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国際マネジメント研究科 博士前期課程 

  

１１  ２２００２２３３年年度度  入入学学試試験験概概要要  

 第１期募集 第２期募集 

募集人員 １４名 若干名 

出願期間 

２０２２年 ９月１２日（月） 

     ～ ９月１４日（水） 

※消印有効 

２０２３年 １月 ４日（水） 

    ～ １月 ６日（金） 

※※必必着着  

事前審査書類提出締切日 

※該当者のみ 
２０２２年 ７月２９日（金） ２０２２年１２月 ２日（金） 

選抜方法 

【第１期募集】【第２期募集】共通 

（1）論文試験 

以下の 12科目中１科目を選択 

＜経営学＞ 経営管理論、マーケティング論、ビジネス法務、 

Management、Marketing 

＜会計学＞ 財務会計論、管理会計論、租税法 

＜経済学＞ マクロ経済学、ミクロ経済学、Macroeconomics、 

Microeconomics 

  ※英文で出題する科目は英語で解答すること。 

（2）口述試験 

なお、【第２期募集】において、入学志願者数が 2200名名を超えた場合、

論文試験の成績により第第１１段段階階選選抜抜を行い、その合格者に対し口述試

験を実施する２段階選抜を行うことがあります。 

試験場 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

試験日 ２０２２年１０月１２日（水） ２０２３年 ２月 ３日（金） 

合格発表日 ２０２２年１０月２８日（金） ２０２３年 ２月１７日（金） 

入学手続期間 

（郵送のみ） 

２０２２年１１月 ７日（月） 

～１１月 ９日（水） 

（１１月 ９日消印有効） 

（１０月２８日（金）～ 

      入学金等納入可） 

２０２３年 ２月２７日（月） 

     ～ ３月 １日（水） 

（３月 １日消印有効） 

（２月１７日（金）～ 

      入学金等納入可） 

授与学位 修士（経営学）または修士（経済学） 
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２２  出出願願資資格格（（第第１１期期募募集集、、第第２２期期募募集集  共共通通））  

  次の項目のいずれかに該当する者 

（１）日本において４年制大学を卒業した者または 2023年３月 31日までに卒業見込みの者 

（２）外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者または 2023年３月 31日までに修了見込

みの者 

（３）文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第５号参照） 

（４）本研究科において、個別の入学審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

た者で、2023年４月１日時点で 22歳以上の者 

[注１]  第２期募集で出願する外国籍の方は、出願時点で日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。 

【重要・注意事項】 

（１）入学手続時点で在留期間（満了日）が 2023年 3月 31 日までない場合は、在留期間更新の必要があります。合

格後速やかに現在の所属機関（日本語学校等）にて在留更新手続を行ってください。 

（２）なお、入学手続の際に在留期間（満了日）が 2023年 3 月 31 日までなく、更新手続も行っていない方は、合格

しても本学へ入学ができない場合があります。 

[注２] 上記「（４）」で出願しようとする者は、事前審査を行いますので、必要書類を取り揃え、下記期日までに 

アドミッションズセンターまで提出してください。 

【第１期募集】２０２２年 ７月２９日（金） 

【第２期募集】２０２２年１２月 ２日（金） 

〔郵送受付〕以下の必要書類を定型外角形２号の封筒（この要項に添付している封筒とは別に

各自、用意する）に入れ、「国際マネジメント研究科博士前期課程事前審査書類在

中」と朱書きの上、簡易書留郵便で期限までに必着扱いで送付してください。 

<提出先>〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸２２－２ 

          横浜市立大学アドミッションズセンター 

〔必要書類〕①入学資格審査申請書 ＜本学所定のものを Webサイトからダウンロード 

【https://www.yokohama-cu.ac.jp/int_manage/】＞ 

          ②検定料（￥30,000）の振替払込受付証明書（ゆうちょ銀行の窓口で納付し、控

えとして受け取ったものを申請書に貼付） 

③希望専攻分野に関する研究論文（日本文の場合は２万字以上、英文の場合はＡ

４サイズの用紙 10枚程度と、日本語で 1,000字程度の要約を添付してください。） 

④最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書＜厳封＞ 

⑤研究計画書 

〔注〕資格が認められた場合には、その旨の通知と検定料が納付済みの証明書をお送りしますので、本出願の

際にはその証明書を用いてください。あらためて検定料を納付する必要はありません。資格が認められな

かった場合には、納付済みの検定料より 5 千円を控除して、2 万 5 千円を返金いたします。 

    〔審査結果〕事前審査の結果は、下記日程までに本人宛に通知します。 

【第１期募集】２０２２年 ８月１９日（金） 

【第２期募集】２０２２年１２月２３日（金） 

３３  出出願願手手続続  

（１）出願期間 

    【第１期募集】２０２２年 ９月１２日（月）～９月１４日（水）消印有効 

    【第２期募集】２０２３年 １月 ４日（水）～１月 ６日（金）※※必必着着  
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（２）提出方法 

   出願書類を一括して、本要項巻末に綴じ込んである所定の封筒に同封のうえ、簡易書留（速達）

郵便で郵送してください。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出を原則とします。 
４４  入入学学検検定定料料（（第第１１期期募募集集、、第第２２期期募募集集  共共通通））  

  ３０，０００円 

※納入された入学検定料は、返還いたしません。 

５５  出出願願書書類類（（第第１１期期募募集集、、第第２２期期募募集集  共共通通））  

出願書類 注意事項 

入学願書および受験票 
所定の用紙に、出願受付日の前３か月以内に撮影した、上半身・脱帽・縦４cm

×横３cm の写真を貼付してください。(裏面に氏名を記入)。 

成績証明書 
出身大学または在籍大学作成のうえ、厳封されたもの。（写しは不可） 

※厳封されていない書類については、出願書類として認められません。 

※本人による封印（厳封）は無効 

卒業（見込）証明書 
出身大学または在籍大学作成のうえ、厳封されたもの。（写しは不可） 

※厳封されていない書類については、出願書類として認められません。 

※本人による封印（厳封）は無効 

研究計画書 
Ａ４サイズの用紙に、これまでの学習内容と入学後の研究計画を合わせて 2,000

字以上（１ページあたり 1,500 字程度）記入してください。 

在学中の状況および所見 所定の用紙に、在学中の指導教員が記入したもの。 

英語資格のスコア等の 

証明書の原本 

TOEIC、TOEFL、IELTS（アカデミック・モジュール）、または英検の公式な成績

証明書の原本。 

※証明書提出の際の注意事項についても確認すること。（６ページ参照） 

（ただし TOEFL-ITP、TOEIC-IP を除く） 

（２０２０年４月１日以降に受検した資格のみ有効とします） 

日本語能力試験 NN１１ままたたはは    

NN２２合格の証明書の原本 

＜外国人出願者のみ＞ 

日本語能力試験 NN１１ままたたはは NN２２合格の公式な証明書の原本 

ただし、日本の高校、大学（大学院）を卒業（修了）した者及び卒業（修了）見

込みの者(編入者を除く)は提出不要。 

入学検定料の郵便 

振替払込受付証明書 

入学検定料３万円を所定の払込票によりゆうちょ銀行(郵便局)で納付し、領収

印を受けた振替払込受付証明書（払込用紙の一番右）を出願書類の所定の箇所

に貼付してください。 

※事前審査にて納付済みの場合は不要 

返信用封筒 
所定の封筒（長３）１通（受験票送付用）に郵便番号・住所・氏名を明記のう

え、344 円分の切手を貼付してください。 

あて名ラベル ２枚（所定のラベルに住所・氏名を明記したもの）※「様」は消さないでください。 

その他 

・現在、日本国に在住している外国人は、下記①②を提出すること。 

①①パパススポポーートト（（顔顔写写真真ののああるるペペーージジ））ののココピピーー  

②②在在留留カカーードドのの両両面面ココピピーー  

※日本国に在住していない外国人は、①パスポート（顔写真のあるページ）

のコピー。（第１期募集のみ） 

・出願資格「（３）」に該当する者は、それを証明する書類 

 [注１] 第２期募集で出願する外国籍の方は、出願時点で日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者と

します。 

【重要・注意事項】 

（１）入学手続時点で在留期間（満了日）が 2023 年 3 月 31 日までない場合は、在留期間更新の必要があり 

ます。合格後速やかに現在の所属機関（日本語学校等）にて在留更新手続を行ってください。 

（２）なお、入学手続の際に在留期間（満了日）が 2023 年 3 月 31 日までなく、更新手続も行っていない方 

は、合格しても本学へ入学ができない場合があります。 

 [注２] 「在学中の状況および所見」、「TOEFL、TOEIC または英検等の公式な成績証明書の原本」、「日本語能

力試験 N1 または N2 合格の証明書の原本」ついては、可能な限り提出してください。 
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６６  選選抜抜方方法法  

  論文試験、口述試験および出願書類の審査を総合して選考します。 

【第２期募集】において、入学志願者数が 20名を超えた場合、論文試験の成績により第１ 

段階選抜を行い、その合格者に対し口述試験を実施する２段階選抜を行うことがあります。 

７７  試試験験期期日日おおよよびび試試験験科科目目  

【第１期募集】２０２２年１０月１２日（水）  

         論文試験   ９：３０～１１：００ 

         口述試験  １３：００～ 

  【第２期募集】２０２３年 ２月 ３日（金） 

         論文試験   ９：３０～１１：００ 

         口述試験  １４：００～（予定） 

論文試験は、以下の 12科目中１科目を選択 
 
＜経営学＞ 経営管理論、マーケティング論、ビジネス法務、Management、Marketing 
＜会計学＞ 財務会計論、管理会計論、租税法 
＜経済学＞ マクロ経済学、ミクロ経済学、Macroeconomics、Microeconomics 

※選択する科目は、志望する専門領域（経営学、会計学、経済学）に属する科目であること。 
※英文で出題する科目は英語で解答すること。 

  

８８  試試験験会会場場  

  横浜市立大学金沢八景キャンパス 

９９  合合格格発発表表  

（１）日時 

   【第１期募集】２０２２年１０月２８日（金）１１時 

   【第２期募集】２０２３年 ２月１７日（金）１１時 

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学Webサイト（https://www.yokohama-cu.ac.jp）で掲載します。 

（３）その他 

  ア 発表後、合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。 

[注１] 第１期合格者で１１月２日（水）までに合格通知書が届かない場合は必ずアドミッション

ズセンターあてに連絡してください。 

[注２] 第２期合格者で２月２２日（水）までに合格通知書が届かない場合は必ずアドミッション

ズセンターあてに連絡してください。 

イ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。 

ウ 出願書類に虚偽の記載があった場合には、合格を取り消します。 

1100  入入学学手手続続  

（１）入学手続期間 

  【第１期募集合格者】 ２０２２年１１月 ７日（月）～ １１月 ９日（水）消印有効 

      （入学金等納入金の入金可能期間：１０月２８日（金）～１１月 ９日（水）） 

  【第２期募集合格者】 ２０２３年 ２月２７日（月）～ ３月 １日（水）消印有効 

       （入学金等納入金の入金可能期間： ２月１７日（金）～ ３月 １日（水）） 
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＜経済学＞ マクロ経済学、ミクロ経済学、Macroeconomics、Microeconomics 

※選択する科目は、志望する専門領域（経営学、会計学、経済学）に属する科目であること。 
※英文で出題する科目は英語で解答すること。 

  

８８  試試験験会会場場  

  横浜市立大学金沢八景キャンパス 

９９  合合格格発発表表  

（１）日時 

   【第１期募集】２０２２年１０月２８日（金）１１時 

   【第２期募集】２０２３年 ２月１７日（金）１１時 

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学Webサイト（https://www.yokohama-cu.ac.jp）で掲載します。 

（３）その他 

  ア 発表後、合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。 

[注１] 第１期合格者で１１月２日（水）までに合格通知書が届かない場合は必ずアドミッション

ズセンターあてに連絡してください。 

[注２] 第２期合格者で２月２２日（水）までに合格通知書が届かない場合は必ずアドミッション

ズセンターあてに連絡してください。 

イ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。 

ウ 出願書類に虚偽の記載があった場合には、合格を取り消します。 

1100  入入学学手手続続  

（１）入学手続期間 

  【第１期募集合格者】 ２０２２年１１月 ７日（月）～ １１月 ９日（水）消印有効 

      （入学金等納入金の入金可能期間：１０月２８日（金）～１１月 ９日（水）） 

  【第２期募集合格者】 ２０２３年 ２月２７日（月）～ ３月 １日（水）消印有効 

       （入学金等納入金の入金可能期間： ２月１７日（金）～ ３月 １日（水）） 
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（２）入学金 

   市内出身者および横浜市立大学卒業生  １４１，０００円 

   市外出身者              ２８２，０００円 

[注１] 入学金は 2022年度の金額です。金額について改定する場合があります。 

また入学金が改定された場合は、改定後の金額が適用されます。 

[注２] 納入された入学金は、返還いたしません。 

    ※詳細は、合格者に送付する入学手続書類で確認してください。 

[注３] 手続期間内に入学手続を完了しないと入学が許可されませんので、十分注意してください。 

[注４] 横浜市立大学研究生は、横浜市立大学卒業生には該当しません。 

[注５] 「市内出身者」とは、入学の日の１年以上前（2022年４月１日以前）から引き続き横浜

市内に本人または扶養義務者が住所を有する者をいいます。 

1111  そそのの他他のの納納入入金金  

本学の学術・研究・学生生活の充実や福利厚生の向上を目的とした活動を行う各団体の会費等の納

入金があります。（入学手続時に納入していただきます） 

（１）学術研究会費  ２，０００円 

（２）後援会費   ３０，０００円 

 

1122  授授業業料料  

年額５３５，８００円 

※授業料は 2022年度の金額です。金額について改定する場合があります。本学入学後に授業料が改

定された場合は、改定後の授業料が適用されます。 

  

1133  長長期期履履修修制制度度ににつついいてて  

（１）長期履修制度とは 

   横浜市立大学大学院学則および同長期履修学生規程に基づき、職業を有するため修業年限を超え

て一定期間延長して計画的に教育課程を履修できる制度です。本人の申請に基づき、研究科におけ

る審査・承認を経て、学長の許可により長期履修学生となります。 

（２）資格 

   次のいずれにも該当する者 

   ア 職業を有し、かつ特段の事情を有する者 

イ 修業年限の前年度までの者 

（３）在学期間 

   大学院学則第７条に定める在学期間以内 

   （国際マネジメント研究科博士前期課程 ４年以内（休学期間を除く）） 

（４）授業料 

   ア 修業年限の期間 … 通常の授業料 

   イ 修業年限以降の長期履修学生としての履修期間 … 通常の授業料の 20％相当額を負担 

  【例】国際マネジメント研究科博士前期課程（以下の年数に休学期間は含みません） 

     １年目～２年目 … 通常の授業料 

     ３年目以降の長期履修学生として許可された期間 … 通常の授業料の 20％相当額を負担 

[注] 授業料減免年度ごとに、減免申請および在職が確認できる証明書の提出が必要となります。 
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1144  注注意意事事項項  

（１）論文試験および口述試験には、必ず受験票を携帯してください。 

（２）出願手続後の提出書類の内容変更は認められません。また、提出された書類は返却しません。 

（３）各種証明書は、原本に限ります。 

（４）英語資格のスコア等の提出については、以下の点にご注意ください。 

・TOEIC のスコアを利用する場合、「Official Score Certificate/Report」を提出してください。 

・TOEFL のスコアを利用する場合、実施機関から「Official Score Report」を本学に直送するよう

手配してください。横浜市立大学のコード番号は「0416」です。送付には日数がかかりますの

で、余裕をもって手配してください。 

・IELTS のスコアを利用する場合、「Test Report Form」を本学に直送するよう手配してください。 

送付には日数がかかりますので、余裕をもって手配してください。 

（５）本試験に関する変更等が生じた場合は、直ちに出願者に通知します。 

（６）試験当日に、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ・麻疹等）に

罹患し、治癒していない受験者は、他の受験者への感染のおそれがあるため、原則受験することが

できません。なお、追試験等の特別措置は行いませんので、感染予防・健康管理に十分ご留意くだ

さい。 

（７）2023 年３月 31 日までに卒業見込みの方は、在籍大学を卒業後、卒業証明書および成績証明書を

2023年３月 24日（金）までにアドミッションズセンターへ提出してください（横浜市立大学卒業生

は不要）。在籍の大学を卒業できなかった場合は、入学資格を失います。 

（８）特定の教員に希望が集中した場合など、希望した教員が主指導教員とならない可能性がありま

す。予めご了承ください。 

 

1155  入入学学辞辞退退  

入学手続完了後、やむを得ない事情で入学を辞退する場合は、「入学辞退届」の提出が必要です。こ

の場合、2023年３月 31日（金）午後５時までにアドミッションズセンターまで連絡してください

（土・日・祝日を除く）。辞退手続きを完了された方には、入学金を除く既納入金を返還します。 

2023年４月１日をもって学籍が発生します。３月 31日（金）午後５時までに連絡がない場合は、授

業料等の納入金を納めなくてはなりませんので、注意してください。 

 

1166  問問いい合合わわせせ先先  

  国際マネジメント研究科 白石小百合 045-787-2138（学問研究分野について） 

  アドミッションズセンター      045-787-2054（日程・会場等について） 

  教育推進課（教務担当）       045-787-8946（シラバス・入学後の課程について） 
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国際マネジメント研究科博士前期課程 研究指導担当教員紹介 

教教員員名名  教教育育研研究究内内容容  授授与与学学位位  
論論文文試試験験

分分  野野  

芦澤 美智子 ビジネス・マネジメント 経営学 経営学 

大澤 正俊 ビジネス法務 経営学 経営学 

柴田 典子 マーケティング 経営学 経営学 

高橋 隆幸 国際租税法 経営学 会計学 

張 櫻馨 国際財務会計 経営学 会計学 

中條 祐介 企業分析 経営学 会計学 

長畑 周史 コーポレート・ガバナンス 経営学 経営学 

原 広司 ソーシャル・イノベーション 経営学 経営学 

藤﨑 晴彦 戦略管理会計 経営学 会計学 

三浦 敬 簿記システム 経営学 会計学 

山藤 竜太郎 グローバル・マネジメント 経営学 経営学 

吉永 崇史 グローバル・オーガニゼーションズ 経営学 経営学 

岩佐 朋子 イノベーションの経済学 経済学 経済学 

太田 塁 国際貿易論 経済学 経済学 

大塚 章弘 都市経済学 経済学 経済学 

康 聖一 ミクロ経済学 経済学 経済学 

鞠 重鎬 財政学 経済学 経済学 

坂口 利裕 数量分析 経済学 経済学 

白石 小百合 数量分析 経済学 経済学 

随 清遠 金融論 経済学 経済学 

中園 善行 マクロ経済学 経済学 経済学 

中村 祐太 ゲーム理論 経済学 経済学 

和田 淳一郎 公共政策 経済学 経済学 

（２０２２年５月１日現在） 
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国際マネジメント研究科 博士後期課程 

 

１１  ２２００２２３３年年度度  入入学学試試験験概概要要  

募集人員 ３名 

出願期間 ２０２３年 １月 ４日（水）～ １月 ６日（金） ※※必必着着 

事前審査書類提出締切日 

※該当者のみ 
２０２２年１２月 ２日（金） 

選抜方法 口述試験 

試験場 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

試験日 ２０２３年 ２月 ３日（金） 

合格発表日 ２０２３年 ２月１７日（金） 

入学手続期間 

（郵送のみ） 

２０２３年 ２月２７日（月）～ ３月 １日（水） 

（３月 １日消印有効） 

（２月１７日（金）～入学金等納入可） 

授与学位 博士（経営学）または博士（経済学） 
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２２  出出願願資資格格  

  次の項目のいずれかに該当する者 

（１）修士の学位を授与された者または 2023年３月 31日までに修士の学位を授与される見込みの者  

（２）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または 2023年３月 31日までに授与さ

れる見込みの者  

（３）文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第 118号参照） 

（４）本研究科において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

[注１] 外国籍の方は、出願時点で日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。 

【重要・注意事項】 

（１）入学手続時点で在留期間（満了日）が 2023年 3月 31 日までない場合は、在留期間更新の必要があります。合

格後速やかに現在の所属機関（日本語学校等）にて在留更新手続を行ってください。 

（２）なお、入学手続の際に在留期間（満了日）が 2023年 3 月 31 日までなく、更新手続も行っていない方は、合格

しても本学へ入学ができない場合があります。 

[注２] 上記「（３）および（４）の者は、事前審査を行いますので必要書類を取り揃え、下記期日までにアドミッショ

ンズセンターまで提出してください。 

  〔期 日〕２０２２年１２月２日（金） 

〔郵送受付〕以下の必要書類を定型外角形２号の封筒（この要項に添付している封筒とは別に

各自、用意する）に入れ、「国際マネジメント研究科博士後期課程事前審査書類在

中」と朱書きの上、簡易書留郵便で期限までに必着扱いで、送付してください。 

<提出先>〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸２２－２ 

              横浜市立大学アドミッションズセンター 

〔必要書類〕①入学資格審査申請書 ＜本学所定のものを Webサイトからダウンロード 

【https://www.yokohama-cu.ac.jp/int_manage/】＞ 

          ②検定料（￥30,000）の振替払込受付証明書（ゆうちょ銀行の窓口で納付し、控

えとして受け取ったものを申請書に貼付） 

③希望専攻分野に関する研究論文（日本文の場合は２万字以上、英文の場合はＡ

４サイズの用紙 10枚程度と、日本語で 1,000字程度の要約を添付してください。） 

④最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書＜厳封＞ 

⑤研究計画書 

［注］資格が認められた場合には、その旨の通知と検定料が納付済みの証明書をお送りしますので、本出願の

際にはその証明書を用いてください。あらためて検定料を納付する必要はありません。資格が認められな

かった場合には、納付済みの検定料より 5 千円を控除して、2 万 5 千円を返金いたします。 

 

〔審査結果〕事前審査結果は、下記日程までに本人宛に通知します。 

    ２０２２年１２月２３日（金） 

３３  出出願願手手続続  

（１）出願期間 

   ２０２３年１月４日（水）～１月６日（金）※※必必着着  

（２）提出方法 

   出願書類を一括して、本要項巻末に綴じ込んである所定の封筒に同封のうえ、簡易書留（速達）

郵便で郵送してください。 
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   ※すべての出願書類が出願締切日までに揃わない場合、出願することはできません。 

４４  入入学学検検定定料料  

  ３０，０００円 

[注１] 2023年３月に本学国際マネジメント研究科博士前期課程修了見込み者は免除されます。 

[注２] 納入された入学検定料は、返還いたしません。 

５５  出出願願書書類類  

出願書類 注意事項 

入学願書および受験票 
所定の用紙に、出願受付日の前３か月以内に撮影した、上半身・脱帽・縦４

cm×横３cm の写真を貼付してください。(裏面に氏名を記入)。 

成績証明書 

出身大学大学院または在籍大学大学院作成のうえ、厳封されたもの。 

（写しは不可）  

※厳封されていない書類については、出願書類として認められません。 

※本人による封印(厳封)は無効 

修了（見込）証明書 

出身大学大学院または在籍大学大学院作成のうえ、厳封されたもの。 

（写しは不可） 

※厳封されていない書類については、出願書類として認められません。 

※本人による封印(厳封)は無効 

修士論文（またはそれに 

相当する論文）および要旨 

各６部。 

（論文が日本文または英文以外のものは和訳を添付してください） 

要旨は日本文 2,000 字以内。 

（Ａ４サイズの用紙,ＰＣで作成したもの） 

研究計画書 

（入学後の研究計画） 

各６部。要旨は日本文 2,000 字以内 

（Ａ４サイズの用紙,ＰＣで作成したもの） 

英語資格のスコア等の 

証明書原本 

TOEIC、TOEFL、IELTS（アカデミック・モジュール）、いずれかの成績証明書

の原本。 

※証明書提出の際の注意事項についても確認すること。（１２ページ参照） 

（ただし TOEFL-ITP、TOEIC-IP を除く） 

（２０２０年４月１日以降に受検した資格のみ有効とします） 

在学中の状況および所見 所定の用紙に、在学中の指導教員が記入したもの。 

入学検定料の郵便 

振替払込受付証明書 

入学検定料３万円を所定の払込票により、ゆうちょ銀行（郵便局）で納付

し、領収印を受けた振替払込受付証明書（払込用紙の一番右）を出願書類の

所定の箇所に貼付してください。なお、払込手数料は本人負担となります。 

※事前審査にて納付済みの場合は不要 

返信用封筒 
所定の封筒（長３）１通（受験票送付用）に郵便番号・住所・氏名を明記の

うえ、344 円分の切手を貼付してください。 

あて名ラベル ２枚（所定のラベルに住所・氏名を明記したもの）※「様」は消さないでください。 

その他 

・現在、日本国に在住している外国人は、下記①②を提出すること。 

①パスポート（顔写真のあるページ）のコピー 

②在留カードの両面コピー 

・出願資格「（３）」に該当する者は、それを証明する書類 

[注１] 外国籍の方は、出願時点で日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。 

【重要・注意事項】 

（１）入学手続時点で在留期間（満了日）が 2023年 3月 31 日までない場合は、在留期間更新の必要があります。合

格後速やかに現在の所属機関（日本語学校等）にて在留更新手続を行ってください。 

（２）なお、入学手続の際に在留期間（満了日）が 2023年 3 月 31 日までなく、更新手続も行っていない方は、合格

しても本学へ入学ができない場合があります。 

 [注２] 「在学中の状況および所見」については、可能な限り提出してください。 

[注３] 本研究科における出願資格審査により資格認定を受けた者は、出願資格認定書を提出してく

ださい。 
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   ※すべての出願書類が出願締切日までに揃わない場合、出願することはできません。 
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の原本。 

※証明書提出の際の注意事項についても確認すること。（１２ページ参照） 
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（１）入学手続時点で在留期間（満了日）が 2023年 3月 31 日までない場合は、在留期間更新の必要があります。合
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[注３] 本研究科における出願資格審査により資格認定を受けた者は、出願資格認定書を提出してく

ださい。 
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６６  選選抜抜方方法法 

  口述試験および出願書類の審査を総合して判定します。 

７７  試試験験期期日日おおよよびび試試験験科科目目  

２０２３年２月３日（金） 

【試験科目】 

 口述試験             １４：００～（予定） 

  

８８  試試験験会会場場  

  横浜市立大学金沢八景キャンパス 

 

９９  合合格格発発表表  

（１）日時 

   ２０２３年２月１７日（金）１１時 

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学 Webサイト（https://www.yokohama-cu.ac.jp）で掲載します。 

（３）その他 

  ア 発表後、合格者には合格通知書を送付します。 

[注] ２月２２日（水）までに合格通知書が届かない場合は必ずアドミッションズセンターあてに

連絡してください。 

イ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。 

ウ 出願書類に虚偽の記載があった場合には、合格を取り消します。 

  

1100  入入学学手手続続  

  合格者には、合格通知書と入学手続書類を郵送します。 

（１）入学手続期間 

   ２０２３年２月２７日（月）～３月１日（水）消印有効 

（入学金等納入金の入金可能期間：２月１７日（金）～３月１日（水）） 

（２）入学金 

   市内出身者および横浜市立大学卒業生  １４１，０００円 

   市外出身者              ２８２，０００円 

[注１] 2023年３月に本学国際マネジメント研究科博士前期課程修了見込み者は免除されます。 

[注２] 入学金は 2022年度の金額です。金額について改定する場合があります。 

入学金が改定された場合は、改定後の金額が適用されます。 

[注３] 納入された入学金は、返還いたしません。 

    ※詳細は、合格者に送付する入学手続書類で確認してください。 

[注４] 手続期間内に入学手続を完了しないと入学が許可されませんので、十分注意してください。 

[注５] 「市内出身者」とは、入学の日の１年以上前（2022年４月１日以前）から引き続き横浜

市内に本人または扶養義務者が住所を有する者をいいます。 

1111  そそのの他他のの納納入入金金  

本学の学術・研究・学生生活の充実や福利厚生の向上を目的とした活動を行う各団体の会費等の納

入金があります。（入学手続時に納入していただきます） 
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（１）学術研究会費  ２，０００円 

（２）後援会費   ３０，０００円（本学博士前期課程からの進学者は、２０，０００円） 

  

1122  授授業業料料  

年額５３５，８００円 

※授業料は 2022年度の金額です。金額について改定する場合があります。本学入学後に授業料が改

定された場合は、改定後の授業料が適用されます。 

 

1133  長長期期履履修修制制度度ににつついいてて  

（１）長期履修制度とは 

   横浜市立大学大学院学則および同長期履修学生規程に基づき、職業を有するため修業年限を超え

て一定期間延長して計画的に教育課程を履修できる制度です。本人の申請に基づき、研究科におけ

る審査・承認を経て、学長の許可により長期履修学生となります。 

（２）資格 

   次のいずれにも該当する者 

   ア 職業を有し、かつ特段の事情を有する者 

イ 修業年限の前年度までの者 

（３）在学期間 

   大学院学則第７条に定める在学期間以内 

   （国際マネジメント研究科博士後期課程 ６年以内（休学期間を除く）） 

（４）授業料 

  ア 修業年限の期間 … 通常の授業料 

  イ 修業年限以降の長期履修学生としての履修期間 … 通常の授業料の 20％相当額を負担 

 【例】国際マネジメント研究科博士後期課程（以下の年数に休学期間は含みません） 

    １年目～３年目 … 通常の授業料 

    ４年目以降の長期履修学生として許可された期間 … 通常の授業料の 20％相当額を負担 

【注】授業料減免年度ごとに、減免申請および在職が確認できる証明書の提出が必要となります。 

 

1144  注注意意事事項項  

（１）口述試験には、必ず受験票を携帯してください。 

（２）出願手続後の提出書類の内容変更は認められません。また、提出された書類は返却しません。 

（３）各種証明書は、原本に限ります。 

（４）英語資格のスコア等の提出については、以下の点にご注意ください。 

・TOEIC のスコアを利用する場合、「Official Score Certificate/Report」を提出してください。 

・TOEFL のスコアを利用する場合、実施機関から「Official Score Report」を本学に直送するよう

手配してください。横浜市立大学のコード番号は「0416」です。送付には日数がかかりますの

で、余裕をもって手配してください。 

・IELTS のスコアを利用する場合、「Test Report Form」を本学に直送するよう手配してください。 

送付には日数がかかりますので、余裕をもって手配してください。 

・複数の証明書をお持ちの場合は、すべてご提出ください。 

・本学出身者で、英語力に関し国際マネジメント研究科長の推薦を得ることができた者は、その推 

薦書の提出をもって、英語資格の証明書に代えることができます。 
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（５）本試験に関する変更等が生じた場合は、直ちに出願者に通知します。 

（６）試験当日に、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ・麻疹等）に

罹患し、治癒していない受験者は、他の受験者への感染のおそれがあるため、原則受験することが

できません。なお、追試験等の特別措置は行いませんので、感染予防・健康管理に十分ご留意くだ

さい。 

（７）2023 年３月 31 日までに修了見込みの方は在籍大学大学院を修了後、修了証明書および成績証明書

を 2023 年３月 24日（金）までにアドミッションズセンターへ提出してください（横浜市立大学大

学院修了者は不要）。在籍の大学院を修了できなかった場合は、入学資格を失います。 

（８）特定の教員に希望が集中した場合など、希望した教員が主指導教員とならないことがあります。

予めご了承ください。 

  

1155  入入学学辞辞退退  

入学手続完了後、やむを得ない事情で入学を辞退する場合は、「入学辞退届」の提出が必要です。 

この場合、2023 年３月 31 日（金）午後５時までにアドミッションズセンターまで連絡してください

（土・日・祝日を除く）。辞退手続きを完了された方には、入学金を除く既納入金を返還します。 

2023年４月１日をもって学籍が発生します。３月 31日（金）午後５時までに連絡がない場合は、授

業料等の納入金を納めなくてはなりませんので、注意してください。 

 

1166  問問いい合合わわせせ先先  

  国際マネジメント研究科 白石小百合 045-787-2138（学問研究分野について） 

  アドミッションズセンター      045-787-2054（日程・会場等について） 

  教育推進課（教務担当）       045-787-8946（シラバス・入学後の課程について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

国際マネジメント研究科博士後期課程 研究指導担当教員紹介 

教員名 教育研究内容 授与学位 

大澤 正俊 ビジネス法務 経営学    

高橋 隆幸 国際租税法 経営学 

張 櫻馨 国際財務会計 経営学 

中條 祐介 企業分析 経営学 

三浦 敬 簿記システム 経営学 

山藤 竜太郎 グローバル・マネジメント 経営学 

吉永 崇史 グローバル・オーガニゼーションズ 経営学 

太田 塁 国際経済学 経済学 

大塚 章弘 都市経済学 経済学 

康 聖一 情報の経済学 経済学 

鞠 重鎬 財政学 経済学 

坂口 利裕 数量分析 経済学 

白石 小百合 計量経済学 経済学 

随 清遠 金融論 経済学 

和田 淳一郎 公共経済学 経済学 

（２０２２年５月１日現在） 
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国際マネジメント研究科博士後期課程 研究指導担当教員紹介 

教員名 教育研究内容 授与学位 

大澤 正俊 ビジネス法務 経営学    

高橋 隆幸 国際租税法 経営学 

張 櫻馨 国際財務会計 経営学 

中條 祐介 企業分析 経営学 

三浦 敬 簿記システム 経営学 

山藤 竜太郎 グローバル・マネジメント 経営学 

吉永 崇史 グローバル・オーガニゼーションズ 経営学 

太田 塁 国際経済学 経済学 

大塚 章弘 都市経済学 経済学 

康 聖一 情報の経済学 経済学 

鞠 重鎬 財政学 経済学 

坂口 利裕 数量分析 経済学 

白石 小百合 計量経済学 経済学 

随 清遠 金融論 経済学 

和田 淳一郎 公共経済学 経済学 

（２０２２年５月１日現在） 
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