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スクールモットー“Mastery for Service”に象徴される知性の追求
関西学院は１８８９年にアメリカ人宣教師W・R・ランバスによって、神戸の
地に生まれました。彼が所属する南メソジスト監督教会には、世界の出入り口と
なる神戸港を臨むこの地から日本のリーダーを輩出するという理想がありまし
た。キリスト教主義に基づく青少年教育を目指して誕生した関西学院は、教育・
伝道・医療を通じて、世界の平和と人類の幸福のために献身した創設者の思いを
受け継ぎながら、時代とともに歴史を刻んできました。
関西学院のスクールモットーは「Mastery for Service」。
これは、第４代院長C. J. L. ベーツ宣教師が学生たちに与えた言葉で、「奉
仕のための練達」と訳されています。つまり「人々に奉仕できる、社会に役立つ
C.J.L. ﾍﾞｰﾂ第４代院長
知識と人間性を、自らの主体性を持って磨き上げよ」ということです。
関西学院が目指す全人教育は、専門知識の習得だけでなく、その専門知識を社
会の善として活用し、人類の幸福に資する知識とするための全人教育です。
知性を磨く。その「知性」とは一体何であるのか、何に役立たせるものなのか。関西学院では学生たち
に常にこう問いかけてきました。真の知性は、人間を深く理解しうるもの。そして決しておごらず、謙虚
に社会のために生かすもの。だからこそ、自らを厳しく鍛えなければなりません。
スクールモットー「Mastery for Service」に集約される関西学院の教育理念は、キャンパスの象徴であ
る時計台をはじめ、いたるところに掲げられています。物質と技術重視の現代社会において、今、改めて、
こうした真の知性のあり方を問い直す必要があるといえるでしょう。そして私たちは、たえずこの「知性」
の原点に立ち返ることができる者だけが２１世紀をリードする優れた世界市民となりうると考えています。
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（注）経営戦略専攻（ビジネススクール）｢国際経営コース｣Ｂ方式（海外型）入学試験は、
出願時点で海外在住者の方を対象としており、本入試要項には掲載していません。
本研究科のウェブサイトをご参照ください。
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経営戦略研究科の概要
１．名

称：関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科

２．課

程：専門職学位課程

３．専 攻 ・ コ ー ス：(1)経営戦略専攻（専門職学位課程）
学

位：経営管理修士（専門職）

入学定員：入学定員１００名
企業経営戦略コース
募集人員約７０名

国際経営コース
募集人員約３０名

設置場所：大阪梅田キャンパス
(2)会計専門職専攻（専門職学位課程）
学

位：会計修士（専門職）

入学定員：入学定員７０名
設置場所：西宮上ケ原キャンパス
４．設 置 形 態：独立研究科
５．標 準 修 業 年 限：２年
６．開

設：２００５年４月１日

７．開 講 時 間 帯：経営戦略専攻

企業経営戦略コース 週末・平日夜間
国際経営コース

平日昼間

会計専門職専攻 平日昼間と夜間、週末

（注）授業開講場所・通学について
●経営戦略専攻
・「企業経営戦略コース」
大阪梅田キャンパスがメインキャンパスですが、一部西宮上ケ原キャンパスでも授業
が行われますので、両キャンパスへの通学が必要となる場合があります。
・「国際経営コース」
大阪梅田キャンパス・西宮上ケ原キャンパスで授業が行われますので、両キャンパス
への通学となります。
●会計専門職専攻
設置場所は西宮上ケ原キャンパスですが、大阪梅田キャンパスでも授業が行われます
ので、両キャンパスへの通学が必要となります。

経営戦略研究科の入試概要(募集人員・日程)
１．国際経営コースＢ方式（海外型）については以下の本研究科のウェブサイトをご覧ください。（本入
試要項には掲載していません） (https://kwansei-ac.jp/en/imce/admission)
２．各種入学試験は、試験日時が重複しない限り併願することが可能です。

会計専門職専攻
（アカウンティングスクール）

国際経営コース
企業経営戦略
コース

２０名

試

験

日

合 格 発 表

入学手続Ⅰ
（入学申込金の納入）

入学手続Ⅱ締切
（学費・その他の諸費の納
入および書類の提出）

５名
４月５日（月）

～

６月 ９日（水）

１０名

１０名

５月２６日（水）

６月１６日（水）

６月９日（水）

６月 ２日（水）

筆記試験・面接 筆記試験・面接
７月４日（日） ７月３日（土）

書類選考のみ

面接
６月２０日（日）

７月１６日（金）

選考終了後随時

６月２５日（金）

７月１６日（金）
７月２３日（金）

合格発表後
２週間以内
入学手続Ⅱを含む

６月２５日（金）

～

入
試
日
程

５名

～

出 願 期 間
[ 消 印 有効 ]

Ｂ方式
(海外型)

～

募集人員

Ａ方式
（国内型）

２０２１年度 ２０２２年度
秋学期入学
春学期入学
Ａ方式
Ａ方式
（書類面接型） （書類面接型）

～

経営戦略専攻
（ビジネススクール）

７月 ２日（金）

２０２１年８月３０日（月）
（国際経営コースＢ方式は除く）

２０２２年
３月１１日（金）

それぞれの専攻の出願資格（１）に該当しない方は、出願受付開始日の２週間前までに個別の入学資格
審査を受ける必要があります。詳細はそれぞれの専攻の出願資格欄をご確認ください。

重要
経営戦略研究科

入学試験における共通事項

Ⅰ．出願に関する共通事項
1. 身体に障害があり、受験および入学後の就学に際して配慮を希望する志願者は、
出願開始の日の一ヶ月前までに経営戦略研究科事務室(TEL 0798-54-6572)に申し
出てください。
2. 入学後、健康診断を行いますので、出願時または入学手続時に健康診断書を提出
する必要はありません。
3. いったん納入された入学検定料および提出書類は、いかなる理由があっても返還
しません。
4. 出願手続について疑問がある場合は、経営戦略研究科事務室 (TEL 0798-54-6572)
にお問い合わせください。
5. 出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、当該年度の受験お
よび入学の資格を取り消します。
6. 各種証明書に記載された氏名と現在の氏名が異なる場合は、その繋がりがわかる
ものを提出してください。
7. 簡易書留速達以外の方法で提出された出願書類は受付できません。
Ⅱ．出願に関する共通事項
1. 受験票は必ず携行してください。万一忘れたり紛失した場合は、経営戦略研究科
事務室に申し出てください。また、選考日３日前になっても受験票が未着の場合
は、本研究科事務室(TEL 0798-54-6572)までお問い合わせください。
2． 試験開始の１５分前までに試験場に入室、着席しておいてください。
3． 試験開始後３０分以上遅刻した場合は受験することができません。
4． 不正行為をした場合は当該年度の入学試験の全てを無効とします。
5． 雪害等の交通機関への影響に十分留意し、試験開始時刻に遅れないように注意し
てください（追試験・再試験は行いません）。
6． 大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザ
を含む感染症、その他不可抗力による事故等が発生した場合、試験開始時刻の繰
り下げ等の措置を取ることがあります。ただし、それによって生じた受験生の費
用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いません。試験開始時
刻を繰り下げた場合、最終修了時刻も変更になり得ること、また試験時間を確保
するために休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。
7. 試験当日、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ、
麻疹、風疹等）に罹患し、治癒していない場合は、他の受験生や監督者等への感
染の恐れがありますので、受験をご遠慮願います。試験当日の体調管理について
は十分に注意してください。ただし、病状により学校医その他の医師において感
染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。なお、上記により受
験をご遠慮いただいた場合でも、追試験などの措置、入学検定料の返還はいたし
ません。

経営戦略専攻（ビジネススクール）

「企業経営戦略コース」入学試験
１．アドミッションポリシー
経営戦略専攻（ビジネススクール）は、その目標を「グローバルな視点から経営を科
学するビジネスパーソンの養成」、「国際的水準で、世界に通用するビジネスパーソン
の養成」、「建学の精神に基づく高い職業倫理を持ったビジネスパーソンの養成」とし
ています。
「企業経営戦略コース」では、特に社会人等を対象に、経営のプロフェッショナルの
養成を目指し、社会での実務経験を重視し、現場での様々な経験を通じて、ビジネスの
諸問題・課題を理論的に解明しようとする強い意欲を持つ者を受け入れたいと考えてい
ます。
入学試験では、そうした目標等に共感し適合する者を選抜するために、基礎学力や意
欲を総合的に審査します。

２．専攻・募集人員

専

攻

コース
企業経営戦略コース

経営戦略専攻

募集人員
２０名
（企業・自治体等推薦入試を含む＊）

国際経営コース

１０名

計

３０名

＊企業・自治体等推薦入試は、本研究科と提携する企業や自治体から推薦された方が対象です。
この入学試験とあわせて実施します。

３．出 願 資 格
次の各項のいずれかに該当する者
（１）２０２１年９月までに、原則として同一の企業、官公庁、教育・研究機関等におい
て、３年以上の勤務経験を有しかつ 25 歳に達する者で、以下の①～⑨のいずれかの
条件を満たす者、もしくは２０２１年９月までに①～⑨のいずれかの条件を満たす
見込みの者。
①大学を卒業した者
②大学改革支援・学位授与機構（旧 大学評価・学位授与機構）により学士の学位
を授与された者
③専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定
める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学
大臣が定める日以後に修了した者
④外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者
⑤外国において、学校教育における 15 年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績
をもって修得した者と本研究科において認めた者
⑥外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ
り当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者
⑦我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

16 年の課程を修了したとされるものに限る。
）を有するものとして当該外国の学
校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定
するものの当該課程を修了した者
⑧外国の大学その他の外国の学校（注１）において、修業年限が３年以上である課
程を修了すること（注２）により学士の学位に相当する学位を授与された者（平
成 28 年文部科学省令第 19 号）
⑨文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）
注１ 教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣
が別に指定するものに限ります。
注２ 当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ
とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づ
けられた教育施設であって上記⑦の指定を受けたものにおいて課程を修了する
ことを含みます。
（２）個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科
において認めた者で、２０２１年９月までに、原則として同一の企業、官公庁、教
育・研究機関等において、中学校卒業者は 10 年以上、高等学校卒業者・高等専門学
校中途退学者・短期大学中途退学者は７年以上、高等専門学校卒業者・短期大学卒
業者・大学中途退学者は５年以上の勤務経験を有し、かつ 25 歳に達する者。
（注意事項）
１．出願資格の有無について疑問がある場合は、出願開始日の１ケ月前までに必ず本
研究科事務室にお問い合わせください。
２．出願資格（２）により受験を希望される場合は、申請書類を出願開始日の２週間
前までに提出していただく必要がありますので、出願開始日の１ケ月前までに本
研究科事務室にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】：関西学院大学経営戦略研究科
TEL:(0798)54-6572
E-mail: iba@kwansei.ac.jp

４．出 願 手 続
（１）出願期間
２０２１年６月９日（水）～２０２１年６月１６日（水）【締切日当日の消印有効】
（２）出願方法
入学検定料を納入後、市販の角２サイズの封筒（本研究科ウェブサイトより送付
用封筒ラベルをダウンロードし、封筒に貼付してください）に出願書類を封入し、
出願者氏名・住所を明記した上で、経営戦略研究科事務室へ簡易書留速達で郵送
してください。
経営戦略研究科事務室 〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155
（３）出願書類
必要な出願書類は、本研究科のウェブサイトからダウンロードしてください。
（https://kwansei-ac.jp/bs/admission/）

①入学願書

○入学検定料を納入の上、(A)(B)(E-1)(E-2)(F)票を提出して
ください。
○(B)票に写真（縦４㎝×横３㎝、正面上半身・脱帽・背景無
地、出願前３ケ月以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入）
を貼付してください。
○受験者への合否通知は、(E-1)票に記載の住所宛に送付しま
す。
○(F)票に、受験票送付先の郵便番号･住所･氏名を明記してく
ださい。

②成績証明書

○出身大学（および大学院）にて作成（大学院修了者は大学と
大学院両方のものが必要です）、厳封したものを提出してく
ださい。

③卒業（見込）証明書

○出身大学（および大学院）にて作成（大学院修了者は大学と
大学院両方のものが必要です）、厳封したものを提出してく
ださい。
ただし成績証明書に卒業（見込）年月日の記載があれば提出
不要です。
○大学改革支援・学位授与機構（旧大学評価・学位授与機構）
から学位を授与された者は、学位授与証明書を提出してくだ
さい。

④学習計画書

○経営戦略研究科所定用紙に本人が記入してください。

⑤課題研究で取り組みたい
テーマ

○経営戦略研究科所定用紙に本人が記入してください。

⑥検定試験等の証明書

○(E-2)票に記載した資格・免許の証明書もしくは資格証書・
合格証書、その他自己の知識・能力を証明する書類。
※（証明書）原本の提出を原則としますが、やむを得ずコピ
ーを提出する場合はＡ４サイズの用紙にコピーし「原本と
相違ありません」と記入の上、本人の署名と押印を記載
してください。

⑦在留カードのコピー
（外国籍の方のみ）

○在留カードの表と裏の両面をＡ４サイズの用紙に
コピーしたものを提出してください。

⑧推薦書（企業・自治体等推 ○経営戦略研究科所定様式をE-mailにより請求してください。
薦入試受験者のみ）
請求先：iba@kwansei.ac.jp
⑨学費支弁書
（留学生の方・在学中に在留
○経営戦略研究科所定用紙に記入してください。
資格を「留学」に変更する
可能性のある方のみ）

（４）入学検定料：35,000円
入学検定料振込期間
２０２１年６月９日（水）～２０２１年６月１６日（水）【厳守】
入学願書((A)～(F)票)に必要事項を記入のうえ、そのまま切り離さずに金融機関の
窓口もしくはコンビニエンスストアで納入してください。ゆうちょ銀行・郵便局か
らの振込みはできません。また、ＡＴＭ及びインターネットバンキングからの振込
みは受け付けません。金融機関で納入した場合、(D)(E-1)票に金融機関の出納印が
あることを確認してください。入学願書は３枚に分かれています。金融機関での入
学検定料納入にあたっては、１枚目(A)～(D)(F)票と２枚目(E-1)票の両方が必要で
すので注意してください。なお、(D)票は領収書ですので、本人が大切に保管してく
ださい。
（注意事項）
１．金融機関の窓口からの振込みの場合は、「電信扱」で納入してください。(C)票
に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、手数料は無料です。取扱金融
機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印ま
で有効です。金融機関により出納日付の取扱いが異なりますので、締切間近に
納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
２．コンビニエンスストア利用の場合は、巻末の「コンビニエンスストアでの入学
検定料支払方法」を参照してください。収納証明書を(E-1)票に必ず貼付してく
ださい。
３．いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

５．選 考 方 法
書類審査・筆記試験・面接により選考します。

６．試験日時・試験内容・試験場
試験当日の集合場所については、後日ご案内いたします。
試験日時

試験内容

配点

試験場

―

書類審査

３０点

―

２０２１年７月４日（日）
９：３０～１１：００
２０２１年７月４日（日）
１１：３０～
（面接時間は筆記試験終了時に
お知らせします）

筆記試験（小論文） ３０点

面 接

４０点

西宮上ケ原キャンパス

西宮上ケ原キャンパス

＊企業・自治体等推薦入試では、筆記試験を実施しません。面接時間は別途お知らせします。
＊面接時間の指定はできません。

７．合格者発表
２０２１年７月１６日（金） １３：００
志願票(E-1)に記載の住所・氏名宛に合否通知を速達で郵送するとともに、西宮上
ケ原キャンパス大学院２号館１階掲示板に掲示します。
（注意事項）
合否に関する電話やE-mail等での問い合わせには一切応じません。
試験当日に欠席した場合は辞退とみなしますので、結果は通知しません。
Web上で合否の掲示は行いません。

入学手続・学費・奨学金などについてはＰ.１９以降を参照してください。
また、企業経営戦略コースは専門実践教育訓練講座に指定されています。一定の条
件を満たす場合は教育訓練給付制度による給付金（２年間で最大１１２万円）を受
給することができます。詳細はＰ.２３～２４をご覧ください。

経営戦略専攻（ビジネススクール）
「国際経営コース」Ａ方式（国内型）入学試験
注:本入学試験の英語版の入試要項は、本研究科のウェブサイトに記載しています。
Note:

For an English version of the entrance examination guidebook, please refer to
the IBA website. （https://kwansei-ac.jp/en/imce/admission/）

１．アドミッションポリシー
経営戦略専攻（ビジネススクール）は、その目標を「グローバルな視点から経営を科
学するビジネスパーソンの養成」
、
「国際的水準で、世界に通用するビジネスパーソンの
養成」
、
「建学の精神に基づく高い職業倫理観を持ったビジネスパーソンの養成」として
います。
「国際経営コース」では、国際的に通用するビジネスパーソンの養成を狙いとし、入
学試験では、国際社会に有為な人材を育成して送り出すため、その素質や基礎学力、意
欲等を総合的に審査します。すべて英語により授業が行われるため、特に英語能力を重
視します。大学院レベルの英語のみの授業に十分対応できる能力を持つことが必要です。
入学試験においては、総合的な英語力が問われます（TOEFL の iBT：85 点以上・PBT：570
点以上・TOEIC：780 点以上・IELTS:6.0 以上が一つの目安です）
。

２．専攻・募集人員
国際経営コースでは「国連・外交コース」提供科目を組み入れた「Global Public
Management program」を、経営戦略研究科の主専攻プログラムとして提供しています。
同プログラムの履修を希望する出願者は、レポート表紙で「1st choice」として「Global
Public Management program」を丸印で囲んで下さい。また同プログラムの専攻が認めら
れなかった際に他のプログラム（Management program、Marketing program、Finance
program）の専攻を希望する場合、「2nd choice」にも丸をつけて下さい。
専

攻

コース

募集人員

企業経営戦略コース

２０名

Ａ方式（国内型）（企業・自
経営戦略専攻

国際経営コース

治体等推薦入試を含む＊）

Ｂ方式（海外型）＊
計

５名
５名
３０名

＊企業・自治体等推薦入試は、本研究科と提携する企業や自治体から推薦された方を対象とする
入学試験です。この入学試験とあわせて実施されます。
＊「国際経営コース」B方式（海外型）入学試験は、海外から出願する方のために設定しています。この
入学試験要項には記載していません。本研究科のウェブサイトをご確認ください。
http://www.kwansei-ac.jp/en/imce/admission/

３．出 願 資 格
次の各項のいずれかに該当する者
（１）２０２１年９月までに①～⑨のいずれかの条件を満たす見込みの者。
①大学を卒業した者
②大学改革支援・学位授与機構（旧 大学評価・学位授与機構）により学士の学位
を授与された者
③専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定
める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学
大臣が定める日以後に修了した者
④外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者
⑤外国において、学校教育における 15 年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績
をもって修得した者と本研究科において認めた者
⑥外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ
り当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者
⑦我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における
16 年の課程を修了したとされるものに限る。
）を有するものとして当該外国の学
校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定
するものの当該課程を修了した者
⑧外国の大学その他の外国の学校（注１）において、修業年限が３年以上である課
程を修了すること（注２）により学士の学位に相当する学位を授与された者（平
成 28 年文部科学省令第 19 号）
⑨文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）
注１ 教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣
が別に指定するものに限ります。
注２ 当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ
とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づ
けられた教育施設であって上記⑦の指定を受けたものにおいて課程を修了する
ことを含みます。
（２）個別の入学資格審査により、大学卒業と同等以上の学力があると本研究科におい
て認めた者。
（注意事項）
１．出願資格の有無について疑問がある場合は、出願開始日の１ケ月前までに必ず本
研究科事務室にお問い合わせください。
２．出願資格（２）により受験を希望される場合は、申請書類を出願開始日の２週間
前までに提出していただく必要がありますので、出願開始日の１ケ月前までに本
研究科事務室にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】：関西学院大学経営戦略研究科
TEL:(0798)54-6572
E-mail: iba@kwansei.ac.jp

４．出 願 手 続
（１）出願期間
２０２１年６月９日（水）～２０２１年６月１６日（水）【締切当日の消印有効】
（２）出願方法
入学検定料を納入後、市販の角２サイズの封筒（本研究科ウェブサイトより送付

用封筒ラベルをダウンロードし、封筒に貼付してください）に出願書類を封入し、
出願者氏名・住所を明記した上で、経営戦略研究科事務室へ簡易書留速達で郵送
してください。
経営戦略研究科事務室 〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155
（３）出願書類
必要な出願書類は、本研究科のウェブサイトからダウンロードしてください。
〈日本語版〉https://kwansei-ac.jp/imc/admission/
〈英語版〉https://kwansei-ac.jp/en/imce/admission/
※全て英語で記入・作成してください。証明書・推薦書も英語表記のものを入手の
上、提出してください。英語版の提出が困難な場合は原本に英訳を添付してくだ
さい。
英訳を添付する場合は、大使館などで翻訳公証を受けてください。
大使館などの翻訳公証を提出できない場合は、出身学校や翻訳会社等が作成した
英訳をつけ、原本と訳文の内容が相違ないという翻訳証明（公印付のもの）と合
わせて提出してください。

①入学願書

○入学検定料を納入の上、(A)(B)(E-1)(E-2)(F)票を提出してく
ださい。
○(B)票に写真（縦４㎝×横３㎝、正面上半身・脱帽・背景無地、
出願前３ケ月以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入）を貼付
してください。
○受験者への合否通知は、(E-1)票に記載の住所宛に送付します。
○(F)票に、受験票送付先の郵便番号･住所･氏名を明記してくだ
さい。
○常勤の社会人経験者で(E-2)票の“Professional Background”
の部分に内容を記入しきれない場合は、別途「職務経歴書」(勤
務先名、就業期間、所属部署、役職、業務内容、業績、昇進等
を記載)（様式不問）を添付することが望ましい。

②成績証明書

○出身大学（および大学院）にて作成（大学院修了者は大学と大学
院両方のものが必要です）、厳封したものを提出してください。

③卒業（見込）証明書

○出身大学（および大学院）にて作成（大学院修了者は大学と大
学院両方のものが必要です）、厳封したものを提出してくださ
い。ただし成績証明書に卒業（見込）年月日の記載があれば提
出不要です。
○大学改革支援・学位授与機構（旧大学評価・学位授与機構）か
ら学位を授与された者は、学位授与証明書を提出してください。

④推薦書

○勤務先の上司や同僚または出身大学（大学院）の指導教員等が
作成し、厳封したもの。用紙･様式の指定はありません。
推薦者の押印もしくはサインが必要です。自己推薦書及び家族
による推薦書は不可。

○所定用紙
○表紙記載の指示に従い、本人が作成してください。
○「Global Public Management program」の専攻を希望する出願
者は、レポート表紙で「1st choice」として「Global Public
⑤志望理由書・
指定テーマのレポート
Management program」を丸印で囲んで下さい。また同プログラ
ムでの専攻が認められなかった際に（Management program、
Marketing program、Finance program）の専攻を希望する場合
「2nd choice」にも丸をつけて下さい。

⑥検定試験等の証明書

○英語能力に関する証明書（TOEFL-ITP、TOEFL-iBT、IELTS、ま
たはTOEICのスコア票）、その他(E-2)票に記載した資格･免許
の証明書もしくは資格証書・合格証書、その他自己の知識・能
力を証明する書類。
※（証明書）原本での提出を原則としますが、やむを得ず資格
証書や合格証書のコピーを提出する場合は、提出するコピー
に必ず「原本と相違ありません」と記入の上、本人の署名と
押印をしてください。
※TOEFLⓇテスト（TOEFL-ITP、TOEFL-iBT）の提出を希望される
方は、TOEFLⓇテストの事務局から直接本学に郵送することも
可能です。TOEFLⓇテストの実施機関（ETS）の関西学院大学
の登録コードは“3818”です。

⑦在留カードのコピー
（外国籍の方のみ）

○在留カードの表と裏の両面をＡ４サイズの用紙にコピーした
ものを提出してください。

⑧推薦書（企業・自治体等推 ○経営戦略研究科所定様式をE-mailにより請求してください。
薦入試受験者のみ）
請求先：iba@kwansei.ac.jp
⑨学費支弁書
（留学生の方・在学中に在留 ○経営戦略研究科所定用紙に記入してください。
資格を「留学」に変更する
可能性のある方のみ）
（４）入学検定料：35,000円
入学検定料振込期間
２０２１年６月９日（水）～２０２１年６月１６日（水）【厳守】
入学願書((A)～(F)票)に必要事項を記入のうえ、そのまま切り離さずに金融機関の
窓口もしくはコンビニエンスストアで納入してください。ゆうちょ銀行・郵便局か
らの振込みはできません。また、ＡＴＭ及びインターネットバンキングからの振込
みは受け付けません。金融機関で納入した場合、(D)(E-1)票に金融機関の出納印が
あることを確認してください。入学願書は３枚に分かれています。金融機関での入
学検定料納入にあたっては、１枚目(A)～(D)(F) 票と２枚目(E-1) 票の両方が必要
ですので注意してください。なお、(D)票は領収書ですので、本人が大切に保管して
ください。
（注意事項）
１．金融機関の窓口からの振込みの場合は、「電信扱」で納入してください。(C)票
に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、手数料は無料です。取扱金融
機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印ま
で有効です。金融機関により出納日付の取扱いが異なりますので、締切間近に
納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
２．コンビニエンスストア利用の場合は、巻末の「コンビニエンスストアでの入学
検定料支払方法」を参照してください。収納証明書を(E-1)票に必ず貼付してく
ださい。
３．いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

５．選 考 方 法
書類審査、筆記試験、面接により選考します。

６．試験日時・試験内容・試験場
試験当日の集合場所については、後日ご案内いたします。
試験日時

試験内容

配点

試験場

―

書類審査

３０点

―

２０２１年７月３日（土）

筆記試験
（英語による小論文）

３０点

西宮上ケ原キャンパス

面 接
（英語による面接）

４０点

西宮上ケ原キャンパス

９：３０～１１：００

２０２１年７月３日（土）
１１：３０～
（面接時間は筆記試験終了時に
お知らせします）

＊企業・自治体等推薦入試では、筆記試験を実施しません。面接時間は別途お知らせします。
＊面接時間の指定はできません。

７．合格者発表
２０２１年７月１６日（金）１３：００
志願票(E-1)に記載の住所・氏名宛に合否通知を速達で郵送するとともに、西宮上
ケ原キャンパス大学院２号館１階掲示板に掲示します。
（注意事項）
合否に関する電話やE-mail等での問い合わせには一切応じません。
当日に欠席した場合は辞退とみなしますので、結果は通知しません。
Web上で合否の掲示は行いません。
入学手続・学費・奨学金などについてはＰ.１９以降を参照してください。

会計専門職専攻（アカウンティングスクール）

Ａ方式（書類面接型）入学試験
１．アドミッションポリシー
会計専門職専攻（アカウンティングスクール）は、その目標を「建学の精神に基づく
高い職業倫理観を持った職業会計人の養成」、「国際的な水準で、世界に貢献し得る職
業会計人の養成」としています。こうした目標とともに、国際会計士連盟（International
Federation of Accountants: IFAC ） の 国 際 教 育 基 準 （ International Education
Standards: IES）が要求する内容を尊重して、グローバルな視野をもって世界に貢献し
得る公認会計士等の職業会計人を育成することを使命としています。この目標や使命を
達成するために、入学試験では、十分な基礎学力や意欲を備えた者を選抜します。

２．専攻・募集人員
専

攻

会計専門職

入試方法

入学時期

募集

Ａ方式（書類面接型）入学試験

２０２１年度秋学期

１０名

（企業・自治体等推薦入試および
提携指定校推薦入試を含む＊）

２０２２年度春学期

１０名

＊企業・自治体等推薦入試および提携指定校推薦入試は、本研究科と提携する企業、自治体及び
大学学部から推薦された方が対象です。この入学試験とあわせて実施します。

３．出 願 資 格
次のＡ～Ｅいずれかを出願資格とします。なお「卒業見込」とは、２０２１年度秋学
期入学生は２０２１年９月、２０２２年度春学期入学生は２０２２年３月までに卒業す
る見込みであることを指します。
Ａ．次のいずれかに該当する者
次の各項のいずれかに該当する者
（１）２０２１年９月までに①～⑨のいずれかの条件を満たす見込みの者。
①大学を卒業した者
②大学改革支援・学位授与機構（旧 大学評価・学位授与機構）により学士の
学位を授与された者
③専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣
が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを
文部科学大臣が定める日以後に修了した者
④外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者
⑤外国において、学校教育における 15 年の課程を修了し、所定の単位を優れ
た成績をもって修得した者と本研究科において認めた者
⑥外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること
により当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者
⑦我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお
ける 16 年の課程を修了したとされるものに限る。
）を有するものとして当該
外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大
臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

⑧外国の大学その他の外国の学校（注１）において、修業年限が３年以上であ
る課程を修了すること（注２）により学士の学位に相当する学位を授与され
た者（平成 28 年文部科学省令第 19 号）
⑨文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）
注１ 教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣
が別に指定するものに限ります。
注２ 当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ
とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づ
けられた教育施設であって上記⑦の指定を受けたものにおいて課程を修了する
ことを含みます。
（２）個別の入学資格審査により、大学卒業と同等以上の学力があると本研究科におい
て認めた者。
Ｂ．関西学院大学学部の学生で、入学までに早期卒業を認められる見込みの者。
Ｃ．Ａの資格を有し、かつ本研究科と提携する企業・自治体等から推薦のある者。
Ｄ．Ａの資格を有し、かつ本研究科と提携する大学・学部等から推薦のある者。
Ｅ．Ａの資格を有し、かつ次のいずれかに該当する者。
①日商簿記検定試験１級の合格者。
②税理士試験のうち税法に属する科目１科目以上、または会計学に属する科目１科
目以上の合格者。
③公認会計士試験短答式試験の合格者(※)、または旧公認会計士試験第２次試験短答
式試験の合格者。
④司法試験で合格に必要な短答式試験の成績を修めた者、または旧司法試験第２次
試験短答式試験の合格者。
⑤司法書士試験筆記試験の合格者。
⑥弁理士試験の合格者
⑦行政書士試験の合格者
⑧不動産鑑定士試験短答式試験合格者(※)、または旧不動産鑑定士試験第２次試験
の合格者
⑨中小企業診断士試験の合格者
⑩社会保険労務士試験の合格者
⑪米国公認会計士試験の合格者
⑫CFP 資格審査試験の合格者
(※)短答式試験免除期間を経過した者を含む。
（注意事項）
１．出願資格の有無について疑問がある場合は、出願開始日の１ケ月前までに必ず本
研究科事務室にお問い合わせください。
２．出願資格（２）により受験を希望される場合は、申請書類を出願開始日の２週間
前までに提出していただく必要がありますので、出願開始日の１ケ月前までに本
研究科事務室にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】：関西学院大学経営戦略研究科
TEL:(0798)54-6572
E-mail: iba@kwansei.ac.jp
３．関西学院大学学部の学生で早期卒業見込による受験希望者は、所属学部の内規に
より早期卒業の条件が定められているので必要事項を確認してください。
また、商学部の学生は修得科目の平均点が８２点以上であることが必要です。
第１次募集の場合は３年生春学期までの、第２次募集の場合は３年生秋学期まで

の平均点が８２点以上であることが必要です。入学時に平均点が８２点に満たな
い場合は、合格が取り消されますので、十分注意してください。
４．「アカウンティングスクール学内自己推薦入試での受験を希望される場合は、必
要書類を配布しますので、必ず経営戦略研究科事務室にお問い合わせください。
お問い合わせ先：: iba@kwansei.ac.jp

４．出 願 手 続
（１）出願期間
２０２１年度秋学期入学試験・２０２２年度春学期入学試験
２０２１年５月２６日（水）～２０２１年６月２日（水）【締切日当日の消印有効】
（２）出願方法
入学検定料を納入後、市販の角２サイズの封筒（本研究科ウェブサイトより送付
用封筒ラベルをダウンロードし、封筒に貼付してください）に出願書類を封入し、
出願者氏名・住所を明記した上で、経営戦略研究科事務室へ簡易書留速達で郵送
してください。
経営戦略研究科事務室 〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155
（３）出願書類
必要な出願書類は、本研究科のウェブサイトからダウンロードしてください。
https://kwansei-ac.jp/as/admission/

①入学願書

○入学検定料を納入の上、(A)(B)(E-1)(E-2)(F)票を提出して
ください。
○(B)票に写真（縦４㎝×横３㎝、正面上半身・脱帽・背景無
地、出願前３ケ月以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入）
を貼付してください。
○受験者への合否通知は、(E-1)票に記載の住所宛に送付しま
す。
○(F)票に、受験票送付先の郵便番号･住所･氏名を明記してく
ださい。

②成績証明書

○出身大学（および大学院）にて作成（大学院修了者は大学と
大学院両方のものが必要です）、厳封したものを提出してく
ださい。
○大学に編入学した場合、編入前の大学の成績証明書について
もご提出ください。

③卒業（見込）証明書

○出身大学（および大学院）にて作成（大学院修了者は大学と
大学院両方のものが必要です）、厳封したものを提出してく
ださい。
ただし成績証明書に卒業（見込）年月日の記載があれば提出
不要です。
○大学改革支援・学位授与機構（旧大学評価・学位授与機構）
から学位を授与された者は、学位授与証明書を提出してくだ
さい。

④志望理由書

○経営戦略研究科所定用紙に本人が記入してください。

⑤検定試験等の証明書

○(E-2)票に記載した資格・免許の証明書もしくは資格証書・
合格証書、その他自己の知識・能力を証明する書類。
※（証明書）原本での提出を原則としますが、やむを得ずコ
ピーを提出する場合はＡ４サイズの用紙にコピーし「原本
と相違ありません」と記入の上、本人の署名と押印を記載
してください。

⑥在留カードのコピー
（外国籍の方のみ）

○在留カードの表と裏の両面をＡ４サイズの用紙に
コピーしたものを提出してください。

⑦推薦書（企業・自治体等、 ○経営戦略研究科所定様式をE-mailにより請求してください。
推薦入試受験者のみ）
請求先：iba@kwansei.ac.jp
⑧学費支弁書
（留学生の方・在学中に在留
○本研究科所定用紙に記入してください。
資格を「留学」に変更する
可能性のある方のみ）
（４）入学検定料：35,000円
入学検定料振込期間
２０２１年度秋学期入学試験・２０２２年度春学期入学試験
２０２１年５月２６日（水）～２０２１年６月２日（水）【厳守】
入学願書((A)～(F)票)に必要事項を記入のうえ、切り離さずに金融機関の窓口もし
くはコンビニエンスストアで納入してください。ゆうちょ銀行・郵便局からの振込
みはできません。また、ＡＴＭ及びインターネットバンキングからの振込みは受け
付けません。金融機関で納入した場合、(D)(E-1)票に金融機関の出納印があること
を確認してください。入学願書は３枚に分かれています。金融機関での入学検定料
納入にあたっては、１枚目(A)～(D)(F票)と２枚目(E-1票)の両方が必要ですので注
意してください。なお、(D)票は領収書ですので、本人が大切に保管してください。
（注意事項）
１．金融機関の窓口からの振込みの場合は、「電信扱」で納入してください。(C)票
に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、手数料は無料です。取扱金融
機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印ま
で有効です。金融機関により出納日付の取扱いが異なりますので、締切間近に
納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。
２．コンビニエンスストア利用の場合は、巻末の「コンビニエンスストアでの入学
検定料支払方法」を参照してください。収納証明書を(E-1)票に必ず貼付してく
ださい。
３．いったん納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

５．選 考 方 法
書類審査と面接により選考します。

６．試験日時・試験内容・試験場
試験当日の集合場所については、後日ご案内いたします。

試験日時

試験内容

配点

試験場

―

書類審査

６０点

―

４０点

西宮上ケ原キャンパス

２０２１年
６月２０日（日）
（※面接時間は郵送にて試験日

面

接

一週間前を目処にお知らせします）

＊面接時間は郵送にて試験日一週間前を目処にお知らせします。
＊面接時間の指定はできません。

７．合格者発表
２０２１年６月２５日（金）１３：００
志願票(E-1)に記載の住所・氏名宛に合否通知を速達で郵送するとともに、西宮上
ケ原キャンパス大学院２号館掲示板に掲示します。
（注意事項）
合否に関する電話やE-mail等での問い合わせには一切応じません。
当日に欠席した場合は辞退とみなしますので、結果は通知しません。
Web上で合否の掲示は行いません。

入学手続・学費・奨学金などについてはＰ.１９以降を参照してください。

共通事項
１．入 学 手 続
合格者は、所定の期間内に入学手続Ⅰ（入学申込金の納入）および入学手続Ⅱ（学費・
その他の諸費の納入、入学手続書類等の提出）を完了し、入学式に出席してください。
所定の期日までに入学手続きを完了しない場合は、入学の意思がないものとみなし、
入学許可を取り消します。
（１）入学手続Ⅰ〈入学申込金の納入〉
専攻・コース

手続期間

経営戦略専攻（ビジネススクール）
企業経営戦略コース入学試験合格者
経営戦略専攻（ビジネススクール）
国際経営コースＡ方式（国内型）
入学試験合格者
会計専門職専攻（アカウンティングスクール）
Ａ方式（書類面接型）
２０２１年度秋学期・２０２２年度春学期
入学試験合格者

２０２１年７月１６日(金)～７月２３日(金)

２０２１年６月２５日(金)～７月２日(金)

金
額：200,000 円
納入方法：①同封の振込依頼書を用いて、金融機関の窓口からの「電信扱」による振込に
よって納入してください。ゆうちょ銀行・郵便局からの振り込みはできませ
ん。また、ＡＴＭ及びインターネットバンキングによる振込みは受け付けま
せん。
②取扱金融機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。納入締切日
の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日付の取扱いが異なりま
すので、締切間近に納入される場合は、事前に金融機関にご確認ください。
③「振込依頼書」に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合、手数料は不
要です。
④いったん納入された入学申込金は、いかなる理由があっても返還しません。
※詳細は、合格通知書に同封される入学手続書類をお読みください。
（２）入学手続Ⅱ〈学費・その他の諸費の納入および入学手続書類等の提出〉
２０２１年度秋学期入学の方は、所定の期間内に次の①②を完了してください。
※なお、２０２２年度春学期入学試験合格者への「入学手続きⅡのご案内」は、
２０２２年２月下旬頃送付します。
① 学費・その他の諸費の納入
入学手続Ⅰ同様、所定の振込依頼書を用いて銀行等の窓口で納入してください（郵
便局・ゆうちょ銀行は不可）。納入方法は上記「（１）入学手続Ⅰ」と同様です。な
お、納入締切は次のとおりです。

金融機関振込（郵便局・ゆうちょ銀行は不可）：２０２１年８月３０日(月) まで

② 書類の提出
次の書類を２０２１年８月３０日(月)９時までに、経営戦略研究科事務室に提出し
てください。郵送する場合は期間内に必着するように発送してください。郵送の種
別（普通郵便や簡易書留など）は問いません。
イ．
「住民票記載事項証明書」
市区町村発行。本学に入学する方の氏名・住所・生年月日・性別の記載のあるも
の。
「住民票の写し（市区町村発行の原本）」でも可。マイナンバーの記載がない
もの。
※ 外国籍の方は、上記に加えて国籍（地域）
・在留資格・在留期間・在留期間等
の満了日が記載されていること。また、入学によって在留資格を変更する場
合は、経営戦略研究科事務室に申し出てください。
ロ．
「学生証顔写真貼付台紙」（本学所定用紙を２枚提出してください）
台紙裏面の注意事項を必ず読み、必要事項を記入の上、写真を貼付したものを２
枚提出してください。写真は、裏面に氏名を記入し、２枚とも同じものを使用し
てください。
※ 英字氏名については、
パスポート記載に用いられる「ヘボン式ローマ字表記」
で表記しています。学生証や英文の各種証明書などに表示されますので、在
籍中や卒業・修了後の利活用を検討し、修正が必要な場合は、赤で二重線を
引いて修正してください。
ハ.その他（
「入学手続のご案内」に記載されている提出書類）
（３）２０２１年度秋学期入学式
２０２１年９月１７日（金）西宮上ケ原キャンパス
（４）注意事項
１．入学手続期間（ⅠおよびⅡ）内に所定の手続きを完了しない場合は、入学の意
思がないものとみなし、入学許可を取り消します。
２．いったん納入した入学申込金または入学金、および提出書類は返還しません。
３．入学手続Ⅰの期間内に納入した入学申込金（入学金と同額）は、学費・その他
の諸費の納入と同時に入学金として取り扱います。
４．いったん納入した入学金以外の学費・その他の諸費は、２０２１年９月１５日
（水）までに所定の手続をすれば返還請求ができます。
詳細は、
「入学手続きのご案内」をご参照ください。
５．
「入学手続 I」完了後、
「入学手続Ⅱ」までの間に住所等の連絡先に変更が生じ
た場合は、速やかに経営戦略研究科事務室までご連絡ください。
６．経営戦略研究科事務室（西宮上ケ原キャンパス）の事務取扱時間は、次のとお
りです。
◆平 日 8：50～11：30 12：30～16：50
◆８月１日～９月 10 日
平 日 9：00～11：30 12：30～16：00
＊以下の日程は閉室
土曜日・日曜日・祝日
８月 13 日(金)～８月 21 日（土）
12 月 24 日（金）午後～２０２２年 1 月５日（水）
２０２２年２月１日(火)～２月７日（月）

２．学

費

２０２２年度入学生の学費は未定です。
なお、２０２１年度入学生の学費は下記のとおりです。
経営戦略専攻（ビジネススクール）企業経営戦略コース
（単位：円）
第１学期（入学時）
第２学期以降の各学期
入 学 金
授 業 料
教育充実費

200,000
385,000
112,500

385,000
112,500

合

697,500

497,500

計

経営戦略専攻（ビジネススクール）国際経営コース
第１学期（入学時）
入 学 金
授 業 料
教育充実費
合

計

（単位：円）
第２学期以降の各学期

200,000
720,000
112,500

720,000
112,500

1,032,500

832,500

会計専門職専攻（アカウンティングスクール）
第１学期（入学時）

（単位：円）
第２学期以降の各学期

入 学 金
授 業 料
教育充実費

200,000
570,000
112,500

570,000
112,500

合

882,500

682,500

計

（注意事項）
１．上記の他に同窓会入会金（入学時のみ 2,000 円。関西学院大学出身者については
徴収しません）
、研究雑誌費(年額 4,000 円)、ＩＢＡ研究フォーラム入会金（入学
時のみ 10,000 円）その他を必要とします。
※ＩＢＡ研究フォーラムは、経営戦略研究科の教員・学生・修了生の研究交流を推
進することを目的とした団体です。
２．学費・その他の諸費は次の２期に分けて納入するものとします。
２０２２年度春学期(４月１日～９月 19 日)納入期限５月 19 日（2022 年春学期入学者
については、初年度は入学手続期間に納入）
２０２２年度秋学期（9 月 20 日～3 月 31 日）納入期限 11 月 9 日

３．関西学院大学の学部あるいは大学院博士課程前期課程または修士課程から、経営
戦略研究科に入学した者の入学金は、卒業（修了）後、年数に関わらず半額が免
除されます。
４．入学時において明らかに２年を越えて修学せざるを得ないことが判明している方は、
特例として、授業料を履修単位数に応じて納入することができます（経営戦略専攻
国際経営コースを除く）。希望者は経営戦略研究科事務室に問い合わせてください。
なお、入学時に決定した学費の納入方式については修了時まで変更することはできま

せん。
５. 上記の他に、国際経営コースGlobal Public Management programの学生は必修科目と
なっているインターンシップに係る費用が別途必要となります。

３．奨 学 金
成績優秀者に年額で学費（授業料、教育充実
企業経営戦略コース 費）の１/２相当額の「ベーツ第１種支給奨
（外国人留学生以外） 学金」を支給（返還不要。万円未満切り捨て）。
[参考 2020 年度採用枠数：12 名]
成績優秀者に、入学初年度、年額で学費（授
業料・教育充実費）相当額の「ベーツ特別支
経営戦略専攻
給奨学金」を支給（返還不要）[参考 2020 年
国際経営コース
度採用枠数１名]。
（外国人留学生以外） 成績優秀者に年額で学費の１/２相当額の
「ベーツ第１種支給奨学金」を支給（返還不
要。万円未満切り捨て）
。[参考 2020 年度採
用枠数：14 名]
成績優秀者に、入学初年度、年額で学費（授
業料・教育充実費）全額相当額の「ベーツ特
別支給奨学金」を支給（返還不要）[参考 2019
会計専門職専攻
年度採用枠数１名]。
（外国人留学生以外）
成績優秀者に年額で学費の１/２相当額の
「ベーツ第１種支給奨学金」を支給（返還不
要。万円未満切り捨て）
。[参考 2020 年度採
用枠数：18 名]
・「外国人留学生授業料減免」授業料の３割
程度を減免
・「外国人留学生奨学金」
外国人留学生
(a)授業料の 50％相当額を、外国人留学生の
（ただし在留資格「留学」の者）
合格者の約４割程度に支給（入学前予約
（全専攻・コース共通）
採用）
(b)授業料の 35％相当額を、２年生と上記（a）
に採用されなかった１年生の全体数の６
割程度に支給（入学後採用）
その他：日本学生支援機構の貸与奨学金や各種奨学金も利用できます。また、提携教育ローンおよ
び利子補給奨学金などの制度も利用できます。経営戦略研究科事務室(iba@kwansei.ac.jp)までお問
い合わせください。

（注意事項）
１．
「ベーツ特別支給奨学金」は入学試験成績により、研究科が採用を決定します。
２．入学初年度の「ベーツ第１種支給奨学金」は入学後に募集し、入学試験成績によ
り選考します。
３．入学２年目の「ベーツ第１種支給奨学金」は原則として入学後の学業成績により
選考します。
４．外国人留学生には授業料の減免制度がありますが、入学手続き時には、入学金と
減免前の半期分の学費を一旦全額納入していただきます。

４．教育訓練給付制度（専門実践教育訓練給付金）
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科企業経営戦略コースは、2021 年４月～2024 年３月まで厚生
労働大臣より専門実践教育訓練講座として指定されています。2021 年９月に企業経営戦略コースに入学
される方のうち一定の条件を満たす場合は、教育訓練給付制度（専門実践教育訓練給付）による給付金（２
年間で最大 112 万円）を受給することができます。
また、会計専門職専攻は、2020 年４月～2023 年３月まで厚生労働大臣より一般教育訓練講座として指
定されています。受給資格がある場合は、修了時に一般教育訓練給付金として最大 10 万円を受給するこ
とができます。
Ａ．
（１）教育訓練給付金制度とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了
した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です（厚
生労働省ウェブサイトより）
。詳細については厚生労働省ウェブサイトで確認してください。
（２）教育訓練給付金支給申請手続
①一般教育訓練の教育訓練給付金（会計専門職専攻のみ対象）
一般教育訓練給付金に関する手続きについては、全て入学後に行うことになります。入学後に
詳細を案内させていただきます。
②専門実践教育訓練の教育訓練給付金（経営戦略専攻企業経営戦略コースのみ対象）
「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の受給を希望する場合は、受給資格があるか（雇用保
険の加入期間等）を確認し、「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」（勤務先に発
行を依頼）または「ジョブカード」を入手の上、受講開始日の１か月前までに受講者の住所を
管轄するハローワークにおいて、手続きを行う必要があります。詳細については、ハローワー
クのホームページをご参照ください。なお、企業経営戦略コース２０２１年９月入学生の場合、
「受講開始日の１か月前」とは、２０２１年８月１９日（木）です。ハローワークの窓口取扱
時間については、各自で事前にご確認ください。
また、ハローワークでの入学前手続きの際に提出を求められる「教育訓練給付金および教育
訓練支援給付金受給資格確認票」
（用紙はハローワークで配付）に記載する本研究科に関する情
報は次のとおりです。
入学前手続き時に必要となる本学の情報
指定番号：

78017-151001-3

教育訓練施設の名称：

関西学院大学大学院

教育訓練講座名：

経営戦略研究科経営戦略専攻企業経営戦略コース（専門職学位課程）

受講開始予定年月日：

令和３年９月２０日

受講修了予定年月日：

令和５年９月１９日

Ｂ．受給までの流れと入学金・授業料等の納入
専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から６か月ごとの期間（支給単位期間）の末日から起算
して１か月以内に受講者がハローワークで支給申請手続きを行う必要があります（修了時は、修了
日の翌日から起算して１か月以内）
。各支給申請手続き後、受講者が指定する銀行口座に給付金が
振り込まれます。
入学金や授業料等については、全額を、所定の期日までに関西学院大学に一旦納入していただく
必要がありますのでご注意ください。
Ｃ．企業経営戦略コース 専門実践教育訓練の教育訓練給付金
企業経営戦略コース受講生が「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」を受給する場合、概ね給付額
は以下のとおりです。

なお、
「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の対象は、入学金、授業料のみです。教育充実費（学期毎
に 112,500 円）、同窓会入会金（入学時のみ 2,000 円）
、ＩＢＡ研究フォーラム入会金（入学時のみ 10,000
円）は対象となりません。
【教育訓練給付金】※金額は全て、２０２１年３月現在で試算したものです。
１年次

２年次

第１学期

第２学期

第３学期

第４学期

-

-

-

合計
200,000

入

学

金

200,000

授

業

料

385,000

385,000

385,000

385,000

1,540,000

585,000

385,000

385,000

385,000

②1,740,000

292,500

107,500

192,500

192,500

合計

a
○

給付金額
（○
a の50%）

①
785,000

※1 年間の支給上限が 400,000 円であるため。

（単位：円）

修了時点で雇用保険の被保険者である場合、または修了後 1 年以内に被保険者となった場合の給付額
②×20％の追加支給
①785,000 円

＋

335,000 円

合計額

＝

（ ①と合計して上限 112 万円まで）

1,120,000 円

（注意事項）
①給付型の奨学金を受給する場合は、授業料等から奨学金額を差し引いた金額により教育訓練給
付金額が計算されますので、ご注意ください。
②２年間で修了することができないと判明した時点で給付金は打ち切りとなります。
Ｄ．受講認定基準
６か月毎にハローワークで「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」申請手続きを行うためには、経
営戦略研究科が発行する「受講証明書」
（修了時は「専門実践訓練教育訓練修了証明書」
）が必要で
す。この証明書は、２０２１年９月入学生に適用される受講認定基準を満たす方のみに発行します。
予定している受講認定基準は次のとおりです。
①各学期の修得単位数が４単位以上あること（単位認定分を除く）
。
②各学期終了時の累計修得単位数（単位認定分も含む）が以下を満たしていること。
１年次

２年次

第１学期終了時

第２学期終了時

第３学期終了時

第４学期終了時

６単位

１８単位

３０単位

４４単位

③２年次の第３学期終了時には「課題研究」を履修するための条件（先修条件）を満たしていること。
なお、
「専門実践教育訓練修了証明書」を発行するには、2 年次の第４学期末までに修了要件を
満たしていることが必要です。

５．志願者の個人情報保護の取扱いについて
関西学院大学では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、出願に際して志願者
から提供された個人情報については、志願者への連絡や入学準備、入学試験データと
して利用し、安全管理のために必要な措置を講じています。なお、出願時に志願者か
ら提供された個人情報は、関西学院大学に入学された後、入学者データとして利用い

たします。
また、関西学院大学への入学に際しては、下記の団体が、会員への案内、機関誌送
付を目的として、合格者データおよび入学後に教育・研究のために使用するデータか
ら、学生の氏名・住所・電話番号を関西学院大学と共同で利用いたします。なお、下
記の団体についても個人情報の取扱いについては、関西学院大学と同様の安全管理措
置を講じています。
「関西学院大学」と合格者の個人情報を共同して利用する団体
「関西学院同窓会」

同窓・学生の親睦団体であり、入学者に学生会員となっていただ
きます。

○経営戦略研究科入試結果について
過去の経営戦略研究科の入試結果については、本研究科 Web サイトで公開しています。
（https://kwansei-ac.jp/admission/）

○過去の入試問題について
過去の入試問題については、入試の内容に応じてウェブサイトからご覧いただくこと
ができます。
（https://kwansei-ac.jp/admission/）
ご質問等は必要に応じて、電話・電子メールでお問い合わせください。
関西学院大学経営戦略研究科
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番１５５号
TEL：0798－54－6572 / FAX: 0798-54-6581
E-

E-mail：iba＠kwansei.ac.jp

