
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。皆様

におかれましてはつつがなく新しい年をお迎え

のこととお慶び申しあげます。 

私は、今年で還暦を迎えます。60歳、還暦

といった響きは、私とは全く無縁の物と思って

おりましたが、ついにやってきました。そこで、

還暦にあたり自分の性格を振り返ってみることにしました。一言で

言えば「負けん気が強い」という言葉で象徴できるのかも知れません。友人で同

じ年のプロゴルファーがいます。彼にドライバーの飛距離を負けると（元プロ野

球選手のプロゴルファーに飛距離で勝とうなんて思うことが甚だ失礼なのですが）

どうしたらオーバードライブできるだろうかと考えます。そのためには、体幹を

鍛えることが必要だと思うと、水泳をはじめます。そこで、元国体選手の女性イ

ンストラクターに水泳の指導を受けると、今度はどうしたら彼女より早く泳げる

だろうかと考え、色々な課題に取り組みます。これも、失礼な話なのですが。仕事でもスポーツでも、何か課

題を見つければ、夢に向かって、脇見もせず一生懸命になります。このエネルギーは、ただただ、「負けん気

の強さ」から湧いてくるものだと思っています。まだ、二つの夢は克服していませんが、今年こそは、達成で

きるのではと、心ひそかに思っています。 

昨年ノーベル医学賞を受賞された山中先生の座右の銘は,人間万事塞翁が馬、vision and hard workだそう

です。私は、高校までどちらかと言えば、理数科目が得意でした。小さい頃から、あこがれた職業もどちらか

といえば理数系の職業でしたが、父から、お前は色弱（当時は理工系への進学が制限されていた）だから、理

数系には進めないと厳しく言われ、小さい頃から覚悟はしていました。私が卒業した伝習館高校では、2年生

の時に理系と文系のクラスに分かれます。しかし、その時ばかりは、自由に進路を選択できる友人を羨ましく

思いながら、しぶしぶ文系に進んだことを記憶しています。高校時代、今ひとつ勉強に打ちこめなかったのは、

自分自身の課題が見つけられなかったからかもしれません。この時、私に、自由な進路選択の道が与えられて

いたら、おそらく、公認会計士になることはなかったと思います。今、私どもの事務所には、若い公認会計士

や税理士が勤務しています。まだ、彼らに負けるわけにはいきません。

まだまだ、私には、新たな課題を見つけて、新たな夢にチャレンジしよ

うという気概があります。この気概が残っている間は、皆様のお役に立

てるのではないかと思っております。これからも宜しくお願い申し上げ

ます。（文：立花 洋介） 
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第２回目の対談は、九州大学教授大下丈平氏と日本政策金融公庫沼光勝

昭氏に今ドキの大学事情について話してもらいました。 

 

 

大下教授：以下○大 大学院で学位をとるまでしっかり勉強で

きるような日本語の力と英語の力をしっかり身につけて入っ

てきてほしいので、レベルは落とさないことにしています。 

立花：以下○立 日本人と留学生の割合はどれくらいですか？ 

○大：九大経済の大学院は、最近内部からの入学は相対的に少

なくなってきました。九大の外部からやってきます。なかで

も留学生が半分程度いますから、どうしても彼らが学位をと

るには学力が不足してしまうことになるのです。 

○立：九大経済の学生はほとんど大学院に行かないということ

ですか？ 

○大：そういうことはありませんが。昔からそんなに多くはな

いですけど、少ないのは確かですね。行く場合も積極的では

なく…就職が決まらないからとか、資格試験をめざすために

勉強する時間が欲しいからとか。要するに、何か学問を目指

すというより、モラトリアムで来ている場合が多いということでしょうか。もっとも、積極的に学問を目指す

人も確かにいることには、間違いはありませんが。 

○立：卒業名簿をみていると、東大など向こうの大学院に行っている人いますよね？ 

○大：そうですね。大学院重点化以後は東大も京大も院生をたくさんとるようになりました。 

○立：ある大学教授が東大の看板がほしかったら大学院が一番いいとおっしゃっていました。 

○大：学部は入学が難しいですね。数を絞っているから。経済学部への入学も大変難しいですね。大学院重点化

で院生の定員は増やしましたが、学部の学生数を減らす傾向にありますからね。 

○立：それで偏差値があがっているのか！ 

○大：そう！なかでも九大経済の後期試験はこの分野では相当に難しい部類に入るかもかもしれません。という

より大学院の方に来てほしいですね。 

○立：でも大学院に行ったからと言って、研究者の道ばかりではないですよね。 

○大：今は修士課程修了でも普通に民間企業に入るようになりました。 

○立：そうなんですか！ 

沼光：以下○沼 うちも大学院に門戸を開いてますよ。昔は学部生だけだったけど。 

○大：そうですね、民間企業も意識が変わってきたんでしょう。 

○立：私達のころと全然違いますね！ 

○大：違うといえば、大学にいても昔と雰囲気がずいぶん違ってきたことを感じます。ゆっくりものを考える余

裕がなくなってしまったような気がします。 

○沼：だから勉強はしてますよね。 
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○大：ものを考えるというより、なにかしらの勉強をさせられるわけです。というか、しないとどこにも就職も

進学もできないということでしょう。 

○沼：私が九州に来て 3年になります。本店に送る最終の面接の責任者をしていますが、おかげさまで大下先生

のゼミの学生が 3人いました。ある程度の成績は必要なので、そういう意味では先生のゼミの学生さんはレ

ベルが高いです。 

○大：ありがとうございます。しかし、それは偶然です。経済には学部・大学院 5年一貫というシステムがあり

ます。これは優秀な学生を確保するために、ほぼ面接だけで大学院に行けるようにしたのです（このシステ

ムでは大学院修士課程を 1 年で修了可能）。しかし、それに応募するには上位 2 割以内に入る成績をとらな

いとだめなんです。その上位成績者の何人かが私のゼミにいることが分かったので、私もびっくりなんです。

特に最近は女子学生が優秀です。今年度は女子がトップですよ。 

○沼：そうですね、女性のほうが勉強してますよね。 

○大：女性のほうがハンデを負ってきているし、粘り強い。例えば仕事を頼むとするでしょう。そうすると男性

は「ちょっと今忙しいので…」と言い訳を言うが、女性は「先生、いいですよ」と言ってくれる。最近の女

性のパワーは本物ですよ。 

○立：そんなに勉強させるというのは、いつ頃から大学は変わりはじめたんでしょう？ 

○大：実際、そんなに勉強させるというふうにはなっていないのですが、大学院重点化の頃を境になんとなく大

学の雰囲気が変わってきたように思います。大学院を重点化して大学を種別化するわけ。それによって予算

が増えるとか言われましたが、でも全然よくないですよ。院生ばっかり増えて大学院はどこでも指導に大変

ですよ。文科省も失敗したと思っているでしょうが、なかなか止められない… 院生の数を減らすと研究大

学やめるんですか？となる。組織変更を視野に入れなければ、先生方もポストがなくなる可能性がある。昔

の大学のような余裕はなくて、増加した院生に 5年で学位をとらせようとするから当然に忙しくなる。鍛え

られますね。 

○立：5年間の修士と博士課程のなかで学位もとらせるわけですか？ 

○大：それがうちの方針ですから。でもこれは、もともとは理工系のやり方ですよね。文科系での指導にはずい

ぶん時間がかかります。だから簡単には学位を出せません。「経済は何をしているんだ」とよく言われます

けど、文科系で目に見える成果を出すのは時間がかかるし、なかなか難しいものがありますね。 

○立：確かに大学院の先生と話していると論文書いてどれだけという考えですよね。 

○大：最終的な判断はやはり研究業績なんですね。どれだけ社会貢献したと言ってもね。学会・学問世界でどれ

だけ評価されたかが最終的な判断基準となっていますね。重点化大学ほどそうだと思いますね。 

○立：日経の「ビジネスパーソン卒業した大学満足度調査」では北海

道大学が 1 位、満足度 100％でしたね。九大は東大と同率で 15

位。旧帝国大学の中では九大はビリでした。 

○大：高校生の一番の関心は就職ですね。どんな研究をやるとか、  

どんな先生がいるとかは、あまり関心がないように思います。          

就職はどうですか？とよく聞かれますね。 

○沼：九大の人は企業に入っても頑張る。色んな中間層で九大出身  

者は頑張っているようですね。 

○立：会計士の試験も国立大が多いですよね。そういう意味では時 

代も変わりましたよね。 

○沼：資格試験を受ける人が増えているのは、世の中が難しくなってきているからでしょうね。 

○立：海外留学が減っているそうです。これはどういうことでしょうか？ 
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≪沼光 勝昭氏プロフィール≫ 

1977年 九州大学経済学部 卒 

1977年 国民金融公庫 入庫 

1999年 国民金融公庫 松本支店長 

2008年 国民生活金融公庫 横浜支店長

2010年～ 日本政策金融公庫国民生活事業 

 九州地区統括  

 

○大：新卒のときに失敗すると、もううまくいかないことが多い。これだけ先が見えない、こういう状況ではな

かなか海外留学の勇気も持てない。海外に何年か行って戻ってきたら仕事があるとか、そういうことがない

となかなか踏み切れないですね。地方が疲弊した状況で学生が長期留学するというのは難しいと思いますね。 

○沼：学生さんと面接でお会いすると TOEICの点数は非常に高い。やはり、勉強はしているのでしょうね。 

○立：理系から見ると、文系は勉強していないという我々のイメージがあるが、そうじゃないようですね。 

○大：そうですね。特に九大に来るような学生は元々勉強する習慣があるから、ゼミナールの課題もしっかりと

やってきますよ。最近は教育改革などとよく「改革」を謳っていますけれど、教育なんてそう簡単には変わ

るものではないんですね。教育というものは、ある意味、その基本はルーチン作業ですからね。一般的に大

学というものは 10 年くらいのサイクルで変化していくものですから、その中でゆっくりと変化していくし

かないんです。それなのに、残念なことですが、今の大学と

いうのは短期的な成果を求める雰囲気がとても強くなってき

ているような気がしますね。 

これまで何人かの院生を送り出してきましたが、私と院

生の関係のなかで、指導に成功するかしないかは実際にやっ

てみないとわかりません。指導は長期にわたるわけですから、

それがうまくいくかどうかは、事前にはまったくわかりませ

ん。つい最近の話ですが、私はフランスの管理会計を専門に

やっていますが、院生が自らの方法を軸に、フランス管理会

計の視点をも加味しながら医療問題をテーマとした論文に取

り組んでいたんです。その院生も課題に長い時間をかけて取

り組んでいたのですが、なかなか終着点が見えない状況でし

た。 

そんな時、公表されたハーバードビジネススクールのあ

る先生の論文を私が偶然に見つけ、直観的にその意味内容、

読み方を彼に伝えたことが、彼がそこからその持つ意義を自分なりに見出し、一気に博士論文の終着点に辿

り着くきっかけとなったのです。このときは感激しました。研究というものはほんとうに面白いもので、研

究者同士が議論するなかで、あるとき互いに思いもつかないような形で成功の可能性が生まれるものだとい

うことです。彼はそこに辿り着くのに約 7年を要しました。 

 

対談を終えて 
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社会福祉法人・新会計基準導入に伴

い、顧問先である社会福祉法人の実務担

当者を対象として本年 9月から当事務所

2 階会議室にて研修会を開催しています。

当事務所の社会福祉委員会メンバーが講

師を務め、10月の第 2回研修会では 9法人 13名のご参加者

がありました。ゲストに会計ソフトメーカーのご担当者をお

迎えし、ソフトのデモンストレーションや質疑応答のコー

ナーも設けましたので、皆様退屈せずにご受講いただけたものと思います。 今後も実務に直結する内容で

2ヶ月に 1回程度実施する予定です。どうかご期待ください！ （文：税理士 小林 達哉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、最近の税制改正で、支払調書等の作成や、提出に係る手続きの創設、改正が増えているのをご存じ

ですか。その一つとして、国外財産調書制度があります。これは、居住者が国外財産を有している場合に、そ

の財産内容を税務署に報告する制度です。 

保有する国外財産の合計額が５０００万円を超える場合が対象です。財産の評価は、原則として「時価」と

なりますが、「見積価額」とすることも可能です。 

この制度は、昨今の国際化の進展の中で、資産を海外にシフトさせる動きへの対応策として設けられました。 

国外財産調書を提出することで、記載している財産に係る所得税や相続税の申告漏れ等があった場合に、過

少申告加算税や無申告加算税が軽減されるというメリットがあります。 

一方、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対しては、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金が課されると

いうデメリットがあります。 

この制度は平成２５年１２月３１日時点で保有する国外財産から適用となります。財産の評価方法や国外財産

の定義など、ご不明な点は担当者までご相談ください。（文：税理士 本村 昌子）

 

税 制 改 正 



 

6 ページ ＳＴＥＰＵＰ 第２号  

 

☆近藤 千代子（平成 4年入社）『小学３年の長男が８月よりジュニアバレーボールに

入部し、送り迎えにお疲れ気味ですが、日々頑張る子供にエネルギーをもらい、私も

ママさんバレーに汗を流しております。』 

 

☆境 和史（平成 16年入社）『先日、友人を訪ねて東北に行ってきました。未だに残る震災の

生々しい傷跡を目の当たりにして、胸が熱くなりました。当たり前の日常に感謝し、この気持ち

を忘れずに１日１日を大切に過ごしていきたいです。』 

 

☆廣田  真智子（平成 23 年入社）『来年の手帳用に、革職人さんにお願いしていた手帳カバーが届きました。

今はいかにも新品の、よそ行きの佇まいをした青とオレンジのヌメ革が、これからどんな風に馴染んで変化

していくのか楽しみです。手帳と一緒に成長するつもりで、長く大切に使っていきたと思います。』 

○山浦 瞳（平成 24年 9月入社） 

Ｈ24 年 9 月より入社致しました山崎瞳と申します。会計事務所の業務は初めてで修業の毎日

です。温故知新を念頭に一日でも早く、皆様にご迷惑をお掛けせず、お役に立てますよう努力

して参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○川野 健志（平成 24年 11月入社） 

新人の川野健志（３１歳）と言います。前職では住宅会社の営業をしていたため、会計業界

への転職は異業種への転職となりますが、一生懸命頑張りたいと思います。立花会事務所の先輩方は優しい人ばか

りで働きやすく、毎日が新しい発見の連続で楽しく仕事に取り組んでいます。 

 

○今回は、対談のテープ起こしに時間が掛かったようで、締切にやっと間に合いました。しかし苦労された分、興

味深い内容となったと思います。スタッフの皆さんご苦労様でした。次回はスタッフを増員して臨みますので宜

しくお願いします。（そ） 

○事務所新聞も今回は新春号としての発行となりました。今年は色々と考える一年でした。中でも、何事にもまず

土台となるのは「身体の健康」だということを痛感しました。2013年は健康を土台として、色々なことにチャレ

ンジする年に出来ればと思います。（よ） 

○つい先日創刊号を発行したと思ったら、今回第２号発行と時の過ぎ行く速さを感じます… 

来年は個人的に忙しそうな年になりそうなので、一つ一つしっかりと取り組んでいきたいと思っています。（Km） 

○私事ですが、先日の 11月 18日に男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに、とても元気です。みな 

さまにご心配頂き、またご迷惑をおかけして申し訳ありません。また近況などご報告できればと思っており 

ます。取り急ぎ、この場をお借りしてご報告まで。（古賀直子） 

○日常に追われ自分自身の余白を失いそうになりがちですが、琴線を研ぎ澄まし小さなことでも新しい出会い

を見逃さないようにしたい。そして日々精進していきたいと思います。笑門来福！（eku） 


