
検定・資格で 653人が単位申請 
 
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。 
2011年度には検定試験・資格試験合格によって、商学部
生延べ653人が単位認定を申請しました。本年度も是非こ
の制度を活用し資格の取得に積極的にトライして下さい。 
なお、2012年度入学生からは、簿記検定3級の単位認定
がなくなるなど変更点がありますので、ご注意下さい。 

前年度並みの入学者を迎える 
 
2012 年度入試では、各種推薦入試、一般入試をあわせて
6,223人の商学部志望者があり、そのうち 1,530人を合格者と
して発表しました。本年度は 658 名の新入生を迎えます。 

一般入試における商学部の合格者数上位校 

1位  兵庫県立星陵高等学校 兵庫県 28人 

2位  須磨学園高等高校 兵庫県 19人 

3位  大阪府立豊中高等学校 大阪府 18人 

3位  兵庫県立夢野台高等学校 兵庫県 18人 

5位  大阪府立泉陽高等学校 大阪府 17人 

6位  大阪明星学園 明星高等学校 大阪府 16人 

6位  西宮市立西宮高等学校 兵庫県 16人 

8位  兵庫県立加古川東高等学校 兵庫県 15人 

8位  神戸海星女子学院高等学校 兵庫県 15人 

10位  大阪府立池田高等学校 大阪府 14人 

経学部が創設され、商業科と経済学科が誕生しました。そ

して 1948年には、新制大学への移行にともない、商経学
部は経済学部に改称します。1951年になって経済学部か
ら商科が独立。新制学部として、現在の商学部が誕生した

のです。その独立から、すでに 60年。その間、商学部独自
のカリキュラムのもと、国際化経済の時代をリードするビジネ

スパーソンや研究者を数多く輩出しています。今年は、高

等学部商科開設 100周年にもあたり、様々な記念行事が
予定されています。 
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2012 年度より 
新カリキュラムスタート！

Ⅰ．専門科目の 2単位化 
≫ビジネスパーソンとしての高度な専門知識の修得 
 
4単位の専門科目（演習科目・基礎科目の一部を除く）
を廃止し、2単位の科目とすることにより、高度な専門知
識を幅広く学ぶことが出来ます。 

★新カリキュラムの特色 

Ⅱ．基礎科目の強化 
≫ビジネスパーソンとしてのミニマム・コンピテンスの修得 
 
「簿記基礎」「経済学基礎」の基礎科目の必修化し、複

数クラス開講することで、少人数制での授業が可能とな

り、より徹底して基礎的な知識を身につけることができま

す。また、履修基準年度 2年の「商業簿記Ⅰ」「ビジネス
会計入門」「英文会計」を選択必修科目として開講し、

より高度な専門基礎知識を身につけることを目指しま

す。 

Ⅲ．言語教育科目の強化 
≫ビジネスパーソンとしての外国語能力の修得 
 
商学部開講の全ての言語教育科目をセメスター化し、

また科目間に先修制を設けることにより、外国語能力の

強化を図ります。 

Ⅳ．研究演習先修条件の見直し 
 
2012年度入学生から 3年次より始まる研究演習Ⅰ（ゼ
ミ）の先修条件を厳しくすることにより、1・2年次における
学習意欲の向上を目指します。 

2011年 商学部開設 60周年 
2012年 高等学部商科開設 100周年 
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2012年 4月～2013年 3月 
サセックス大学 
イギリス・イースト・サセックス州 
「イノベーション・システムの比較研究」 

“Business Wings” 発 行 

『商学研究』発行 
 
『商学研究』第 65号が発行されま
した。商学研究科博士課程に学ぶ

2名の学生の論文が掲載されてい
ます。是非ご一読ください。 

『商学論究』発行 
 
『商学論究』第 59巻第 3号、第 4
号が 3月に発行されました。3号に
は、瀬見博教授・海道ノブチカ教

授・地道正行教授・山口隆之教授

の論文、4号には則定隆男教授・
藤沢武史教授・岡村秀夫教授・松

本雄一教授の論文が掲載されてい

ます。是非、ご一読ください。 

福井ゼミ 実験店舗をオープン!  
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2012年 11月～2013年 2月 
オーストラリア 
「戦略的マネジメントを支援する 
会計に関する研究」 

林 隆敏 教授 共著 
『日本監査研究学会リサーチシリーズ ＩＸ 
実証的監査理論の構築 』 
◇同文舘出版 
◇2012年 1月発行 
◇定価 ¥3,780 

2012年3月15日 "Business 
Wings " No.10が発行され、卒
業生に配布されました。この研究

誌は、学生と教員が合同で編集

委員会を構成し、研究や活動をリ

ポートするものです。 

川端 基夫 教授 著 
『アジア市場を拓く 

小売国際化 100 年と 
市場グローバル化』 

◇新評論 
◇2011年 12月発行 
◇定価 ¥2,940 

英文紀要 
" International Review of 
Business " No.12が 2012
年3月発行されました。是非ご一
読ください。 

“International Review of 
Business” 発 行 

商学部・福井幸男教授のゼミ生 20人が、3月 22日か
ら 4月 3日まで、阪急夙川駅前・夙川グリーンタウン地
下 1 階に、杏仁豆腐専門店「Fuying(フーイング)」を
オープンしています。食材の仕入れから販売まですべて

学生が担当し、経営について多角的に学ぶほか、地域

の活性化も目的としています。 


