
 関西大学梅田キャンパス開講科目 

『実践経営戦略』『実践内部統制』 

科目等履修生・聴講生 

出願書類 

関西大学会計研究科 

 



科目等履修生 聴講生

授業を履修し、試験に合格すると単位を修得できる制度です。将来
的に大学院へ正規生として進学を検討している方に適しています。

単位の認定が不要な方は聴講生制度をご利用ください。自分の
興味や関心のある授業を受講してみたい方に適しています。

科目等履修生 聴講生

（1）登録料 10,000円

（2）科目等履修料 １期１科目 59,000円（1期1科目とは、
        秋学期に開講する2単位の科目をさします。）

（1）聴講料 １期１科目 28,000円（1期1科目とは、秋学期
        に開講する2単位の科目をさします。）

※登録料（10,000円）、選考料（5,000円）は同一年度につき１回のみの納入です。

3　許可発表 

選考の結果、不許可となった方にのみ、授業開始前１週間前に郵送にて通知します。
通知のない方は、授業初日にご出席ください。

4　登録料・科目等履修料及び聴講料

【実践経営戦略】11月18日（金） 18：00～20：00  梅田キャンパス６０２教室
【実践内部統制】11月21日（月） 18：00～20：00  梅田キャンパス６０２教室

会計研究科　梅田キャンパス開講科目
『実践経営戦略』　『実践内部統制』　受講手続について

「科目等履修生」「聴講生」 どちらかを選択し、出願手続を行ってください

1　出願資格

(1) 4年制大学を卒業した者
(2) 上記と同等以上の学力があると志望する研究科が認める者
＜出願資格(2)に該当する出願者へ＞
出願に先立ち、必ず、本大学院において「受験資格の審査」を受けなければなりません。そのため、出願手続の２週間前までに
教務センター　会計研究科担当窓口＜06-6368-1121（代表）＞へ受験資格の事前審査の旨を電話で連絡してください。
なお、事前審査に際し「面接」を行うことがあります。

2　出願手続

以下のⅠまたはⅡいずれかの方法でお申し込みください。

Ⅰ〔書類を持参する〕
（1）受付日時・場所　10月28日（金）、 10月31日（月）の18：00～20：00
                                 関西大学梅田キャンパス 602教室（6階）
（2）選考料（5,000円）を納入してください。
（3）出願書類  ・科目等履修生願または聴講生願
                       ・履歴書
                       ・最終出身学校の卒業証明書および成績証明書

Ⅱ〔書類を郵送する〕
（1）受付期間　10月26日（水）～10月31日（月）必着
（2）郵送先　関西大学教務センター会計研究科
　　　　　　  〒564-8680 吹田市山手町3-3-35
（3）選考料（5,000円）を（1）の期間内に、本学所定の振込用紙でお振込みください。
（4）出願書類   ・科目等履修生願または聴講生願
                       ・履歴書
                       ・最終出身学校の卒業証明書および成績証明書

　なお、選考料をATMで振り込まれる場合は『みずほ銀行 梅田支店 普通１０３２４１０　ガク）カンサイダイガク
（学校法人関西大学）』へお振込みください。
　※ATMで振り込む場合の注意事項

い。

5　納入日及び場所



単位数 開講学期 曜日/時限 成績

/

/

/

/

許可・不許可

受講希望理由（枠内に記入できない場合は、別紙添付してください。）

受講目的（該当するものに○） 資格取得 進学 研究継続

計　　　　　　　科目　　　　　　　　単位

許可・不許可

　　　　　　    　　　　　　　研　究　科　長　　殿

次のとおり、出願いたします。

フリガナ 生　年　月　日

自己研修 職務研修

許可・不許可

許可・不許可

氏　名 １９　　　年　　　　月　　　　日生

受　講　希　望　科　目

許可・不許可

専　攻 担　任　者科　目

平成28年度　秋学期　　関西大学大学院　科目等履修生願

合計　　　　　　科目　　　　　　単位

研究科長 グループ長 係 受　付 登録料

円円 円

新規　・　継続

科目等履修料 選考料

平成     年     月　　　　日

【梅田キャンパス開講科目出願者対象】
選考料を銀行振込みされた場合は、下記の項目に記入してください。

№　院履2016－　　    　　銀行　　　    　　 支店   

振込銀行

　平成　　　年　  　　月　 　 　日 

振込日



㊞

〒　　　-　　　　

履　　歴　　書（科目等履修生用）

部・科名 卒業・修了・中退等の別

フリガナ

氏　名

生年月日

平成　　年　　月　　日現在

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

科目名年　度

　　年　　月～　　　年　　月

特記事項

　　年　　月～　　　年　　月

年度

年　度

年度

年度

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

年度

年度

年度

学校名

科目名

年度

年度

男　・　女性別

１９　　　年　　　月　　　日生　　　　　歳

学　　歴

職　　歴

（高等学校入学以降を記入すること）※枠が不足する場合は最近のものから遡って記入してください。

※枠が不足する場合は最近のものから遡って記入してください。

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

※主なものを３件以内で記入してください。ない場合は記入の必要はありません。

本大学院での科目等履修生歴

研究業績一覧 （論文の名称・発表(取得)年月・発表雑誌(取得機関)等の名称）

論文の名称 発表年月 発表雑誌等

　写真裏面に氏名を記入

℡　 　 -　　　-
携帯     -      -

℡　　　-　　　-　　　　

〒　　　-

名称

※写真は最近３ヶ月以内に撮影

現住所

勤務先

写真貼付欄
３cm×2.4cm



単位数 開講学期 曜日/時限 合否

/

/

/

/

№　院聴2016－

進学 自己研修 職務研修 研究継続

【梅田キャンパス開講科目出願者対象】
選考料を銀行振込みされた場合は、下記の項目に記入してください。

合計　　　　　　　科目　　　　　　単位

聴講料 選考料

円 円

平成28年度　秋学期　　関西大学大学院　聴講生願

氏　名

新規　・　継続

研究科長 グループ長 係 受　付

平成２３年　３月　　　日

　　　　　　　　　　　研　究　科　長　　殿

次のとおり、出願いたします。

フリガナ 生　年　月　日

担　任　者

１９　　　年　　　　月　　　　日生

許可・不許可

受　講　希　望　科　目

許可・不許可科　目専　攻

許可・不許可

受講希望理由（枠内に記入できない場合は、別紙添付してください。）

受講目的（該当するものに○） 資格取得

計　　　　　　　科目　　　　　　　　単位

振込日 振込銀行

　平成　　　年　  　　月　 　 　日 　　    　　銀行　　　    　　 支店   

許可・不許可

許可・不許可



㊞

〒　　　-　　　　

　写真裏面に氏名を記入

℡　 　 -　　　-
携帯     -      -

℡　　　-　　　-　　　　

〒　　　-

名称

※写真は最近３ヶ月以内に撮影

現住所

※主なものを４件以内で記入してください。ない場合は記入の必要はありません。

本大学院での聴講歴

研究業績一覧 （論文等の名称・発表年月・発表雑誌等の名称）

勤務先

論文の名称 発表年月

男　・　女性別

１９　　　年　　　月　　　日生　　　　　歳

学　　歴

職　　歴

（高等学校入学以降を記入すること）※枠が不足する場合は最近のものから遡って記入してください。

※枠が不足する場合は最近のものから遡って記入してください。

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

発表雑誌等

学校名

年度

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

年度

年度

年　度

年度

　　年　　月～　　　年　　月

特記事項研究科

年度

年度

年　度

年度

年度

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

　　年　　月～　　　年　　月

研究科

平成２３年　３月　　　日現在

履　　歴　　書（聴講生用）

部・科名 卒業・修了・中退等の別

フリガナ

氏　名

生年月日

写真貼付欄
３cm×2.4cm


