
 
平成２６年１０月３日 

 

大学院でビジネスパーソンに向けた新プログラムが始まります！ 

～経済学研究科のビジネス・キャリア・プログラムのご案内～ 

 
 

大学院経済学研究科では、来年 4月からビジネスパーソンに向けた新プログラム「ビ

ジネス・キャリア・プログラム」を開始します。本プログラムでは修了に必要なすべて

の科目を土曜日と日曜日に開講するため、週末のみの通学でも最短 2年間で修士号の学

位を取得することができます。 

今後の昇進、転職、起業など様々なキャリアアップを目指すビジネスパーソンや次世

代の経営を担う幹部候補を想定し、座学による知識の習得はもちろん、ケースメソッド

やワークショップなど、受講者自身が解を導く力を養うことができるような授業が行わ

れます。 

 

 

◇ ビジネス・キャリア・プログラムの特徴 

仕事を続けながらいかに効率よく効果的に学べるかを追求した本プログラム

には、5つの大きな特徴があります（既存の制度を含む）。 

 

特徴１． 土日のみ、最短 2年で修士号が取得可能（New） 

 修了に必要なすべての科目を土曜日と日曜日に開講するため、週末のみの通学

でも最短 2年間で学位（修士号）を取得することができます。 

 授業は土曜、日曜いずれも 11:00-18:00（途中に適宜休憩あり）で行われます。 

 平日フルタイムで働いていても通学することができますし、県内各所や近県か

らの通学も可能です。 

 行き（時刻表サイトでの検索例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき....... 7：10 発 
青森 .......... 7：15 発 
会津若松 ... 8：16 発 
東京 .......... 8：28 発 
山形 .......... 9：03 発 
仙台 .......... 9：41 発 
郡山 ........ 10：08 発 

新幹線・JR 

福島大学 
金谷川キャンパス 
11：00 授業開始 



 帰り（時刻表サイトでの検索例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴２． 各土日がセットで 1トピック完結（New） 

 各週末の土日をセットにし、一つのトピックを集中的に学びます。 

 コンパクトな授業を多数展開します。 

 通常、1科目は 2単位（週 1回の授業を 15週にわたって受講し、合計

15回分）で構成されますが、本プログラムは 1科目 1単位（土日 1回で

合計 7.5 回分）で構成されます。そのため、1科目の負担は半分になり、

2倍の科目数を履修することができます。 

 

特徴３． ビジネスパーソンを意識した科目群と授業内容（New） 

 科目群 

 金谷川キャンパス開講予定 

– マネジメント概論、リーダーシップ、キャリアデザイン、キャリア・

マネジメント、マーケティング概論、サービス・マネジメント、顧

客心理、競争戦略、国際化戦略、国際化のマネジメント、資本市場

と企業統治、コーポ―レート・ファイナンス、基礎からの簿記会計、

経営情報分析 

 ビッグアイ（郡山市）開講予定（郡山市との共催予定） 

– マネジメント・ソリューション、マーケティング・ソリューション、

リージョナル・ビジネス 

 授業内容 

 講義的な要素と議論・演習的な要素を組み合わせた授業を行います。 

– 通常の講義形式では、専門的な知識を体系的に理解できるようにしま

す。 

– ケースメソッドやワークショップ、演習では、受講者自身が解を導く

力を養います。 

 

 

 

郡山 ........ 19：14 着 
仙台 ........ 19：30 着 
山形 ........ 20：31 着 
東京 ........ 20：44 着 
会津若松 . 20：44 着 
いわき .... 21：16 着 
青森 ........ 21：52 着 

新幹線・JR 

福島大学 
金谷川キャンパス 
18：00 授業終了 



特徴４． 長期履修制度 

 所定の手続きをとると、3年あるいは 4年計画で履修を行うことができます。

これによって受講者は自分のペースに合わせた履修プランを作ることがで

きます。 

 時間 

– 2 年間で学ぶ内容を 3年、あるいは 4年に分けて学ぶように計画すれ

ば、土日の出張やプライベートな時間を犠牲にすることなく、無理

せずに履修することができます。 

 費用 

– 通常、修了までに 3年かかれば 3年分の学費、4年かかれば 4年分の

学費がかかります。しかし、この制度を使えば 2年分の学費で 3年

間、あるいは 4年間学ぶことができます。さらに、学費は年度ごと

に分割されるので、1年あたりの費用負担を小さくすることができ

ます。 

 

特徴５． 社会人特別入試制度 

 大学院入試では学科試験を課す一般入試のほかに、面接・研究計画書およびそ

の他の提出書類等を総合的に判断して合格者を決定する社会人特別入試制

度があります。 

 大学卒業後、時間がたってしまって学科試験に自信がない方でも、これ

までのキャリアや今後のキャリアプランを強みとして試験が受けられ

ます。 

 年齢満 27歳以上であるか、あるいは年齢満 27歳未満でも出願時に定職

に就き、入学後も就業を続ける意志をもつ、という条件があります。 

 一般入試での入学も可能です。 

 

◇ 入試情報 

 入試日程 

 第Ⅰ期（すでに出願締め切り） 

– 出願期間・・・平成 26年 9月 8日～9月 11 日午後 5時まで（書留速

達郵便で送付） 

– 入学試験・・・平成 26年 10 月 11 日（土） 

 第Ⅱ期 

– 出願期間・・・平成 26年 12 月 18 日～12月 24 日午後 5時まで（書留

速達郵便で送付） 

– 入学試験・・・平成 27年 1月 31 日（土） 

 募集人員 

 第Ⅰ期：経営学 6名、第Ⅱ期：経営学 6名 

– 第 1期で定員に満たない場合は、第Ⅱ期の募集人員に上乗せします。 



 その他 

 必ず、「福島大学大学院経済学研究科（修士課程）学生募集要項」を確

認してください。下記 URL から入手できます。 

– http://nyushi.adb.fukushima-u.ac.jp/yoko.html 
 

◇ 無料公開授業・相談会 

 第 1回（福島市） 

 日時：平成 26年 11 月 1日（土）13：00～16：00 

 場所：コラッセふくしま 4階 401 会議室 

 タイムスケジュール 

– 13:00-13:30・・・受付 

– 13:30-14:20・・・公開授業① 

 衣川 修平 准教授「イメージでつかむ IFRS」 

– 14:30-15:00・・・相談会 

– 15:10-16:00・・・公開授業② 

 上野山 達哉 准教授「よいリーダーの条件」 

 定員：先着 50名（要予約） 

 申込み：大学院担当（024-548-3182）まで FAX で「お名前（ふりがな）」

「それぞれの規格に対する参加希望の有無（公開授業①、相談会、公開

授業②）」「返信用 FAX 番号」をお知らせください。 

 第 2回（郡山市） 

 日時：平成 26年 11 月 16 日（日）13：00～16：00 

 場所：ビッグアイ 7階市民交流プラザ第 3会議室  

 タイムスケジュール 

– 13:00-13:30・・・受付 

– 13:30-14:20・・・公開授業① 

 稲村 健太郎 准教授「租税法をめぐる理論と実務」 

– 14:30-15:00・・・相談会 

– 15:10-16:00・・・公開授業② 

 中村 陽人 准教授「データ分析を経営に活かす」 

 定員：先着 40名（要予約） 

 申込み：大学院担当（024-548-3182）まで FAX で「お名前（ふりがな）」

「それぞれの規格に対する参加希望の有無（公開授業①、相談会、公開

授業②）」「返信用 FAX 番号」をお知らせください。 

 

 

 

 
問い合わせ先 

経済経営学類大学院担当 024-548-8429 


