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会計専門職大学院は、専門大学院から数えて創
設から 5 年を経過し、多くの会計大学院は認証評
価期間で表すと第 1 サイクル目が終わり、第 2 サ
イクル目に入りつつある。現在の 1 〜 2 年を中心
に過去と将来について会計大学院についてその展
開過程をみることとし、これによって過去・現在
の反省と将来へ果敢に活動する方向を考える。
制度創設前後の会計大学院設置の状況は、非常
に厳しいものであった。一つには、会計専門職大
学院のインセンティブがどこにあるのか判然とし
なかったこと、設置申請の困難性を必ずしも充分
に理解できていなかったことによるが、一方では、
その前年の法科大学院の開設状況が周辺にあり、
その比較が容易でもあった。制度創設には不確定
要素があるのは当然でもあったが、広義の会計専
門職大学院の教育方針と公認会計士試験対応の教
育方針の二本立てという多様性からくる設置方針
のゆらぎもあったのである。しかし、各会計大学
院は、会計理論と実務の融合教育、国際教育基準、
少人数専門教育の標榜のもと可能な限りのプログ
ラムを用意して設置申請を行ったものである。
そして、開設とともに厳しい船出の中、種々の
工夫により院生の募集を開始したが、現在におい
てもむしろ厳しさを増しつつ募集活動が行われて
いる。教育活動については、授業、演習活動、受
験対策、学生生活等について、各会計大学院は、
持てる人材、資源をできるだけ提供して真摯に行っ
ており、学生の満足度は高いものである。それは
各科目の細分化により密度の濃い理論と実務の融
合教育や、少人数教育、会計専門職教育の徹底化
の努力により一定の成果をあげているものと思わ
れる。ただこの成果は、本来の会計大学院に求め
られる教育によるものであり、一方の重要な国家
試験対策では必ずしも充分ではない。会計大学院
によっては特別講座等を開設して受験対策も行っ
ているが、院生の多くは専門学校に通っている。

当初の開設方針の社会人教育も一定の効果は出て
はいるものの実際には仕事と兼務の場合には学習
時間の確保の困難性からかやや後退気味である。
このような現在の環境を打開するために、諸々
の機会やチャンスをとらえて、会計大学院をめぐ
る現状の課題のうち、制度すなわち試験制度の改
善、会計大学院の設置条件の見直し、社会での認
知度のアップ、FD 活動による授業方法の改善等
に会計大学院協会や各会計大学院は努力を惜しま
ず対応してきている。しかし、そこには二つの障
壁がある。一つ目は公認会計士試験制度の改善や
試験科目の免除の拡大という会計大学院の制度改
正は、法律改正を伴うが故に簡単ではないことと、
二つ目は会計大学院の前進に関して、考え方に会
員間に違いのあること、必ずしも明確ではないが
教育方針や教育目的の共通化について、意見の相
違があることによる。
そこで将来に向けてどうするかが各会計大学院
と会計大学院協会の喫緊の課題である。ただちに
効能のある処方箋はないが、それでも尚、至急に
手を打たなければならないことが三つある。第 1
は、会計大学院制度と公認会計士試験制度の見直
しである。1 サイクルも終わりここで今迄議論さ
れてきた論点を整理し一刻も早く改善しなければ
ならない。第 2 は、カリキュラムの改善である。
第 1 の見直しとも関連するが広義の会計大学院と
公認会計士教育のためのコア科目の統合化である。
第 3 は、第 1、第 2 の改革の前提には、各会計大
学院の設置水準の差異と教育・研究水準を少なく
も同水準への修正であり、これは認証評価とも関
係する。
以上、各会計大学院は 2 サイクル目に入り、会
計大学院協会と関連諸機関との一致連携のもと本
来あるべき会計専門職大学院を目指すその時がき
ているものと思料する。
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１

会計大学院における実務家教員
についての考え方

における専任教員（みなし専任教員を含む）
は、その教育上不可欠な存在であり、また
そこには多くの公認会計士の就任が必要で

会計大学院は、我が国経済の成長・発展
を支えるインフラである会計・監査等の専

あり、会計大学院の設置数の増加に伴って、
この傾向は今後も拡大すると考えられる。

門家育成を目的に専門職大学院として設置
されたものである。当該目的の達成には、
相当数の実務家教員の就任は、会計・監査

２ 監査法人の社員が大学教員と
の兼業にかかる現在の取扱い

実務教育上必須の要件である。その性格上、
会計大学院の実務家教員としては、特に公

公認会計士及び監査法人は、公認会計士

認会計士に就任を求めることが多く、各会

法第34条の11により著しい利害関係を有す

計大学院の実務家教員の中核を占めている。

る会社その他の者の財務書類について同法

また、将来公認会計士を目指す学生が大半

第2条第1項の業務を行うことを行ってはな

である会計大学院においては、現に監査法

らないことになっている。また公認会計士

人に勤務し、あるいはその経験のある実務

法施行令第15条第4項には、著しい利害関係

家教員が必要とされている。

として、「監査法人の社員のうちに被監査会

会計大学院における実務家教員の身分は、
各会計大学院において多様化している。す

られている。これに基づき、日本公認会計

なわち、常勤の専任教員として従事する場

士協会では、学校法人委員会報告第36号「私

合、専任教員と見なされる教員（いわゆる

立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づ

みなし専任教員）として従事する場合、非

く監査の取扱い」及び同第40号「学校法人

常勤の教員として従事する場合等があるが、

の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式

会計大学院において主たる教育の役割を担

等の告示に基づく財産目録の監査の取扱い」

う実務家教員とは主として前2者である。ま

において、上記「使用人」とは、学校法人

たこれらには、大学により特任教員等の職

においては「教職員」であり、これには非

名を付されていることもある。

常勤を含むとし、監査対象となっている学

その職名の如何に関わらず、会計大学院

4

社等の使用人である者がある場合」が挙げ

校法人の教員に当該監査法人の社員である
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者が非常勤を含めて就任することを禁じて

べきであると考えている。

いる。また、国立大学法人法に基づく国立 （1）非常勤講師（客員教授等の名称を用い
大学法人における会計監査人監査、及び地

るものを含む）は、教授会等の大学及

方独立行政法人法に基づく公立大学法人に

び研究科・学部等の意思決定機関の構

おける会計監査人監査においても、同様の

成員とはなっておらず、この場合には、

措置がとられている。

当該非常勤教員が所属する監査法人が
当該大学の監査人となったとしても、

３ 会計大学院における実務家教員
の必要性

直接間接に利害関係が生じる可能性は
著しく小さい。
（2）「倫理規則」及び「独立性に関する概念

会計大学院における実務家教員は、主と

的枠組み適用指針」（以下適用指針とい

して、監査法人等で実務に従事している経

う）においては、独立性に脅威を与え

験豊富な公認会計士であり、現に相当数の

る関係として兼業関係が考えられてい

監査法人の社員が実務家教員として就任し

るが、ここでは、いかなる措置によっ

ているが、その多くが、いわゆる「みなし

ても許容可能な水準にまで低減できな

専任」教員と呼ばれる事実上の非常勤の教

いとされる脅威として、適用指針Ⅶ第

員である。

48項における役員等の関係、第49項か

他方、学校法人、国立大学法人及び公立

ら第51項における組織に密接に結びつ

大学法人の会計監査人には、大手監査法人

いている職務（総務部長等）が示され

が就任している例がほとんどである。学校

ている。

法人委員会報告第36号は、会計監査人であ

大学においては、常勤教員が役員とな

る監査法人の社員が、監査対象である学校

る場合も無くはないが、かかる場合を除

法人等の非常勤を含めた教員への就任を兼

けば倫理規則及び適用指針が示す独立性

業として禁止しているが、兼任教員の任期

に脅威を与える兼業関係は教員において

交替等を考えると、会計大学院の会計実務

は生じず、非常勤教員が役員となること

家教員の確保を著しく困難にしている。こ

は無いと考えられる。

れは、会計専門職の資格取得前教育や会社

（3）非常勤講師が外観的独立性の脅威にな

実務に従事している専門家の再教育に多大

るケースが皆無ではないので、金融庁

な影響を与えることとなることから、会計

及び日本公認会計士協会と協議し、例

大学院協会としては、これを重要な課題と

えば、大学を監査する監査チームに所

捉え、その改善を求めることとしたい。

属している社員や教授会等の意思決定
機関の構成員となる教職員は除く等の

４

非常勤講師の外観的独立性に
対する考え方

基準を倫理規定の解釈指針等で明確化
することにより、非常勤講師の外観的
独立性の確保には十分対応できると考

会計大学院協会としては、以下の理由に

えられる。

より、現行の取扱いについては再考される
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平成20年度の分野別認証評価は、平成17年度ま

資料に基づく書面調査と訪問調査により実施され

でに設立された会計大学院が対象とされ実施され

た。評価チームの評価は、自己評価報告書の記載

た。会計大学院協会が心血を注いで設定した評価

事項が、評価基準、提出された証拠資料、訪問調

基準を用いることとして文部科学大臣から認証を

査時に確認にした事実と合致しているかどうかに

受けた会計大学院評価機構（藤田幸男評価委員長）

かかる判断を示すことを目的として実施された。

に評価を申し込んだ大学は、北海道大学、東北大

評価チームの「評価結果原案（案）」が出揃った

学、青山学院大学、千葉商科大学、関西学院大学

平成20年12月、評価部会が開催され、評価部会に

の5大学の会計大学院であった。経営大学院の認

よる審議に基づき評価部会長が評価部会としての

証評価機関に対して文部科学省は、会計大学院の

「原案（案）」を作成し、評価委員会に提案した。

分野別評価を可能としたことから、大学基準協会

平成21年2月、評価委員会は提案された「原案（案）」

ともう一つの評価機関が会計大学院の評価を実施

について審議し「評価結果原案」を策定し、評価

可能となり、早稲田大学、明治大学、法政大学、

委員会委員長は、文部科学省と協議の上、「原案」

LEC 大学、中央大学の5大学会計大学院は大学基

に基づき「評価報告書」を作成し、各会計大学院

準協会で評価を受けたと聞いている。そのことの

の意見の申し立て手続に入った。平成21年3月、

是非を論じることはここでは差し控える。以下、

意見審査会が開催され、5大学からの意見がなかっ

会計大学院評価機構が実施した評価手続の概要に

たことを確認し、「評価報告書」は確定した。同

関して、筆者は同機構の評価部会長であった立場

年3月27日、会計大学院評価機構の設置者である

から、説明することとしたい。

特定非営利活動法人国際会計教育協会（多賀谷充
会長）は文部科学大臣に「評価報告書」を提出し

会計大学院評価機構が実施した評価は、平成19
年度に同機構で制定した「会計大学院評価基準要

同時に文部科学省記者クラブで5大学評価報告書
を公にした。

綱」により実施された。当要綱は、会計大学院協

6

会がその設立直後の平成17年度から18年度の足掛

会計大学院評価機構による評価手続は上記のと

け2年をかけて文部科学省の専門職大学院形成支

おりであった。同機構による評価は、法科大学院

援経費補助金を受けて、全会計大学院参加の下に

の評価のように満たされていない点をことさら強

審議し決定した全10章からなる詳細な評価基準で

調することをするのではなく、改善指摘事項と要

ある。評価は、各会計大学院と日本公認会計士協

望事項を指摘することにより、会計大学院の充実・

会から推薦された評価員が1会計大学院当たり3名

強化を目的として実施したものである。5大学会

から4名の評価チームを組み、評価チームは、申

計大学院それぞれに改善指摘事項あるいは要望事

し込みのあった大学の会計大学院から提出された

項を付している。その結果については、各会計大

平成17、18、19年度の自己評価報告書とその証拠

学院のホームページ等をご参照いただきたい。
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アカウティング・スクール活動報告

このページは各会計大学院が行っている活動を紹介し
会員校の今後の教育・研究に資するものです。

平成 20 年度における関西大学の連続セミナー
関西大学会計研究科長

柴

健次

関西大学では学生・教職員・一般に対して８回の連続セミナーを開催しました。われわれ会計専門職大学院
がこれらセミナーを開催する目的は、学内で毎週開催される多数の講演と同じく、大学院及び学部の学生に対
して普段の講義では聴けない最新の社会情勢や学問を知る機会を提供することにある。その際、会計・監査・
経営・経済に重点を置いて演題選択をお願いしている。また、セミナーの目的の第二は、府民・市民に対して幅
広い教養を得る機会を提供することにより社会貢献を行うものである。これらセミナーは会計大学院協会の諸
活動と連動して行うことが可能なものが多いため、平成21年度においては協会との共催も考えていきたい。また、
最終回のセミナーを除いて、公認会計士協会のＣＰＥ登録セミナーとして開催した。
以下、各回のセミナーの概要である。なお、演者は全員が関西大学会計専門職大学院の教育顧問又は客員教
授に就任していただいている。
● 春季第１回 平成 20 年 7 月 9 日（水）
ネットライフ企画株式会社取締役・元税務大学校主任教授の大西又裕氏（関西大学客員教授）
、演題「会計ビッ
グバンの経過、教訓と課題」、学生中心に参加約 50 名。
● 秋季第 1 回 平成 20 年 10 月 1 日（水）
阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役社長角和夫氏（関西大学教育顧問）、演題「沿線価値向上を目指
して」、学生・一般中心に参加約 120 名。
● 秋季第２回 平成 20 年 10 月 15 日（水）
日本公認会計士協会会長増田宏一氏（関西大学教育顧問）、演題「会計基準の国際的統一化と IFRS 精通者の育成」、
学生・教職員中心に参加約 110 名。
● 秋季第３回 平成 20 年 11 月 26 日（水）
ネットライフ企画株式会社取締役・元税務大学校主任教授大西又裕氏（関西大学客員顧問）、演題「希薄化する「公」
概念と税制の再構築」、学生中心に参加約 40 名。
● 秋季第４回 平成 20 年 12 月 3 日（水）
関西学院大学教授・前学長平松一夫氏（関西大学客員教授）、演題「会計基準をめぐる国際動向―激動期におけ
るわが国会計基準のあり方」、学生中心に参加約 50 名。
● 秋季第５回 平成 20 年 12 月 17 日（水）
慶応義塾大学教授・元総務大臣竹中平蔵氏（関西大学客員教授）
、
演題「金融危機と日本の経済運営」、幅広く参加約 700 名。
● 秋季第６回 平成 21 年 1 月 28 日（水）
あずさ監査法人代表社員・前大阪事務所長園木宏氏（関西大学客
員教授）
、演題「今、監査の現場で何が起きているのかー公認会
計士に求められる能力とは」学生中心に参加約 60 名。
● 秋季第７回 平成 21 年 2 月 25 日（水）
日本学術振興会理事長・元文部科学事務次官小野元之氏（関西
大学教育顧問・客員教授）
、演題「21 世紀の日本と大学の役割」
、
教職員中心に参加約 50 名。
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会計大学院紹介

兵庫県立大学大学院
会計研究科
Graduate School of Accountancy, University of Hyogo
山口 隆英

Takahide Yamaguchi

会計研究科広報委員長

兵庫県立大学の前身である神戸商科大学では、多くの公認会計士や税理士などの会計プロフェッションを輩
出してきた長い歴史と伝統があります。これまでの本学の伝統と実績をもとに、西日本の国公立大学で初めて
の会計専門職大学院である、会計研究科を開設するに至りました。
本研究科の特徴は、第一に、経営学部から会計研究科に続く５年一貫教育です。経営学部を３年間で卒業で
きる早期卒業制度を設けています。学部入学時点から目標となる会計プロフェッションを目標にして勉強し、
優秀な成績を収めることができれば、３年間で学部を卒業でき、次の２年間を会計研究科が提供する目標とす
る会計プロフェッションになるための種々の教育を受けるというものです。第二に、神戸商科大学の伝統を受
け継ぐ、少人数教育です。基礎演習、研究演習、ケーススタディ系科目では教員の指導が受講者全員にいきわ
たるように少人数のクラスで実施しています。
育成する人材像を「現場で活きる実践知と、健全な判断力に裏打ちされた職業倫理を融合させた会計プロ
フェッション」と考えています。そのために、本研究科では会計監査の担い手としての会計専門職業人（公認
会計士）
、企業を中心とする民間部門における専門的な実務の担い手としての会計専門職業人（税理士や企業
の財務・経理のスペシャリスト）
、官公庁等公的部門などにおける専門的な実務の担い手としての会計専門職
業人（国税専門官、会計検査院の調査官、官公庁の財務・経理のスペシャリスト）といった多様な人材育成が
大きな特徴となっています。
このような人材を育成するために、アドミッションポリシーでは、育成しようとする人材に関連する分野に
おける専門知識の程度や学習履歴、学習意欲に基づいて判定することが重要であるという考え方に基づいて入
学試験を実施しています。
本研究科のカリキュラムを特徴づける点は、次のとおりです。第一に、充実した学習サポートをあげること
ができます。論理的思考力を身につけるため、また、大学院修了
後の進路を視野に入れた履修設計やキャリアプランの指導を行う
ために、少人数クラスで運営する「基礎演習」を１年次に必修科
目として配置しています。第二に、職業倫理の重視です。現代の
会計専門職業人に求められる倫理観を身につけ、かつ、それを現
場で実践できる能力を開発するため、
「会計職業倫理」を必修科
目として配置しています。そして、第三に、リーダーの育成です。
公認会計士・税理士、企業や公的部門などで活躍する会計専門職
業人が、それぞれの分野においてリーダーシップを発揮するにあ
たって必要な課題探求能力やディベート能力などを身につけるた
めに、選択科目として「研究演習」を配置しています。また、研
究志向の強い学生に対しては、研究論文の作成指導を行います。
これらの特徴に加えて、教育の柱となる領域、つまり、「財務
会計関係」
「管理会計関係」
「監査関係」
「租税法関係」
「公会計関係」
「経営・ビジネス関係」においては、基本科目、発展科目、応用・
実践科目を配置し、基礎から実践までのステップ学習を実施して
います。
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会計大学院紹介

愛知淑徳大学大学院
ビジネス研究科 会計専門職専攻
Aichisyukutoku Graduate School of Accountancy
石川 雅之

Masayuki Ishikawa

研究科教授

愛知淑徳大学会計大学院は、愛知淑徳大学大学院ビジネス研究科の一専攻として誕生しました。ビ
ジネス研究科には、博士前期課程と後期課程の両方を擁するビジネス専攻と、専門職学位課程である
会計専門職専攻との二つの専攻があり、ビジネス学部を基礎学部としています。会計専門職専攻では、
公認会計士の養成に限らず、今日社会が必要とする広く会計的素養を備えた人材の養成をめざしてい
ます。
ですから、会計専門職専攻といっても、単に会計の実務能力を高めることを目的とするのではあり
ません。現代会計の実務上の問題をケース・スタディ等を通じて学ぶとともに、現代会計を理論的に
捉えることを通じて、社会の変化によって新たに生じる問題にも対応できる能力の涵養を目的として
いるのです。したがって、有資格会計職業人の育成だけを目指すのではなく、さまざまな分野で必要
とされるアカウンティングマインドを備えた人材を輩出したいと考えています。
本大学院では、会計という実践的な分野が発展するためには、理論面の研究能力と実務面での高い
能力をもった人材を育成しなければならないと考えています。というのも、めまぐるしく変化する今
日においては、企業会計においても新たな事象や規制の変化に柔軟に対応することが求められ、その
ためには単に多くの会計の知識を備えているだけではなく、新たな会計問題を自ら考え解決するとと
もに、グローバルな規制の変化にも対応しうる能力、適切かつ適法な判断を行える能力をもつ人材が
必要とされるからです。そのためには、実務と理論の双方について深く学んだ人材を育成することが
必要です。
本専攻のカリキュラムは、大きく三つの領域に分けられます。それは、「会計領域」「法律領域」「ビ
ジネス領域」で、「会計領域」は財務会計系科目、管理会計系科目及び監査科目という三つの系統から
成っています。「法律領域」には企業法系科目と租税法系科目があり、「ビジネス領域」はその他広く
ビジネスに関する科目からなっています。これら三つの領域を設けたのは、
「会計的素養を備えた人材」
というのは単に高度な会計の知識だけを習得しているだけでなく、ビジネス全体についての理解の上
に立った会計の実践的知識を備えた人材であると考えているからです。本専攻では各人のバックボー
ンを尊重し、自由な履修を認めていますが、倫理面からの会計人教育の必要性を重視し、会計職業倫
理という講義については必修科目としています。それ
以外には選択必修科目を設けるにとどめています。
本専攻では、現役の公認会計士、税理士、弁護士な
ど実社会での経験豊富な実務家教員を数多く招聘して
います。理論と実務の両面にわたる教育によって修得
するのは、様々な会計問題を自ら考え解決できる論理
的な思考力と、適法性や適切性を的確に捉えられる専
門的な判断力です。それこそが、アカウンティングマ
インドであると考えています。
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会計専門職大学院 17 校における 2008 年公認会計士試験合格者調

会計専門職大学院 17 校における
2008 年公認会計士試験合格者調
この合格者調べでは、「会計専門職大学院修了」区分に関しても、「会計専門職大学院
在学中」区分に関しても、数値が異なっている。特に、「会計専門職大学院在学中」区分
の数値が大きく異なっている点について、説明しておこう。それは、公認会計士・監査
審査会の公表数値は、「受験願書」の「受験整理表」における「学歴」として受験者本人
が選択した記載に基づいているため、大学卒業見込みの者で会計大学院進学予定者は、
受験申込時には「大学卒業」区分に含まれることになるのに、受験時および合格時には
会計専門職大学院に在学中である点が、「会計専門職大学院在学中」区分の数値の隔たり
が大きくなっている最大の理由である。これに関して、会計大学院協会の数値は、その
学籍に基づいた終了者および在籍者の各会計専門職大学院の調査の結果である点で、よ
り正確な実態を表していることに留意していただきたい。

会計大学院協会による調査
（2008 年 12 月）

〈参考〉公認会計士・監査審査会の公表数値
（2008 年 11 月のホームページ）

会計専門職大学院
修了

102

103

会計専門職大学院
在学

77

52

179

155

合

計

〈受験者必携書〉
公認会計士 試験用参考法令基準集
平成21年

本試験で配布される （企業法・民法）A5判 1,000頁 定価 3,000円（税込み）
法令基準等と同様の （会 計 学）A5判 460頁 定価 1,400円
（税込み）
法令等を収録。
（税込み）
（租 税 法）A5判 370頁 定価 1,300円
発行 財団
法人 大蔵財務協会
（税込み）
査 論）A5判 230頁 定価 900円
TEL 03-3265-4141 FAX 03-3264-0526（監

（

）
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会計大学院協会活動状況（2008.12〜2009.3）
1 理事・委員長会
12月21日 第４回理事・委員長会（会場：甲南大学 ネットワークキャンパス東京）
２月15日 第５回理事・委員長会（会場：甲南大学 ネットワークキャンパス東京）
３月28日 第６回理事・委員長会（会場：甲南大学 ネットワークキャンパス東京）

2 シンポジウム・セミナー
３月14日
３月14日〜15日

青山学院大学ＦＤセミナー（会場：青山学院大学）
会計大学院コア・カリキュラム全国大会、
国際シンポジウム（会場：青山学院大学）
※会計大学院協会は共催として参加

3 インターンシップを開催
２月23日〜27日

監査法人インターンシップを実施。関東地区、関西地区にてあずさ監査法
人、あらた監査法人、監査法人トーマツ、新日本有限責任監査法人へ会計大
学院生を派遣。

4 渉外事項
日本公認会計士協会、公認会計士・監査審査会、金融庁および文部科学省と必要に応じて協議

5 その他
12月15日 事務担当者説明会（会場：青山学院大学）

会計大学院協会ニュースNo.8

平成21年５月15日発行

No.8

愛知淑徳大学（大学院ビジネス研究科会計専門職専攻）
愛知大学（大学院会計研究科会計専攻）
青山学院大学（大学院会計プロフェッション研究科）
大原大学院大学（大学院会計研究科会計監査専攻）
関西大学（大学院会計研究科会計人養成専攻）
関西学院大学（専門職大学院経営戦略研究科）
熊本学園大学（専門職大学院会計専門職研究科アカウンティング専攻）
甲南大学（大学院ビジネス研究科会計専攻）
千葉商科大学（大学院会計ファイナンス研究科）
中央大学（専門職大学院国際会計研究科）
東北大学（大学院経済学研究科会計専門職専攻）
兵庫県立大学（大学院会計研究科会計専門職専攻）
法政大学（大学院イノベーション・マネジメント研究科アカウンティング専攻）
北海道大学（大学院経済学研究科会計情報専攻）
明治大学（大学院会計専門職研究科）
立命館大学（大学院経営管理研究科）
ＬＥＣ大学（ＬＥＣ東京リーガルマインド大学大学院高度専門職研究科会計専門職専攻）
早稲田大学（大学院会計研究科）

慶應義塾大学
専修大学
同志社大学

日本公認会計士協会
日本税理士会連合会
特定非営利活動法人 国際会計教育協会
（2009年５月現在）

