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2013 年度

商学部入学者数

2013 年度入試では、各種推薦入試、一般入試をあ

平松一夫教授が世界会計学会会長に就任
平松一夫・商学部教授が 2 月 14 日、世界会計学会

わせて 5,417 人の商学部志願者があり、そのうち 1,511

「International Association for Accounting Education and

人を合格者として発表しました。本年度は 610 人の新

Research (IAAER)」の会長に就任しました。この学会は

入生を迎えます。

世界各国・地域から 19 の会計学会、64 の大学、22 の
会計士団体などが加盟しています。アジアからは初の

一般入試における商学部の合格者上位校

会長就任となります。任期は 2 年間。平松教授は「グ
ローバル化が遅れている経済新興国・発展途上国、そ

1位

北摂三田高校

兵庫県

2位

星陵高校

兵庫県

たい。また、世界の会計制度の発展に役立つ研究を支

3位

明星高校

大阪府

援することにより、世界の会計実務の健全な発展に貢

4位

神戸高校

兵庫県

5位

生野高校

大阪府

6位

親和女子高校

兵庫県

7位

豊中高校

大阪府

8位

清風高校

大阪府

商学部の前身である商経学部創設から 100 周年を経た

9位

茨木高校

大阪府

ことを記念して実現しました。4 月 11 日より毎週木

10 位

御影高校

兵庫県

春学期入学式【商学部】
4 月 2 日（火）13 時～ 西宮上ヶ原キャンパス
総合体育館

留学生の入学状況
今年度は 8 名の外国人留学生を迎えました。入学

して日本におけるグローバル会計人材の育成に貢献し

献したい」と抱負を語っています。

阪急阪神グループによる価値創造経営講義
今年度商学部では、3 年生以上の学生を対象に阪急
阪神グループと連携した講義を開催します。講義は、

曜 4 限に開講する予定です。

ラーニング・アシスタント（L.A.）について
商学部では、2013 年度春学期より新たな教育・学
習支援の取り組みとして、ラーニング・アシスタント
（Learning Assistant：以下「L.A.」）制度を導入します。
L.A.とは、対象学期に開講される一部の授業における、

式に先立ち、3 月 25 日に留学生懇親会が開かれ、

授業担当者の授業運営を補佐や履修学生の指導・相談

教員をはじめ学部スタッフ、先輩留学生との交歓が

など教育および学習の支援を行う学部

行われました。

学生スタッフの総称です。なお、L.A.に
は業務報酬を支払います。しかし、単な

検定を利用した単位取得

るアルバイト業務ではなく、業務を通し
て L.A.の成長も期待されています。

商学部には、TOEIC 等の語学検定、簿記検定、
ファイナンシャル・プランニング技能検定などの各
種検定試験合格者に単位を認定する制度がありま
す。2012 年度には検定試験・資格試験合格によっ
て、商学部生延べ 326 人が単位認定を申請しました。
本年度も是非、この制度を活用し、幅広い知識や技
能を身につけてください。

学内のコンセント・
パソコンからの充電
は禁止されています。

『商 学 論 究 』の発 行

教員の著書・出版のご案内

1・２合併号
商学部開設 60 周年・商科開設
100 周年記念号である『商学論究』
第 60 巻第 1・2 号合併号を 2012
年 12 月に発行しました。今号に
は商学部専任教員 30 名の論文が
掲載されています。

3号

梶浦 昭友教授 他 共執筆
『アジアとつながる関西経済
“大粒”の感動を世界に発信』
*
*
*

大貫

2012 年 9 月出版
関西学院大学出版会 \1,050ISBN 978-4-862-83121-7

隆史准教授

他

共翻訳

/フレドリック・ジェイムソン著

『未来の考古学Ⅱ
――思想の達しうる限り』

『商学論究』第 60 巻第 3 号を
2013 年 2 月に発行しました。今
号には商学部専任教員の福井幸男
教授、渡辺敏雄教授、和田充夫教
授の論文が掲載されています。

*
*
*

2012 年 12 月出版
作品社 \3,570ISBN
978-4-861-82414-2

藤澤 武史教授 編著
福井 幸男教授、伊藤 秀和教授 他共執筆

4号

関西学院大学産研叢書

『商学論究』第 60 巻第４号を
2013 年 3 月に発行しました。今
号は 2012 年度をもってご退職さ
れる和田先生の商学部に対する
ご貢献を称え、記念論文集『和田
充夫博士記念号』として発行され
ました。

『アジアにおける市場性と産業競争力』
*
*
*

海道

ノブチカ教授

編著

シリーズ激動期の EU 第 2 巻

『ＥＵ経済の進展と企業・経営』
*
*

*

2013 年度商学部

2013 年 1 月出版
日本評論社 \4,620ISBN 978-4-535-55723-9

2013 年 2 月出版
勁草書房 \3,675ISBN 978-4-326-54638-1
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“ Business Wings ”
No.11 発行!!
商学部学生研究誌“Business Wings”
No.11 が 3 月に発行されました。
2012 年度研究演習Ⅰの各クラス
から選出された学生編集委員が担
当教員の指導の下、1 年間をかけ
て編集しました。優秀卒業論文要旨の掲載をはじめ、学
生や教員、卒業生へのインタビュー記事、学術講演会要
旨、高等学部商科開設 100 周年記念企画等、充実のコ
ンテンツ内容となっています。ぜひご一読ください。

特別研究期間
特別研究期間（1 年）

森本

達夫教授

特別研究期間（秋学期）

梅咲

敦子教授

特別研究期間（秋学期）

大貫

隆史准教授

教員の留学

および

留学予定

2013 年度の留学予定はありません。

