岸和田サテライト社会人受講生募集
大人の教養を身につけたい

平成 27 年度後期

和歌山大学

詳しくは裏面を！

専門分野の知識を身につけたい
税理士になりたい
大学院科目等履修生募集科目（経済学研究科）
政策形成論

ー社会や組織の問題解決のための論理的思考法入門ー

TOCfE（教育のための TOC（Theory of Constraints：制約理論））の３つのツールを

用いて、問題をできるだけシンプルに分析し、対立を解消し、目標の実現に導くた
めのアプローチ法を学びます。

【講師】江口 雅祥

【日時】11 月 7 日・28 日（土曜：10 時〜 13 時）・12 月 12 日（土曜：14 時〜 17 時）

12 月 26 日・１月 9 日（土曜：10 時〜17 時）・１月 23 日（土曜：14 時〜 17 時）

学部開放授業受講者募集科目（教養科目）

地図で地域をみる・発信する
地図を読むのは苦手だという人が増えている一方で、地図をテーマにした書籍や
まち歩き番組が増えています。地図は地理学習の専売特許というわけではなく、
地域の変化を知ることができる基礎的な資料でもあり、政策立案上の有効な資料
であるのです。この授業では地図を活用して、地域のことを理解したり、地域情
報を発信する方法を学びます。野外学習も実施します。
【講師】藤田 和史・西村雄一郎・原 祐二
【日時】10 月 3 日・17 日・31 日・11 月 7 日・14 日（土曜：13 時〜 16 時 10 分）

租税法実務特殊問題

11 月 21 日（土曜：13 時〜 17 時）
11 月 28 日（土曜：13 時〜 17 時）

講師は近畿税理士会から派遣される税務の各分野に精通した税理士の方々です。
税理士を目指して租税法を専攻している本学の大学院生、企業で経理・法務を担当し
ている方、弁護士、公認会計士の方等を対象とします。

【講師】近畿税理士会

【日時】10 月 3 日・10 日・17 日・31 日・11 月 7 日・14 日・21 日・28 日

（土曜：13 時 50 分〜 17 時、11/28 のみ 13 時 50 分〜 15 時 20 分）

身の回りのデジタル機器のしくみ
普段の生活で使用するほとんどの機器にはマイクロコンピューターが搭載され、
そのおかげで多くの機能が備わっています。しかし、構造が複雑であったりブ
ラックボックス化しているおかげで、その内容の構造やしくみを知る機会はほ

国税通則法特殊問題

とんどありません。本講義では、身近にある様々な AV 機器や情報機器を取り

国税通則法について体系的な理解を深めるとともに、同分野における重要論点に
ついて、関連する裁判例及び学術論文を数多く検討し、アカデミックに分析する。
【講師】片山 直子
【日時】10 月 5 日・26 日・11 月 2 日・9 日・11 月 30 日・12 月７日

（月曜：18 時〜 21 時）

上げ、その構造やはたらきを特別な専門知識をもたない方にも理解できるよう
わかりやすく解説します。

【講師】土谷 茂樹・長瀬 賢二・野村 孝徳・村田 頼信・鈴木 新・松本 正行
【日時】 12 月 12 日・19 日・26 日・1 月 9 日・23 日・30 日

12 月 5 日（土曜：14 時〜 17 時）・12 月 19 日（土曜：9 時〜12 時）

（土曜：13 時〜17 時）

簿記論特殊問題
財務会計に関する理論を計算問題を通じて分かりやすく教えることを目的として
います。単なる暗記ではなく、どうしてそういう会計処理をするのか等を皆さん
に伝え、考える講義にしたいと思います。
【講師】山田 恵一
【日時】10 月 3 日・10 日・17 日・31 日・11 月 14 日・21 日・12 月 5 日・12 日
（土曜：10 時〜 13 時）

科目等履修生の声

出願方法は募集要項をご覧ください。

・他学生との意見交換を通じ、新たな視点での考察力を身につけ、目的へ
のアプローチが向上できたのではないかと思う。
（平成 26 年度「公共経営論」履修生）

・税理士を目指す上で、実際に自分が税理士になった場合、どのような働
き方をして行くかが、よりイメージできるような内容だったので良かった。
（平成 26 年度「租税法実務特殊問題」履修生）

和歌山大学 岸和田サテライト

募集要項は岸和田サテライト・岸和田市役所等で８月上旬より配布します。
郵送希望の方は電話・Fax、岸和田サテライトホームページの募集要項
請求フォームでご連絡ください。
詳しいことは岸和田サテライトまでお問合せください。

岸和田市港緑町 1-1 岸和田市立浪切ホール 2F

電話・Fax

072−433-0875

大学院科目等履修生
※
入学資格 大学卒業者、又はそれと同等と認められる者
（入学資格審査あり）

※詳細はお問合せください。

募集人数

各科目

若干名

出願期間

平成 27 年 8 月 17 日（月）

募集人数

各科目

申請期間

平成 27 年 8 月 17 日（月）

30 名程度
〜 9 月 18 日（金）

〜8 月 31 日（月）
費

聴講資格

学部開放授業受講者
18 歳以上（高校生は除く）

持参による申請は 9/17 のみ可、9/18 は休業のため消印有効。

用

検定料 5,000 円・入学料 10,000 円
授業料 1 科目 (2 単位）につき 28,800 円
（入学後の連続する 4 学期（2 年）間の履修申請が可能）

費

出願・問合せ先：和歌山大学 経済学部 教務係
電 話：０７３−４５７−７８０５
メール：egaku1@center.wakayama-u.ac.jp

用

登録料 7,000 円・聴講料 1 科目 10,000 円

（登録後 8 学期（4 年）間の聴講申請が可能）
申請・問合せ先：和歌山大学岸和田サテライト
電 話：０７２−４３３−０８７５
メール：kishiwadastaﬀ@center.wakayama-u.ac.jp

受講モデル
専門分野の知識を身につけたい人
大学院進学を考えている人

税理士をめざす人

幅広い教養を身につけたい人

大学院科目等履修生として

学部開放授業受講者になる．

入学・履修後、合格の評価を得て

試験による単位認定はなく

所定の単位を修得

税理士資格を目標に、大学院
（経済学研究科）で修士の学位取得を

気軽に聴講できます

本学大学院（経済学研究科）へ進学、
修得した単位を活用

めざす．キャンパスは

学部開放授業受講者の声

キャンパスは本学

岸和田サテライトおよび本学

社会人特別入試・一般入試

大変有意義な授業でした。先生のお話も目的
がしっかりしており、DVD なども入れながら
具体的な内容が良かったです。受講者数も多
くもなく少なくもなく、いろいろな方の意見

・「租税法」を研究科目として入学すると、

・3 年または 4 年間で修士課程を修

修士課程修了に必要な単位修得と修士論

了する長期履修制度もあります。

・修士課程を修了し、国税審議会に提出した

上有し、科目等履修生として 6 単

文指導までが岸和田サテライトで可能です。 ・社会人としての実務経験を 2 年以
修士論文が認定されると、税理士試験のう
ち、税法 2 科目の受験が免除されます。
・3 年または 4 年間で修士課程を修了する長
期履修制度もあります。

も聞ける。学部学生も参加され、これがお互
いに啓発でき、サテライトや大学における教
育の理想かと思いました。（50 代・女性）

位（3 科目）以上を修得してい
れば、通常は 2 年の修士課程を
最短１年で修了することができ
ます。
（社会人短期履修制度）

・社会人短期履修制度は設けていません。

和歌山大学岸和田サテライト
南海本線「岸和田」駅下車

科目等履修で修得した単位は、18 単位を上限に、修士課程終了のための必要単位
として認定されます。

岸和田南 IC

浪切ホール

・・
・・
「大北町」

大阪府泉南地域における住民主体の地域づくりと次代を担
う人材育成に取り組んでいます。

至 和歌山市

cancan

Izumiya
Izumiya

・・
・・
・・
・・
「岸和田港」 「北町」

R29

商店街

岸和田市役所

和歌山大学岸和田サテライトは、岸和田市をはじめとした

P

徒歩約 10 分
N

至阪神高速湾岸線

修士論文 8 単位を含む合計 30 単位修得で修士（経済学）の学位が授与されます。

浪切ホール２Ｆ

岸和田市港緑町 1-1

岸和田駅

至 なんば

R26

