕事は随分と変わって
きています。昔は帳簿を付けているという
イメージがありましたが、私のお客様の
グローバル系の企業でも、経理は会社
の将来をつくる仕事なので、どんどん
人材を登用しています。仮に会計士に
ならなくても、そういう道を目指す学生さん
もいますし、その面白さにはぜひ目を
向けて欲しい。会計を学んだスキルが

あることで、グローバルなビジネスのコントロールやビジネス戦略という
ものにも携われる可能性も出てくる訳です、多くの人に会計の
専門家としての実力を高めていくことを目指してもらいたいと思います。

私が学生の時にそうだったように、将来の仕事先が見えなくて悩んで
いたら、一度、会計士の道というのも選択肢に入れてみて欲しいと思い
ます。実際、話を聞いてみると、今まで自分の知らなかった世界があると
いうことに気付いてもらえると思うので、ぜひちょっと覗いてみてください。

◆早稲田大学の大学院会計研究科は
「自分が授業を聞きたいくらい」の、教師陣が勢揃いの、
夢のような環境

早稲田の会計研究科で学ぶ最大の魅力は、実務を経験して
いる教員の比率がとても多いところです。そして皆さん、私から見れば
憧れの先生方ばかりです。私も学生に混ざって授業を聞きたいくらい
です。経験豊富な先生方ばかりなのに、学内の空気はとてもフランク
でオープンです。“象牙の塔”のような権威的な雰囲気は全くありま
せん。そういう環境は、早稲田大学の強みだと思います。会計の勉強
をしたい方は、ぜひこの研究科で、その幸せを享受しながら思う存分
学んで頂きたい。

私自身は、会計研究科の教員の中でも一番若く、企業派遣で
来ている社会人学生の方とも年齢がさほど変わりません。私も教え
ながらもう一度学びに戻ってきたような感覚です。“絶えず自分も
勉強しながら”という、意識で取り組んでいます。学生の皆さんとって、
一歩先行く先輩、「身近な相談相手」としても、存在できたら良い
と思っています。

◆将来の就職先を考えた時
「幅広く物事を見られる仕事がしたい」と探していく中で、
会計士という資格があることを知った

大学は商学部へ進学したものの、最初から会計士を目指して選んだ
わけではありません。ただ、多少の意識はどこかにありました。いざ
就職のことを考えると、正直、どこに行っていいか、よく分かりません
でした。いろいろ見てから自分で決めたい、いろいろ幅広く物事を見
られる仕事がしたい、と探して行く中で会計士という資格にもう一度
出会い、目指してみようと思ったのがきっかけです。

実際、会計士になってからは、お客様と会計の論点や会社について、
双方の立場を尊重しながら問題点を洗い出して解決していくという、
そのプロセスにすごくやりがいを感じ、会計士になって良かったと思い
ました。そして、私の場合は、
仕事をしている中で周りの
上司がITに強い人が多く、
思いがけず触れてみたら
とても面白くて、ITを使った
会計領域に興味を持ち、
これを専門領域として積極
的に経験を積ませてもらい
ました。　

◆会計士として自分の専門分野を持つということ。
そして“新しい会計士像”へ

昨年40歳になりました。私の世代になると会計士になったのは
いいけれど、その後、どういう自分の専門領域を持とうかと、私の同期
をはじめ、多くの人が悩んでいます。そういった中で、私はたまたまITと
いう分野に興味を持つことができ、監査法人でもそれなりの責任を
持った立場で仕事をさせてもらうことができました。そこから縁が
繋がり、早稲田の先生と協働の仕事の機会を頂き、またそれが
きっかけとなり、大学院の講師のお話を頂きました。

今、監査法人の中でも会計の専門家はどうあるべきかということ
を考えていています。監査法人の業務が拡大するなかで、会計や
コンサルタント業務だけではなく、多様化した人材を育てたいという
大きな流れがあります。私も会社から後押しして頂きながら、早稲田
で講師をさせてもらっています。私自身も、新しいキャリアのモデル
ケースとして実績を残すことを期待されているので、今までにない
会計士像、実務から教育への橋渡しをして、そのような分野でも
キャリアを積みたいと取り組んでいます。

◆会計領域でも今後さらに進むIT技術。
ITを理解することが、顧客のビジネスの理解にも繋がります

今の時代は、どの仕事の分野でも
ITが必要不可欠なのは言うまでも
ありません。会計の領域における
IT化も、私が入社した頃に比べると
かなり進んでいます。昔の監査の
調書は全部手書きでした。パソコン
も、やっと1人1台ぐらいになった
時代でしたから。私が入社した数年
後から、監査現場のIT化が始まり
ました。日本の監査法人は、海外と
密接な提携をし始め、新しい監査の
スタイルを導入したのです。その時
の１つに、監査の調書を作成する
ソフトを海外から導入するというもの
がありました。手書きの時代から
パソコンへの移り変わりに、私は
ちょうど導入のプロジェクトに立ち
会うことができ、とても良い経験を
させてもらいました。私のキャリアは、
その辺りから、ITとの関連がどんどん
多くなっていきました。

実務家教員の声⑨

学生さんたちと接していると、自分が会計士
に合格した頃を思い出します。自分が学生
の頃は気づかなかった、おそらくまだ見えて
いない選択肢もいっぱいあると思います。
すこしでも皆さんの将来の可能性を広げる
手伝いをしたいと考えています。

矢口 龍一  Yaguchi Ryuichi 

会計研究科 元講師

Profile：【学歴】1997年中央大学商学部会計学科卒業。【職歴】1999年太田
昭和監査法人（現・新日本有限責任監査法人）に入所。2004年公認会計士登録。
1999年から2013年まで監査法人では会計監査およびアドバイザリー業務に
従事。2013年から2018年会計研究科講師。
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ますます進む会計のIT化。
会計士の仕事が効率化、
高度化へと進む瞬間に
立会っています。

公認会計士をめざした頃の写真



私は大学院中心の勉強スタイルをとっていました。理論は大学院
で学び、計算は大学院で提供された問題集や予備校の問題集で
勉強するというスタイルです。その理由は３つ。①暗記偏重型より
も理論背景などの説明を詳しく聞ける環境で学びたかった、②知り
合いの先輩が大学院のカリキュラムだけで合格した、③勉強はもと
よりさまざまな経験をして知見を広める時間をとりたかった。
実際、講義やワークショップを受けて常に感じたのは、コアとなる
考え方や各論点に共通する考え方をじっくり解説していただけるこ
と。これは試験の観点からは非常に有用でしたし、学問的な観点か
らも、とても新鮮であり面白みを感じました。
私は書いて勉強するのが好きなタイプでした。しかし、これは非常

に時間のかかる勉強方法であり、広範な知識量が必要とされる会
計士試験にとっては非現実的とも言えます。そこで、テキストや基準、
問題を読み、その際の自分の理解や思考プロセスを紙に書き出し、
後にこれを見返すという方法をとりました。最初は数時間かかること
もありましたが、2回目以降の見返し作業は10分ほどで終わるので、
全体で見れば効率的だったと思います。
会計研究科では、さまざまなワークショップや講義が開講されてい

ます。私は、会計士試験には直接的に関係のないものも履修しま
した。大学院に進学した以上は、試験勉強に終始するような姿勢
ではもったいない、せっかくの良い環境を存分に活かして学びたいと
いう思いがあったからです。
実際、そのような科目でも部分的に会計士試験に関係してきたり、
理解をより深めることに繋がったりしました。物事をいろいろな角度か
ら見て、自由に議論することによって、新たな発見や誤った認識の
修正、深度ある理解を得ることができるのではないかと感じています。
皆さんも会計研究科という環境を最大限に活かし、ぜひ合格を勝

ち取ってください。それにとどまらず、先生方や先輩、同期の方 と々
積極的に交流し、実り多い大学院生活を送っていただきたいと思い
ます。

私は企業等派遣入試でこの会計研究科に進学しました。これま
での業務でも、民間企業のみならず公的機関に関する会計情報を
扱うことが多く、会計知識は必要不可欠なものとなっており、今回
公認会計士資格取得の機会をいただきました。職場研修で会計を
学ぶ機会もありましたが、この10年近くの会計ビッグバンやIFRS
へのコンバージェンスといった流れの中で、会計基準も大幅に変わ
り、初めて学ぶ部分も多々ありました。
私の場合、２年間勉強に専念させてもらう環境をいただきましたの

で、在学中合格を目指してスケジュールを考えました。会計研究科
と専門学校の授業を両輪にして勉強を進めましたが、専門学校は
合格までのスケジュールを踏まえたカリキュラムになっているので、そ
れを参考に会計研究科の２年間の授業履修も計画しました。
短答式試験に向けては、計算と知識が重要です。計算は、論

点を素早く見抜いて、何を計算すべきか判断することを意識しました。
知識は、必ず基準等の原文を確認しました。これは記憶定着のた
めだけでなく、業務に活かすうえでも重要です。また、限られた時間
の中で転記・集計ミス、読み間違えをなくすための工夫を考えること
も重要です。
論文式試験に向けては、説明能力が求められます。各論点のポ

イント（制度趣旨等）を理解したうえで、それを何も見ずに白紙に書き
出したり、職場の上司にどう説明するか電車の中で想像したりしまし
た。試験項目にはそれぞれストーリーがあるので、それを意識して答
案作成することも重要です。
早稲田大学名誉教授の松田修一先生は、最終講義で「資格取

得のために勉強するのではなく、資格取得を通じて勉強する」とおっ
しゃいました。公認会計士試験はビジネスの基礎を全体的に理解す
るためのよいツールです。試験勉強等を通じて学んだことを、これか
らの業務に活かしていきたいと思います。
また、公認会計士には監査法人ばかりでなく、一般企業等に勤
める方も多くいらっしゃいます。そういった横のつながりができるのも
公認会計士ならではと思います。

私の場合、試験勉強へのモチベーションは、“せっかく勉強してる
のに受からなかったら損だ”と思い続けることでした。資格試験は、
99捨100入という、不合格か合格の世界です。その中で、99努
力しているのに、あと一歩で不合格と評価されてしまっては悲しすぎ
るので、あと１点伸びなきゃ努力は全部無駄になると考えて、日々自
分を奮い立たせていました。具体的な勉強方法は次のとおりです。

●暗記と理解をしっかり分ける：問題には、暗記する（反射神経的
に答える）必要があるものと、定義や趣旨から論理的に導いていく
ものの２種類があり、このプロセスを混在させて学ぶと、効率を著
しく下げてしまいます。前者はひたすらに暗記し、後者は最低限
の暗記と深い理解、考え方のフローを描ける力が必要です。 

●覚える×、思い出しやすく◯：受験勉強は多くの科目を幅広く学ぶ
必要があり、そのすべてを覚え続けるのは困難なので、いつでも
思い出せるように長期記憶することがポイント。学習時に全体像
を捉えてどの部分の話をしているのか、何と繋がっているのか（対
比等）を意識し、階層化して整理することで、ひも付きの知識を
構築することができ、脳内検索が容易になります。

●傾向を分析して優先順位を付ける：限られた資源をどのように最
大の効果へと繋げるのかと考えると、答えはシンプルで、“出そう
なところから重点的に”だと思います。出そうな論点から潰していく
ことで、模試で振るわなかったとしても結果として試験をパスでき
る可能性は上がるのではないでしょうか。

会計士試験で得た知識は、幅広く、浅いものだと感じています。
合格したからといって、まだまだ専門性があるとは言えません。ゆえ
に私は、この試験勉強は、社会に出る前に学ぶべき一般教養と捉
えています。監査法人に進まない私にとっては一層、資格自体にあ
まり意味はないかもしれません。しかし、この受験勉強で培った忍耐
力と集中力、そして成功体験は、今後の人生をより豊かなものにし
てくれると確信しています。

私は、早稲田大学法学部卒業間近の12月に短答式試験に合
格し、会計研究科１年次に論文式試験に合格しました。
　短答式試験では、計算科目で点差がつきます。私は、短答

問題集や答練の解き直しをやり込むうちに計算が得意になりました。
ただ、確実に合格するためには、理論科目でも安定して高得点を稼
ぎたいです。
論文式試験では、計算ではあまり点差がつかないため、理論（特

に財務）が大事です。単なる丸暗記では対応できない問題が多い
ため、各論点を「人に説明できる程度」までしっかり理解することが
肝要です。また、典型論点についても、理解のみならず予備校テ
キストの文章の書き方、キーワードまでしっかり暗記して高得点を稼
ぎたいです。
私は、これから先の長い会計士人生の中で自分が活躍するため

のヒントを見つけに、会計研究科に推薦入学しました。実際、ビジネ
スの最前線で活躍されている先生方の講義は大変興味深いです。
一方で、会計研究科は試験合格のためにも役立ちました。講義

を受講し学者ならではの「切り口」を押さえることで、一知半解であっ
た理解が深まりましたし、勉強仲間やすでに社会で活躍されている
優秀な先輩方の存在は励みになりました。
私は法学部の出身です。しかし例えば、当時ゼミにて企業法制

の在り方の議論を重ねた体験は、社会的使命を帯びた一人の会計
士として将来いかに行動するべきかという倫理観を形作る土台となり
ました。すでに会計学について深く学んでこられた方々には十分な
アカウンティング・マインドが醸成されていると思いますが、そうでない
方々にも将来活かせる強みが必ず他にあり、むしろそういう方々の
存在によって、会計士業界の「厚み」が増していくのではないかと
思います。
努力は人を裏切らないと思います。受験勉強はとてもとても辛い

ものですが、最後に自分を助けてくれるのは、今までどれだけ自分が
真剣に勉強に向き合ってきたかだと思います。どうか皆様も、会計
士試験という大きな壁を乗り越えてください。応援しています！
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試験合格者の体験記

大久保 卓磨  Okubo Takuma  

勤務先：有限責任監査法人トーマツ
2014年3月 会計専門コース修了

前島 修  Maejima Osamu  

勤務先：財務省理財局
2014年3月 会計専門コース修了

段 将大  Dan Masahiro  

勤務先：サントリーホールディングス株式会社
2014年3月 会計専門コース修了

七松 覚  Nanamatsu Satoru  

勤務先：PwCあらた有限責任監査法人
2015年３月 会計専門コース修了
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