
社会をみるメガネを手に入れよう

会計科
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コンサルタント

企業や商店などから依頼を受け、経
営状態を分析して、経営方針や具
体的な改善内容などについてアド
バイス・提案する仕事です。資料を
読み込み、調査・分析もします。企業
向けに、従業員の能力開発セミナー
の講師を務めることもあります。

公認会計士

経理や会計の業務を行う会計士
のなかでも国家資格を取得した人
のことを言います。代表的な業務
は、企業などの監査を行うこと。
「書類に間違いがないか」「会計
が適正に行われているか」などを
チェックし、公開されている財務情
報の信頼性を保証します。

税理士

税の専門知識を用い、納税者に
かわって正しく税金を計算して
申告する仕事です。税に関する
仕組みと法律を理解し、税金が
法律にもとづいて間違いなく納
められるように、個人や会社の
納税をサポートします。

会計を活かせる仕事

商社員

売り手と買い手の間に立ち、商品が
円滑に動くように段取りをしていく
仕事です。扱う商品は、生活に関す
るあらゆるもの。製品はもちろんの
こと、エネルギーや情報も含まれま
す。自国の商品を輸出し、海外の商
品を輸入する貿易において、商売
が成り立つ所には必ず商社員が存
在するといわれるくらい活躍の
フィールドは全世界に及びます。



会計科×未来会計 学び続ける先輩たち

滋賀大学
経済学部経営学科

公立鳥取環境大学 経営学部経営学科

兵庫県立大学
国際商経学部

大阪商業大学
総合経営学部 商学科

長崎大学
経済学部総合経済学科

神戸学院大学
総合リハビリテーション学部
社会リハビリテーション学科

兵庫県立大学
国際商経学部

大分大学経済学部



平成30年3月卒業（137回生）
小西 美帆

滋賀大学経済学部経営学科

現在取り組んでいること

ゼミは社会心理学を学べる所に入っています。滋賀大学経済学部には５
学科あり、どの学科の科目も自由に受けることが出来るので、経営学、会
計学、心理学など様々な科目を勉強しています。また企業や外部と関わり
ながら課題解決を行う授業にも積極的に参加しています。

高校時代の経験で

現在活かされていること

高校で簿記の資格を取っていた
ことで、大学での初歩的な簿記の
授業を免除され、2回生から取る
専門的な授業を1回生から取るこ
とが出来ました。他にも経営学や
マーケティングなどの授業では、
高校で聞いた内容が出てくること
も多いので勉強がしやすいです。

将来の夢
将来は教師になれたらと思って
います。きっかけは高校の先生
方が簿記のマニアックな話をし
ていて楽しそうだったので将来
一緒に働けたらと思ったからで
す。勉強していくにつれて大変な
職業であることを実感していま
すが、母校に戻ることを目指して
勉強しています。

会計科×未来会計

学び続ける先輩たち



高校時代の経験で生かされていること

先生方や友達に教えてもらいながら、部活後や放課後も夜遅くまで残っ
て必死に資格取得に向けて勉強したことを今でもよく覚えています。会計
科は、3年間同じクラスということもあり、先生や同級生との距離が本当に
近く、資格勉強や行事ごとの団結力がとても強く全てのことに全力で全員
で取り組みました。

将来の夢 接客業に就くこと。

中学生へのメッセージ
皆さんは、どんな高校生活にしたいですか？
普通に平凡な毎日を送るより、いろんな事にチャレンジできる、チャレンジ
させてもらえる環境って楽しいと思いませんか？
最初は、何かわからない。みんな一緒です。でも、あれだけ本気で何か頑
張れる場所、ここ神戸商業はそんな場所だと私は思います。あなたの人生
は、あなたが決める。必ず自分が後悔しない道を選んでください。楽しい高
校生活になりますように。

平成30年3月卒業（137回生）
中川 愛永

大阪商業大学 総合経営学部 商学科

会計科×未来会計

学び続ける先輩たち



現在取り組んでいること

副専攻の地域課題解決がとても楽しいです。淡路島の竹林問題を解決するた
め竹を切りに行ったり、4月からはたつの市の活性化を計画していました。
また、プロジェクトゼミナールで県内企業と協力して新商品の開発をしています。
マーケティングを中心にCM作成等しています。

高校時代の経験で生かされていること

高校で簿記を学んでいたため、大学の簿記の単位が簡単に取れます。
また、3年次の課題研究で原価管理を発表したときの知識は役立ってると感じます。

将来の夢
大学でマーケティングや経営戦略を学んでいることもあり、将来は、
コンサルタントをしたいと考えています。

中学生へのメッセージ
3年間クラスのメンバーが変わらないことを不安に思う人が毎年いますが、知らな
い間に仲良くなってます。
｢考えること｣が好きな人は、簿記や会計を通して考える力をさらに磨いてください。

平成31年 3月卒業（138期生）
丸山智也

兵庫県立大学 国際商経学部

会計科×未来会計

学び続ける先輩たち



現在取り組んでいること

鳥取市が若者とともにまちづくりをするために設置した「とっとり若者地方創生会
議」に参加しています。大学生をはじめ、行政の方や住民の方と直接関わることができ
るので、様々な考え方や価値観に触れることができ楽しいです。

高校時代の経験で生かされていること
引き続き会計の勉強をしているので、高校で学んだ簿記会計の知識には助けられ
ています。また、新しいことに挑戦するときに、以前よりも積極的に物事を考えられるよ
うになりました。高校時代に、大勢の前でプレゼンをするなど、挑戦する機会が数多く
あったからだと思います。

将来の夢
１回生のときに、地域活動を通して多くの中小企業の社長さんと関わりました。そのな
かで、地域を元気づけようと懸命に働いていらっしゃる人々を支える仕事がしたいと漠
然と思うようになりました。

中学生へのメッセージ
会計科では普通科で学べないたくさんのことが学べます。今自分に興味のあるも
のが学べそうだと感じたり、何かに興味を持ちたいというきっかけから飛び込むのも
ありだと思います。中学生の皆さんに明るい未来があることを願っています。

平成３1年３月卒業（１３8期生）
邑上綾望

公立鳥取環境大学
経営学部経営学科

会計科×未来会計

学び続ける先輩たち



令和2年3月卒業（139回生）
低引 宝

神戸学院大学
総合リハビリテーション学部
社会リハビリテーション学科

令和2年3月卒業（139回生）
仁尾 真利那

兵庫県立大学国際商経学部

県商会計科での思い出
私はバスケ部に所属していました。「なるべく多くの検定をとりたい。でも大好きなバスケもしたい。」両立でき
るように時間をやりくりし、クラスメイトと勉強を頑張った日々やチームメイトとバスケに打ち込んだ日々はかけが
えのない思い出です。しんどいこともたくさんありましたが、最後まで勉強に付き合ってくださる先生や、一緒に
頑張る仲間がいたからこそ、とても濃い3年間を過ごすことができました。

中学生へメッセージ
今の時点で将来をイメージすることは難しいと思います。県商は、普通科とは違って様々な商業科目の学
習をすることができ、それを踏まえて進学や就職を選ぶことができるので、広い視野を持って将来を考える
ことができます。 中でも会計科は、3年間同じクラスで団結力もあり、切磋琢磨して成長することできます。

県商での思い出
一番の思い出は、高校生活最後の体育大会での学年競技(40人41脚)で、優勝したことです。クラス替
えがないからこそ、この競技に懸ける思いも強く、朝練や放課後練を何度も行いました。みんなでゴールし
たときの喜びは、今でも忘れられません。

中学生へメッセージ
今まで学んだことのない”簿記”に対して、授業についていけるかという不安な気持ちがあるかもし
れませんが、大丈夫です。親身になって教えてくれる先生方や一緒に頑張る仲間がいるからです。
部活も勉強も行事も楽しく充実した3年間を過ごせるのは会計科だ！と自信を持って言えます。

会計科×未来会計 学び続ける先輩たち



令和2年3月卒業（139回生）
兒玉 望

大分大学経済学部

中学生へメッセージ
会計科では、切磋琢磨しながら同じ目標に向けて頑張れるクラスメイトや友人が
できます。クラスも3年間一緒なので、団結力はピカイチです。先生方とは授業以
外でも関わることも多く、一緒に過ごす時間が長いため、距離も近く信頼できる関
係を築けます。進学・就職面でも、必ず実現できるようにとても熱心なサポートをし
て下さるので、努力次第で大手企業や有名私立、国公立大学も夢ではありません。

県商会計科での思い出
最初に頭に思い浮かぶのは資格取得に励んだ日々です。日頃の授業だけでは
追いつけず諦めそうなときもありました。しかしそんなときでも一緒に頑張るクラス
メイトや、理解できるまで熱心に教えてくださる先生方がいるので、絶対にあきらめ
ずに頑張れます！
授業中や放課後にみんなで努力した日々は、今となってはかけがえのない思い
出です。私はあの頑張った日々があったからこそ、目標であった今の大学に入れま
した。本当に努力したと胸を張って言えることができます。

会計科×未来会計

学び続ける先輩たち



令和2年3月卒業（139回生）
今田 錬太郎

長崎大学経済学部総合経済学科

現在取り組んでいること

今は、中国語や英語、経済学、情報に関する知識について学んでいます。
普通科出身ではないため食らいつくのが大変です。ですが、普通科出身
の友達に商業に関することを教える代わりに普通科目を教えてもらう。ギブ
アンドテイクといった形でお互いに支え合い高めあっています。

将来の夢
興味がある職業は商社マンで
す。商社マンは商取引・金融・投
資、3つの業務から成り立ってお
り、取り扱っているモノやサービ
スは多岐に渡っています。私の目
標であるグローバルな人材にな
る、といったことを叶えられる。調
べれば調べるほど魅力しかない
職業だと思っています。

高校時代の経験で

現在活かされていること

常にジャイアントキリングする気持ち
で取り組み続けたことは活かされて
います。 「できない、難しすぎる、敵
わない」といったことにも諦めず努力
を重ねて今があります。常に高みを
目指して取り組み続ける。これは県
商の生活で養われた精神力あって
こそのものだと思います。

会計科×未来会計

学び続ける先輩たち



会計×未来会計 社会で輝く先輩たち

株式会社 ホテルオークラ神戸日本政策金融公庫

株式会社東芝 経理部

学校法人スバルヶ丘学園
神戸第一高等学校

日本生命保険
相互会社

有限責任監査法人トーマツ

日本山村硝子株式会社旭化成ホームズ株式会社

神戸大学、甲南大学

株式会社神戸製鋼所

（株）レゾンディレクション経営戦略部
ＭＹＳＫ ミュージカルクラブ代表

KPMG税理士法人

兵庫県立香寺高等学校



令和2年3月卒業（139回生）
赤澤 美智子

株式会社 ホテルオークラ神戸

県商での思い出
１番の思い出は体育大会です。私は3年間体育委員だったので、体育大
会に懸ける思いは人一倍でした。また、3年間同じクラスということで、クラ
ス全員で行う学年演技に懸けるみんなの思いも会計科ならではでした。
朝練や放課後練習を自主的に行い、2・3年生では学年競技優勝、2年生
では総合優勝することができました。人前で話すことはあまり得意ではな
かったですが、体育委員長になってからは苦手意識もなくなりました。県商
での3年間は、最高の思い出とともに、自分自身を成長させてくれました。

中学生へメッセージ

3年間同じクラスで不安もあるかもしれないですが、それ以上に楽しいこ
とがたくさんあります。相乗効果で予想以上に成長できます。
私は入学当初から就職希望で、会計科では簿記というイメージが強く、
最初は事務の仕事に興味がありました。しかし、ビジネス実務の授業や生
徒会活動などを通し、人とコミュニケーションを取ることが好きだと気づき、
ホテルの仕事を選びました。会計科では、簿記だけでなく様々な授業や体
験を通し、自分のやりたいことが見つけられます。勉強に行事にと充実した
3年間でした。会計科に入学して本当によかったです。

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



平成28年3月卒業（135回生）
魚住 涼乃

関西学院大学商学部 卒業
日本政策金融公庫

主な仕事内容
日本政策金融公庫で、企業に対する融資を行っております。
民間金融機関では行い難い、損得勘定なしの、長期的な目線による融資
が行えます。また、コロナウイルス関連のニュースで「無利子無担保の融
資」というワードを耳にした方もいると思いますが、公庫は有事の際に日
本経済の成長に寄与する役目もあります。
県商で学んだ会計の知識は大きな強みとなっています。

中学生へメッセージ
私は県商の会計科を選んだことが人生の転機でした。元々、高い目標を
持つ性格ではなかったのですが、会計科に入り日商簿記1級など高度な
検定を目指す仲間に恵まれ、このような環境が私を変えてくれました。
大学でも敢えて厳しいゼミに入り、自分自身を高められる道を選びました。
中学生の皆さんには、今、人生の分岐点に立っていることを忘れないで欲
しいです。もし会計科を選ばなかったとしても、向上心の高い仲間と親身
になって下さる先生がいる環境を選んでほしいです。

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



現在の仕事
専用ソフトを使用して各店申
告を作成したり、上場企業作
成の申告書をレビューしたりし
ています。また、クライアントの
税金に関する相談にも乗って
います。

県商会計科での思い出
日商簿記１級を、授業と宿題
で合格できたことです。難易度
の高い資格でモチベーションの
維持が難しいため、クラスメイト
とともに学習する環境があって
よかったです。

中学生へのメッセージ
高校生活のあり方はとても大切
です。将来望んだ通りの進路に進
むこともできれば、一生涯の友人
を作ることもできます。特色のある
会計科の中だからこそ、貴重な時
間を過ごすことができたと実感し
ています。

今の生活

大学進学を機に、横浜に出てきて
現在も暮らしています。充実してい
ますが、物価の高さを実感する
日々です。仕事はたくさんあるので、
稼ぎはよくなります。ただ、地元を
離れてみて、神戸の素晴らしさに
気づくことがあります。いつか神戸
に帰りたいと思います。

平成2４年3月卒業（131回生）
中尾 亮太

横浜国立大学 経営学部
会計・情報学科 （現：経営学科） 卒業

KPMG税理士法人

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



現在の仕事
製品の原価管理、予算の管理、連結決算の財務書類作成など

会計科生時代

一言でいうと、学生生活で一番勉強しました。
中学性の時に、将来働くにあたって何か知識を身につけたいと考えていました。その際、
幼い時から“おこづかい帳”をつけていたので、お金を管理する力を身につけたいと考え
会計科を選びました。入学当初は、簿記について分からないことが多かったですが、先生
方が優しく教えて下さいました。また会計科の友人同士で教え合い切磋琢磨して勉強を
励みました。特に検定前は友人と勉強をして帰りにシュークリームを食べることが楽しみ
でした。 今でも同じ会計科だった友人と遊んだりして当時のことを話したりしています。

中学生へメッセージ
県商は、将来身につく知識をたくさん学ぶことができます。簿記はもちろん
ですが、大学の授業を受講する機会もあります。なので、高校生のうちに様々
な経験を積むことができ、人として成長することができます。
県商を卒業して大学生や社会人になって、高校で学んだ知識を活かす機
会がよくあります。会計科に入学してください。

平成28年3月卒業（135回生）
勝岡 仁
高知大学

人文社会学部卒
株式会社東芝 経理部

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



現在の仕事
商業教師
生徒、保護者の方、地域の方、同僚などから信頼される教員、
意味のある他者になることが将来像。

会計科生時代の経験で得たこと

検定取得などを通して身に付いた知識や技術はもちろん、
学びに対する持久力や集中力など精神的なこと。
生徒会での経験で、自主性や計画性、伝える力など。

中学生へメッセージ
卒業後から今まで何かと関わらせていただいていますが、在校時
から今も変わらず熱心な先生方ばかりです。そんな県商の会計科で
しかできない学びと経験のおかげで今の私があり、そこから得たこ
とは強みにもなっています。高校時代に自分だけの武器を身につけ
たい人にとって、県商会計科は最高のフィールドだと思います。

平成28年3月卒業（135回生）
土肥 結佳
大阪市立大学

商学部卒
兵庫県立香寺高等学校勤務 商業科教諭

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



平成26年3月卒業（133回生）
田中 久美子

龍谷大学経営学部経営学科 卒業
学校法人スバルヶ丘学園神戸第一高等学校

平成24年3月卒業（131回生）
木本 輝子

同志社大学商学部卒業
日本生命保険相互会社

主な仕事内容
事務職員をしています。授業料の管理や奨学金の申請など業務は多岐に渡ります。

中学生へメッセージ
私は会計科での3年間があったからこそ、今の自分があります。 頑張りたい気持ちに
応えてくれる先生方のバックアップは期待していいと思います。
将来に繋がる密な3年間を過ごせるこの会計科を選択肢に加えてみてはどうですか。

主な仕事内容… 事務、研修（営業職に向けて保険商品の説明、販売方法についての研修）

今の生活について… 今の勤務先では、簿記の知識とエクセルが必要不可欠ですので、高校生の
内にそれらを学んでおいて良かったと改めて感じています。

県商会計科での思い出
会計科の皆と切磋琢磨しながら、放課後に簿記室で簿記の勉強した事です。また、分からない所が
あれば、先生方が丁寧に教えて下さるのでとても学習環境に恵まれておりました。

中学生へメッセージ
私が会計科に決めた理由は、新しい教科（簿記）を専門的に学ぶ事ができて、社会人になった時に役に立

ちそう！と思った事でした。情報収集と自分がこれから何を学びたいかを考える事が重要だと思います。

是非、後悔ないよう充実した中学生活を送りながら、受験勉強も頑張って下さい！



平成25年3月卒業（132回生）
三井 郁

関西大学商学部商学科 卒業
兵庫県立大学会計大学院 卒業
日本山村硝子株式会社

平成23年3月卒業（130回生）
葉山 裕一

関西学院大学商学部卒業
旭化成ホームズ株式会社

主な仕事内容

経理業務(月次決算、四半期決算等)、損益予測作成、監査対応、総務業務

中学生へメッセージ
県商で過ごした日々は今思い返しても大変でしたが、それがあるからこそ今の自分がある
と思います。
色々なチャレンジが出来ることが県商、会計科だと思います。みなさんの入学待っています。

主な仕事内容 …総合職 今の生活について …公私ともに充実ある生活です♡

県商会計科での思い出 中学生へメッセージ
…毎日電卓とにらめっこ …明らかに就職に役立つ

＆
有名大学への進学に有利＝将来圧倒的に有利
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平成23年3月卒業（130回生）
掘井 誠史

神戸大学大学院
経済学研究科経済学専攻 卒業
神戸大学・甲南大学勤務

今の生活について
【専門分野に関する研究】
18世紀後半ドイツにおける工業化の研究（キーワード：工業化，ヨーロッパ経済史，ドイツ経済
史，繊維産業，イノベーション，知的ネットワーク）難しい…というわけではありません。「どうやって
人々は複雑なモノを作ることができるようになったのか」ということは意外とわからないと思います。
現在のとても便利な世の中で使用されている知識のもとになる知識は，いつ，誰が，どのようにし
て生み出すことができたのかを日々考えています（工業化の知的起源）。

【大学での講義】
週に4回大学で講義をしています。経済学の理論や応用，歴史の授業などを担当しています。会
計については今はもう専門外なので授業をしていません…（経済学，経営学，商学の違いが知り
たければお教えします。世の中では間違った説明がされていることが多いです）今は対面授業が
できず，オンライン講義が続いていますが，工夫しながら楽しく授業を展開しています。

中学生にメッセージ
今は経済学という異なる分野の研究をし
ていますが，県商で学んだ簿記や会計の
知識は今でも存分に活かされています。大
学入学後はそれらに関する知識を先行的
に持っていることが，のちの学習において
非常に有益であったことも覚えています。
少々特殊な学科で，入学を躊躇すること
もあるかもしれませんが，普通科で学ぶ科
目も履修できますし，それに加えて多くの
会計に関する知識を得ることもできます。
社会に出てから非常に有益ですので，ぜ
ひ会計科へ入学してくださいね！

県商会計科での思い出
【勉強】検定取得を頑張りました！

システムコースに所属して，９冠を取りました。
【部活動】珠算部と簿記部に所属。

ともに全国大会に出場。珠算では３等獲得！
【行事】体育祭も文化祭もめちゃくちゃ楽しかった

です。3年間同じクラスなので，仲も深まって
本当にいろいろなことに取り組みました！
今でも集まってご飯によくいきます！

【クラス行事】ホームルームの時間にクラス独自の
運動会を実施したりもしましたね。

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



平成21年3月卒業（128回生）
加村 愛美

大阪市立大学商学部商学科 卒業
株式会社神戸製鋼所

主な仕事内容
申告業務及び社内・グループ会社からの税務に関する問い合わせの
検討を行っています。また、海外進出の際の税務リスクへの対応も行っ
ています。

中学生へメッセージ
私は会計科で簿記に出会い、卒業するころには「将来、会社の数字に
携わる仕事がしたい」という目標を見つけることができました。 そして
現在、その目標通りの仕事に就けています。
高校時代に感じた「簿記が楽しい」という気持ちが原動力となり、目標
を見失わず、今でも新しい知識を学び続けています。
会計の知識はビジネスに必要不可欠なので、いずれ学ぶ機会がある
かもしれませんが、純粋な探求心だけで学びの幅を広げられる高校時
代に出会えてよかったと感じています。私にとって会計科は、将来のため
の基礎を作れるいい環境でした。

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



現在の仕事

公認会計士として主に財務諸表監査を担当。

会計科時代

１年後期から卒業まで学級委員長として活躍。

バレー部（部長）と簿記部を兼部。
簿記部としては、簿記コン全国大会2年連続出場。
3年次は全国7位入賞を果たす。

留学先
University of East Anglia
International Development 専攻

中学生のみなさんへメッセージ
会計を学んで、世の中の役に立つ人になりませんか。
会計科では、大きな夢を持つことができますよ！

平成24年3月卒業（131回生）
米谷元貴

横浜国立大学経営学部会計情報学科卒業
有限責任監査法人トーマツ

(Deloitte Touche Tohmatsu LLC)

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



平成21年3月卒業（128回生）
天野 さおり

神戸女学院大学文学部英文科 卒業
①（株）レゾンディレクション経営戦略部
②ＭＹＳＫ ミュージカルクラブ代表

主な仕事内容
① 事業再生企業のマーケティング ② ミュージカルクラブの運営、舞台作品の制作、演劇教育

今の生活について
大学時代に起業して約6年、会社経営をしてきましたが、今年はじめて企業に就職し、
会社員になりました。日中はマーケティングの仕事、夜はミュージカルの教育事業といっ
た生活です。仕事以外では、小学生時代に始めたミュージカルを子どもたちに向けて
レッスン指導したり、舞台作品をつくる活動をしてきました。コロナ禍も相まって変化が
目まぐるしい日々ですが、柔軟な心と希望をもって日々を過ごしていきたいです。

中学生にメッセージ
制服が可愛かったり、部活が魅力的だっ
たり、皆さんが高校を選ぶ時の基準は
色々あると思います。
県商では様々な資格取得のチャンスが
ありました。実践で活用してこその資格で
すが、職業の選択肢を広げやすくなります。
高校の選択で未来が決まるわけではな
いので、学校の学習とは別で、自分が本
当に興味を持っていることは、周りがなん
と言おうと興味がなくなる日が来るまで、
とことん貫いていく気持ちがあっていいん
じゃないかと思います。

県商会計科での思い出
同じクラスメイト、同じ担任の先生のもと
で過ごした、思春期反抗期真っ最中の3
年間は、色々なことがありました。検定前
の独特の一体感と電卓をたたく音、2限終
わりに購買部へ走って買いに行った砂糖
とマーガリンが染み込んだパン。お喋り8
割、勉強2割で居残り補習していた夕方。
色々な懐かしい光景が濃く残っています。
みんなそれぞれの道を歩んでいる今も、
会計科で出会った友人との交流は続いて
いて、色々な場面で力を貸してもらったり、
いつも心強さを感じています。

会計×未来会計

社会で輝く先輩たち



社会は思った以上にお金で回っている。

だから、会計を知ることで、
社会の仕組みや、つながりがわかるんだ。

つまり会計は、
社会を見るメガネのようなものだ。

レンズのその先には、
君の明るい未来が待っている。

会計は、社会を見るメガネ


