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データサイエンス専攻 博士前期課程 
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  ●入試日程 

    第１期募集 第２期募集※ 

出願期間 

２０２1 年 ８月１６日（月） ２０２２年 １月 ５日（水） 

    〜  ８月２５日（水）     〜  １月 ７日（金） 

（８月２５日消印有効） （１月７日消印有効） 

試験日 ２０２１年 ９月 ２０日（月・祝） ２０２２年 ２月 ５日（土） 

合格発表日 ２０２１年１０月 ８日（金） ２０２２年 ２月１８日（金） 

入学手続期間 

２０２1 年 １０月１２日（火） ２０２２年 ２月２１日（月） 

     〜  １０月２０日（水）      〜 ３月 １日（火） 

（１０月２０日消印有効） 

（１０月８日（金）〜入学金等納入可） 

（３月 １日消印有効） 

（２月１８日（金）〜入学金等納入可） 

    

  ●事前審査書類提出締切日（該当者のみ） 詳細は 4頁参照 

     第１期募集 第２期募集※ 

提出締切日 ２０２１年 ６月２５日（金） ２０２１年１２月 ３日（金） 

 

  ※第１期募集の結果によっては、第２期募集を実施しない場合があります。 

   第２期募集を実施する場合は、本学ホームページにてご案内します。 

   https://www.yokohama-cu.ac.jp/admis/index.html 

   

 

 

専 攻 データサイエンス専攻 

試験区分 一般選抜 社会人特別 

募集 

人員 

第１期 １２名 若干名 

第２期 

※ 
若干名 若干名 

選抜方法 

  

筆記試験及び面接 

（1）筆記試験 

 ・専門科目 

（2）面接 

書類審査及び面接 

・書類審査 

・面接 

試験場 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

 ＜海外の住所からの出願について＞ 

郵送中の紛失や未着等のトラブルを避けるためにも、原則、海外の住所からの出願はできません。

また、受付後の受験票や合格通知書等送付の際の宛先は、必ず日本国内の住所（海外在住の場

合は、日本在住の知人等の住所）としてください。 



- ２ - 

２２  出出願願資資格格  

（１）一般選抜 
日本国籍を有する者または日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者で、次の項目の

いずれかに該当する者または 2022 年 3 月 31 日までに該当する見込みの者 
ア 大学を卒業した者 
イ 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 
ウ 指定された専修学校の専門課程を修了した者 
エ 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： 旧制学校卒業者、省庁大学校卒業者等） 
オ 外国において、学校教育（日本において、外国の大学が行う通信教育を履修する場合も含む）

における 16 年の課程を修了した者 
カ 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大

学日本校）を修了した者 
キ 外国の大学等において、修業年限が 3 年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当

する学位を授与された者 
ク 本研究科において個別の資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、22 歳に達した者 
 [注 1] 上記「ク」によって出願する者は事前審査を行いますので、4 ページの「５ 事前審査」を参照して 

         ください。 

 [注 2] 第２期募集を実施する場合、外国人の方は、在留期間（満了日）が 2022 年 3 月 31 日以降である日本 

     の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。 

（２）社会人特別選抜 
次の項目のすべてに該当する者 

  ア 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、入学時において、企業や教育

研究機関等に２年以上のデータサイエンス関連の勤務経験を有する者 
  イ 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、入学後も引き続き同一の企業、

教育研究機関等に正規職員としての身分を有する者 
 [注 1] 外国籍の方については、在留資格が永住に限ります。 
 [注 2] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

  

３３  出出願願手手続続  

（１）出願期間 

      【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ７７月月２２８８日日（（水水））～～      ８８月月  ６６日日（（金金））消消印印有有効効  

        【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２２２年年  １１月月  ５５日日（（水水））～～    １１月月  ７７日日（（金金））消消印印有有効効  

（２）提出方法  
出願書類を一括して、本要項巻末に綴込んである所定の封筒に入れ（封筒に入らない場合は各自

で用意してください）、簡易書留（速達）郵便で、８頁に記載の宛先に郵送してください。 
（３）研究テーマ等に関する事前相談 

出願前に志望教員または専攻長（８頁参照）に研究テーマなどについて必ず相談してください。 
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２２  出出願願資資格格  

（１）一般選抜 
日本国籍を有する者または日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者で、次の項目の

いずれかに該当する者または 2022 年 3 月 31 日までに該当する見込みの者 
ア 大学を卒業した者 
イ 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 
ウ 指定された専修学校の専門課程を修了した者 
エ 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： 旧制学校卒業者、省庁大学校卒業者等） 
オ 外国において、学校教育（日本において、外国の大学が行う通信教育を履修する場合も含む）

における 16 年の課程を修了した者 
カ 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大

学日本校）を修了した者 
キ 外国の大学等において、修業年限が 3 年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当

する学位を授与された者 
ク 本研究科において個別の資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、22 歳に達した者 
 [注 1] 上記「ク」によって出願する者は事前審査を行いますので、4 ページの「５ 事前審査」を参照して 

         ください。 

 [注 2] 第２期募集を実施する場合、外国人の方は、在留期間（満了日）が 2022 年 3 月 31 日以降である日本 

     の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。 

（２）社会人特別選抜 
次の項目のすべてに該当する者 

  ア 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、入学時において、企業や教育

研究機関等に２年以上のデータサイエンス関連の勤務経験を有する者 
  イ 「一般選抜」出願資格項目のア～クのいずれかに該当する者で、入学後も引き続き同一の企業、

教育研究機関等に正規職員としての身分を有する者 
 [注 1] 外国籍の方については、在留資格が永住に限ります。 
 [注 2] 事前審査対象項目については、「一般選抜」と同様です。 

  

３３  出出願願手手続続  

（１）出願期間 

      【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ７７月月２２８８日日（（水水））～～      ８８月月  ６６日日（（金金））消消印印有有効効  

        【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２２２年年  １１月月  ５５日日（（水水））～～    １１月月  ７７日日（（金金））消消印印有有効効  

（２）提出方法  
出願書類を一括して、本要項巻末に綴込んである所定の封筒に入れ（封筒に入らない場合は各自

で用意してください）、簡易書留（速達）郵便で、８頁に記載の宛先に郵送してください。 
（３）研究テーマ等に関する事前相談 

出願前に志望教員または専攻長（８頁参照）に研究テーマなどについて必ず相談してください。 
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４４  出出願願書書類類  

〔一般選抜〕 

出出  願願  書書  類類  注注      意意      事事      項項  

入学願書一式 
本学所定のもの。（受験票・写真票等も含む） 
事前に志望教員へ出願の相談をしたうえで、出願してください。 

卒業(見込)証明書 出身大学（学部）または在籍大学（学部）作成のもの。 

成績証明書 出身大学（学部）または在籍大学（学部）作成のもの。 

統計検定２級 

(統計質保証推進

協会)の試験結果

レポート 

統計結果レポートの原本（CBT方式試験受験者）または統計検定試験結果証

明書（従来型試験受験者）を提出してください。（統計検定試験結果証明書

を提出する場合は、直接大学に届くよう手続きをしてください。） 
準１級及び１級「統計数理」合格者は、合格証の原本または統計検定合格証

明書を提出してください。 

英語資格のスコア

等の証明書原本 

TOEIC（L&R, IP）、TOEFL（iBT, ITP）、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。 
TOEIC IPオンライン版を利用する場合は、不正防止の信頼性が担保されてい

ないため、本学ホームページに掲載している指示に従って提出する必要があ

ります。 

志望理由書 
本学および指導教員を志望する理由、ならびに今後の研究に対する抱負を記

述すること。（様式は任意。Ａ４サイズ・１〜２頁程度・片面印刷） 

写真 ２枚 

 縦４cm×横３cm 

写真裏面に志望専攻・氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真票にし

っかりと貼付する。（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

入学検定料の振替

払込受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行または郵便局窓口で

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すること。なお、払込手数料は本人負担となります。 

返信用封筒 所定の封筒1通（受験票送付用）に住所・氏名を明記すること。 

切手 374円分。上記「返信用封筒」に貼付。 

あて名ラベル 2枚1組（本学所定用紙に住所、氏名を明記すること） 

その他 

（該当者のみ） 

（外国人の方のみ）以下の該当するものを提出すること。 

・現在日本に在住している方：①在留カードのコピー(両面)、②パスポート

のコピー（顔写真とビザのページ） 

・現在海外に在住している方：①パスポートのコピー（顔写真のページ） 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。
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〔社会人特別選抜〕  
出出  願願  書書  類類 注注      意意      事事      項項  

入学願書一式 
用紙は本学所定のもの。（受験票・写真票等も含む） 

事前に志望教員へ出願の相談をしたうえで、出願してください。 

卒業証明書 出身大学（学部）作成のもの。 

成績証明書 出身大学（学部）または在籍大学（学部）作成のもの。 

推薦書 現在の勤務先の所属長による。（本学所定の用紙） 

志望理由書 
本専攻および指導教員を志望する理由、ならびに今後の研究に対する抱負を

記述すること。（様式は任意。Ａ４サイズ・１〜２頁程度・片面印刷） 
研究計画書 様式は任意。 

業績報告書 
卒業論文および研究論文を有するものは、題名、発表誌名などを記述すること。 
（様式は任意） 

業務報告書 
データサイエンス関連の業務を中心に過去から現在に至る研究、技術職の内容を記述

すること。（様式は任意） 
写真 2枚 
 縦4cm×横3cm 

写真裏面に志望専攻・氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真票にし

っかりと貼付する。（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

入学検定料の振替

払込受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行または郵便局窓口で

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すること。なお、払込手数料は本人負担となります。 

返信用封筒 所定の封筒1通（受験票送付用）に住所・氏名を明記すること。 

切手 374 円分。上記「返信用封筒」に貼付。 

あて名ラベル 2 枚 1 組（本学所定用紙に住所、氏名を明記すること） 

その他 

（該当者のみ） 

（外国人の方のみ）以下の該当するものを提出すること。 

・現在日本に在住している方：①在留カードのコピー(両面)、②パスポート

のコピー（顔写真とビザのページ） 

・現在海外に在住している方：①パスポートのコピー（顔写真のページ） 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。 
  

５５  事事前前審審査査  

2ページ「２２  出出願願資資格格」のクに該当する者は、出願資格の認定のため、次のとおり事前審査を行

いますので、必要書類を取りそろえ、下記期限までにアドミッションズセンターへ提出してください。 
  【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ６６月月２２５５日日（（金金））ままででにに必必着着  

  【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２１１年年１１２２月月  ３３日日（（金金））ままででにに必必着着    

《郵送受付》封筒に「データサイエンス研究科博士前期課程事前審査書類在中」と朱書きの上、 
      ８頁に記載の宛先に簡易書留郵便で送付してください。 

（１）必要書類 

ア 入学試験出願資格認定審査申請書（履歴書） <<本学所定のものをホームページから 

  ダウンロード  【https://www.yokohama-cu.ac.jp/ds/admis/datascience_youko.html】 >> 

イ 指導教員の（申請者の学力を証明する）推薦書<<様式任意>>または、学力を示す論文 

ウ 最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書 

エ 研究計画書（日本語4,000字程度）<<様式任意>> 

オ 審査料の郵便振替払込受付証明書（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）を同封してください。払込手数料は本人負担となります。） 

カ 審査結果通知用封筒（長形３号封筒に郵便切手404円分を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入） 
 [注] ア～カ以外に、本研究科が必要と認めたものについて、提出を求める場合があります。 
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〔社会人特別選抜〕  
出出  願願  書書  類類 注注      意意      事事      項項  

入学願書一式 
用紙は本学所定のもの。（受験票・写真票等も含む） 

事前に志望教員へ出願の相談をしたうえで、出願してください。 

卒業証明書 出身大学（学部）作成のもの。 

成績証明書 出身大学（学部）または在籍大学（学部）作成のもの。 

推薦書 現在の勤務先の所属長による。（本学所定の用紙） 

志望理由書 
本専攻および指導教員を志望する理由、ならびに今後の研究に対する抱負を

記述すること。（様式は任意。Ａ４サイズ・１〜２頁程度・片面印刷） 
研究計画書 様式は任意。 

業績報告書 
卒業論文および研究論文を有するものは、題名、発表誌名などを記述すること。 
（様式は任意） 

業務報告書 
データサイエンス関連の業務を中心に過去から現在に至る研究、技術職の内容を記述

すること。（様式は任意） 
写真 2枚 
 縦4cm×横3cm 

写真裏面に志望専攻・氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真票にし

っかりと貼付する。（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

入学検定料の振替

払込受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行または郵便局窓口で

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すること。なお、払込手数料は本人負担となります。 

返信用封筒 所定の封筒1通（受験票送付用）に住所・氏名を明記すること。 

切手 374 円分。上記「返信用封筒」に貼付。 

あて名ラベル 2 枚 1 組（本学所定用紙に住所、氏名を明記すること） 

その他 

（該当者のみ） 

（外国人の方のみ）以下の該当するものを提出すること。 

・現在日本に在住している方：①在留カードのコピー(両面)、②パスポート

のコピー（顔写真とビザのページ） 

・現在海外に在住している方：①パスポートのコピー（顔写真のページ） 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。 
  

５５  事事前前審審査査  

2ページ「２２  出出願願資資格格」のクに該当する者は、出願資格の認定のため、次のとおり事前審査を行

いますので、必要書類を取りそろえ、下記期限までにアドミッションズセンターへ提出してください。 
  【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ６６月月２２５５日日（（金金））ままででにに必必着着  

  【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２１１年年１１２２月月  ３３日日（（金金））ままででにに必必着着    

《郵送受付》封筒に「データサイエンス研究科博士前期課程事前審査書類在中」と朱書きの上、 
      ８頁に記載の宛先に簡易書留郵便で送付してください。 

（１）必要書類 

ア 入学試験出願資格認定審査申請書（履歴書） <<本学所定のものをホームページから 

  ダウンロード  【https://www.yokohama-cu.ac.jp/ds/admis/datascience_youko.html】 >> 

イ 指導教員の（申請者の学力を証明する）推薦書<<様式任意>>または、学力を示す論文 

ウ 最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書 

エ 研究計画書（日本語4,000字程度）<<様式任意>> 

オ 審査料の郵便振替払込受付証明書（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）を同封してください。払込手数料は本人負担となります。） 

カ 審査結果通知用封筒（長形３号封筒に郵便切手404円分を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入） 
 [注] ア～カ以外に、本研究科が必要と認めたものについて、提出を求める場合があります。 
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（２）審査結果 

事前審査の結果は、下記期日までに本人あてに通知します。 

【第１期募集】 ２０２１年 ７月１６日（金）  

【第２期募集】 ２０２１年１２月２４日（金） 

（３）出願手続 

事前審査により出願資格の認定を受けた者は、本募集要項に基づき出願手続を行ってください。

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。 

６６  入入学学検検定定料料  

３３００,,００００００円円  [注] 納入された入学検定料は返還いたしません。

７７  選選抜抜方方法法  

（１）一般選抜 

筆記試験、統計検定の成績、英語資格のスコア、および面接試験により選抜します。 

試試験験科科目目  試試  験験  内内  容容  配配  点点  

筆記試験 基礎的数学（線形代数１題、微積分学１題） １００ 

統計検定成績 統計検定試験の成績 *１ １００ 

英語資格成績 各英語資格のスコアを換算 *２ １００ 

面 接 
データサイエンス専攻の理念を共有し、文理問わず、高度なデ

ータサイエンス力の獲得に能力と意欲を総合的に判断する。 
２００ 

*１ 統計検定試験の成績について

出願時に、提出した「統計検定」２級の統計結果レポート（CBT方式試験受験者）の原本 
または統計検定試験結果証明書（従来型試験受験者）により、当該資格の成績を判定得点 
とします。 
なお、「統計検定」準１級及び１級「統計数理」合格者の換算点は１００点とします。 
当該資格合格者は合格証（または合格証明書）を提出してください。 

*２ 英語資格のスコアの換算について

出願時に、提出した各英語資格のスコアを換算し、判定得点とします。 
各スコアの換算は、本学所定の換算式によって行います。 

【英語資格】 TOEFL（iBT、PBT、CBT を含む）、TOEIC、IELTS 

＜本学が定める英語資格のスコアの換算基準＞ 

TOEFL-PBT500＝TOEFL-iBT61＝TOEIC600＝IELTS5.0（アカデミック・モジュール）

＝本学換算点65 
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（２）社会人特別選抜 
書類審査および面接試験により選抜します。 

試試験験科科目目  試試  験験  内内  容容  配配  点点  

書類審査 
業務報告書（データサイエンス関連の業務経験を中心に纏めたもの）な

どに基づいて、データサイエンスを学ぶための基礎学力を審査する。
２００ 

面 接 

企業や教育研究機関等におけるデータサイエンス関連の勤務経験を

中心に、高度なデータサイエンス力の獲得に能力と意欲を総合的に判

断する。（英語力に関する口頭試問を含む） 

３００ 

＜合否判定基準＞（【第１期募集】、【第２期募集】共通） 
・合格の可否は、筆記試験、統計検定・英語資格のスコアおよび面接試験の結果をもとに

総合的に判断します。

（社会人特別選抜は、書類審査と面接試験の結果をもとに総合的に判断します。）

８８  試試験験日日程程・・試試験験場場  

（１）一般選抜  

試試  験験  日日  試試  験験  科科  目目  試試  験験  時時  間間  試試  験験  場場  

【第１期募集】 

2021年 9月 7日（火） 

【第２期募集】 

2022年 2月 5日（土） 

筆 記 

出願後に通知します 
横浜市立大学 

金沢八景キャンパス 
面 接 

（２）社会人特別選抜

試試  験験  日日 試試  験験  科科  目目 試試  験験  時時  間間  試試  験験  場場  

【第１期募集】 

2021年 9月 7日（火） 

【第２期募集】 

 2022年 2月 5日（土） 

面 接 出願後に通知します 
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  

【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ９９月月１１７７日日（（金金））  １１１１：：００００  

【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２２２年年  ２２月月１１８８日日（（金金））  １１１１：：００００  

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学ウエブサイト（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] 合格を確認された方のうち、以下の期日になっても合格通知書が届かない場合は、アドミッションズ

センターまで必ず連絡してください。

【第１期募集】 ２０２１年 ９月２２日（水）

【第２期募集】 ２０２２年 ２月２４日（木）

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、合格を取消します。

エ 大学構内での掲示による発表は行いません。
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（２）社会人特別選抜 
書類審査および面接試験により選抜します。 

試試験験科科目目  試試  験験  内内  容容  配配  点点  

書類審査 
業務報告書（データサイエンス関連の業務経験を中心に纏めたもの）な

どに基づいて、データサイエンスを学ぶための基礎学力を審査する。
２００ 

面 接 

企業や教育研究機関等におけるデータサイエンス関連の勤務経験を

中心に、高度なデータサイエンス力の獲得に能力と意欲を総合的に判

断する。（英語力に関する口頭試問を含む） 

３００ 

＜合否判定基準＞（【第１期募集】、【第２期募集】共通） 
・合格の可否は、筆記試験、統計検定・英語資格のスコアおよび面接試験の結果をもとに

総合的に判断します。

（社会人特別選抜は、書類審査と面接試験の結果をもとに総合的に判断します。）

８８  試試験験日日程程・・試試験験場場  

（１）一般選抜  

試試  験験  日日  試試  験験  科科  目目  試試  験験  時時  間間  試試  験験  場場  

【第１期募集】 

2021年 9月 7日（火） 

【第２期募集】 

2022年 2月 5日（土） 

筆 記 

出願後に通知します 
横浜市立大学 

金沢八景キャンパス 
面 接 

（２）社会人特別選抜

試試  験験  日日 試試  験験  科科  目目 試試  験験  時時  間間  試試  験験  場場  

【第１期募集】 

2021年 9月 7日（火） 

【第２期募集】 

 2022年 2月 5日（土） 

面 接 出願後に通知します 
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  

【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ９９月月１１７７日日（（金金））  １１１１：：００００  

【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２２２年年  ２２月月１１８８日日（（金金））  １１１１：：００００  

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学ウエブサイト（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] 合格を確認された方のうち、以下の期日になっても合格通知書が届かない場合は、アドミッションズ

センターまで必ず連絡してください。

【第１期募集】 ２０２１年 ９月２２日（水）

【第２期募集】 ２０２２年 ２月２４日（木）

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、合格を取消します。

エ 大学構内での掲示による発表は行いません。
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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 

【【第第１１期期募募集集合合格格者者】】  ２２００２２１１年年  ９９月月２２１１日日（（火火））～～  ９９月月２２９９日日（（水水））消消印印有有効効  

（入学金等納入金の入金可能期間： ９月１７日（金）～ ９月２９日（水）） 

【【第第２２期期募募集集合合格格者者】】  ２２００２２２２年年  ２２月月２２１１日日（（月月））～～  ３３月月  １１日日（（火火））消消印印有有効効  

（入学金等納入金の入金可能期間： ２月１８日（金）～ ３月 １日（火））  

（２）入学手続方法 

    入学手続に要する書類等を一括し、郵送（簡易書留）により提出してください。 

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。 

（３）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] 上記の金額については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2] 納入された入学金は返還いたしません。 

[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。十分注意してください。 

[注4] 入学金の「市内出身者」とは、入学の日の1年以上前（2021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 

５５３３５５,,８８００００円円（（年年額額))  

[注] 上記の金額については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  長長期期履履修修学学生生制制度度ににつついいてて  

（１）長期履修学生制度とは 

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条第1項に定める在学期間以内 
 （データサイエンス研究科博士前期課程 4年以内 （休学期間を除く）） 
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（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】データサイエンス研究科 博士前期課程の場合（下記年数に休学期間を含みません） 

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、減免申請書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）筆記試験および面接試験には必ず受験票を携帯してください。 

（２）試験の遅刻限度時刻は筆記試験の場合開始後 30 分まで、面接試験の場合所定の集合時刻です。

それ以降については相応の理由がない限りは受験できません。 

（３）出出願願前前にに志志望望教教員員ああるるいいはは専専攻攻長長（（下下記記 1166 参参照照））にに研研究究テテーーママななどどににつついいてて必必ずず相相談談ししててくくだだ  

        ささいい。。なお、配属志望先の選定にあたっては、インターネット上の教員プロフィール等を参考に 

    してください 

（４）出願手続後の提出書類の内容変更は認められません。 

（５）納入金（入学検定料を含む）および提出書類は、一切返還いたしません。 

（６）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。 

（７）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。 

（８）試験の成績によっては、合格者数が募集定員に満たない場合もあります。 

（９）2022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 
    2022年3月25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。 
 
1155  入入学学辞辞退退  

入学手続の完了後、やむを得ない事情で入学を辞退する場合には、「入学辞退届」の提出が必要 

です。この場合、2022年3月31日（木）午後5時までに、アドミッションズセンターへ連絡してく 

ださい（土・日・祝日を除く）。入学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。 

2022年4月1日（金）をもって学籍が発生します。3月31日（木）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  問問いい合合せせ先先  

データサイエンス専攻長     汪 金芳 

アドミッションズセンター  

wang@yokohama-cu.ac.jp （研究分野等の相談） 

045-787-2054 （日程・試験場・検定料・入学金等） 

教育推進課(教務担当) 045-787-2042 （シラバス・入学後の課程について） 

cscinfo1@yokohama-cu.ac.jp 

 

1177  郵郵送送先先  

出願書類等は、以下の宛先に郵送してください。 

〒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 
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（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】データサイエンス研究科 博士前期課程の場合（下記年数に休学期間を含みません） 

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、減免申請書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）筆記試験および面接試験には必ず受験票を携帯してください。 

（２）試験の遅刻限度時刻は筆記試験の場合開始後 30 分まで、面接試験の場合所定の集合時刻です。

それ以降については相応の理由がない限りは受験できません。 

（３）出出願願前前にに志志望望教教員員ああるるいいはは専専攻攻長長（（下下記記 1166 参参照照））にに研研究究テテーーママななどどににつついいてて必必ずず相相談談ししててくくだだ  

        ささいい。。なお、配属志望先の選定にあたっては、インターネット上の教員プロフィール等を参考に 

    してください 

（４）出願手続後の提出書類の内容変更は認められません。 

（５）納入金（入学検定料を含む）および提出書類は、一切返還いたしません。 

（６）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。 

（７）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。 

（８）試験の成績によっては、合格者数が募集定員に満たない場合もあります。 

（９）2022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 
    2022年3月25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。 
 
1155  入入学学辞辞退退  

入学手続の完了後、やむを得ない事情で入学を辞退する場合には、「入学辞退届」の提出が必要 

です。この場合、2022年3月31日（木）午後5時までに、アドミッションズセンターへ連絡してく 

ださい（土・日・祝日を除く）。入学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。 

2022年4月1日（金）をもって学籍が発生します。3月31日（木）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  問問いい合合せせ先先  

データサイエンス専攻長     汪 金芳 

アドミッションズセンター  

wang@yokohama-cu.ac.jp （研究分野等の相談） 

045-787-2054 （日程・試験場・検定料・入学金等） 

教育推進課(教務担当) 045-787-2042 （シラバス・入学後の課程について） 

cscinfo1@yokohama-cu.ac.jp 

 

1177  郵郵送送先先  

出願書類等は、以下の宛先に郵送してください。 

〒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 
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博博士士前前期期課課程程  デデーータタササイイエエンンスス専専攻攻  研研究究指指導導教教員員のの主主要要担担当当科科目目とと研研究究課課題題  

教  員  名 主要担当科目 研究課題 

汪 金芳 
wang@yokohama-cu.ac.jp 機械学習特論 

ビッグデータ型統計解析法を開発し、得られる情報を
目的データに転移させ、新たな客観的ベイズ解析法の
構築。また機械学習と統計学を融合した新たなデータ
解析法を開発。 

上田 雅夫 
m_ueda@yokohama-cu.ac.jp 

時系列データ 
解析特論 

データサイエンスという大きな視点の中で、時系列デ
ータから情報を得る際に、どのように分析し、その結
果を読み取るかについて説明を行う。 

大西 暁生 
onishi@yokohama-cu.ac.jp 

都市環境データ
解析特論 

費用便益分析や環境影響評価など事業に関する評価
を空間的な特徴を加味しながら社会・経済・環境の側
面から分析する手法を解説する。 

佐藤 彰洋 
ahsato@yokohama-cu.ac.jp 

デザイン思考 
特論 

多くの要素(エージェント)の相互作用の結果生じる共同
現象の理解、経済社会システムの分析、モデリング、シ

ミュレーション、設計に関する研究。 

田栗 正隆 
taguri@yokohama-cu.ac.jp 

実験計画と因果 
推論特論 

不完全データが存在するランダム化比較試験や観察
研究のデータから因果推論を行うための方法論研究。 

立川 仁典 
tachi@yokohama-cu.ac.jp 

http://tachi.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

実験とシミユレー
ション特論 

計算科学や統計解析を駆使して、生体分子機能の解明
や機能性物質の設計、さらには富岳コンピュータを使
いこなす手法の開発を行っている。化学・材料企業と
の産学連携も積極的に実施。 

土屋 隆裕 
tsuchiya@yokohama-cu.ac.jp 標本調査特論 

統計調査を設計し、調査データを取得するための各種
手法の研究。さらに調査データの分析手法に関する研
究。 

山崎 眞見
masami_y@yokohama-cu.ac.jp 機械学習特論 

データの背後にある現象の機械学習技術を用いたモ

デル化とビッグデータ処理に必要な情報インフラの

方式開発。 

阿部 貴行 
abetk@yokohama-cu.ac.jp 

データ可視化 
特論 

医療データの統計解析と臨床研究のデザインと解析
の方法論およびデータ解析における欠測値への対処
法の研究。 

大草 孝介 
okusa@yokohama-cu.ac.jp 

データエンジニア
リング特別講義 

センサネットワークから観測される多次元ストリー
ムデータの統計的モデリング／機械学習への適用に
関する研究およびシステム開発。 

小泉 和之 
zumi@yokohama-cu.ac.jp 

多変量統計解析
特論 

漸近理論を用いた多変量解析手法の改良や欠測値デ
ータが含まれるもとでの統計解析手法に関する研究。 

藤田 慎也 
fujita@yokohama-cu.ac.jp 

最適化の基礎と 
応用特論 

グラフ理論の基礎的および応用的研究。グラフ理論は
組合せ論の一分野として位置付けられる。授業ではグ
ラフ理論に限らず、組合せ論の幅広いテーマについて
解説する。 

越仲 孝文 
koshinak@yokohama-cu.ac.jp 

自然言語処理 
特論 

人間理解、環境理解のための知能情報処理。音声、音
響、言語等の時系列データを対象とした機械学習及び
信号処理。 
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デデーータタササイイエエンンスス専専攻攻  博博士士後後期期課課程程  

１１  ２２００２２２２年年度度  入入学学試試験験概概要要  

専 攻 データサイエンス専攻 

試験区分 一般選抜 

募集

人員 

第１期 ３名 

第２期 

※ 
若干名 

選抜方法 書類審査、面接 

試験場 横浜市立大学 金沢八景キャンパス 

●●入入試試日日程程

第１期募集 第２期募集※ 

出願期間 

２０２1 年 ８月１６日（月） ２０２２年 １月 ５日（水） 

     〜 ８月２５日（水）      〜 １月 ７日（金） 

（８月２５日消印有効） （１月 ７日消印有効） 

試験日 ２０２１年 ９月２３日（木・祝） ２０２２年 ２月 ５日（土） 

合格発表日 ２０２１年１０月 ８日（金） ２０２２年 ２月１８日（金） 

入学手続期間 

２０２１年１０月１２日（火） ２０２２年 ２月２１日（月） 

    〜  １０月２０日（水）      〜 ３月 １日（火） 

（１０月２０日消印有効） 

（１0 月８日（金）〜入学金等納入可） 

（３月 １日消印有効） 

（２月１８日（金）〜入学金等納入可） 

●●事事前前審審査査書書類類提提出出締締切切日日（（該該当当者者ののみみ））  詳細は 12頁参照

第１期募集 第２期募集※ 

提出締切日 ２０２１年 ７月 ９日（金） ２０２１年１２月 ３日（金） 

※第１期募集の結果によっては、第２期募集を実施しない場合があります。

第２期募集を実施する場合は、本学ホームページにてご案内します。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admis/index.html

＜海外の住所からの出願について＞ 

郵送中の紛失や未着等のトラブルを避けるためにも、原則、海外の住所からの出願はできません。

また、受付後の受験票や合格通知書等送付の際の宛先は、必ず日本国内の住所（海外在住の場

合は、日本在住の知人等の住所）としてください。 
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- １１ -

２２  出出願願資資格格  

日本国籍を有する者または日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者で、次の項目の

いずれかに該当する者または 2022 年 3月 31 日までに該当する見込みの者 

ア 修士の学位または専門職学位を有する者

イ 外国において、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者

ウ 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位や専門職学位に相当する学位

を授与された者

エ 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程を修了し、修士の学位や

専門職学位に相当する学位を授与された者

オ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

カ 大学等を卒業し、大学、研究所等において 2年以上研究に従事した者で、大学院において、修

士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者

キ 本研究科において、個別の入学審査により修士の学位または専門職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で、24 歳に達した者
 [注 1]  上記「カ」「キ」によって出願する者は事前審査を行いますので、12 ページの「５ 事前審査」を 

参照してください。 

 [注 2]  第２期募集を実施する場合、外国人の方は、在留期間（満了日）が 2022 年 3 月 31 日以降である 

日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。 

３３  出出願願手手続続  

（１）出願期間 

【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ８８月月１１６６日日（（月月））～～  ８８月月２２５５日日（（水水））  

【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２２２年年  １１月月  ５５日日（（水水））～～  １１月月  ７７日日（（金金））  

（２）提出方法 

出願書類を一括して、本要項巻末に綴込んである所定の封筒に入れ（封筒に入らない場合は

各自で用意してください）、簡易書留（速達）郵便で、15頁に記載の宛先に郵送してください。 

（３）事前相談 

出出願願前前にに志志望望教教員員ままたたはは専専攻攻長長（（1155頁頁参参照照））にに研研究究テテーーママななどどににつついいてて必必ずず相相談談ししててくくだだささいい。。 
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４４  出出願願書書類類

提提  出出  書書  類類  注注  意意  事事  項項  

入学願書一式 
本学所定のもの。(受験票・写真票等も含む) 

事前に志望教員へ出願の相談をしたうえで、出願してください。 

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もの。 

成績証明書 
出出身身大大学学（（学学部部））および出身大学院または在籍大学院作成のものを併

せて提出すること。 

修士学位論文またはこれ

までの研究概要 

修士の学位を有するか、あるいはその見込みの志願者はこれまでの研究

概要についての報告書、あるいは学位論文の写しおよびその要旨。 

それ以外の志願者はこれまでの研究概要についての報告書。 

志望理由書 

本専攻および指導教員を志望する理由、ならびに今後の研究に対する抱

負を記述すること。 
（様式は任意。Ａ４サイズ・１〜２頁程度・片面印刷） 

研究計画書 様式は任意。 

写真 ２枚 
縦 4cm×横 3cm 

写真裏面に氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真票にしっかり

と貼付する。（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

入学検定料の 

振替払込受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行または郵便局

窓口で納付し、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すること。なお、払込手数料は本人負担

となります。 
返信用封筒 所定の封筒1通（受験票送付用）に住所・氏名を明記すること。 
切手 374円分。上記「返信用封筒」に貼付。 
あて名ラベル 2枚1組（本学所定用紙に住所、氏名を明記すること） 

その他 

（該当者のみ） 

（外国人の方のみ）以下の該当するものを提出すること。 

・現在日本に在住している方：①在留カードのコピー(両面)、②パスポ

ートのコピー（顔写真とビザのページ）

・現在海外に在住している方：①パスポートのコピー（顔写真のページ） 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。

５５  事事前前審審査査  

11ページ「２２  出出願願資資格格」の「カ」または「キ」に該当する者は、出願資格の認定のため、次の 
とおり事前審査を行いますので、必要書類を取りそろえ、下記期限までにアドミッションズセンター 
へ提出してください。 
【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ７７月月  ９９日日（（金金））ままででにに必必着着  

【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２１１年年１１２２月月  ３３日日（（金金））ままででにに必必着着  

《郵送受付》封筒に「データサイエンス研究科博士後期課程事前審査書類在中」と朱書きの上、 

15頁に記載の宛先に簡易書留郵便で送付してください。 

（１）必要書類 

ア 入学試験出願資格認定審査申請書（履歴書）

<<本学所定のものをホームページからダウンロード

【https://www.yokohama-cu.ac.jp/ds/admis/datascience_youko.html】 >>

イ 修士の学位を有する者と同等以上の学力を示す資料

ウ 最終学歴の卒業（見込）証明書、修了（見込）証明書および成績証明書

エ 研究計画書（日本語4,000字程度）<<様式任意>>
オ 審査料の郵便振替払込受付証明書（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）を同封してください。払込手数料は本人負担となります。）

カ 審査結果通知用封筒（長形３号封筒に郵便切手404円分を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入）

[注] ア～カ以外に、本研究科が必要と認めたものについて、提出を求める場合があります。
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４４  出出願願書書類類

提提  出出  書書  類類  注注  意意  事事  項項  

入学願書一式 
本学所定のもの。(受験票・写真票等も含む) 

事前に志望教員へ出願の相談をしたうえで、出願してください。 

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もの。 

成績証明書 
出出身身大大学学（（学学部部））および出身大学院または在籍大学院作成のものを併

せて提出すること。 

修士学位論文またはこれ

までの研究概要 

修士の学位を有するか、あるいはその見込みの志願者はこれまでの研究

概要についての報告書、あるいは学位論文の写しおよびその要旨。 

それ以外の志願者はこれまでの研究概要についての報告書。 

志望理由書 

本専攻および指導教員を志望する理由、ならびに今後の研究に対する抱

負を記述すること。 
（様式は任意。Ａ４サイズ・１〜２頁程度・片面印刷） 

研究計画書 様式は任意。 

写真 ２枚 
縦 4cm×横 3cm 

写真裏面に氏名を油性ペンで記入し、入学願書および写真票にしっかり

と貼付する。（願書受付日前3か月以内に撮影したもの） 

入学検定料の 

振替払込受付証明書 

入学検定料30,000円を所定の払込票によりゆうちょ銀行または郵便局

窓口で納付し、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すること。なお、払込手数料は本人負担

となります。 
返信用封筒 所定の封筒1通（受験票送付用）に住所・氏名を明記すること。 
切手 374円分。上記「返信用封筒」に貼付。 
あて名ラベル 2枚1組（本学所定用紙に住所、氏名を明記すること） 

その他 

（該当者のみ） 

（外国人の方のみ）以下の該当するものを提出すること。 

・現在日本に在住している方：①在留カードのコピー(両面)、②パスポ

ートのコピー（顔写真とビザのページ）

・現在海外に在住している方：①パスポートのコピー（顔写真のページ） 

※各種証明書の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本も提出してください。

５５  事事前前審審査査  

11ページ「２２  出出願願資資格格」の「カ」または「キ」に該当する者は、出願資格の認定のため、次の 
とおり事前審査を行いますので、必要書類を取りそろえ、下記期限までにアドミッションズセンター 
へ提出してください。 
【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年  ７７月月  ９９日日（（金金））ままででにに必必着着  

【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２１１年年１１２２月月  ３３日日（（金金））ままででにに必必着着  

《郵送受付》封筒に「データサイエンス研究科博士後期課程事前審査書類在中」と朱書きの上、 

15頁に記載の宛先に簡易書留郵便で送付してください。 

（１）必要書類 

ア 入学試験出願資格認定審査申請書（履歴書）

<<本学所定のものをホームページからダウンロード

【https://www.yokohama-cu.ac.jp/ds/admis/datascience_youko.html】 >>

イ 修士の学位を有する者と同等以上の学力を示す資料

ウ 最終学歴の卒業（見込）証明書、修了（見込）証明書および成績証明書

エ 研究計画書（日本語4,000字程度）<<様式任意>>
オ 審査料の郵便振替払込受付証明書（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）を同封してください。払込手数料は本人負担となります。）

カ 審査結果通知用封筒（長形３号封筒に郵便切手404円分を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入）

[注] ア～カ以外に、本研究科が必要と認めたものについて、提出を求める場合があります。
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（２）審査結果 

事前審査の結果は、下記期日までに本人あてに通知します。 

【第１期募集】 ２０２１年 ８月 ６日（金） 

【第２期募集】 ２０２１年１２月２４日（金） 

（３）出願手続 

事前審査により出願資格の認定を受けた者は、本募集要項に基づき出願手続を行ってください。

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。 

６６  入入学学検検定定料料  

３３００,,００００００円円  [注] 納入された入学検定料は返還いたしません。

７７  選選抜抜方方法法  

書類審査および面接試験（英語力に関する口頭試問を含む）により選抜します。 

試試験験科科目目  試試  験験  内内  容容  配配  点点  

書類審査 
志望理由書や研究計画書を中心により高度なデータサイエンスを学

ぶ十分な素養を考査する。 
２００ 

面 接 

以下の項目を中心に総合的に判断する。 

・データサイエンス専攻の理念を共有し、修士課程相当以上のデー

タサイエンスにかかる基礎学力を有すること。

・独創的かつ革新的なデータサイエンス技術を自ら開発する能力と

意欲を有すること。

３００ 

８８  試試験験日日程程・・試試験験場場  

試試  験験  日日 試試  験験  科科  目目 試試  験験  時時  間間  試試  験験  場場  

【第１期募集】 

2021年 9月23日（木・祝）

【第２期募集】 

 2022年 2月 5日（土） 

面 接 出願後に通知します 
横浜市立大学

金沢八景キャンパス 

＜合否判定基準＞（【第１期募集】、【第２期募集】共通） 
・合格の可否は、書類審査および面接試験の結果をもとに総合的に判断します。

９９  合合格格発発表表  

（１）日 時 

【【第第１１期期募募集集】】  ２２００２２１１年年１１００月月  ８８日日（（金金））  １１１１：：００００  

【【第第２２期期募募集集】】  ２２００２２２２年年  ２２月月１１８８日日（（金金））  １１１１：：００００  

（２）発表方法 

合格者の受験番号を本学ウエブサイト（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] 合格を確認された方のうち、以下の期日になっても合格通知書が届かない場合は、アドミッションズセン 

ターまで必ず連絡してください。

【第１期募集】 ２０２１年１０月１３日（水）

【第２期募集】 ２０２２年 ２月２４日（木）

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。

エ 大学構内での掲示による発表は行いません。
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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  

【【第第１１期期募募集集合合格格者者】】  ２２００２２１１年年１１００月月１１２２日日（（火火））～～  １１００月月２２００日日（（水水））消消印印有有効効  

（入学金等納入金の入金可能期間： １０月 ８日（金）～ １０月２０日（水））

【【第第２２期期募募集集合合格格者者】】  ２２００２２２２年年  ２２月月２２１１日日（（月月））～～    ３３月月  １１日日（（火火））消消印印有有効効

（２）入学手続の方法

入学手続に要する書類等を一括し、郵送（簡易書留）により提出してください。

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。

（３）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] 上記の金額については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2] 納入された入学金は返還いたしません。 

[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。十分注意してください。 

[注4]  入学金の「市内出身者」とは、入学の日の1年以上前（2021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  

５５３３５５,,８８００００円円((年年額額))  

[注] 上記の金額については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  長長期期履履修修学学生生制制度度ににつついいてて 

（１）長期履修学生制度とは 

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条第2項に定める在学期間以内 

（データサイエンス研究科博士後期課程 6年以内 （休学期間を除く）） 

（入学金等納入金の入金可能期間： 　２月１８日（金）～ 　３月　１日（火））
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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  

【【第第１１期期募募集集合合格格者者】】  ２２００２２１１年年１１００月月１１２２日日（（火火））～～  １１００月月２２００日日（（水水））消消印印有有効効  

（入学金等納入金の入金可能期間： １０月 ８日（金）～ １０月２０日（水））

【【第第２２期期募募集集合合格格者者】】  ２２００２２２２年年  ２２月月２２１１日日（（月月））～～    ３３月月  １１日日（（火火））消消印印有有効効

（２）入学手続の方法

入学手続に要する書類等を一括し、郵送（簡易書留）により提出してください。

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。

（３）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] 上記の金額については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2] 納入された入学金は返還いたしません。 

[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。十分注意してください。 

[注4]  入学金の「市内出身者」とは、入学の日の1年以上前（2021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  

５５３３５５,,８８００００円円((年年額額))  

[注] 上記の金額については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  長長期期履履修修学学生生制制度度ににつついいてて 

（１）長期履修学生制度とは 

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条第2項に定める在学期間以内 

（データサイエンス研究科博士後期課程 6年以内 （休学期間を除く）） 

（入学金等納入金の入金可能期間： 　２月１８日（金）～ 　３月　１日（火））
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（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】データサイエンス研究科 博士後期課程の場合（下記年数に休学期間を含みません）

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、減免申請書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） 面接には必ず受験票を携帯してください。

（２） 試験の遅刻限度時刻は出願後に通知する面接集合時刻までです。それ以降については相応の

     理由がない限りは受験できません。

（３） 配属志望先の選定にあたっては、インターネット上の教員プロフィール等を参考にしてくだ

     さい。なお、事事前前にに志志望望教教員員ああるるいいはは専専攻攻長長にに研研究究テテーーママななどどににつついいてて必必ずず相相談談ししててくくだだささいい。。 

（４） 出願手続後の提出書類の内容変更は認められません。

（５） 納入金（入学検定料を含む）および提出書類は、一切返還いたしません。

（６） 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。

（７） 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。

（８） 試験の成績によっては、合格者数が募集定員に満たない場合もあります。

（９） 2022年3月31日までに修了見込みの方は在籍大学院を修了後、修了証明書および成績証明書を

2022年3月25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

修了生は不要)。在籍大学院を修了できなかった場合は入学資格を失います。

1155  入入学学辞辞退退  

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

す。この場合、2022年3月31日（木）午後5時までに、アドミッションズセンターへ連絡してくださ

い(土・日・祝日を除く)。入学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。 

2022年4月1日（金）をもって学籍が発生します。3月31日（木）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  問問いい合合せせ先先  

データサイエンス専攻長 汪 金芳 

アドミッションズセンター

wang@yokohama-cu.ac.jp （研究分野等の相談） 

045-787-2054 （日程・試験場・検定料・入学金等）

教育推進課(教務担当) 045-787-2042 （シラバス・入学後の課程について）

cscinfo1@yokohama-cu.ac.jp

1177  郵郵送送先先  

出願書類等は、以下の宛先に郵送してください。 

〒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 
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博博士士後後期期課課程程  デデーータタササイイエエンンスス専専攻攻  研研究究指指導導教教員員のの主主要要担担当当科科目目とと研研究究課課題題  

教  員  名 主要担当科目 研究課題 

汪 金芳 
wang@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ａ 

ビッグデータ型統計解析法を開発し、得られる情報を
目的データに転移させ、新たな客観的ベイズ解析法の
構築。また機械学習と統計学を融合した新たなデータ
解析法を開発。 

上田 雅夫 
m_ueda@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

データの特徴から以下に情報を得るのかという視点
で、統計モデルの活用について解説を行う。 

大西 暁生 
onishi@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

費用便益分析や環境影響評価など事業に関する評価
を空間的な特徴を加味しながら社会・経済・環境の側
面から分析する手法を解説する。 

佐藤 彰洋 
ahsato@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

多くの要素(エージェント)の相互作用の結果生じる共
同現象の理解、経済社会システムの分析、モデリング、
シミュレーション、設計に関する研究。

田栗 正隆 
taguri@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

不完全データが存在するランダム化比較試験や観察
研究のデータから因果推論を行うための方法論研究。 

立川 仁典 
tachi@yokohama-cu.ac.jp 

http://tachi.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

計算科学や統計解析を駆使して、生体分子機能の解明
や機能性物質の設計、さらには京コンピュータを使い
こなす手法の開発を行っている。 

土屋 隆裕 
tsuchiya@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

統計調査を設計し、調査データを取得するための各種
手法の研究。さらに調査データの分析手法に関する研
究。 

冨田 誠 
tomitam@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

ヘルス情報テクノロジー学における、各種の定量手法

（遺伝統計解析、空間統計解析等）を活用して、大規

模データベースから専門知見を見出し、ヘルス情報の

実用化をはかる方法論に関して、研究指導を行う。

山崎 眞見
masami_y@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｂ 

データの背後にある現象の機械学習技術を用いたモ

デル化とビッグデータ処理に必要な情報インフラの

方式開発。 

山中 竹春 
yamanaka@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別研究指導 

Ⅰ〜Ⅳ 

生物統計学における、ヘルスデータの効率的な収集の
ための統計方法論や、多様なヘルスデータを解析する
際の諸課題を解決するための統計的方法論に関して、
研究指導を行う。 

阿部 貴行 
abetk@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

医療データの統計解析と臨床研究のデザインと解析
の方法論およびデータ解析における欠測値への対処
法の研究。 

藤田 慎也 
fujita@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｂ 

グラフ理論の基礎的および応用的研究。グラフ理論は
組合せ論の一分野として位置付けられる。授業ではグ
ラフ理論に限らず、組合せ論の幅広いテーマについて
解説する。

越仲 孝文 
koshinak@yokohama-cu.ac.jp 

自然言語処理 
特論 

人間理解、環境理解のための知能情報処理。音声、音
響、言語等の時系列データを対象とした機械学習及び
信号処理。 
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教  員  名 主要担当科目 研究課題 

汪 金芳 
wang@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ａ 

ビッグデータ型統計解析法を開発し、得られる情報を
目的データに転移させ、新たな客観的ベイズ解析法の
構築。また機械学習と統計学を融合した新たなデータ
解析法を開発。 

上田 雅夫 
m_ueda@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

データの特徴から以下に情報を得るのかという視点
で、統計モデルの活用について解説を行う。 

大西 暁生 
onishi@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

費用便益分析や環境影響評価など事業に関する評価
を空間的な特徴を加味しながら社会・経済・環境の側
面から分析する手法を解説する。 

佐藤 彰洋 
ahsato@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

多くの要素(エージェント)の相互作用の結果生じる共
同現象の理解、経済社会システムの分析、モデリング、
シミュレーション、設計に関する研究。

田栗 正隆 
taguri@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

不完全データが存在するランダム化比較試験や観察
研究のデータから因果推論を行うための方法論研究。 

立川 仁典 
tachi@yokohama-cu.ac.jp 

http://tachi.sci.yokohama-cu.ac.jp/ 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

計算科学や統計解析を駆使して、生体分子機能の解明
や機能性物質の設計、さらには京コンピュータを使い
こなす手法の開発を行っている。 

土屋 隆裕 
tsuchiya@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｃ 

統計調査を設計し、調査データを取得するための各種
手法の研究。さらに調査データの分析手法に関する研
究。 

冨田 誠 
tomitam@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

ヘルス情報テクノロジー学における、各種の定量手法

（遺伝統計解析、空間統計解析等）を活用して、大規

模データベースから専門知見を見出し、ヘルス情報の

実用化をはかる方法論に関して、研究指導を行う。

山崎 眞見
masami_y@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｂ 

データの背後にある現象の機械学習技術を用いたモ

デル化とビッグデータ処理に必要な情報インフラの

方式開発。 

山中 竹春 
yamanaka@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別研究指導 

Ⅰ〜Ⅳ 

生物統計学における、ヘルスデータの効率的な収集の
ための統計方法論や、多様なヘルスデータを解析する
際の諸課題を解決するための統計的方法論に関して、
研究指導を行う。 

阿部 貴行 
abetk@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｄ 

医療データの統計解析と臨床研究のデザインと解析
の方法論およびデータ解析における欠測値への対処
法の研究。 

藤田 慎也 
fujita@yokohama-cu.ac.jp 

データサイエンス 
特別講究Ｂ 

グラフ理論の基礎的および応用的研究。グラフ理論は
組合せ論の一分野として位置付けられる。授業ではグ
ラフ理論に限らず、組合せ論の幅広いテーマについて
解説する。

越仲 孝文 
koshinak@yokohama-cu.ac.jp 

自然言語処理 
特論 

人間理解、環境理解のための知能情報処理。音声、音
響、言語等の時系列データを対象とした機械学習及び
信号処理。 
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