
受講 説 明会・個 別 相 談会

実際に教室をご覧頂けますので、お気軽にお越しください。
●日　　時　2月17日（土） 15：00～16：00 ／ 3月1日（木） 18：30～19:30
●場　　所　関西大学梅田キャンパス　6階　601教室
●申込方法　お名前・参加日を明記のうえ、説明会前日の17：00までにメールでお申し込みください。
　　　　　　▶mail：kaikei@ml.kandai.jp
※説明会に参加されなかった方も、受講申込可能です。 ※両日とも内容は同じです。

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

関西大学 教務センター 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/education/worker.html

〈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

受講資格1
（1）4年制大学を卒業した方
（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方 ※詳細は会計研究科HPでご確認ください。

受講手続き2
〈申込書類〉 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）
3　最終出身学校の卒業証明書（原本） ※前年度聴講生、本学出身者は不要

●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　3月13日（火）　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　【4月開講講座】3月6日（火）～3月16日（金）必着　【6月開講講座】3月6日（火）～5月14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「AS2018S」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

聴講料（28,000円）の納入日・場所3
●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

※選考の結果、不許可となった方にのみ、授業開始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。

聴 講 生  受講手 続き 1講座 ￥33,000！
※聴講料28,000円と選考料5,000円の合計額
※同時に2講座以上申し込まれる場合、2講座目からは28,000円です。

2018年度 春学期

梅田キャンパス
社会人対象

ビジネス講座

関西大学大学院会計研究科

理論×実務×梅田=無敵。理論×実務×梅田=無敵。



4/ 9［月］ 会社の成り立ちを知る（株式、組織）
4/16［月］ 会社の成績を知る（会計の原理、財務諸表）
4/23［月］ 会社の成績を知る（ディスクロージャー、財務分析）
5/ 7［月］ 会社の戦略（計画、グループ経営）
5/14［月］ 会社の戦略（原価管理、資金管理、R&D）
5/21［月］ 会社の内部管理（ガバナンス、人事）
5/28［月］ 会社のチェックポイント、競合他社との比較分析
6/ 4［月］ 総括および到達度の確認

企業マネジメントには会計の知識が不可欠です。経営者は企
業の財務数値に責任を持つとともに、将来の意思決定がそ
れにどのような影響を与えるのかを推計しなければなりませ
ん。本講座は、社会人になって間もない方にも分かりやすいよ
う、基本的な会計の知識を中心としつつ関連する法律等の
知識を解説することにより、現実の企業マネジメントをよりよ
く理解し、「企業の総合的な見方」を学びます。

企業マネジメントと会計1 会計研究科教授
公 認 会 計 士　清水 涼子

4/ 6［金］ 企業不祥事 ― ウソと経営 ―
4/13［金］ 企業における労働と法 

4/20［金］ 企業のアライアンスと契約書作成実務
4/27［金］ 債権回収実務
5/11［金］ コーポレートガバナンス
5/18［金］ M&Aと会計
5/25［金］ 企業経営とM&A・倒産分野の実務
6/ 1［金］ 総括および到達度の確認

企業における法務は企業会計と密接に関連しています。本
講義では、企業活動において想定される具体的な法律問
題を取り上げ、その企業法実務を学ぶとともに、それが企
業会計にどのような影響を及ぼし、処理すべきかについて
学習します。講義形式だけでなく、具体的な事例をケースス
タディとして取り上げ、ワークショップを行うことにより理
解を深めます。 

ビジネス法務と会計2
公認会計士　　安原 徹
弁　護　士　村井 勝則
　　　　　　大西 隆司

6/11［月］ 序論（未来への洞察と起業とは）
6/18［月］ 起業機会
6/25［月］ 事業化戦略とビジネスモデルのデザイン
7/ 2［月］ 戦略的事業展開
7/ 9［月］ 事業の成長プロセスと事業計画
7/16［月］ 事業の組織化と株式会社による起業化
7/23［月］ 資金調達と企業経営
7/30［月］ 総括 ― パネルディスカッション ― 

起業とは何か、何のために起業するのか、アントレプレナーシッ
プ（起業家精神）とは何かなど、起業のための基礎知識を身に
つけるとともに、事業化戦略・ビジネスモデルのデザインから
成長過程の会社経営・事業成長のプロセスまでを学びます。
また、起業とローカルの親和性についても理解を深めます。す
なわち、起業するなら地方がチャンスと言われることや、逆に起
業が地域の発展につながることについても言及します。

アントレプレナーの実務と地域の発展3 公認会計士　大塚 勝弘
　　　　　　　　　　村田 智之

こんな方に
おすすめします

開 講 講 座一覧 │講義時間│18：30～21：30　※最終日のみ20：00まで

│講義場所│梅田キャンパス 6階 601教室

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。

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

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％

［社会人受講生の年齢割合］

関西大学大学院会計研究科では充実した社会人教育を展開しています。

数字を的確に読み取り、企業の意思決定に携わりたい方1
ビジネス法務の最新の動向について学びたい方2
起業または新規プロジェクトを成功させたい方3
企業情報を正確に理解し、分析するスキルを身につけたい方4

貸借対照表や損益計算書等の各種企業情報の意味および
役割を理解し、自社や取引先などの経営実態を適時に正確
に把握することができる能力を養い、会計的ビジネスセンスを
習得することを目的とします。授業では、財務諸表等の企業
情報を分析する理論およびスキルを学び、それを踏まえて事
例として企業の決算書等をケーススタディとして取り上げ、
ワークショップを行います。

企業情報の読み方と使い方4 公認会計士　池上しのぶ
石原 美保

6/ 8［金］ 会計制度と財務諸表
6/15［金］ 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を読む
6/22［金］ 収益と費用
6/29［金］ 資産と負債
7/ 6［金］ 経営指標
7/13［金］ 損益分岐点分析
7/27［金］ キャッシュフローと資金繰り
8/ 3［金］ 総括および到達度の確認

過去の
受講生の声

割安な費用で実務の事が学べ、他の参加者と意見交換できた事は価値がある。

浅い知識しか持っていなかった自分でも、興味深く感じ、勉強になった。

実務における事例を多く知ることができ、高度な知識から基礎的な学問まで学べた。
秋の講座予定（9月上旬申込受付） 9月開講

税務と会計
9月開講

労務と会計
11月開講

ビジネスリスクと内部統制

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

活用できます

アクセス

新たな出会いや、
新たな発見がある
かもしれません

異業種交流

講師は全員、公認会計士
もしくは弁護士です

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

1講座
（8回、合計22.5時間）

33,000円！

格安な受講費用


