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また、現在学部生であるみなさんは、大学院で力を蓄えて、自信
をもって社会に出ることが、これからの人生の中で大きく開花す
ることに繋がるものと期待します。
本研究科では指導教員とのディスカッションの中で、いかに課
題を発見し、解決へのアプローチをどのように選択すればよい
のかという考え方が身につきます。その上で実行・評価・フィード
バックすることを経験してください。そのとき、ものごとの本質を
見極め、考えて行動する力が手に入るものと考えます。

経営情報学研究科長　山本耕司

本研究科の特長は、多彩な科目を履修する中で、新たな発見と
自身の成長が実感できるところだと思います。どのような職種に
あっても、経営戦略的感覚や組織の中で自分を活かし組織力を
高める力、問題解決のために情報を収集・分析する力などは、必
ず必要とされるものです。
各々の専門分野で活躍する社会人のみなさんが、本研究科で
このような「専門プラス1」の力を身につけて職場に戻れば、職務
の遂行がより昇華したものになり、価値のある人材として活躍で
きるのではないかと期待します。

➡大学院を活用した多様な学び方の選択

➡さあ始めよう!大学院の受験準備を

本研究科の受験を考えたら、まず四国大
学入試課へご相談ください。本研究科で
最も適する指導担当教員を紹介しますの
で、その教員のもとで研究テーマを考え、
研究計画書を書くと、入学前の準備も入
学後の学修もスムーズになります。これに
加え、一般入試の受験は卒業論文要旨、
社会人入試の場合は志望理由を600字
程度書くことになりますが、自身の社会経
験を踏まえて書くことがポイントです。

経営情報学研究科
四国大学大学院

経営情報学専攻

2023

仕事に役立つ実践的な知識・スキルの修得をめざすなら、
大学院がおもしろい!

大学院の授業では、教員によっては遠隔で開講する場合もあります。遠隔授業は
Zoomを使ったオンライン形式、LMSを使ったオンデマンドでのレポート提出や小
テスト、またこれらの併用など、多様な形式を活用することが可能です。授業を履修
するにあたり、各授業担当教員と相談してみてください。

➡学費免除等経済的サポート（博士前期課程）

○本学と連携協力している自治体・企業・施設等の方は、職域推薦制度により
入学金200,000円を全額と、学費（年間540,000円）の半額が免除になります。

○四国大学大学院奨学金制度により、授業料の半額を1年間給付し、研究を支援
します。

○厚生労働大臣指定講座「教育訓練給付金制度（一般教育給付金制度）」の指定
を受けているため、対象者は申請により教育訓練経費として入学金及び初年度
授業料の20％に相当する額（限度額100,000円）が支給されます。

○学会での研究発表のための旅費をはじめ、研究活動に必要な経費の一部を補助
します。

○就学期間を延長する長期履修制度があり、2年間の学費で3年間かけて学修で
きます。また、授業料の追加が必要ですが、履修期間を4年間として計画すること
もできます。

本研究科では社会人の方の現在の専門分野は問いません。現在のお仕事の中で、
新たな視点から見直したい、情報技術を取り入れたい、経営戦略的アプローチをし
たいなど、分野を超えた課題解決が必要と感じたら、本研究科を考えてみてください。

四国大学 広報課
     0120-65-9906  FAX 088-665-9907
https://www.shikoku-u.ac.jp/request/

資
料
請
求
は

一　般 大学卒業見込みの者
または大学等を卒業後3年未満の者
（専門は問わない）

社会人 大学等卒業後3年以上の者
（専門は問わない）

出
願
資
格 入

試
日一　般 書類審査、小論文、面接により

総合的に判定
小論文（800字以内）、面接（研究計画書を中心に20分）

社会人 書類審査、面接により総合的に判定
面接（研究計画書を中心に20分）

選
考
方
法

〒771-1192
徳島市応神町古川字戎子野123-1

TEL 088-665-1300
FAX 088-665-8037
https://www.shikoku-u.ac.jp/

経営情報学研究科

四国大学大学院
入試情報
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➡社会で活躍する先輩たち

➡入学試験情報

スキルアップ、免許資格、学び直し
など、みなさまのニーズの先に、
本研究科での学修を選択ください。

1
大学院入試に出願する上での第一歩は、
研究計画書の作成です。卒業研究しか経
験のない人や、卒業論文を書いたことがな
い社会人も多くいますが、難しいものでは
ありませんので安心してください。
「わかりやすいテーマ設定」、「どの領域の
研究かを明確にする」、「オリジナリティー
のある内容を考える」などを意識しなが
ら、1000字程度作文することになります。
第三者に客観的な視点で見てもらってお
くことをお勧めします。

2
次に入学金や授業料についてですが、入
学金200,000円、授業料年間540,000円で
す。学費には、これ以外に施設料や教育充
実費などを必要とする大学が全国には数
多くありますが、本研究科は原則この金額
としています。さらに本学同窓生への特別
免除や職域推薦制度によって、入学金全
額・学費半額免除の特別措置を講じてい
ますので、学修の機会が大きく広がってい
ます。

3

STE
P

藍住町役場に勤務していた私は、
自己研鑽のために四国大学大学
院へ進学しました。修士論文では
地方分権改革の視点から町村議
員の定数と報酬に関する研究に
取り組みました。職場の上司や同
僚からは温かい励ましや心遣い、
また先生方からは熱心なご指導
をいただきました。今、大学院で学
んだことが町政の舵取りに活かさ
れていると感じています。

修士

高橋  英夫さん
徳島県藍住町長

勤務していた企業を退職し、40
代で大学院に入学しました。女
性は、自分や家族の年齢・環境に
応じて、柔軟に働き方や学び方
を変えていくことができます。現在
母校で学生とともに過ごす毎日
を支えているのは、大学院での学
びと経験です。社会での女性活
躍が叫ばれる今だからこそ、新し
い自分のキャリアと可能性を大
学院で拓いてみましょう。

修士

加渡いづみさん
本学短期大学部ビジネス・
コミュニケーション科教授

FPファイナンシャル・プランナー
として活動する中で、税法の専門
的な知識の必要性を感じ大学院
へ進学しました。社会人になった
後の学び（リカレント）は困難もあ
りましたが、新鮮で楽しく、修士
論文執筆では大きな達成感を得
ることができました。自分の可能
性を信じ一歩を踏み出せたこと
は、今後の人生においても支えに
なると感じています。

修士

倭　和代さん
税理士法人ベルダ
シニア・マネジャー

大学院経営情報学専攻が開設さ
れた1999年から5年間お世話にな
りました。担当教官の篠原能材教
授は数値解析がご専門でしたが、
文理融合した研究を一緒に進め
たいということで、金融工学を二人
三脚で学びました。経済調査の仕
事にこれまで長く携わっています
が、当時学んだ統計学などが役立
つときもあり、学びの機会が得られ
たことに感謝いたしております。

博士

蔭西  義輝さん
徳島経済研究所
上席研究員

在学時の研究過程では、（1）研究対
象を定量的・定性的に把握する方
法、（2）得られた成果を論理的文章
にまとめ発表する方法について丁寧
にご指導いただくとともに、それらを
身につけるための十分な研鑽の場
をご提供いただきました。これらは
普段の社会生活では得難い素晴ら
しい経験でした。現在は研究・教育
の場でこれらの経験を社会に還元
するべく微力を尽くしています。

博士

辻岡  卓さん
本学経営情報学部

メディア情報学科准教授

これまで看護対象者を観察し、感
覚的に捉えていた状態を、博士後
期課程では種々のセンサーで大量
データを取得することで、養育者や
専門職者に客観情報を共有すると
ともに、状態変化を早期予測でき
ることを示し、学会や国費助成報
告会等多くの発表機会を与えてい
ただきました。これらの経験を糧と
して、今後の教育研究活動をより
充実させていきたいと思います。

博士

横関恵美子さん
本学看護学部
看護学科講師

研
究
科
長
か
ら
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学修の集大成として、博士前期課程では修士論文を、博士
後期課程では博士論文を、研究指導教授のもとで仕上げ
ます。その過程で、ものごとの本質を見極め、人に理解を促す
論理的文章にまとめるという、生涯において意義のある重要
な知能を修得することになります。

大学院の学び

本研究科の授業は昼夜開講制で、昼間（14：40～17：50）と
夜間（18：00～21：10）に同一科目を時間割に配置し、どちら
も選択できます。そのため、昼間にお勤めがある人は、夜間
に開設する科目を履修することで単位取得が可能です。また、
ゼミはもとより講義科目であっても教員との距離が近く、
密度の濃いディスカッションが展開されています。

学びの状況

入学手続締切日
8/31（水）消印有効

令和5年1/20（金）消印有効

3/28（火）消印有効

合格発表日
7/30（土）

12/20（火）

3/23（木）

出願期間 試験日
7/23（土）

12/10（土）

3/18（土）

令和4年6/20（月）～7/11（月）必着

11/11（金）～12/2（金）必着

令和5年3/2（木）～3/13（月）必着

期
第Ⅰ期

第Ⅱ期

第Ⅲ期

※令和4年9月入学生の場合は上表の第Ⅰ期に実施します。

●令和5年4月入学生のための試験

入学手続締切日
8/31（木）消印有効

合格発表日
7/28（金）

出願期間 試験日
7/22（土）令和5年6/19（月）～7/10（月）必着

期
第Ⅰ期

●令和5年9月入学生のための試験



研究指導
担当教員 研究指導の内容（例）

池田　充郎 教授 ［博士（工学）］ 映像・情報通信技術

疋田　光伯 教授 ［理学博士］ 経営情報システム、システム最適化

尾崎　圭司 教授 ［博士（工学）］ データベース、コンピュータネットワーク

長沼　次郎 教授 ［博士（工学）］ メディア処理とその実現技術

山本　耕司 教授 ［博士（工学）］ メディア情報学、コンピュータシミュレーション

近藤　明子 准教授 ［博士（工学）］ 都市計画
※研究指導は、博士論文作成の指導を行う。

企業経営学分野
臼井　正樹 教授 専門分野／

研究テーマ／
金融・マクロ経済
金融とマクロ経済の相互依存関係の研究

鈴木雄一郎 教授
専門分野／
研究テーマ／

財務会計学
国際財務報告基準における「意思決定有用性アプローチ」と古典的な「真実利益
アプローチ」の研究

殿崎　正芳 教授
［博士（政策学）］

専門分野／
研究テーマ／

経営学
（1）企業の植物工場事業の戦略に関する研究
（2）企業の社会的責任（CSR）と消費者志向経営に関する研究

疋田　光伯 教授
［理学博士］

専門分野／
研究テーマ／

経営システム工学
最適化手法の開発とその応用に関する研究。応用分野としては景気予測、マーケ
ティング、遺伝子情報解析、インデックスファンド編成等がある

藤井　一郎 教授
専門分野／
研究テーマ／

マーケティング・消費者行動論・企業金融
中小企業の経営戦略・マーケティング戦略に関する研究、及び中小企業と地域金
融機関との関係に関する研究

水口　勝夫 教授
専門分野／
研究テーマ／

租税法
租税法の目的は「租税正義」の実現であり、その両輪となるのが「租税法律主義」と
「租税公平主義」の適正なバランスである。この観点から昨今の租税回避事例そ
の他に関して研究している

大野　宏之 教授 専門分野／
研究テーマ／

スポーツビジネス・スポーツマーケティング
スポーツと地域創生における持続的価値に関する研究

三木田尚美 講師 専門分野／
研究テーマ／

経営学
企業における経営理念と事業活動の関係に関する研究

清水　真人 非常勤講師 専門分野／ 法学

情報学分野
池田　充郎 教授
［博士（工学）］

専門分野／
研究テーマ／

情報数理・映像情報通信
高精細・高臨場感の映像サービス実現に向けた、映像メディア通信・映像符号化
技術を始めとする情報通信技術に関する研究

尾崎　圭司 教授
［博士（工学）］

専門分野／
研究テーマ／

データベース・コンピュータネットワーク
モバイル端末やウェアラブルコンピュータを用いた生活支援に関する研究。（生活
習慣病の予防・改善のための食生活の改善支援や健康な生活を維持するのを支
援するための各種サービスに関する研究）

戸川　　聡 教授
［博士（工学）］

専門分野／
研究テーマ／

情報学・教育工学
（1）マルチクラウドによるeラーニング環境の減災に関する研究
（2）ネットワーク管理における管理者支援環境の構築に関する研究

長沼　次郎 教授
［博士（工学）］

専門分野／

研究テーマ／

並列計算機アーキテクチャ・映像符号化実現技術・大規模システムLSI設計・構成
技術
次世代の高度なメディア情報の通信・蓄積処理を実現するため、メディア情報の
表現技術からその圧縮技術まで、さらにメディア情報のリアルタイム通信技術から
フレキシブル蓄積配信技術まで、ハードウェア/ソフトウェア協調実現技術を踏ま
えたメディアアーキテクチャの研究

山本　耕司 教授
［博士（工学）］

専門分野／
研究テーマ／

メディア情報学
コンテンツ制作による教育実践、映像とICTを活かした地域活性化。コンピュータ
シミュレーション応用

鈴木　直美 准教授
［博士（工学）］

専門分野／
研究テーマ／

情報学
（1）3次元コンピュータグラフィックスを用いたコンテンツ活用による歴史的建造

物の復元及びそのインタラクティブな活用方法に関する研究
（2）動画における一定の建造物の位置確定手法に関する研究
（3）アプリ開発による学生参加型学習の教育実践

辻岡　　卓 准教授
［博士（経営情報学）］

専門分野／
研究テーマ／

都市計画・社会システム工学
都市における様々な問題に対する要因分析・施策立案が中心領域であり、消費者
（住民）の買物行動・交通行動などを人工知能、多変量解析、GIS（地理情報シス
テム）を用いてモデル化し、分析を行っている

細川　康輝 准教授
［博士（工学）］

専門分野／
研究テーマ／

電気電子工学・非線形問題・カオス
カオス発生回路などの発振器の結合系における非線形現象の調査

近藤　　正 非常勤講師
［博士（工学）］

専門分野／ 数理データサイエンス・人工知能

佐野　雅彦 非常勤講師
［博士（工学）］

専門分野／ 計算機アーキテクチャ

公共経営学分野

喜多　三佳 教授
専門分野／
研究テーマ／

基礎法学
狭義の専門は中国法制史（清代の地方行政・裁判）。現代日本のADR等も含め
「紛争の解決」一般に関心を持っている

萩原　八郎 教授
専門分野／
研究テーマ／

都市地理学
都市の上下水道システムと都市経営に関する国内外都市間での比較研究及びブ
ラジル地域研究

小笠原　章 教授
専門分野／
研究テーマ／

地方行財政・地方自治全般
地方公務員制度及び地方財政制度に軸足を置きながら行財政改革・総合計画・政策
評価、さらには保健・福祉・医療・商工・労働・観光・情報等幅広く喫緊の課題を研究

稲倉　典子 准教授
［博士（社会経済）］

専門分野／
研究テーマ／

応用ミクロ計量経済学
健康格差に関する経済学的研究

近藤　明子 准教授
［博士（工学）］

専門分野／
研究テーマ／

国土計画・都市計画・まちづくり
人口減少・少子高齢化時代の地域活性化・維持の基礎となる地域間人口移動と
地域間交流に関する研究

石田　和之 非常勤講師
［博士（商学）］

専門分野／ 財政学

林　健太郎 非常勤講師
［公認会計士］

専門分野／ 管理会計・公会計

※教員組織は令和4年度のものを示す。

博士後期課程の授業科目は「特別研究」であり、1科目2単位です。博士後期
課程を修了するには3年以上在学し、「特別研究」を8単位以上修得し、博士
論文の審査・最終試験に合格する必要があります。
「特別研究」は、経営学分野に11科目22単位、経営情報学分野に8科目16単
位を開設しており、これら38単位の中から自身の研究に有用な8単位分の科
目を選択し、在籍する3年間に履修して単位修得します。

経営学特論、経営戦略特
論、税法特論など、企業
経営に関係する理論的・
実践的科目群を配置。

企業経営学
分野

G r a d u a t e  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e

ますます複雑化する社会経済と情報化の波に対応するため、企業経営・公共経営・公共政策・情報技術及びこれらの融合分野で
現代社会が求める高度な専門の職業人を育成します。

複雑化する経営環境と高度化する
デジタル変革社会に対応するために

講義風景［統計データ分析特論］

ゼミ風景［特別演習］

データサイエンス特論、情報
ネットワーク特論、情報セ
キュリティシステム特論など、
ビジネス社会の基盤として
深く浸透し、ますます重要性
の高まる情報学に関係する
科目群を配置。

情報学分野

➡博士前期課程 ●授与される学位…修士（経営情報学） ➡博士後期課程 ●授与される学位…博士（経営情報学）

○昼夜開講制で、働きながらの就学が可能です。
○論文執筆のための科目以外は全て選択科目であり、自身の興味や必要性に応じて自由に履修科目を選択できます。
○どの授業も双方向のゼミ形式で進められ、全員が参加するアクティブラーニングです。論文作成では特にマンツーマ
ンでの研究指導が受けられます。教員との距離が近く、満足のいく学修が実現します。

○学部開設科目を無料で受講でき、高性能な情報機器や施設設備を有効に活用することができます。
○博士前期課程を修了すると修士の学位が取得できます。また、その後も博士後期課程でさらに研究を継続すること
ができ、専門分野を極めることで博士の学位取得につながります。

○文部科学省の「職業実践力育成プログラム（BP）」の認定を受けたカリキュラムの受講により、四国大学認定資格である四国大学大学院税務・会計
エキスパート、四国大学大学院数理・データサイエンス・AIエキスパートが取得できます。

○博士前期課程では、就学期間を延長する長期履修制度があり、2年間の学費で3年間かけて学修できます。また、授業料追加が必要ですが、履修期間
を4年間として計画することもできます。

経営情報学

○博士論文執筆のための研究分野

注目分
野!!

地域経営論、地域行政課
題特論、統計学特論など、
公共経営・公共政策に関
係する科目群を配置。

公共経営学
分野

➡大学院における研究と博士論文について

博士論文は、以下の4つのポイントを踏まえた学術論文として執筆すること
になります。1つ目には研究テーマの適切性です。研究目的が明確で当該分
野の課題を踏まえ、社会的意義を有する適切な研究テーマが設定されて
いることが求められます。2つ目は研究方法の妥当性です。研究目的を達成
するための研究方法が学術研究倫理の理解と遵守に基づいて妥当であ
り、指導教授の助言・指導を受けながら主体的に行われていることが求め
られます。さらに、3つ目は、研究内容の独創性です。研究内容は、関連する
研究動向の把握や文献調査が十分に行われ、関連研究との関係や相違
を明確にして自らの研究の新規性・重要性を示す独創的なものであること

が求められます。そして、4つ目は、論旨の妥当性です。一貫した論旨展開によ
り、明確かつ実証性を有した結論が提示されていることが求められます。
博士論文をまとめる際にもう一つ重要なことは、自身の研究内容を関連す
る学会を通じて発表し、他の研究者の意見に傾聴することです。そして、そ
こで議論し導いた成果を学会論文として投稿することで、学術的な意義を
より深く問い、一般性のある論文として完成させることが期待できます。その
過程では、論文の内容を明確にプレゼンテーションし、質疑応答に的確に
対応できる素養が身につくため、自立した研究者として活動が可能な本研
究科の博士学位取得者にふさわしい識見と能力を有することになります。

➡研究科概要

研究科の特徴1

教育研究分野（博士前期課程）2

高等学校教諭専修免許状（商業）（情報）
学部開設科目の受講により、全国大学実務教育協会認定の
上級情報処理士、上級ビジネス実務士、プレゼンテーション
実務士、ウェブデザイン実務士も取得可能

取得可能な免許資格 在学生の声
POINT!!

POINT!!
行政や統計が学べます!!

あらゆる分野で不可欠なIoT、AI等を
活かしたSociety5.0社会に対応する
人材育成を目指しています。

税理士試験は、税法に属する科目（所得税法・法
人税法・相続税法など9科目）の中から選択する
3科目及び会計学のうち簿記論と財務諸表論の
2科目を合わせた5科目に合格しなければなりま
せん。しかし、大学院で税法に属する科目等に関
する研究により、修士の学位を授与された者で
税理士試験の税法に関する3科目のうちいずれ
か1科目に合格した者については、他の2科目の
税法科目は免除されます。また会計学に属する
科目等に関する研究により修士の学位を授与さ
れた者で、税理士試験の会計学に関する2科目
のうち1科目に合格した者については他の会計学
科目は免除されます。なお修士の学位が免除の
対象となる研究に関するものであるかどうかにつ
いて、国税審議会が認定することになっています。

税理士試験科目免除

研究のおもしろさを実感

学際的かつ複合的分野の研究指導体制と魅力的なカリキュラム
により、高い専門知識と研究能力を有するとともに、多方面に適応
できる能力を持った視野の広い人材を育成しています。
経営学分野と経営情報学分野に開設する科目群から必要な単
位を取得するとともに、研究指導担当教員の指導を受けて作成し
た博士論文を提出し、その審査及び試験に合格すると「博士（経
営情報学）」の学位が授与されます。

○研究指導体制

私は地域の課題解決に映像コンテンツを活用す
ることを教育・研究しています。
近年、コロナの影響により地方の観光業界は大
きな打撃を受けていますが、そんな観光業界が活
気づくような地域コンテンツを活かした仕組みづ
くりを考え、地域の観光産業の活性に役立つ研
究を行いたいと思い、本学研究科への進学を決
めました。

△

山本耕司教授

後期課程1年

田中有里さん

町議会議員になったことをきっか
けに、地方自治について深く研究
したいと思い、四国大学大学院
に入学しました。仕事をしながら
大学に通うのは、正直大変です。
しかし、自分が知りたい分野を専
門的に教えて頂ける。そこが大学
院の素晴らしいところで、50歳を
過ぎての入学ですが、学ぶことが
楽しいです。

△

本田利広教授

前期課程2年

米本義博さん

講義では様々な論点がある判例
を解説して頂き、法文を読んだだ
けでは分からない、その時代背景
や変遷、法文に込められた意図
を教授から学びました。論文作成
にあたっても熱心な指導と豊富
な知識から、的確なアドバイスを
頂けるので安心して作業を進め
ることができています。△

水口勝夫教授

前期課程2年

神村嘉拓さん

在学生の声 研究のおもしろさを実感

博士後期課程での学びと研究の成果は、最終的に博士学位論文にまとめ
ることになります。そして、その論文は、厳しい審査を受け、合格すると博士
号の取得につながります。
博士号を取得するメリットは、

❶その分野の研究者として認知されること
❷大学の教員になる場合、条件とされることが多い
❸高い専門性や研究スキルを有しているとみなされ、研究機関の研究
者になる道が拓けること

❹研究によって得た幅広い知識や、世界を見渡す視野を活かし、選択
肢を広げられること

などが挙げられます。
そして何よりも、専門家として高く評価され、さらにその道で研究を深めて
いく心の礎になることでしょう。

博士号という学位を取得するメリット

博士後期課程の授業について

博士前期課程の授業科目は「特論」であり、1科目2単位で
す。博士前期課程を修了するには2年以上在学し、「特論」
を22単位以上と、ゼミと呼ばれる特別演習8単位を修得し、
修士論文の審査・最終試験に合格する必要があります。
「特論」は、企業経営分野に34単位、公共経営分野に24単
位、情報学分野に32単位を開設しており、これら90単位の
中から興味・関心のある22単位分の科目を選択し、在籍す
る2年間に履修して単位取得します。

博士前期課程の授業について

医療・経済・農業など、様 な々分野
で注目されているVR、AR、IoT、AI
といったICTの新技術がこの情報
学分野で学べます。

実務家教員による様 な々実務事例
をもとに、ゼミ形式で行われる講義
は、社会人学生にとっては絶好の
生きた学びの宝庫です!

➡社会との連携

人生100年時代が近づき、誰もが60年間くらい働くような時代が来ようと
しています。その間に、社会環境やシステムは大きく変貌することから、
社会へ出た後も「学び直し」を何度も繰り返す必要が出てくるに違いあり
ません。本研究科は社会との連携で、社会人が学び易い環境を整え、
社会ニーズを捉えることで、社会人の学びに高い価値を付加しています。

徳島経済同友会、徳島県商工会連合会、徳島県商工会議所連合会、徳島県中小
企業団体中央会、徳島県経営者協会、徳島県情報産業協会、徳島県中小企業家
同友会、徳島ドローン協会、その他企業、病院、学校など

連携する経済団体


