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2022 年度 横浜国立大学大学院国際社会学府 

経営学専攻（博士課程前期）研究生募集要項 
 

国際社会科学府経営学専攻（博士課程前期）において、特定の専門分野について研究することを志願 

する者については、教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、研究生として入学を許可します。 

 

1. 募集人員 若干名 

 

2. 出願資格、成績基準及び語学要件 

次の出願資格のいずれかに該当し、外国人については、語学要件も満たしていること。 

＜出願資格＞ 

（１）修士の学位を有する者、及び入学時までに取得予定の者 

（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、及び入学時までに取得予定の者 

（３) その他、本学府において前各号に規定する者と同等以上の学力があると認められる者 

 

＜語学要件＞ 

以下のいずれかの要件を満たす者 

（１）日本国際教育支援協会による日本語能力試験（ＪＬＰＴ）のレベルＮ２以上に合格している

者。 

（２）日本の大学院博士課程後期への入学資格を満たす教育課程を、日本語を主要言語として修了 

した者又は本学入学までに修了予定の者。 

（３）上記相当以上の日本語能力を有していると本学府において判断できる者。 

 

3. 入学の時期 

学期の初め（４月または１０月）とします。 

 

4. 出願手続き及び期間 

（１） 出願期間 

春学期入学：２０２２年１月１７日（月）～１月２１日（金）（必着） 

秋学期入学：２０２２年５月３０日（月）～６月 ３日（金）（必着） 

※出願手続等は、入学検定料を納付したうえで、出願書類一式を本学府へ期限内に提出すること。 
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（２）出願書類 

出願書類等 注意事項 書式番号 

入学願書・受験票 
・所定の用紙に写真を貼付のうえ、提出してく

ださい。 
書式１ 

研究計画書 ・所定の用紙に日本語で記入してください。 書式２ 

入学検定料 
・（３）入学検定料関係を参照のうえ、所定の用

紙に貼り付けてください。 
書式３ 

最終出身学校の成績証明書   

最終出身学校の卒業又は 

修了証明書 
  

在留カード（両面）又は 

パスポートの写し 

※外国人留学生のみ 

  

日本語能力試験Ｎ２以上の成績

証明書 

※語学要件(1)に該当する者の

み 

・日本国際教育支援協会の発行する「日本語能

力試験認定結果及び成績に関する証明書」の

原本を提出してください。コピーは不可。 

・「日本語能力認定書」「日本語能力試験合否結

果通知書」の提出は認めません。 

 

台湾交流協会奨学金留学生は、

奨学金支給証明書の写し 

※該当者のみ 

  

その他学府が必要と認める書類   

※上記書類のほか必要があると認められる者については、勤務先の在職証明書等の提出を求める

場合もあります。 

 

（３）入学検定料関係 

① 払込金額：９，８００円 

② 払込期間：出願期間に間に合うように払込をして下さい。 

③ 払込方法：次のいずれかの方法で払い込んでください。 

ａ．クレジットカードおよびネット決済の場合 

・クレジットカード（VISA・MasterCard・JCB・American Express・MUFG・DC・UFJ・

NICOS）・中国銀聯ネット決済により払い込むことができます。 

・詳細は本学ホームページ「入試・入学」より、「大学院入学検定料のクレジットカードによ

る払込」をご覧下さい。http://www.ynu.ac.jp/exam/graduate/payment/index.html 

 

 

http://www.ynu.ac.jp/exam/graduate/payment/index.html
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ｂ．コンビニエンスストアの場合 

・セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートで支払うことができます。店内にある情報

端末機を操作の上、必ずレジにてお支払いください。（ATM は使用不可。） 

・情報端末機の操作手順は、８ページの「入学検定料のコンビニ支払方法のご案内」を参照し

てください。 

④ 提出方法： 

入学検定料の払込済みを証明する下記証明を、所定の貼付用紙（入学検定料収納証明書貼付用

紙(書式３)）の貼付欄に貼り付けて出願書類に同封してください。 

a .による払込の場合 「支払い完了通知のメールを印刷したもの」 

b .による払込の場合 「収納証明書」 

 

※各支払いに係る手数料は、入学志願者本人の負担となります。 

※ 本学では、災害等で被災した受験生の進学の機会を確保する観点から、入学検定料免除の

特別措置を行います。 

詳細は本学ウェブサイト（https://www.ynu.ac.jp/exam/index.html）をご覧ください。 

※ 一度払込みをした入学検定料は「出願をしなかった（出願が受理されなかった）」場合又は

「検定料を二重に払い込んだ」場合を除き返還しません。返還請求方法については、社会

科学系大学院学務係へ問い合わせください。 

 社会科学系大学院学務係 

 TEL: 045‐339‐3684   E‐mail: int.gakumu‐all@ynu.ac.jp 

※ 外国送金に関する注意点 

・日本国外の金融機関口座へ入学検定料を返還する場合、返還に伴い発生する手数料は志

願者の負担となります。 

・返還については、送金手数料が返還額を上回った場合は返還いたしませんのでご留意  

願います。 

 

（４）出願書類提出先 

〒240‐8501 横浜市保土ケ谷区常盤台 79 番４号 

横浜国立大学社会科学系大学院学務係 

Graduate School Affairs Office GSISS 

Yokohama National University 

79‐4 Tokiwadai, Hodogaya‐ku,  

Yokohama, Kanagawa 

240‐8501 JAPAN 

※書留速達、海外からの郵送の場合は EMS とし、封筒表面に印刷した宛名ラベル（書式４）を貼

付して郵送すること。 
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5. 受験票 

４月入学は２０２２年１月３１日（月）、１０月入学の場合は２０２２年６月１０日（金）までに、

出願を正式に受理した旨を電子メールでお知らせします。受験票は、メールに記載されている注意事項

に従い印刷してください。印刷した受験票は大切に保管してください。なお、学科試験が行われる場合

には、写真を貼付のうえ、試験当日に持参してください。 

 

6. 選考方法 

出願書類に基づき選考しますが、学科試験（必要に応じて口述試験）を行うことがあります。[口述

試験を行う場合は別途通知します。] 

 

7. 選考結果の通知と入学手続 

合格発表 春学期：２０２２年３月４日（金） 

秋学期：２０２２年７月１３日（水）（予定） 

 

研究生として合格した者には、本人宛に通知しますので、所定の期日までに入学料及び研究期間

に相当する授業料を納入してください。 

入学料 ８４，６００円〔現行〕 

授業料 半期  １７８，２００円〔現行〕 

１年間 ３５６，４００円〔現行〕 

※１ 入学料および授業料は、改定される場合があります。 

※２ 在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新しい授業料が適用されます。 

※３ 詳細は入学手続書類と一緒に送付します。 

 

8. 個人情報の取扱いについて 

「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（ 個人情報保護法）の規定に基づく、

「国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則」に則り、出願書類等により志願

者から提出された個人情報については、本学府入学者選抜に係る用途の他、本人の申請に伴う福利厚生

関係の資料、本学における諸調査・研究に関する業務にのみ使用し、他の目的に利用、または提供され

ることはありません。 

 

9. 在留資格認定証明書について 

合格した者で在留資格認定証明書が必要な場合で、申請人等がいない者は、最終合格発表日から  

1 週間以内に大学院学務係へ E‐mail で連絡のうえ、申請書等必要書類を提出してください。本学が

代理で申請を行い、在留資格認定証明書が発行され次第（申請後１～２ヵ月）、ご本人へ送付します。

在留資格認定証明書を受領したら日本国在外公館へビザの申請をしてください。 
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10. その他 

（１）研究生の研究期間は、当該年度１年以内とします。ただし、特別の事情があると認められる時は、

１年を限度（半期単位）として研究期間の延長を許可することができます。 

（２）提出された出願書類は、返還しません。 

（３）研究期間として許可される期間は、入学手続き時に納入した授業料分に相当する期間（半期又は

１年）とします。 

（４）入学手続き期間内に入学手続きをしない者に対しては、入学を許可しません。 

（５）国費等留学生（台湾交流協会奨学金の合格者も含む）は、必ず、事前に希望指導教員に連絡した

うえで出願すること。 

（６）私費外国人留学生において、在留資格「留学」を取得するにあたっては、留学生生活を維持でき

る経済的基盤を有している必要があります。 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

横浜国立大学社会科学系大学院学務係 

TEL: 045‐339‐3684 

E‐mail: int.gakumu‐all@ynu.ac.jp 

 

  

mailto:int.gakumu-all@ynu.ac.jp
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２０２２年度 研究指導教員一覧 

 

希望する研究指導教員名は、以下から第２希望まで選択してください。 

※研究指導教員一覧には変更が生じる可能性があります。 

 

分 野 教員名 研 究 テ ー マ 

経営学分野 

青木 洋 各国の企業，産業，技術の発展に関する歴史研究 

小川 慎一 雇用や労働、働きかたに関する社会的な慣行・制度の維持や変化の研究 

貴志 奈央子 産業育成に向けた技術政策の研究 

公文 蔵人 大企業体制に関する歴史的研究 

小林 正佳 
言語コミュニケーション（日本語及び英語）に関する社会的・心理的・

文化的視点からの研究、社会言語学・語用論が対象とする研究 

近藤 久美子 

企業社会論（Business and Society）、企業の社会的責任 (CSR) / 共

通価値の創造 (CSV) 経営、「持続可能な開発目標 (SDGs)」の達成に

資する「社会課題解決型ビジネス」 

孫 穎 

気候変動・廃棄物・エネルギー問題の解決に向けた、日中企業の環境管

理、サプライチェーン単位での包括的環境管理（GSCM）の研究、日本

と中国の環境問題 

高井 文子 
インターネットビジネスにおける成功条件、 既存大手企業と新規参入

企業との競争戦略、イノベーションと企業戦略に関する研究 

竹内 竜介 国際経営史（主に多国籍企業に関する歴史研究） 

真鍋 誠司 
オープン化戦略とオープン・イノベーション 企業間信頼 組織間学

習 サプライヤー・システム 効率的な製品開発 

山岡 徹 
組織変革マネジメント、および組織における探索、活用、両利き能力に

関する理論および実証的研究 

楊 芸玥 
プロアクティブ行動を中心とする組織行動論の研究、異文化マネジメ

ント、人的資源管理論 

横澤 公道 
企業コミュニティに対する知識移転；企業間協働改善コミュニティの

形成プロセスの研究 

 

 

 

会計学分野 

 

 

泉 宏之※ 簿記および財務会計の原理的・理論的研究 

大雄 智※ 会計測定とディスクロージャーに関する研究、会計基準の研究 

大森 明※ 
環境問題、資源問題、社会問題に対するマクロ・メゾ・ミクロレベルの

会計の研究 

http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/AOKI_Hiroshi/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/OGAWA_Shin-ichi/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/KISHI_Naoko/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/KUMON_Kurato/ja.html?k=%E5%258https://er-web.ynu.ac.jp/html/KUMON_Kurato/ja.html?k=%E5%85%AC%E6%96%875%AC%E6%96%87
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/KOBAYASHI_Masayoshi/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/KONDO_Kumiko/ja.html?k=%E8%BF%91%E8%97%A4+%E4%B9%85%E7%BE%8E%E5%AD%90
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/SUN_Ying/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/TAKAI_Ayako/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/TAKEUCHI_Ryosuke/ja.html?k=%E7%AB%B9%E5%86%85+%E7%AB%9C%E4%BB%8B
https://er-web.ynu.ac.jp/html/MANABE_Seiji/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/YAMAOKA_Toru/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/YANG_YUNYUE/ja.html?k=%E6%A5%8A
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/YOKOZAWA_Koudou/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/IZUMI_Hiroyuki/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/OTAKA_Satoru/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/OMORI_Akira/ja.html
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分 野 教員名 研 究 テ ー マ 

会計学分野 

君島美葵子※ 
電子商取引のための営業費会計、顧客関係管理（CRM）における管理

会計システム、マーケティング・アカウンタビリティに関する研究 

齋藤 真哉※ 会計における計算構造と財務諸表表示に関する研究 

髙須 悠介※ 財務会計・企業財務に関する実証研究 

高橋 賢※ 
業績評価会計，利益計画，管理会計・原価計算の計算構造理論，原価配

分理論(直接原価計算，ABC 等） 

中村 博之※ 
設備投資プロジェクトのための管理会計システムの研究、サービス業

務のコスト管理、海外子会社コントロール・システムの研究 

原 俊雄※ 簿記および財務会計の理論・制度・歴史に関する研究 

前山 政之※ 
公認会計士による財務諸表監査および内部統制監査についての概念・

制度・歴史・事例・実証アプローチによる研究 

経営システ

ム科学分野

伊藤 有希 
統計学および確率論的アプローチを用いた金融市場、証券、金融リスク

に関する研究 

倉田 久 
サプライチェーン内の経営情報、製販連携、及びサービス・オペレーシ

ョンズのモデル分析

郭 沛俊 
意思決定理論、オペレーションズ・リサーチ、マネジメント・サイエン

ス 

鈴木 香織 代数幾何学と社会科学への数理的アプローチに関する研究 

田名部 元成 
情報システムのデザインと評価のためのシミュレーション&ゲーミン

グ方法論 

鶴見  裕之 計量的なアプローチを用いたマーケティング及び流通に関する研究 

寺本 高 消費者行動とマーケティング・コミュニケーションに関する実証研究 

本橋 永至 
マーケティングダイナミクス及びマイクロマーケティングに関する実

証研究

森田 洋 資産価格理論、特に利子率の期間構造の理論 

http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/KIMIJIMA_Mikiko/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/SAITO_Shinya/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/TAKASU_Yusuke/ja.html?k=%E9%AB%99%E9%A0%88
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/MASARU_Takahashi/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/NAKAMURA_Hiroyuki/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/HARA_Toshio/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/MAEYAMA_Nobuyuki/ja.html
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/ITOH_Yuki/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/KURATA_Hisashi/ja.html?k=%E5%80%89%E7%94%B0
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/GUO_Peijun/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/SUZUKI_Kaori/ja.html?k=%E9%88%B4%E6%9C%A8+%E9%A6%99%E7%B9%94
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/TANABU_Motonari/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/TSURUMI_Hiroyuki/ja.html
https://er-web.ynu.ac.jp/html/TERAMOTO_Takashi/ja.html?k=%E5%AF%BA%E6%9C%AC+%E9%AB%98
https://er-web.ynu.ac.jp/html/MOTOHASHI_Eiji/ja.html?k=%E6%9C%AC%E6%A9%8B
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/html/MORITA_Hiroshi/ja.html


横浜国立大学大学院  入学検定料支払方法のご案内
横浜国立大学大学院の入学検定料をコンビニエンスストアにて払い込む場合は、下記のコンビニ端末を操作の上、

レジにてお支払いください（出願期間１ヶ月前よりお支払いいただけます。）。

【入試に関するお問合わせ先】 横浜国立大学大学院 国際社会科学府  TEL ０４５－３３９－３６８４

【操作などのお問合わせ先】 学び･教育サポートセンター   https://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合があります。

▼
　　　　　　　　　   をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券」を発券ください。

http://www.sej.co.jp

横浜国立大学大学院

入学検定料等支払

学び・教育

TOP画面の「学び・教育」より
お申込みください。

最寄りの「セブン-イレブン」にある
「マルチコピー機」へ。

端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi、Famiポート）が出力されますので、
30分以内にレジにてお支払いください。

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

①コンビニのレジでお支払いください。

「取扱明細書」（マルチコピー機）または
「取扱明細書兼領収書」（Loppi）。

②お支払い後チケットとレシートの2種類を
お受け取りください。

②お支払い後
レシート（受領書）を
お受け取りください。

1

2

3

お
申
込
み

お
支
払
い

出
願

受領書レシート
取扱明細書兼領収書

チケット形式

http://www.family.co.jp

TOP画面の「申込・保険・請求・募金（7）」より
お申込みください。

最寄りの「ファミリーマート」にある
「Famiポート」へ。

http://www.ministop.co.jp
http://www.lawson.co.jp

TOP画面の「各種サービスメニュー」より
お申込みください。

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」にある
「Loppi」へ。

学び・教育

申込・保険・請求・募金（7）

各種（入学検定料等）お支払いサービス

学び･教育･各種検定試験

「各種申込（学び）」を含むボタン

大学・短大、専門、小・中・高校等お支払い

（セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ） （ファミリーマート）

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の場合、
「収納証明書」部分を切り取り、
「レシート」の場合、レシートをコピーして本体を
入試要項などの指示に従って郵送してください。

受領書

セブン-イレブン
ローソン
ミニストップ

ファミリーマート貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある糊は
使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

払込手数料 入学検定料（5万円未満）1件につき 税込 495円

マルチコピー機
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横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学「研究生」入学願書「研究生」入学願書「研究生」入学願書「研究生」入学願書（１／２）（１／２）（１／２）（１／２）    

 

 殿 

研究生として以下のとおり入学したいので，所定の書類を添えて出願いたします。 

学部･大学院  
写真貼付 

（縦４㎝×横３㎝）

出願前３ヶ月以内

に撮影した上半身

脱帽のもの 

学科・専攻  

課程  

ふりがな 

性別 

氏名 

英語表記での氏名 

生年月日 年 月 日 生 年齢 歳 

国籍 
在留資格 
(外国人のみ) 

現住所 

〒 

電話番号 携帯番号 

E-Mail 

日本での連絡先 

（外国人のみ） 

〒 

（電話番号） 

上記以外の 

連絡先 

（勤務先等） 

〒 

（電話番号） 

最終出身学校 

取得学位 

研究題目 

希望入学時期 希望研究期間 

希望指導指導教員 第１希望 第２希望 

卒業・卒業見込み年　　月

※どちらかに〇をしてください。

※ 半年　／　１年間

国際社会科学府

博士課程前期（修士の学位を有する者）

大学院国際社会科学府 経営学専攻長

2022年度入学

年　　月　　日

経営学専攻

※ ４月　／　１０月

第１希望、第２希望両方記入してください。

書式１



    横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学「研究生」入学願書「研究生」入学願書「研究生」入学願書「研究生」入学願書（２／２）（２／２）（２／２）（２／２）    

氏名氏名氏名氏名    

履 歴 事 項 

学
 

歴
 
 

（日
本

人
は

高
等

学
校

か
ら

記
入

） 

初等教育 

（小学校） 

学校名 入学・  卒業 

正規の修学年数  年 

所在地 修学年数  年 

中等教育 

（中学校） 

学校名 入学・  卒業 

正規の修学年数  年 

所在地 修学年数  年 

中等教育 

(高等学校) 

学校名 入学・          卒業 

正規の修学年数 年 

所在地 修学年数 年 

高等教育 

（大学） 

学校名 入学・ 卒業 

学科・課程名 

取得学位 正規の修学年数 年 

所在地 修学年数 年 

高等教育 

（大学院） 

学校名 入学・ 卒業 

専攻名 

取得学位 正規の修学年数 年 

所在地 修学年数 年 

特記事項 

職
 
歴

 
～ 

～ 

～ 

賞
 
 
罰

 

備 

考 

上記のとおり相違ありません。 

年 月 日 

署名 

年　月 年　月年　月 年　月

年　月 年　月

年　月 年　月

年　月 年　月

年　月 年　月

書式１
2022年度入学



注意事項 (1) 本票は常に携帯し、入学手続きを完了するまで保存してください。

(2) 本票は、入学試験の際に机上に置いて、試験監督者に見える様にしてください。

氏 名
1. 4cm×3cm
2. 脱帽･上半身･正面向
3. 出願前3ヶ月以内に

撮影したもの
4. 入学願書に貼付する

ものと同じもの
5. 写真裏面に氏名を

記入すること

研究科・学府

学科・専攻

きりとり線

受 験 番 号

ふりがな 写　　真性 別

国際社会科学府

受　験　票

2022年度入学

横浜国立大学大学院研究生

経営学専攻



（１／２）

研研研研    究究究究    計計計計    画画画画    書書書書 

氏 名 

１．志望動機 

２．指導を希望する教員氏名 

第１希望 

第２希望 

３．研究生修了後の希望・進路 

書式２



（２／２）

研研研研    究究究究    計計計計    画画画画    書書書書 

氏 名 

４．研究計画 

書式２



年 月 日 

入学検定料収納証明書貼付用紙（入学検定料9,800円）

横浜国立大学大学院国際社会科学府 

志望先 経営学専攻　研究生
ふりがな 

氏  名 

クレジットカ－ド、中国銀聯ネット決済で検定料支払い手続きをした場合は、支払い完了後送信される

メール（支払い完了通知メール）の画面を印刷したものを、この用紙に添付して提出してください。

コンビニエンスストアで検定料支払

い  手続きをした場合は、右欄に「収

納証明書」を貼り付けてください。

「収納証明書」貼付欄 

（コンビニエンスストアで検定料を支払い後、

受領する収納証明書を貼付け）

書式３



 速達 

２４０－８５０１ 

横浜市保土ケ谷区常盤台７９－４ 

横浜国立大学社会科学系大学院学務係 御中

（研究生出願書類在中）  
書留書留書留書留    

差
出

人
 

住所 

郵便番号 

電話 

番号 

氏名 

区分 経営学専攻博士課程前期（修士の学位を有する者）

書式４



差
出

人
 

住所 

郵便番号 

電話 

番号 

氏名 

区分 経営学専攻博士課程前期（修士の学位を有する者） 

Graduate School of Student Affairs Office,
Graduate School of International Social Sciences,
Yokohama National University
79-4, Tokiwadai Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8501
JAPAN

書式４




