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教育理念・目標
サービス・ビジネスについて専門的かつ科学的に研究を行うサービス・サイエンス研究プログ
企業が海外展開を行っていくうえで直面する課題またはすでに海外展開を行っている企業が
ラムを通して、民間企業、医療・福祉機関、行政機関や NPO などでサービスのスペシャリスト
抱えるさまざまな課題に国際的視点に立脚して取り組むために、国際的なマネジメント知識・
戦略及びセンスを備えた人材を養成することを目的とします。
として活躍することが期待される人材を育成します。

アドミッションポリシー
【博士前期課程】
国際マネジメント研究科の理念を共有し、経済社会で現実に生じている諸課題に対して経営、
会計、経済または法律の知識と研究手法を駆使してグローバルな視点から積極的に取り組む意
欲があり、明確な問題意識のもとに修士論文を完成させる能力を持ち合わせている学生を求め
ます。
【博士後期課程】
国際マネジメント研究科の理念を共有し、経済社会で現実に生じている諸課題に対して経営、
会計、経済または法律の幅広い知識と最先端の研究手法を駆使してグローバルな視点から積極
的に取り組む意欲があり、明確な問題意識のもとに博士論文を完成させる能力を持ち合わせて
いる学生を求めます。

国際マネジメント研究科
１

博士前期課程

平成３０年度 入学試験概要

募集人員
出願期間
事前審査書類提出締切日
※該当者のみ
選抜方法

第１期募集

第２期募集

１４名

若干名

平成２９年 ９月 ４日（月）

平成３０年 １月 ４日（木）

～９月 ６日（水）

～１月 ５日（金）

平成２９年 ８月 ４日（金）

平成２９年１１月２４日（金）

【第１期募集】
【第２期募集】共通
（1）論文試験
下記、13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、Accounting

＜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
試験場
試験日
合格発表日
入学手続期間
（郵送もしくは直接持参）

横浜市立大学 金沢八景キャンパス
平成２９年１０月１１日（水）

平成３０年 ２月 ９日（金）

平成２９年１０月２０日（金）

平成３０年 ２月１６日（金）

平成２９年１０月２４日（火）

平成３０年 ２月２７日（火）

～１０月２６日（木）

～３月 １日（木）

（郵送の場合、１０月２６日

（郵送の場合、３月１日

消印有効）
（１０月２０日（金）～

消印有効）
（２月１６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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入学金等納入可）

２

出願資格（第１期募集、第２期募集 共通）
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平成 30（2018）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平成 30（2018）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、平成 30 年(2018)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人は、日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とし
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、必要書類を取りそ
ろえ、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】平成２９年 ８月 ４日（金）
【第２期募集】平成２９年１１月２４日（金）
〔窓口受付〕９時～１７時（土・日・祝日を除く）
〔郵送受付〕下記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
「国際マネジメント研究科博士前期課程事前
別に各自、用意する）に入れ、
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
【http://www.yokohama-cu.ac.jp/int_manage/】＞
②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Ａ４サイズの用紙 10 枚程度。英文の場合はさらに、日本語で 1,000
字程度の要約を添付してください。
）
③最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書＜厳封＞
④研究計画書
〔審査結果〕事前審査の結果は、下記日程まで本人宛に通知します。
【第１期募集】平成２９年

８月２５日（金）

【第２期募集】平成２９年１２月１５日（金）
３ 出願手続
（１）出願期間
【第１期募集】平成２９年 ９月 ４日（月）～９月 ６日（水）消印有効
【第２期募集】平成３０年 １月 ４日（木）～１月 ５日（金）消印有効
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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。アドミッションズセンター窓口に提出する場合は出願締切日
の１７時まで受け付けます。
※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。
入学検定料（第１期募集、第２期募集 共通）

４

３０，０００円
※納入された入学検定料は、返還いたしません。
出願書類（第１期募集、第２期募集 共通）

５

出願書類
入学願書および受験票

成績証明書

卒業（見込）証明書

研究計画書

注意事項
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)。
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）
※本人による封印（厳封）は無効

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）
※本人による封印（厳封）は無効

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。

TOEFL、TOEIC または実用英

TOEFL（iBT、PBT、CBT を含む）、TOEIC または英検の公式な成績証明書を

語技能検定の公式な成績証

複写したもの。

明書のコピー

（ただし TOEFL-ITP、TOEIC-IP を除く）
入学検定料 30,000 円を所定の払込票によりゆうちょ銀行(郵便局)で納付

入学検定料の郵便

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

振替払込受付証明書

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。

返信用封筒
あて名ラベル

所定の封筒（長３）１通（受験票送付用）に住所・氏名を明記のうえ、
362 円分の切手を貼付してください。
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。
・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および現住所の分かる住民票の写し（原本）

その他

※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人は、日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。
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[注２] 「在学中の状況および所見」と、
「TOEFL、TOEIC または英検等の公式な成績証明書」
については、可能な限り提出してください。また、TOEFL、TOEIC、英検等の成績証明
書の複写を提出した方は、必ず試験当日に原本を持参してください。
[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。
６ 選抜方法
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。
７ 試験期日および試験科目
【第１期募集】平成２９年１０月１１日（水）
論文試験
口述試験

９：３０～１１：００
１３：００～

【第２期募集】平成３０年 ２月 ９日（金）
論文試験
口述試験

９：３０～１１：００
１３：００～

論文試験は、下記の 13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、Accounting

＜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。
８ 試験会場
横浜市立大学金沢八景キャンパス
９ 合格発表
（１）日時
【第１期募集】平成２９年１０月２０日（金）１１時
【第２期募集】平成３０年 ２月１６日（金）１１時
（２）場所
横浜市立大学金沢八景キャンパス いちょうの館前掲示板
（３）その他
ア 合格発表は、本学のホームページ（http://www.yokohama-cu.ac.jp/）でも確認できます。
イ 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１０月２３日（月）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。
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[注２] 第２期合格者で２月２１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。
ウ

合否について、電話等での問い合わせには応じません。

エ

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。

10 入学手続
（１）入学手続期間
【第１期募集合格者】 平成２９年１０月２４日（火）～１０月２６日（木）消印有効
（入学金等納入金の入金可能期間：１０月２０日（金）～１０月２６日（木））
【第２期募集合格者】 平成３０年 ２月２７日（火）～ ３月 １日（木）消印有効
（入学金等納入金の入金可能期間：２月１６日（金）～３月１日（木））
（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] 入学金は平成 29 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(平成29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。
11 その他の納入金
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）後援会費

１，０００円
３０，０００円

12 授業料
年額５３５，８００円
※授業料は平成 29 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。
13 長期履修制度について
（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。
-5-

―5―

（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（下記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。
14

注意事項

（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）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。
（５）平成 30 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
証明書を平成 30 年３月 26 日（月）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。
（６）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。
入学辞退

15

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、平成 30 年３月 31 日（土）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。ただし、３月 31 日(土)のみ連絡可）
。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。
平成 30 年４月１日をもって学籍が発生します。３月 31 日（土）午後５時までに連絡が無い
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。
16

問い合せ先
国際マネジメント研究科 大澤 正俊 045-787-2101（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）

045-787-2042（シラバス・入学後の課程について）
-6-
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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
教員名

教育研究内容

授与学位

論文試験
分 野

赤羽 淳

グローバル・リーダーシップ

経営学

経営学

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

大西 純

グローバル・ヒューマン・リソース・ディベロップメント

経営学

経営学

鴨志田 晃

グローバル・サービス・マネジメント

経営学

経営学

黒木 淳

公会計

経営学

会計学

髙橋 隆幸

国際租税法

経営学

会計学

張

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

永松 陽明

ｅビジネス・マネジメント

経営学

経営学

中山 健

グローバル・ストラテジー

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

安川 文朗

ヘルスケア・マネジメント

経営学

経営学

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

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

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 彰宏

ミクロ経済学

経済学

経済学

西島 益幸

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

櫻馨

清遠

（平成２９年５月１日現在）
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国際マネジメント研究科
１

博士後期課程

平成３０年度 入学試験概要
募集人員
出願期間
事前審査書類提出締切日
※該当者のみ
選抜方法
試験場
試験日
合格発表日
入学手続期間

３名
平成３０年 １月 ４日（木）～１月 ５日（金）
平成２９年１１月２４日（金）
口述試験
横浜市立大学 金沢八景キャンパス
平成３０年 ２月 ９日（金）
平成３０年 ２月１６日（金）
平成３０年 ２月２７日（火）～３月 １日（木）

（郵送もしくは直接持参） （郵送の場合、３月１日消印有効）

（２月１６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）

-8-
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２

出願資格
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平成 30（2018）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平成 30（2018）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] 出願する外国人は、日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。
[注２] 上記「
（３）および（４）
」の者は、事前審査を行いますので、必要書類を取りそろえ、
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〕平成２９年１１月２４日（金）

〔窓口受付〕９時～１７時（土・日・祝日を除く）
〔郵送受付〕下記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
【http://www.yokohama-cu.ac.jp/int_manage/】＞
②研究業績リスト
③論文（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）
④最終学歴の卒業（見込）証明書および成績証明書＜厳封＞
〔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。
平成２９年１２月１５日(金)
３ 出願手続
（１）出願期間
平成３０年１月４日（木）～１月５日（金）消印有効
（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。アドミッションズセンター窓口に提出する場合は出願締切日
の１７時まで受け付けます。
※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。
４

入学検定料
３０，０００円
[注１] 平成 30 年３月本学国際マネジメント研究科博士前期課程修了見込者は免除されます。
[注２] 納入された入学検定料は、返還いたしません
-9-
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５

出願書類
出願書類
入学願書および受験票

成績証明書

修了（見込）証明書

注意事項
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)。
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）

※本人による封印(厳封)は無効

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）

※本人による封印(厳封)は無効

各６部。
修士論文またはそれに

（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）

相当する論文および要旨

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

各６部。要旨は日本文 2,000 字以内

（入学後の研究計画）

（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
在学中の状況および所見

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。
（ただしTOEFL-ITP、TOEIC-IPを除く）
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 30,000 円を所定の払込票により、ゆうちょ銀行（郵便局）で

入学検定料の郵便

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

振替払込受付証明書

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。

返信用封筒
あて名ラベル

所定の封筒（長３）１通（受験票送付用）に住所・氏名を明記のうえ、362
円分の切手を貼付してください。
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。
・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

その他

②在留カードの両面コピーおよび現住所の分かる住民票の写し（原本）
・出願資格「（３）
」に該当する者は、それを証明する書類

[注１] 外国人は、日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者とします。
[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。
[注４]

英語資格のスコア等に関する注意事項
・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。
・提出された英語資格のスコア等の証明書は返却いたしません。
・複数の証明書をお持ちの場合は、すべてご提出ください。
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試験会場
８
６ 選抜方法
・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に手配
横浜市立大学金沢八景キャンパス
口述試験および出願書類の審査を総合して判定します。
、
してください。
・提出された英語資格のスコア等の証明書は返却いたしません。
合格発表
９
７ 試験期日および試験科目
・複数の証明書をお持ちの場合は、すべてご提出ください。
（１）日時
平成３０年２月９日（金）
・英語を母国語とする志願者の方は、出願前にご相談ください。
平成３０年２月１６日（金）１１時
【試験科目】
（２）場所
口述試験
１３：００～
６ 選抜方法
横浜市立大学金沢八景キャンパス いちょうの館前掲示板
口述試験および出願書類の審査を総合して判定します。
、
（３）その他
８ 試験会場
試験期日および試験科目
７ ア
合格発表は、本学のホームページ（http://www.yokohama-cu.ac.jp/）でも確認できます。
横浜市立大学金沢八景キャンパス
平成３０年２月９日（金）
イ 発表後、合格者には合格通知書を送付します。
【試験科目】
[注]
２月２１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
９ 合格発表
口述試験
９：３０～
あてに連絡してください。
（１）日時
ウ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。
平成３０年２月１６日（金）１１時
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。
試験会場
８ エ
（２）場所
横浜市立大学金沢八景キャンパス
横浜市立大学金沢八景キャンパス いちょうの館前掲示板
10 入学手続
（３）その他
９ 合格者には、合格通知書と入学手続書類を郵送します。
合格発表
ア 合格発表は、本学のホームページ（http://www.yokohama-cu.ac.jp/）でも確認できます。
（１）入学手続期間
（１）日時
イ 発表後、合格者には合格通知書を送付します。
平成３０年２月２７日（火）～３月１日（木）消印有効
平成３０年２月１６日（金）１１時
[注] ２月２１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
（入学金等納入金の入金可能期間：２月１６日（金）～３月１日（木）
）
（２）場所
あてに連絡してください。
（２）入学金
横浜市立大学金沢八景キャンパス いちょうの館前掲示板
ウ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。
市内出身者および横浜市立大学卒業生
１４１，０００円
（３）その他
エ 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。
２８２，０００円
ア市外出身者
合格発表は、本学のホームページ（http://www.yokohama-cu.ac.jp/）
でも確認できます。
平成 30 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
イ[注１]
発表後、合格者には合格通知書を送付します。
10 入学手続
されます。
[注] ２月２１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
合格者には、合格通知書と入学手続書類を郵送します。
[注２]
入学金は平成 29 年度の金額です。金額について改定する場合があります。
あてに連絡してください。
（１）入学手続期間
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。
ウ 合否について、電話等での問い合わせには応じません。
平成３０年２月２７日（火）～３月１日（木）消印有効
納入された入学金は、返還いたしません。
エ[注３]
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。
（入学金等納入金の入金可能期間：２月１６日（金）～３月１日（木））
※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。
（２）入学金
[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
10 入学手続
市内出身者および横浜市立大学卒業生
１４１，０００円
ください。
合格者には、合格通知書と入学手続書類を郵送します。
市外出身者
２８２，０００円
[注５] [市内出身者]とは、入学の日の１年以上前(平成 29 年４月１日以前)から引き続き
（１）入学手続期間
[注１] 平成 30 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
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。
平成３０年２月２７日（火）～３月１日（木）消印有効
されます。
（入学金等納入金の入金可能期間：２月１６日（金）～３月１日（木））
[注２] 入学金は平成 29 年度の金額です。金額について改定する場合があります。
その他の納入金
11
（２）入学金
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。
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
市内出身者および横浜市立大学卒業生
１４１，０００円
[注３] 納入された入学金は、返還いたしません。
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）
市外出身者
２８２，０００円
※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。
（１）学術研究会費
１，０００円
[注１] 平成 30 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
（２）後援会費されます。
３０，０００円（本学博士前期課程からの進学者は、２０，０００円）
- 11 - 11 -

―- 11
11 ―

[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(平成29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。
11 その他の納入金
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）後援会費

１，０００円
３０，０００円（本学博士前期課程からの進学者は、２０，０００円）

12 授業料
年額５３５，８００円
※授業料は平成 29 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。
13 長期履修制度について
（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（下記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。
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入学辞退
15
14 注意事項
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
（１）学力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。
す。この場合、平成 30 年３月 31 日（土）午後５時までにアドミッションズセンターまで連絡
（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
してください（土・日・祝日を除く。ただし、３月
31 日（土）のみ連絡可）
。辞退手続きを完
ん。
了された方には、入学金を除く既納入金を返還します。
（３）各種証明書は、原本に限ります。
平成 30 年４月１日をもって学籍が発生します。３月 31 日（土）午後５時までに連絡が無い
（４）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。
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。
（５）平成
30 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
成績証明書を平成 30 年３月 26 日（月）までにアドミッションズセンターへ提出してくださ
16 い（横浜市立大学大学院修了者は不要）
問い合せ先
。在籍の大学院を修了できなかった場合は、入学資格
国際マネジメント研究科 大澤 正俊 045-787-2101（学問研究分野について）
を失います。
アドミッションズセンター
045-787-2054（日程・会場等について）
（６）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
教育推進課（教務担当）
ます。予めご了承ください。

045-787-2042（シラバス・入学後の課程について）

15 入学辞退
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、平成 30 年３月 31 日（土）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。ただし、３月 31 日（土）のみ連絡可）
。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。
平成 30 年４月１日をもって学籍が発生します。３月 31 日（土）午後５時までに連絡が無い
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。
16 問い合せ先
国際マネジメント研究科 大澤 正俊 045-787-2101（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）

045-787-2042（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

赤羽 淳

グローバル・リーダーシップ

経営学

大澤 正俊

ビジネス法務

経営学

大西 純

グローバル・ヒューマン・リソース・ディベロップメント

経営学

鴨志田 晃

グローバル・サービス・マネジメント

経営学

髙橋 隆幸

国際租税法

経営学

張

国際財務会計

経営学

中條 祐介

企業分析

経営学

中山 健

グローバル・ストラテジー

経営学

三浦 敬

簿記システム

経営学

安川 文朗

ヘルスケア・マネジメント

経営学

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

金融論

経済学

中村 彰宏

理論経済学

経済学

西島 益幸

ゲーム理論

経済学

和田 淳一郎

公共経済学

経済学

櫻馨

清遠

（平成２９年５月１日現在）
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個人情報の取り扱いについて

横浜市立大学では、個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報の重要性を深く認識
した上で、細心の注意を払って管理します。本学の入学試験に出願される方は、以下の
内容に同意した上で出願してください。
○ 本学への出願の際にお知らせいただいた氏名、住所等の個人情報については、①入学者
選抜（出願処理、選抜実施及び合否発表）、②入学手続、③教務関係（学籍、修学指導
等）、④学生支援関係（健康管理、就職支援、授業料減免・奨学金申請等）
、⑤授業料等
の学費徴収、⑥入学試験統計・分析及びこれらに付随する事項を行うために適正な範囲
内で使用し、以上の目的以外には使用しません。
○ 入学者選抜に用いた試験成績は、今後の入学者選抜方法の検討資料の作成、所属変更等
及びこれらに付随する事項を行うために適正な範囲内で使用し、以上の目的以外には使
用しません。
○ 上記業務において、本学より一部の業務の委託を受けた業者が、個人情報について適正
な管理のための必要な措置を講じた上で、その全部又は一部を使用することがあります。

試験会場：横浜市立大学 金沢八景キャンパス

京浜急行 「金沢八景駅」下車

徒歩５分

シーサイドライン 「金沢八景駅」下車 徒歩７分
●京浜急行主要駅からの金沢八景駅までの所要時間
＊「横浜駅」から快特、特急で約 20 分

＊「品川駅」から快特、特急で約 40 分

●ＪＲ「新杉田駅」からシーサイドラインで「金沢八景駅」まで約 25 分

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22 番 2 号
公立大学法人 横浜市立大学
http://www.yokohama-cu.ac.jp

