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2017年度 秋学期

梅田キャンパス

関西大学大学院会計研究科

社会人対象講座

聴講生  出願手続きについて

出願資格1
（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。

許可発表3
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。

聴講料（28,000円）の納入日・場所4
●日時　各科目、授業初日の18：00～19：00　　●場所　梅田キャンパス　6階　602教室

出願手続き2
〈出願書類〉 会計研究科HP「社会人教育」よりダウンロードしてください。
1　聴講生願（本学所定のもの）
2　履歴書（本学所定のもの）　※最近3カ月以内に撮影した写真を貼付してください。
3　最終出身学校の卒業証明書・成績証明書（原則として最近3カ月以内に発行された原本、本学出身者は不要）
※一旦受理した書類は返還いたしません。

●以下のいずれかの方法でお申し込みください
（1）受付日時　9月7日（木）　18：00～20：00
（2）受付場所　関西大学梅田キャンパス  6階  602教室　※同時に、選考料（5,000円）を現金で納入してください。

（1）受付期間　【税務と会計・労務と会計】9月7日（木）～9月11日（月）必着
　　　　　　  【実践内部統制】9月7日（木）～10月30日（月）必着
（2）郵 送 先　〒564-8680 吹田市山手町3-3-35　　関西大学教務センター会計研究科担当
（3）選考料（5,000円）を（1）の期間内に、下記口座へ振り込んでください。
　『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）』
※振り込みの際の注意事項
●振込人名義は必ず申込者ご本人の氏名にしてください。
●氏名の前に整理番号「AS2017F」を必ず入力してください。
●申込者ご本人名義でない振り込み、整理番号のない振り込みは入金確認ができないことがありますので、ご留意ください。
●振り込み手数料は自己負担となります。

書類を持参する

書類を郵送する

※聴講生制度は、単位の認定を行いません。将来的に大学院へ正規生として進学を検討しているなど、単位認定が必要な方は科目等履修制度を利用してください。
　科目等履修制度の詳細は会計研究科HPをご確認ください。

アクセスお問い合わせ

関西大学 梅田キャンパス
〒530-0014  大阪市北区鶴野町1-5

〒564-8680  大阪府吹田市山手町3-3-35
関西大学 専門職大学院事務グループ
会計研究科担当
TEL.06-6368-1121（代）
E-mail▶kaikei@ml.kandai.jp
会計研究科HP▶http://www.kansai-u.ac.jp/as/

〈梅田キャンパス1階外観〉

■阪急梅田駅 徒歩5分
■JR大阪駅 徒歩8分

一期一科目 ￥33,000！！
※聴講料28,000円と選考料5,000円の合計額
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おすすめします

開講科目一覧

税制改正の最新の動向や、税務戦略の考え方について学びたい
経理担当者1

給与・社会保険・労働保険等の知識を基礎から学びたい
人事労務担当者2

リスク管理体制構築のため、内部統制について学びたい方3

阪急梅田駅徒歩5分！
キャンパス内のカフェや
書店で、スキマ時間を
有効活用できます。

アクセス

異業種の方と
交流することで、
新たな発見が

あるかもしれません。

異業種交流

200万冊以上の
蔵書数を誇る
本学の図書館を

無料で利用できます。

豊富な資料

企業等の
第一線で活躍する
一流の実務家教員から

学べます。

一流の教員

急な出張でも安心！
講義動画を
WEBで

視聴できます。

WEB講義

充実の学習環境

ごあいさつ
「昔からこうしているから、とりあえ
ずやっといて。」後輩に質問されて、
理由も分からずに前例踏襲してい
たこと、ありませんか？
会計研究科では、第一線で活躍す
る実務家教員が、理論と実務の双
方を軸に専門職教育を行います。

会社が納める税金は、会社にとって重大な関心事であ
るばかりでなく、投資家も注目する項目です。この講座
では、諸税金や税効果会計等、経理処理上の税務に
係る取扱いとその背景にある考え方を解説するととも
に、どのように税金をコントロールしていくかという税
務戦略の考え方についても、税制改正の最新の動向
を踏まえながら解説します。

  9/25［月］ 決算書の勘所（決算書の見方） 林 紀美代（公認会計士）

10/  2［月］ 法人課税の論点 古屋敷 博文（税理士）

10/16［月］ 個人課税の論点 村上 晴彦（税理士）

10/23［月］ 国際税務の論点 牛島 慶太（税理士）

10/30［月］ IFRSの要点 内田 聡（公認会計士）

11/  6［月］ 事業計画・事業承継 中丁 卓也（公認会計士）

11/13［月］ 事業再編の会計と税務 野田 敏男（公認会計士）

11/20［月］ 総括および到達度の確認 三島 徹也（会計研究科 教授）

  9/22［金］ 企業経営と人事労務管理の役割 八木 裕之（社会保険労務士）

  9/29［金］ 総額人件費を構成するもの 八木 裕之（社会保険労務士）

10/  6［金］ 働きやすい職場が企業に与える影響 沼田 博子（社会保険労務士）

10/13［金］ 給与計算・賞与計算の会計処理 三原 秀章（公認会計士）

 労務費の管理会計
10/20［金］ 退職給付会計の基本 三原 秀章（公認会計士）

 ストックオプション等の会計と税務
10/27［金］ 役員給与の会計と税務 桝井 康弘（公認会計士）

11/10［金］ 役員退職金と所得税・相続税、
 出向・転籍の会計と税務 桝井 康弘（公認会計士）

11/17［金］ 総括および到達度の確認 三島 徹也（会計研究科 教授）

11/20［月］ 現代経営における内部統制 
吉良 勝明（会計研究科 特任教授・

11/27［月］ 内部統制の理解と評価 　　 　　 公認会計士・公認内部監査人）

12/  4［月］ 組織体の管理機能とモニタリング 上西 隆（株式会社環境総合テクノス常任監査役）

12/11［月］ ケーススタディ 小阪 英世（大阪ガス株式会社 監査部マネージャー）

 大規模会社における内部統制と内部監査
12/18［月］ ケーススタディ
 様々な組織体における内部統制　　堺 咲子（内部監査人協会国際本部理事）

12/25［月］ 内部統制評価ワークショップ1 
吉良 勝明（会計研究科 特任教授・

  1/15［月］ 内部統制評価ワークショップ2 　　 　　 公認会計士・公認内部監査人）

  1/22［月］ 本寄附講座の総纏め 松本 祥尚（会計研究科 教授）

株式会社パナソニック
元代表取締役社長
大坪 文雄氏 推薦！

会計に関する知識や会計的
な見方、考え方はビジネス
マンに不可欠な能力です。
将来の管理職や経営職など

リーダーを目指す人は、常に最新の会計的情報に接してビジ
ネス感覚を磨くべきです。
関西大学梅田キャンパスの会計講座はこの要望を間違いなく
満たしてくれるでしょう。

会計研究科長

三島 徹也

│講義時間│18：30～21：30　※最終日のみ20：00まで

│講義場所│関西大学梅田キャンパス 6階 601教室

税務と会計

労務は会社において従業員のモチベーションを高める
ための重要な戦略の一つです。経理担当者にとって
は、給与、社会保険、労働保険等の知識は不可欠とな
ります。この講座では、これら労務関係を規律する法
令等の概要・趣旨を確認するとともに、会計基準で求
められている経理処理とその背景にある考え方を解説
します。また、労務に係る税務上の取扱についても最
新の税制改正の動向を踏まえて留意点を解説します。

労務と会計

内部統制は、内部管理体制やリスク管理体制
とも称されますが、上場・非上場にかかわらず
リスク管理の構築は不可欠であり、その意味
で内部統制の充実は法律的にも実利的にも
求められています。
本講義では、企業の内部統制構築と実務の
充実に役立てるべく、内部統制の基本的理
解からスタートし、内部統制の充実では先行
する企業等の成功事例・失敗事例について
実践的に学習していきます。

実践内部統制
※日本内部監査協会の寄附講座として開講します

様々な業種の社会人、大学院生、留学生と共に、互いの
価値観や視点の違いを生かしながら楽しく学ぶことがで
きました。授業では、企業再生、M&Aなど実務の最前線
で活躍する弁護士や会計士が講師となって、マスコミを
賑わせた実際の事例を教材に、法的、会計的な論点を押
さえた上で「あなたならどうしますか？」と、考え方を問わ
れ、出した答には、ときに突っ込みもあり、講師の話を聴
くだけのセミナー等からは決して得られない緊張感と充
実感がありました。
実務に役立つ知見を学ぶと共に、休眠しがちな思考回
路をリフレッシュする機会を与えてくれた、関西大学梅
田キャンパスは、私にとって第二の母校となりました。

陽綱物産株式会社

田中 啓介さん

笑いありの講義で、とても楽しかったです。
チームディスカッション・グループワークを通
じて様々な方々と意見を交換し、多角的な視
点を養うことができました。これは単なる講
義では留まらない社会人講座ならではの醍
醐味だと思います。
もちろん、受講生同士の懇親も図ることがで
きました。私にとって業種・地位も異なる社会
人や大学院生の方々とざっくばらんなお話し
ができる良い機会となりました。
講座を受講させて頂いたことで、今後の人生
に必ず役に立つと確信しています！

司法書士有資格者

岩﨑 由香里さん

過去1年間で47名の社会人の方に受講していただきました

20代
14.9％

30代
31.9％

40代
29.8％

50代
23.4％

受講満足度

82％!!※
※満足度……受講後のアンケートで「この授業を周りの人にすすめたい」と回答した人の割合

［社会人受講生の年齢割合］
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実践的に学習していきます。

実践内部統制
※日本内部監査協会の寄附講座として開講します

様々な業種の社会人、大学院生、留学生と共に、互いの
価値観や視点の違いを生かしながら楽しく学ぶことがで
きました。授業では、企業再生、M&Aなど実務の最前線
で活躍する弁護士や会計士が講師となって、マスコミを
賑わせた実際の事例を教材に、法的、会計的な論点を押
さえた上で「あなたならどうしますか？」と、考え方を問わ
れ、出した答には、ときに突っ込みもあり、講師の話を聴
くだけのセミナー等からは決して得られない緊張感と充
実感がありました。
実務に役立つ知見を学ぶと共に、休眠しがちな思考回
路をリフレッシュする機会を与えてくれた、関西大学梅
田キャンパスは、私にとって第二の母校となりました。

陽綱物産株式会社

田中 啓介さん

笑いありの講義で、とても楽しかったです。
チームディスカッション・グループワークを通
じて様々な方々と意見を交換し、多角的な視
点を養うことができました。これは単なる講
義では留まらない社会人講座ならではの醍
醐味だと思います。
もちろん、受講生同士の懇親も図ることがで
きました。私にとって業種・地位も異なる社会
人や大学院生の方々とざっくばらんなお話し
ができる良い機会となりました。
講座を受講させて頂いたことで、今後の人生
に必ず役に立つと確信しています！

司法書士有資格者

岩﨑 由香里さん

過去1年間で47名の社会人の方に受講していただきました

20代
14.9％

30代
31.9％

40代
29.8％

50代
23.4％

受講満足度

82％!!※
※満足度……受講後のアンケートで「この授業を周りの人にすすめたい」と回答した人の割合

［社会人受講生の年齢割合］
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梅田キャンパス

関西大学大学院会計研究科

社会人対象講座

聴講生  出願手続きについて

出願資格1
（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。

許可発表3
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。

聴講料（28,000円）の納入日・場所4
●日時　各科目、授業初日の18：00～19：00　　●場所　梅田キャンパス　6階　602教室

出願手続き2
〈出願書類〉 会計研究科HP「社会人教育」よりダウンロードしてください。
1　聴講生願（本学所定のもの）
2　履歴書（本学所定のもの）　※最近3カ月以内に撮影した写真を貼付してください。
3　最終出身学校の卒業証明書・成績証明書（原則として最近3カ月以内に発行された原本、本学出身者は不要）
※一旦受理した書類は返還いたしません。

●以下のいずれかの方法でお申し込みください
（1）受付日時　9月7日（木）　18：00～20：00
（2）受付場所　関西大学梅田キャンパス  6階  602教室　※同時に、選考料（5,000円）を現金で納入してください。

（1）受付期間　【税務と会計・労務と会計】9月7日（木）～9月11日（月）必着
　　　　　　  【実践内部統制】9月7日（木）～10月30日（月）必着
（2）郵 送 先　〒564-8680 吹田市山手町3-3-35　　関西大学教務センター会計研究科担当
（3）選考料（5,000円）を（1）の期間内に、下記口座へ振り込んでください。
　『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）』
※振り込みの際の注意事項
●振込人名義は必ず申込者ご本人の氏名にしてください。
●氏名の前に整理番号「AS2017F」を必ず入力してください。
●申込者ご本人名義でない振り込み、整理番号のない振り込みは入金確認ができないことがありますので、ご留意ください。
●振り込み手数料は自己負担となります。

書類を持参する

書類を郵送する

※聴講生制度は、単位の認定を行いません。将来的に大学院へ正規生として進学を検討しているなど、単位認定が必要な方は科目等履修制度を利用してください。
　科目等履修制度の詳細は会計研究科HPをご確認ください。

アクセスお問い合わせ

関西大学 梅田キャンパス
〒530-0014  大阪市北区鶴野町1-5

〒564-8680  大阪府吹田市山手町3-3-35
関西大学 専門職大学院事務グループ
会計研究科担当
TEL.06-6368-1121（代）
E-mail▶kaikei@ml.kandai.jp
会計研究科HP▶http://www.kansai-u.ac.jp/as/

〈梅田キャンパス1階外観〉

■阪急梅田駅 徒歩5分
■JR大阪駅 徒歩8分

一期一科目 ￥33,000！！
※聴講料28,000円と選考料5,000円の合計額


