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特定非営利活動法人 関西社会人大学院連合
兵庫県立大学大学院経営研究科、高知工科大学、京都産業大学、立命館大学、龍谷大学、大阪経済大学、大阪工業大学、
関西大学、近畿大学、摂南大学、関西学院大学、武庫川女子大学　  参画大学（12校） 2016年9月1日現在、全国大学一覧掲載順　

大阪市、公益社団法人 関西経済連合会、公益財団法人 関西生産性本部

特定非営利活動法人 関西社会人大学院連合
〒530-0013

[ 事 務 局 ]

大阪市北区茶屋町１９－１９ アプローズタワー１４階
TEL：０６－６１３６－３３３５　　Email：cpoosaka@kansai-auae.jp　　URL：http://www.kansai-auae.jp
 関西学院大学研究推進社会連携機構　〒６６２-８５０１ 兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１５５

お問い合せ

□11/  6 地方のための経営学～地方の実践的起業～
□11/19 入門！　税務調査における法律の視点
□  1/23 「ビジネスに役立つ会計を学ぶ」（ビジネス会計検定３級講座）
□  1/31 クリエイティブ・ブランディング
□  2/15 食品添加物ってなに？ ～どうして批判され、どうして使われ続けるのか～
□  ベンチャービジネス創成

F　ファイナンス・アカウンティング

「ビジネスに役立つ会計を学ぶ」
（ビジネス会計検定３級講座）

【講師】上田 耕治　関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授・公認会計士・税理士
【受講料（早期割引着金期日・価格）】25,000円（1/2　21,250円）
【開講日程】1/23、1/30、2/6、2/13、2/20　毎回月曜日
【時間】19：00～21：00　【定員】30名（10名）　【持参物】電卓
【会場】関西学院大学大阪梅田キャンパス1005号室
【提供】関西社会人大学院連合
※教科書は事務局にて準備の上初回お渡しいたします。
　大阪商工会議所編『ビジネス会計検定試験公式テキスト３級』第３版（中央経済社）

L　リベラル・アーツ

Ｂ　経営学

E　アントレプレナーシップ

M　マーケティング

クリエイティブ・ブランディング

【受講料（早期割引着金期日・価格）】20,000円（1/10　17,000円）
【開講日程】1/31（火）、2/3（金）、2/7（火）、2/14（火）　
【時間】19：00～21：00　【定員】30名（5名）
【会場】大阪経済大学北浜キャンパス
【提供】大阪経済大学

【講師】弦間 一雄　大阪経済大学人間科学部・
　　　　　　　　　　 大学院人間科学研究科教授

La　法　律

食品添加物ってなに？
～どうして批判され、どうして使われ続けるのか～
【講師】広田 鉄磨　化学生命工学部特別任用教授
【受講料（早期割引着金期日・価格）】3,000円（1/25　2,550円）
【開講日程】2/15、 2/22　毎回水曜日
【時間】14:30～16:00　【定員】40名（10名）
【会場】関西大学梅田キャンパス7階　701教室　
【提供】関西大学　　　　

地方のための経営学
～地方の実践的起業～

【受講料（早期割引着金期日・価格）】6,000円（10/16　5,100円）
【開講日程】11/6（日）　【時間】10:30～16:20　【定員】18名（5名）
【会場】大阪大学中之島センター5階 505室（高知工科大学大阪教室）　
【提供】高知工科大学　　　　

【講師】桂　信太郎（高知工科大学大学院起業家コース教授）
　　　　永野　正展（高知工科大学地域連携機構　地域連携センター特任教授）
　　　　那須　清吾（高知工科大学大学院起業家コース教授、コース長）

入門！ 税務調査における法律の視点

※早期割引にはクーポンは利用できません。

【受講料（早期割引着金期日・価格）】10,000円（10/29　8,500円）
【開講日程】11/19、11/26、12/3、12/10　毎回土曜日
【時間】13:00～15:00　【定員】30名（3名）
【会場】大阪経済大学北浜キャンパス
【提供】大阪経済大学　　　　

【講師】古賀 敬作　大阪経済大学経営学部・
　　　　　　　　    大学院経営学研究科講師

ベンチャービジネス創成

【受講料】 【開講日程】 【時間】 【定員】
　決定次第ホームページにて公開いたします。
【会場】関西学院大学大阪梅田キャンパス（予定）
【提供】関西社会人大学院連合　　

【講師】定藤 繁樹　関西学院大学専門職大学院
 　　　　　　　　　経営戦略研究科教授



http://www.sentanjuku.com

3. 監事校

5. 賛助会員

4.

　NPO法人関西社会人大学院連合は、京阪神の大学・大学院で構成され、関西経済連合会、関西生産性本部、大阪市といっ

た経済団体・自治体と連携し、社会人教育を推進していくために設立された機関です。このような機関は全国初であり、

関西だけでなく日本全国に向けてもその成果を発信しております。

　1999年に関西経済連合会がインテリジェントアレー構想を提唱されました。本法人の前身である梅田大学院コンソー

シアム（準備会）は、「関西における大学・大学院の都心部集積=関西経済の活性化」という構想に呼応して2003年から「専

門セミナー」としてビジネスパーソンを中心とした社会人に向けて大学・大学院の講座を提供してきました。そして、

2007年10月31日にNPO法人の認証を受け、関西社会人大学院連合として活動を開始いたしました。

　本法人は、専門セミナーの提供だけではなく、連携先との密接な協議を通じて、より良い社会人教育の機会を提供して

まいります。大学・大学院の連合体という特徴から、その研究・教育シーズは、様々な社会人のニーズに対応して活用で

きることと思います。また、学生の「社会人基礎力養成」が要求される昨今、社会人ニーズに対応した教育プログラム提供

のノウハウは、加盟大学・大学院にとってもより良い学生教育に活かされることと思います。

　皆様のご理解とご支援を賜れば幸いです。

関西学院大学 （理事長校）
立命館大学　 （副理事長校）
関西大学　　 （副理事長校）
大阪経済大学
大阪工業大学

近畿大学

29社（2016年9月1日現在）

12校（2016年9月1日現在）

関西経済連合会・ 関西生産性本部と連携し、関西経済活性化のため産学交流会や連携講座、シンポジウム等を開催。

大阪市と連携し、大阪・梅田地域を拠点とした社会人教育プログラムの提供や地域における人材育成推進事業
を企画立案。

早期割引 － 早期のご入金で受講料が大変お得 －

専門セミナー一覧に掲載している早期割引着金期日までにご入金完了の方には受講料の15％を割引します。

※ご注意
・クーポンでの支払はできません。
・期日までにお申込をされていても、入金が早期割引の着金期日を過ぎると通常価格となります。
・着金期日当日にATM等で入金をされても、ご案内している振込口座への入金が翌日扱いとなる場合は通常価格となり
ますので、ご注意ください。
・専門セミナー一覧の受講料欄に早期割引価格の掲載がない講座は適用外です。

受講するには

からお申込みいただくか、
受講申込み書（裏表紙）を
ご利用いただき、受講申込
み手続きをしてください。
その段階で仮受付けとし、
「受付確認・振込口座のご
案内」を送信いたします。
なお、会員登録いただきま
すと、次回以降のお申込の
際に名前、住所等の入力の
手間が省けますので、登録
をお薦めします。

●現金（銀行振込）でのお申込み
「振込口座のご案内」に基づき、ご案内メール受信より
１週間以内に所定の金額のお振込をお願いいたしま
す。ご入金の確認をもって本受付とし、「入金確認・受講
証」をメールまたはFAXにて送信いたします。

●クーポンを利用してのお申込み（販売は現在中止）
クーポンナンバーが必要となります。
※クーポンと現金を併用していただくことも可能です。
その場合、受講料とご利用いただいたクーポンとの
差額をお振込み下さい。

受講当日に
は、事 前に
送信しました
「入金確認・
受 講 証」を
印刷してお
持ち下さい。

会員登録・受講申込 ご入金 受講当日
http://www.kansai-auae.jp

受講申込は先着順です。原則として講座開始1週間前までにお願いいた
します。
講座開始1週間前の時点で申込み者数が最少催行受講者数に満たない

講座は不開講とさせていただきます。
申し込まれた講座が不開講となった場合は、該当する受講料を返金いたします。
原則として定員となり次第締め切らせていただきます。
開講が確定し定員まで余裕がある講座については、開講1週間後まで申込を受付
けます。
※ただし受講料の割引はありません。

上記以外の場合の受講料の一部、
もしくは全額返金は原則として
ありません。

受講申込後のキャンセルは事務手
数料3,000円（税込）が必要です。
手数料を差し引いた金額をお返し
いたします。
講座初日１週間前以降のキャンセル、
受講料の返金はお受けできません。
ご了承下さい。

●キャンセルについて

一旦申し込まれた講座を別の講座に
変更する場合は変更手数料2,000円
（税込）が必要です。変更手数料および
受講料の差額は精算させていただき
ます。
講座初日１週間前以降の変更には応じ
かねます。ご了承ください。

●講座変更について

注意

注意

受講証

インテリジェントアレー

せんたん じゅく

●開催会場：㈻常翔学園 大阪センター（毎日インテシオ3階）
●開催時間：19：00～21：00（各例外がございます）
　【撰壇塾事務局】（公財）関西生産性本部  人材開発部  高田・西田
　TEL：06-6444-6464　E-mail：info@sentanjuku.com

今年で開設15年目を迎える「撰壇塾」。コンセプトである「厳選された人物を
壇上に招聘する塾」として、幅広い分野から第一線の講師をお招きする、夜間
の連続講演会です。16年後期も10月31日（月）より計10講演を予定してお
ります。是非受講ご検討ください！ 【主な講演概要は下記参照下さい】

『不透明な現代、「松下幸之助」の経営哲学を学ぶ』
前参議院議員　前(株)PHP研究所　代表取締役　江口　克彦 氏

第1回
１０/３１（月） 
１９：００～

『先の先を読む経営　創業者「石橋信夫」に学ぶ』
大和ハウス工業(株)　代表取締役会長　兼 CEO　樋口　武男 氏

第3回
11/10（木） 
１９：００～

『わかりあえないことから　～コミュニケーション能力とは何か～』
劇作家・演出家　東京藝術大学特任教授　平田　オリザ 氏

第6回
１1/2１（月） 
１９：００～

『おもてなし新幹線劇場　～最強の現場は如何につくられたか～』
合同会社　おもてなし創造カンパニー 代表　矢部　輝夫 氏

第10回
１2/19（月） 
１９：００～

詳細情報につきまし
ては、HPにてご覧
下さい。お申込みも
HPが便利です。
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