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兵庫県立大学大学院経営学研究科 募集要項（概要）

１ 募集人数
博士後期課程 ６名（社会人・外国人留学生を含む。）

２ 出願資格
【一般入試】

次のいずれかに該当する者

１ 修士の学位又は専門職学位を有する者

（平成26年３月上記学位を取得する見込みの者を含む。）

２ 文部科学大臣の指定した者

３ 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

４ 本研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の

学力があると認めた者で、入学時に24歳に達している者

【社会人入試】

次の第１号及び第２号に該当すること。

１ 企業、官庁等に在職し、入学時において実務経験を２年以上有するか、又は有する見

込みの者

２ 次のいずれかに該当する者

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

（平成26年３月上記学位を取得する見込みの者を含む。）

(2) 文部科学大臣の指定した者

(3) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

(4) 本研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上

の学力があると認めた者で、入学時に 24 歳に達している者

【外国人留学生特別選抜】

次のいずれかに該当する者

１ 外国人で外国の大学院において修士課程を修了し修士の学位を有する者及び外国人留

学生で兵庫県立大学もしくは日本国内の他の大学院において修士課程を修了し修士の学

位を有する者（平成26年３月修士課程修了見込みの者を含む。）並びにこれに準ずる者

２ 外国人留学生で日本国内の大学院において専門職学位課程を修了し、専門職学位を有

する者（平成26年３月専門職学位課程修了見込みの者を含む。）

３ 本研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の

学力があると認めた者で、入学時に 24歳に達している者

３ 選抜方法
学力検査（英語）、口述試験及び出願書類を総合して行います。

４ 試験日程
出願期間 入学考査日 合格発表 入学手続

平成26年２月７日(金)

～14日(金)
平成26年３月１日(土) 平成26年３月４日(火)

平成26年３月24日(月)

～27日(木)

●募集要項は12月中旬から配布します。

その他、入学試験に関してのお問い合せは、下記へお願いします。

〒６５１－２１９７ 兵庫県神戸市西区学園西町８－２－１

兵庫県立大学神戸商科キャンパス経営部学務課

電話（０７８）７９４－５２０９



大学院を目指す皆さんへ

経営学研究科長

佐竹 隆幸

●担当教員と専門分野（●研究テーマ ○主な『著書』・「論文」）(2013.12 現在)

秋山 秀一 准教授
●マーケティング戦略論

○｢マーケティング戦略と組織間関係｣

池田 敦 教授
●流通論、マーケティング論
○『日本の流通 100 年』（分担執筆）

池田 潔 教授
●地域中小・ベンチャー企業論
○『地域中小企業論』『現代中小企業の

自律化と競争戦略』

井内 善臣 教授
●情報科学
○『情報科学の基礎』

梅野 巨利 教授
●国際経営、経営史
○『国際資源企業の国有化』『中東石油

利権と政治リスク』

貝瀬 徹 教授
●ペイズに基づくリスク解析手法
○「設計過程の事前情報を用いたワイ
ブル分布に基づくペイズ信頼性解析」

加納 郁也 准教授
●組織情報論・組織行動論・人的資源

管理論
○｢企業組織における組織的公正の影
響過程に関する研究｣

上瀬 昭司 准教授
●流通論

○｢家電量販店の台頭とメーカー系列
化政策の変容｣

川上 昌直 教授
●ビジネスモデル、財務マネジメント
○『ビジネスモデルのグランドデザイ

ン』

瓦田 太賀四 教授
●会計学、公会計
○『公会計の基礎理論』

菊田 健作 教授
●経営科学、ゲーム理論

○ ｢ The kemel for reasonable
outcomes in a cooperative game｣

金志 佳代子 准教授
●日英対照研究、英語教育
○「Bringing Vocabulary Practice

into Active Use: Towards Motivated
Learning」

草薙 真一 教授
●経済行政法、エネルギー法
○「エネルギー事業における環境対策

と競争導入」

高坂 誠 教授
●国際政治学
○「現代のユダヤ人問題をめぐる国際
関係」

小山 秀夫 教授
●医療マネジメント

○『高齢者ケアのマネジメント論』『訪
問看護ステーションの経営診断術』
『病院のＤＯＮ 看護管理で病院を

よみがえらせる』

齋藤 修 教授
●民法、損害賠償法
○『現代民法総論』『慰謝料算定の理
論』

『現代民事法学の理論（上・下）』（編
著）

坂根 博 教授
●管理会計、原価計算
○『会計管理の基礎』『多様性の管理

会計試論』

佐竹 隆幸 教授
●中小企業経営・政策論
○『中小企業存立論』『「地」的経営の
すすめ』

清水 啓介 教授
●財務会計

○「投下資本回収計算に関する再吟
味」

下中 和人 教授
●会社法、金融商品取引法

○『ソフト・インフォメーションの開
示の法的課題』

高須 教夫 教授
●財務会計、連結会計
○『連結会計論』『会計とイメージ』

（共著）

田中 隆 准教授
●保険論、リスクマネジメント論
○｢消費者における保険選択と「助け
合い」に関する考察｣

陳 琦 教授
●会計学、公会計

○『公会計の進展』

辻川 尚起 准教授
●財務会計、会計規則、財務報告
○『マクロ会計政策の評価』（共著）

土田 俊也 教授
●財務会計、財務諸表分析
○「連結キャッシュ・フロー情報と株

価形成」

都築 洋一郎 准教授
●会計学、公会計
○『政府会計の進展』（共著）

當間 克雄 教授
●経営戦略論・イノベーション論
○『新素材開発プロセスのマネジメン

ト』

土肥 隆 教授
●スポーツ社会学、レジャー・レクリ
エーション論
○「地域住民のウォーキングイベント

評価に関する研究」（共著）

鳥邊 晋司 教授
●財務管理（企業の投資・資本調達行
動）
○『企業の投資行動理論』『会計情報

と経営分析』『企業価値創造経営』『戦
略財務マネジメント』

21世紀は高度知識社会の時代であるといわれています。専門学校や大学で修得
した知識は、技術進歩やイノベーションの出現によって短期間で陳腐化するおそ
れがあります。高度知識社会では、経済的価値を生む生産手段は、土地や資本と
いった伝統的な財から、それらを活用して価値を生み出す「専門知識」へと移行
しています。つまり、経営資源（ヒト、カネ、モノ、情報）を活用し、富を生み
出す「知識」そのものを作り出し、運用する「人材」が価値創造を担います。こ
のように「知識」は21世紀の経済成長のエンジンですが、陳腐化の激しい資産で
もあります。知識はすぐに「標準化」、「パッケージ化」されて途上国に移転され
ます。その結果、古い知識の持ち主は、途上国の競争相手に市場価値を脅かされ
ます。生き残るためには、絶えず学び続け、知識を更新しなければなりません。
グローバル市場のもとでは、個人の仕事価値、市場価値は常に競争の脅威に曝さ
れているのです。価値の劣化を防ぐ唯一の方策は、高度専門知識の絶えざる更新
なのです。社会人の大学院での研究・学習は、専門職業人としての価値を維持す
る基本戦略といえます。
本経営学研究科は、神戸商科大学時代の伝統である「少数精鋭主義」の能力開

発を継承しています。これまで、内外の優秀な研究者・教育者を育成するととも
に、社会人を積極的に受け入れ、彼らの能力開発を通じて社会に貢献してきまし
た。今後は、さらに高度な専門職業人の育成・リカレント教育に力を注ぐため、
平成19年４月に会計研究科（会計専門職大学院）、平成22年４月に経営研究科（経
営専門職大学院）を開設しました。これに伴い大学院経営学研究科博士前期課程
の募集を停止したため、博士後期課程のみ募集します。



西井 進剛 准教授
●国際経営論、地域経営（産業クラス

ター）論、知識経営論
○『ビジネス・インキュベーションと
地域クラスターの形成』『地域再生と産

業クラスター』

西岡 正 准教授
●中小企業経営論、地域経済論、機械
産業論
○『ものづくり中小企業の戦略デザイ

ン』『中小企業のイノベーションと新事
業創出』

西出 哲人 教授
●経営情報
○「情報システム構築時の組織コーデ

ィネーション」

林 昌彦 教授
●会計学、戦略経営と会計情報システ
ム、自治体における経営戦略と業績評
価の統合に関する研究

○『知識時代の会計情報システム』

原田 将 准教授
●国際マーケティング論
○｢グローバル・ブランド管理能力の実
証研究｣

兵頭 和花子 准教授
●財務会計、NPO 会計

○｢非営利組織体の意思決定有用性、
業績評価｣

開本 浩矢 教授
●組織行動論、クリエイティビティマ
ネジメント

○『研究開発の組織行動』『クリエイ
ティビティ・マネジメント』

福田 直樹 准教授
●管理会計
○『業績評価スタイルとマネジャーの

認知、行動、成果との関係』

藤江 哲也 教授
●オペレーションズ・リサーチ、最適
化
○｢A Study of the Quadratic

Semi-Assignment Polytope｣

松村 浩貴 准教授
●スポーツマネジメント
○「プロスポーツにおける社会貢献活
動」

松本 敏民 教授
●数理的一般システム理論

○「有限オートマトンの核とその存
在」

三崎 秀央 教授
●イノベーション論・人的資源管理論
○『研究開発従事者のマネジメント』

森谷 義哉 准教授
●数理統計学

○｢Concentration probabilities for
restricted and unrestricted MLEs｣

安田 義郎 教授
●投資戦略論（M&A 投資戦略を中心に
して)

○『現代企業の M＆A投資戦略』

山口 隆英 教授
●多国籍企業論、組織経営論
○『多国籍企業の組織能力』

頼 誠 教授
●純粋持株会社の研究、総合商社の研
究

○「持株会社本社の統治力としての求
心力とは何か－その基盤としてのMCS
の考察－」（共著）
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経営イノベーション

組織行動

医療マネジメント

国際経営

国際マーケティング

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

企業論

中小企業経営

地域企業経営

経営意思決定

経営情報

多国籍企業

ﾚｼﾞｬｰ･ｽﾎﾟｰﾂ科学

会

計

学

大

講

座

財務会計

国際会計

会計システム
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統計解析

知識情報

応用最適化

経営統計

研究者とマネジメント専門職の養成
兵庫県立大学大学院経営学研究科（旧神戸商科大学大学院経営学研究科）は、昭和 40 年（1965 年）の修士課

程の設置以来、「少数精鋭主義」の人材育成をモットーに、充実したカリキュラムと懇切丁寧な研究・教育指導
によって、多数の学位取得者を世に送り出してきました。卒業生は学界・実業界はもとより、官界や教育界でも
活濯し、わが国の発展に寄与してきたものと自負しております。
本研究科の経営学専攻は、広義の経営に関する多様な学問領域を含んでおり、経営学・会計学・商学（経営法

学を含む）・経営科学の４分野から構成されており、博士後期課程では、経営学・会計学・商学・経営科学に関
する専門知識を基盤として、各分野別の個別研究指導により、独創的な研究成果の達成を促しています。また、
各分野の専門研究者を育成するだけではなく、平成 22 年度からは積極的に社会人を受け入れ、リカレント教育
の充実を図っております。
なお、本学では平成 19 年度に専門職大学院として会計研究科を開設、平成 22 年度には同じく専門職大学院と

して経営研究科を開設し、経営学部の３年修了時からの専門職大学院への進学による５年一貫教育の制度を設け
るなど更なる教育体制の整備を進めております。本研究科も博士後期課程３年間で博士論文を完成させ、博士号
の取得可能な教育研究体制を整えています。


