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※�：証明書記載の氏名と出願時の氏名が異なる場合は、戸籍謄本を別途提出してください。
※�：出願資格    において出願の場合は、推薦状を必ず提出してください。
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関西大学社会人学び直し大学院プログラムオフィス
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大阪府大阪市北区鶴野町�-�
● 阪急「梅田駅」茶屋町口から徒歩約�分

JR「大阪駅」から徒歩��分
地下鉄谷町線「中崎町駅」から徒歩�分

● 

● 

〈アクセス〉

TEL

manabi-contact@ml.kandai.jpe-mail

URL

詳しくはWEBで。 関大  リカレント 検 索

受講会場（関西大学 梅田キャンパス）

����年度 募集要項

※本プログラムは、個人に受講料の最大７割が給付される「専門実践教育訓練」認定講座です。また、事業主に受講料の一部が助成される人材開発支援助成金の対象です。
    対象要件や手続きの詳細は、厚生労働省やハローワークのウェブサイトをご確認願います。また、事前申請等に係る個別の照会については、最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

梅田
キャンパス

��名（オンライン受講生　若干名含む）

募集要項ならびに受講申込書の様式は、全て本プログラムの Web サイト
（http://www.kansai-u.ac.jp/relearn/schedule.php）からダウンロードしてください。

〒���-���� 大阪府吹田市山手町 �-�-��　関西大学 社会人学び直し大学院プログラムオフィス

書類審査にて行います。

関西大学梅田キャンパス � 階 ��� 教室

����年 � 月 �� 日（土）～ ��日（日）は、関西大学六甲山荘にて集中合宿授業を行います。 
宿泊費等（約�,���円）については、別途徴収します。

����年 � 月�日（木 ）～ � 月��日（金）

����年 ����年� 月 �� 日（土 ）～ � 月�� 日（金）

募集定員

出願資格

出願手続

出願書類

出願書類等の

出願期間

選考方法

受講手続き

受講期間

その他

❶大学または短期大学を卒業した者
❷その他本学において、❶と同等以上の学力があると認められた者

❶ 受講申込書｜様式の所定欄に最近 �ヶ月以内に撮影された写真を�枚貼付
❷

❷

❸

❸

推薦状（様式自由）※�、�｜所属団体企業等からの推薦状

募集要項
等の請求

オンライン受講
に係る事前相談

❶ 受講許可者へは、許可通知、手続書類を�月�日（金）に受講申込書に記載のe-mail宛に送付します。
❷ 受講料　３００，０００円（Ⅰ期（春期）：１５万円　Ⅱ期（秋期）１５万円）

原則として、授業は、土曜日（�時��分-��時��分）と水曜日の夜間（��時��分-��時��分）に実施します。

プログラム
について

提出先

会 場

文部科学省
職業実践力養成プログラム（BP）

履修証明プログラム

厚生労働省
「専門実践教育訓練」認定講座

個人の方
教育訓練給付制度

事業主（企業等）の方
人材開発支援助成金

〈問い合わせ先〉

〒���-���� 大阪府吹田市山手町�-�-��

※�

※�：ただし、専門実践教育訓練給付金を申請の方は、�月��日（火）までに、出願してください。
※�：出願期間中であっても募集定員に達した時点で、募集を終了することがあります。
 出願者は、出願書類等を一括し、上記の出願期間に「書留郵便」等、追跡可能な方法で郵送してください（消印有効）。

受講料については、�月��日（水）までに納付してください。

にて

（��時～��時　土・日曜・祝日を除く）

授業開講！

社会人学び直し・リカレント教育

海外ビジネスマネジメント講座
グローバル人材を育成する

海外子会社の経営を担う人材を育成する大学院教育プログラム

授業紹介

受講生の声ムービー

履修証明制度 「履修証明制度」は、学校教育法に規定された制度で、一定の条件を満たした者に「履修証明書」を交付できる
制度です。本プログラムはこの「履修証明制度」に従って、社会人等を対象として体系性を持たせた教育プログ
ラムです。そこで、短期間に一定の体系ある学習が可能となるだけでなく、「履修証明書」取得後は、その事実
をジョブ・カードに記載することができます。

なお、授業は感染症対策（マスクの着用、３密の回避、手指消毒、換気、検温、
COCOAの登録等）を行った上で、原則、対面授業を予定しております。

詳しくはこちら

注意事項 受講に際しては、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によってはオンライン授業となる可能性もあるため、自宅
等で安定してインターネットを使える環境があることが必要となります。事前学習については、e-learning システ
ム（関大ＬＭＳ）を使って行います。履修に関する連絡は、e-mail もしくは関大ＬＭＳにて行います。また、必要な書
籍については、各自で購入してください。本プログラムは、大学院の正課科目としての単位認定は行いません。

修 了 要 件 以下の要件を満たすと、学校教育法第���条及び第���条に基づき本学から履修証明書を交付する。
❶すべての必修科目に合格し、合格した科目の時間数が120時間以上であること。
❷原則として、授業を受講し、60点以上（100点満点）の成績を修めた者を合格とする。

オンライン受講をご希望の方は、出願に先立ち、必ずオンラインによる事前相談を行って
ください。



野本

本プログラムのゴール

日系企業では日本の部長クラスの人材が海外事業体の社長、工場長に任命さ
れる事が多くあります。しかし、経営経験がないまま現地に赴任するため大
変ご苦労されているケースが散見されます。本授業では海外で活躍できる人
材の要件、経営者・管理者の心得・責任と役割、行動指針を学び、各自の行
動・改善計画を立案し実践していただきます。また、コンプライアンス違反
防止に向けた体制整備と行動指針を考え実践していただく事を目標としてい
ます。受講された皆さんが、夢と期待と自信を持って海外に赴任される事を
願っています。

本授業では東南アジアに広がる国際生産・流通ネットワークのダイナミック
な展開の実態と、産業高度化の課題と可能性を、近年注目されるようになっ
たグローバル・バリューチェーン（ＧＶＣ）の分析枠組みを用いて分析する
能力を養います。さらに、日系企業の視点に立ち、その国際化戦略の策定に
必要な素養を培い、実践に生かせる力をつけることを最終目的とします。
本授業では、➀ＡＳＥＡＮを含むアジア経済の地域統合の実態をレビュー
し、➁ＧＶＣ分析枠組みを習得し、➂それを用いて各自の企業の高度化戦略
を考察することで、問題認知力と解決力を高めます。

後藤 健太

世界で通用する課題設定力と思考力を養う

ASEANに関する幅広い知識と教養を有し、
現地の人々と対等でWin-Winな関係を築き、
問題点をいち早く認知するとともに、
その問題点に対し、
自らの頭で自主的によく考えて判断し、
自らの責任で自律的かつ積極的に行動し、
解決していくことで、
会社を発展させていく能力を養成します。

都心型キャンパス
（時間的制約の解消）

e-learningによる学習
（教育の実質化）

講義・収録配信システム
（欠席に関わる配慮）

集中合宿授業
（人的交流促進）

集中合宿授業（関西大学六甲山荘）を実施。異なるバックグラウンドを有する受講者が授業時間内外
を通じて、お互いに意見を交換することにより、教育効果を高め、人的ネットワークを創出。

本プログラムは、�段階の体系性を有しています。具体的には、「実践基礎教育プログラム」は、実務家教員等による演習・講義であり、海外におけるマ
ネジメントの基礎を学習します。「専門教育プログラム」は、大学教員による専門的な講義であり、グループワークやディスカッションも取り入れる
ことにより、教育効果の高い授業を行います。「実践応用教育プログラム」では、実務家教員等による演習であり、経営者の視点・考え方を学びます。

● 海外展開のためのM&A　 ● 海外事業体(子会社)における経営者の責任と役割　…他 � 科目

● 異文化コミュニケーション　● 人を動かす論証型プレゼンテーション　● マーケティング戦略　● 日本的経営思想　● ASEAN経済
● ASEANの宗教・文化　● 中国経済　● 海外経営のための会計情報の利用　● グローバル企業の人材育成　● 経営者の戦略的役割　…他��科目

約�ヶ月START GOAL
履修証明プログラム※

グローバル化時代の企業高度化戦略を考案

中小企業の海外展開支援を行う銀行員の方

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修や人材育成のﾒﾆｭｰをお探しの方

海外展開企業へｷｬﾘｱﾁｪﾝｼﾞをお考えの方

外国人社員の方の研修をお探しの方

これまでの経験知を実践知にUPDATEしたい方受講生像

A S E A N 経 済

関西大学梅田キャンパスは、阪急梅田駅（徒歩５分）の大阪市北区鶴野町に開校。

ビデオ視聴による事前授業にて��分程度の予習を行い、必要な知識を習得。

授業を欠席した場合、当日の授業映像をオンデマンドにて視聴可能。

関西大学 経済学部／教授

海外事業体のトップ・幹部になる方々へ

海外事業体（子会社）における
経営者の役割・コンプライアンス体制

授業科目授業科目

隆
ダイハツ工業株式会社エグゼクティブ・アドバイザー

● 経営戦略、トップマネジメント、ASEANの宗教、地理・歴史、経済など体系化されたカリキュラム
● ケーススタディでのディスカッションや、グループワークを通じての問題解決力、経営交渉力の向上
● 企業出身の実務家教員による実践的な講義
● 授業を欠席した場合でも、ビデオ講義にて視聴可能
● 修了生には、学校教育法に基づき「履修証明書」を交付

本プログラム
の

特長

講師メッセージ

教育プログラムの概要

学び直しのサポート体制

経営者の想いを感じられる 学んだ内容がつながっていく

経営人材を目指す方に
お薦めします

仕事と両立しながら
無理なく続けられる

視野と人脈が広がります

ここでしか味わえないライブ感

※「履修証明プログラム」とは､社会人等の学生以外の者を対象とした特別の課程で､体系的な知識・技術等の 習得を目指した教育プログラムで､目的・内容に応じ総時間数
    ��時間以上で設定されています。本プログラムは、必修科目（���時間）に合格し､プログラムの修了者には､学校教育法に基づく履修証明書を交付します。

福岡 和也さん
株式会社太洋工作所

経理部 課長

樋口 知代さん
株式会社テイク・システム

企画部

宇佐美 健一さん
株式会社光アルファクス

営業支援推進部

小山 俊治さん
ダイハツ工業株式会社

調達部

平川 陽一さん
製薬会社勤務

研究開発職

羽柴 和也さん
専門商社勤務

営業職

社会人学び直し大学院プロジェクト
プロジェクトリーダー/経済学部 教授

林 宏昭 

授業風景

こんな方におすすめです！

沢山の事例を自社に置き換えて考えることで今後
の目指す方向性や注意しておかなければならない
ことなど、実務に適した内容でした。グループデ
ィスカッションでは、異業種の方と意見を交換す
ることで、新しい発見や共通する取組みなど、い
ろいろな意見を聞くことができたことは有意義で
した。また学習環境も良く事務局の方にも大変お
世話になりました。今後も、数多くの方に学ぶチ

ャンスが与えられること
を願います。

「海外」が講座名に付いていますが、経営的な視
点を身に付けられるよう配慮されていますので、
経営人材を目指す方全般にお薦めできる講座で
す。勿論、海外でのマネジメントを考慮した、異
文化や歴史に対する基礎知識から、具体的なケー
ススタディまで、体系的に学ぶことが出来ます。
意欲のある方なら、�か月の受講期間が短く感じ
られるでしょう。それ程、充実したカリキュラム

となっています。

多くの方に学んでほしいプログラムです

モニターとして若手社員を送り出してから�年、本講
座も�期目となり参加経験者も��名で大半が海外部門
で活躍中です。内容も実践的で今後も海外駐在員の

育成に大いに活用させ
ていただきます。

泉州電業株式会社
内部監査室

岩永 清人さん

泉州電業株式会社
代表取締役社長

西村 元秀さん

私自身がまず受講してみて、異業種の人たちと海外
ビジネスを学ぶことで、新たな事業のイメージが湧
きました。今は、社員にも受講を勧め当社の営業員

育成研修として非常に
役立っています。

株式会社善光商事
代表取締役

檀上 利洋さん

面白い！このプログラムは、社会経験を学習に関
連づけながらいろいろ学べるので面白いです！プ
ログラムの目的は海外経営者育成だと思います
が、グローバルな立場から「日本企業としての在
り方」などが学べました。また、経営者が何を考
えているのか、自社として今どのような局面にあ
るのか、今やろうとしていることの意味は何か、
が理解できるようになり、会社の最終目標と業務

が結びづくようになりま
した。

約�ケ月間というスケジュールも、仕事と両立しな
がら無理なく続けられる期間で、受講を決めた大
きな理由です。集中合宿があり、そこで一緒に勉
強する仲間たちと一気に打ち解けられネットワー
クが深まります。異なる背景を持った社会人が集
まっての授業はすごく刺激的です。また、ケース
スタディの授業では、現地で実際に直面する可能
性がある事例について、ディスカッションを通じ

てシミュレーションできる
ので実践的な問題解決能
力が身につきました。

各科目それぞれで学んだ内容がつながっていく
の が 面 白 い で す 。 例 え ば 、 「 A S E A N 経 済 」 と
「ASEAN発展論」では、キーワードは同じだった
のですが、違う視点からの説明で面白かったで
す。また、反転授業（��分程度の予習ビデオコン
テンツ）を視聴してから、授業を受ける形式も面
白いなと思いました。まったく知らない分野の科
目でも事前にどういう話が出るのかということを

知ってから授業を受講で
きるのは効果的だったよ
うに感じます。

このお二人の『受講生の声』は
こちらのQRコードから。

����年度受講生の声ムービー

海外展開を行う企業には、語学力に加えて、深い異文化理解に根ざした経営戦略を立案で
きる人材が求められます。具体的には、異文化環境に臆せず飛び込むバイタリティをも
ち、自律的に課題設定から解決までを行い、現地の人々と対等な関係を築き、企業価値を
高めることのできる人材です。本プログラムでは、大学教員が行う専門・教養教育による
『理論知』に加えて、企業出身教員による実践的な教育によって『実践知』を学ぶことが
できます。
これら二つの知を両輪として多様な宗教・価値観が共存する海外での展開を想定した戦略
事例を学ぶことで、国・地域に限定されない汎用性をもった真の思考力を養成します。体
系化された教育プログラムと徹底したサポート体制で、海外での活躍をめざす社会人の
キャリアアップを応援します。

受講生 の声

派遣企業 の声

必修科目　＜��科目　���時間＞

選択科目　＜�科目　��時間＞


