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博士課程前期課程 博士課程後期課程
◆商学専攻 ◆商学専攻

専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うのに
必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこ
とを目的とする。

高度専門職養成コース：修士（商学）

研究者養成・後期課程進学コース：修士（商学）

複雑・高度な経済社会に対応し得る、高い見識を備えた専門的
職業人を養成することを目的とする。
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商学研究科の概略



流通・
国際ビジネス系

ファイナンス・
会計系

戦略
マネジメント系

高度専門職養成コースの概略

高度専門職養成コース

ベーシック
経営学、マーケティング、
会計学、経済学、統計学

メソッド

英語コミュニケーション、
日本語アカデミック・ライティング、

ロジカルシンキング、
プレゼンテーション技法、

研究方法論（定性）、
研究方法論（定量）、

モデリングの基礎

実務家講師
による授業
も多数あり

その職業分野の
スペシャリストに
なる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ベーシックはビジネスの基本となる科目群、メソッドはビジネスで使うツールとなる科目群で実務家が中心となって指導が行われます。また、それぞれ３つの系においても実務家による授業が多数設置されています。どの分野にも共通し、応用能力に欠かすことのできない専門基礎的諸科目、実践的実務的能力の基礎となる分析力や自己表現力を涵養するための各メソッド科目、実務家講師の諸講義など、魅力的なカリキュラムを提供しています。 



高度専門職養成コースの履修

このコースでは、

・専修科目（講義Ⅰ・Ⅱまたは
講義Ⅰ・合同演習） 計４単位

・課題研究指導Ⅰ・Ⅱ 計４単位
・ベーシック科目 ４単位
・メソッド科目 ４単位
・所属する系の講義科目 ８単位

を含めて、
32単位以上を修得しなければなりません。
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高度専門職養成コース



高度専門職養成コースの履修
「系」とは・・・

戦略マネジメント系：商学部の「マネジメント専修」

流通・国際ビジネス系：商学部の「流通専修」+「国際ビジネス専修」

ファイナンス・会計系：商学部の「ファイナンス専修」+「会計専修」

出願時点で志望した｢専修科目｣の担当者が｢指導教員｣
となり、指導教員の講義および課題研究指導を履修し、
課題研究論文を書き上げます。
なお、｢グローバル･リテイリング･プログラム｣を志望し
た場合は、｢指導教員｣の決定は1年次の秋学期となります。

※詳細については、募集要項をご覧ください。
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高度専門職養成コース



目的：高度な情報通信技術を用い、企業内外に
蓄積されている膨大なデータを活用して
新しい価値を創り出すことができる人材、
データサイエンティストを育成する。

データサイエンティスト育成プログラムのホーム
ページ

http://www2.itc.kansai-u.ac.jp/~yada/DS/

データサイエンティスト育成プログラム
（ＤＳプログラム）
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高度専門職養成コース



データサイエンティスト育成プログラム

 データサイエンティストとは
膨大なデータ、いわゆるビッグデータから
新しい価値を創り出す専門家。

 本プログラムの目的
高度な情報・通信技術を用い、企業内外
に蓄積されている膨大なデータを活用し
て新しい価値を創り出すことができる人材
（データサイエンティスト）を育成すること。

 目指すデータサイエンティストの人材像
統計数理、計算機科学、意思決定科学と
いった領域の学際的かつ文理融合の教
育を行い、ビジネスに関連する様々な
データを科学的に解析することができる人
材を目指す。

 履修モデルイメージ

 今後の商学研究科の募集スケジュール

2021年２月 入学試験

2021年４月 プログラムスタート

プログラミングなどの
情報処理スキル

実務オペレーションに
関するビジネススキル

高度な
データ分析スキル

新しい価値を創り出す
企画開発力
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目的：歴史・理論・実証・ケーススタディなど複数
のアプローチから、現代の小売業が直面し
ている課題を解明し、アジアの流通最前線
で活躍する人材を育成する。

詳細： https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_com/grad/grprogram.html

をご覧ください。

グローバル・リテイリング・プログラム
（ＧＲプログラム）
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高度専門職養成コース



グローバル・リテイリング・プログラム

カリキュラムの特徴
複数教員が異なる視点

から一つの課題につい
て教授する「合同演習

（グローバル・リテイリン
グ）」を配置

現代流通・国際ビジネス
研究（グローバル・リテ
イリング）では、第一線
で活躍する実務家がリ
レー形式で講義を担当

履修モデル
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1年次春学期

流通システム論研究Ⅰ、流通経営論研
究Ⅰ、マーケティング論研究Ⅰ、マーケ
ティングコミュニケーション論Ⅰ、研究
方法論（定性）

1年次秋学期

合同演習、研究方法論（定量）

現代流通・国際ビジネス研究（グローバ
ル・リテイリング）

2年次

課題研究指導Ⅰ・Ⅱ



外国人留学生へのサポート体制
商学研究科には、充実した日本語教育の科目があります

1年次秋学期 ｢日本語アカデミック・ライティングⅠ｣ 2単位
※日本語力が十分でない学生向け：論文作成の準備

2年次春学期 ｢日本語アカデミック・ライティングⅡ｣ 2単位
※原則として留学生は全員履修：論文の執筆練習

・入学式後にプレイスメントテストを実施し、クラス編成します。
・「日本語アカデミック・ライティング」は、メソッド科目として2単位ま

で修了単位に含めることができます。

※外国人留学生が日本語で課題研究論文を書く場合は、 4単位
修得することが望ましい。

高度専門職養成コース
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■主な就職先（2017-2019年度修了生）

• （株）エディオン

• エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）

• （学）滋慶学園グループ

• システムズ・デザイン（株）

• （株）島津製作所

• センコー（株）

• （株）セツヨ―アステック

• （株）タガヤ

• 新居合同税理士事務所

• 西日本鉄道（株）
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• 日本アイ・ビー・エム・

サービス（株）

• （株）日本経営

• パナソニック（株）

• （株）ヒメプラ

• 富士ソフト（株）

• 富士通（株）

• （株）船井総合研究所

• （株）ブライセン

• （株）ペティオ

• （株）ＡＰパートナーズ

• ＴＩＳ（株）



修士の学位等による
税理士試験の科目免除について

・「税法に関する科目」または「会計学に属する科

目」を専修科目とし、規定に定められた論文を作

成して大学院の最終試験に合格し、国税庁に論

文を提出して国税審議会の認定を受けると、試

験科目の一部が免除される制度があります。

・ 商学研究科でこれを希望する場合は、「税法」及

び「会計学」について、それぞれ以下のような条

件があります。
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修士の学位等による
税理士試験科目免除について（税法）

「税法に属する科目」の認定を希望する場合、

「租税法研究」または「租税論研究」を専修科目

とすることが条件となります。

租税法研究または租税論研究を専修科目とするため

には、入学試験において、筆記試験「税制論」を受験

する必要があります。この科目を受験せずに入学した

場合、租税法研究または租税論研究を専修科目とする

ことはできません。
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「会計学に属する科目」の認定を希望する場合、

大学院において簿記論、財務諸表論、会計監査論等

の「会計学に属する科目等」の研究により学位を授与

されていることが必要です。
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修士の学位等による
税理士試験科目免除について（会計学）



税法・会計学の科目免除を受けるには、専修科目名のみでなく、

研究内容が審査されます。

科目免除制度の詳細は、以下の国税庁のホームページで確認し

てください。

「改正税理士法の『学位による試験科目免除』制度の

Q＆A」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/menu.htm
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研究の認定についての留意点



研究者養成・後期課程進学
コースの概略

研究者養成・後期課程進学コース

将来、プロの研究者（大学の教員など）に
なることをめざして、その分野の専門的研
究指導を受ける。

⇒ 修士論文を書いて、
博士課程後期課程に進学する。
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このコースでは、

・専修科目８単位

（演習Ⅰ・Ⅱ計４単位、論文指導Ⅰ・Ⅱ計４単位）

を含めて、

32単位以上を修得しなければなりません。
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研究者養成・後期課程進学
コースの履修

研究者養成・後期課程進学コース



「専修科目」とは・・・

学部でいう「ゼミ」に相当するものです。
研究したい分野の科目を「専修科目」とし、そ
の担当者を「指導教員」とします。
前期課程の研究指導は、その指導教員の演
習と論文指導が中心となり、２年間で
「修士論文」を書き上げます。

※専修科目の詳細については、募集要項をご覧ください。
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研究者養成・後期課程進学
コースの履修

研究者養成・後期課程進学コース



履修上の注意
• 商学研究科での学びは、指導教員による研究

指導が中心になります。科目を履修するにあ
たっては、必ず指導教員とよく相談したうえで決
定してください。

⇒そのための履修指導を入学式後に行いますの
で、必ず出席してください。

• 高度専門職養成コースの人は、課題研究論文
提出要件を満たすため、英語コミュニケーション
ⅠまたはⅡを修得する必要があります。
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2021年度入学試験 前期課程 一般・外国人留学生・社会人

筆 記 試 験 口 頭 試 問

2月募集：2021年2月20日（土）

筆記試験終了後
専 門 科 目

外国語【研究者養成・後期課程進学コースのみ】

税制論【高度専門職養成コースで希望者のみ】

10：00～11：30
(90分)

13：00～14：30 (90分)

コース 専 門 科 目 配点 外国語または税制論 配点
口頭試問
の配点

研究者養成・
後期課程進学

コース

次の５科目から１科目を選択 （注1）
【商学、経営学、経済学、会計学、統計学】

100 英 語 (注3) 100 100

高度専門職
養成コース

次の５科目から１科目を選択 （注2）
【商学、経営学、経済学、会計学、統計学】

100
税 制 論

【希望者のみ】
100 100

注1 研究者養成・後期課程進学コースは、志望専修科目によっては、受験科目を指定することがあります。
注2 高度専門職養成コースの志願者で、「グローバル・リテイリング・プログラム」を志望する場合、専門科目

は「商学」を受験する必要があります。
注3 外国語試験では、本学において準備した辞書の参照を許可します。外国語試験の免除については、募

集要項をご確認ください。 21

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
研究者コースは、専修科目についての筆記試験と、外国語の筆記試験です。専門職コースでは、筆記試験の科目は専門科目のみで、外国語の筆記試験はありません。専門科目は、経営学、会計学、経済学、統計学のなかから1科目を選択して受験することになります。ただし税理士試験の科目免除を希望する場合は、税制論の筆記試験を受験する必要があります。



専門科目「統計学」の筆記試験
免除について

次のいずれかに該当する場合は、専門科目「統

計学」の筆記試験を免除します。

• 一般財団法人統計質保証推進協会が実施する統計検

定2級以上に合格している場合（CBT方式も含む）

• 一般財団法人日本規格協会が実施する品質管理検定

（QC検定）2級以上に合格している場合
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その他の入学試験（前期課程）

• 学内進学試験

• 5年一貫教育プログラム入学試験（早期卒業）

• 外国人留学生特別推薦入学試験

• 留学生別科特別入学試験

などがあり、応募資格や試験日程、試験方法が
異なります。それぞれ「募集要項」を参照してく
ださい。
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入学試験について
前期課程志願者・合格者・入学者数 （2020年度入学試験結果）

研究科 志願者数 合格者数 入学者数

法学 21 10 9

文学 94 42 33

経済学 89 27 25

商学 82 16 14

社会学 75 22 22

総合情報学 28 26 25

理工学 412 372 339

外国語教育学 87 27 25

心理学 44 16 15

社会安全 10 7 7

東アジア文化 29 16 16

ガバナンス 10 10 10

人間健康 15 13 13

合計 996 604 553 24

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2009年度入試結果をまとめた表になります。



参考図書について

商学研究科に進学するにあたって、入学までに最低限
理解しておいて欲しい、基本的なレベルの文献等を以
下のサイトで紹介しています。 受験や進学の準備の
際に、参考にしてください。

https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/guidelines/index.html
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教員との連絡について

受験や研究について教員と相談したい場合は、メール
で連絡をしてください。教員のメールアドレスは、『関西
大学大学院 information』に記載されています。
https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/digital-pamphlet/pageview/html5.html#page=31
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