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正規課程

履修証明プログラム（科目等履修生）

アドミッションポリシー
本大学院の使命は、「建学の精神である『フロンティア・スピリット』とグロー
バルな視野を持ち、内外のビジネス社会に積極的に貢献できる能力を具備し
たビジネスリーダー、または起業家を育成するために質の高い教育を提供す
る」ことです。その結果として、本大学院は日本有数のビジネススクールとな
ることを目指し、さらには、アジアにおけるマネジメントの教育・研究の拠点校
としての存在価値を高めることを常に念頭に置いています。 本大学院に入学を
許可される者は、上述の理念およびミッションを体現しうる能力と旺盛なチャ
レンジ精神を持つ者でなければならず、これが本大学院のアドミッションポリ
シーです。
上記に基づき、本大学院が実施する入学者選考は、各分野の専門的知識お
よび技能の有無を問うものではなく、入学後において履修を求められる教科
の内容を十分理解・習得できる基礎能力および一般教養に関する知識の有
無、また授業やディスカッションで貢献できる能力の有無について審査するこ
とを狙いとしています。

カリキュラムポリシー
本大学院は、国内外の3つの高等教育認証機関から認証を得ています。それ
らは、「日本高等教育評価機構」、マネジメント教育における第三者教育評価
認証機関として国際的な権威をもつ「AACSB International」ならびに
「Association of MBAs（AMBA）」による 認 証 で す。特 にAACSBや
AMBAといった国際認証の取得が意味することは、本大学院の教育・研究が
世界標準をクリアし、国際的に通用する教育を実践しているということです。
国内認証は勿論のこと、国際認証も定期的に更新が必要であり、本大学院で
は国際認証取得の継続に注力して、教育の改善・拡充に努めています。
本大学院が掲げる学習目標（Learning Goals）は以下の8つの項目です。
LG1 Critical Thinking

クリティカル・シンキング
LG2 Diversity Awareness

多様性への意識
LG3 Ethical Decision Making

倫理的意思決定

LG4 Effective Communication
効果的なコミュニケーション

LG5 Executive Leadership
経営幹部のリーダーシップ

LG6 Innovative Leaders
革新的リーダー

LG7 Global Perspective
グローバルな視点

LG8 Tax Accounting Consulting Skills
税務・会計におけるコンサルティングスキル

従って、授業科目の編成はもとより、日常の授業も、最終的にはこれらの学習
目標が体得されるよう、Plan-Do-Check-Actionを繰り返しながら厳格に実
施されています。すなわち、　
1. 授業は、学理・学論に片寄ることなく、実践的能力の涵養を目標とする。
2. 授業は、学生の主体的な学習を促すものとし、ケーススタディや実習を多用
し、学生によるプレゼン・討論を重視するものとする。

3. 学生の自学自習を推進するため、レポート、ホームワークを多用し、予習復
習の習慣付けを行う。就中、予習を重視する。

4. 学生の成績評価は厳正に行い、安易な単位認定は行わない。
5. 教員は詳細かつ明解なシラバスを作成し、在学者のみならず、入学希望者
にも講義の内容を開示する。シラバスには可能な限り、上の6つの学習目
標を盛り込むことする。

このように、本大学院のカリキュラムポリシーは、世界に遅れをとらない、常に
時代の先端を行くという理念のもとに策定され、真摯な教育提供が行われて
います。

ディプロマポリシー
本大学院における学生の評価は、科目ごとに行われます。学位取得の要件は
40単位を修得した者とし、さらに、会計ファイナンス研究科では修士論文が、
マネジメント研究科では特定課題研究（ケースライティング）が必須とされま
す。 本大学院の修了者にはすべて「修士（経営学）」の学位が授与されます。

建学の理念「フロンティア・スピリット」を基に、世界的視野と強い倫理観を持ち、
内外の経済社会に貢献できる高度な専門的人材の養成を目的とする。

MISSION STATEMENT

会計ファイナンス研究科において
複雑化・高度化するファイナンスの理論と実践、透明性と倫理観が強く求められる
企業会計ならびに刻々時代に対処する税務に関する高度な職業会計人を養成する。

マネジメント研究科において
急速に変化する経済環境および社会環境の中で、最新の経営管理手法を修得し、
経営戦略策定に必要な知識と実践的能力を有する中核的専門人材を養成する。

《個人情報の取り扱いについて》出願および入学手続にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、入学選考（願書処理／試験実施）・合格発表・入学手続ならびに学事に関する
管理・連絡および手続を行うためにのみ利用し、必要かつ適切な管理を行います。また、当該個人情報および入試結果の一部を個人が特定できないように統計処理し、入学者選抜のための調査・
研究のデータとして利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。本大学院のプライバシーポリシーについては、本大学院Webサイトをご参照ください。
トップページ＞ 総合案内＞プライバシーポリシー
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履修モデル

総合マネジメント

中小企業診断士養成

経営管理

国際経営（1年制、2年制）

プログラム

General Manager
Program（GMP）

Business Innovation
Program（BIP）

Global Leader
Program（GLP）

■ マネジメント研究科 マネジメント専攻 修士課程

※MBA（英文学位）取得には、所定の科目履修条件があります。

キャンパス

修士（経営学）
社会人：MBA
一般：MSc in Management

修士（経営学）／ EMBA

修士（経営学）／MBA

入学定員

135名

■ 会計ファイナンス研究科 会計ファイナンス専攻 修士課程

区 分

社会人選抜
事業承継者選抜

社会人選抜
一般選抜
事業承継者選抜

履修モデル

会計ファイナンス

税法学

会計ファイナンス

税法学

プログラム

Tax Accountant
Program（TAP）

キャンパス

東　京
名古屋
大　阪

東　京
名古屋

名古屋

東　京

名古屋

学 位

修士（経営学）
MSc in Accountancy
MSc in Taxation
MBA※

入学定員

65名

区 分

社会人選抜
事業承継者選抜

社会人選抜
一般選抜
事業承継者選抜

社会人選抜について
対 象

事業承継者選抜について
対 象

一般選抜について
対 象 出願時点において実務経験3年未満の方。

将来事業を承継する予定の方を対象として、後継者として
の資質・目的意識を加点対象として選考します。GMP、
BIP、TAP（東京キャンパス）出願者は社会人選抜の資格を
有する方のみ。

大学院入学選考

出願時点において、企業・官公庁等における原則3年以上の実
務経験を有する方（GMP出願者は、実務経験5年以上）。
※パート、アルバイト、インターンシップ期間は含みません。

学 位

プログラム

履修証明プログラム

キャンパス 募集定員

60名
東　京
名古屋
大　阪
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出願資格

選考方法

社会人給費生について

〈正規課程〉

〈正規課程〉

年に2回実施する社会人給費生選考では、選考時に奨学金給付の対象となる給費生を選抜します。給費生には、初学期の授業料全額または、半額が
給付されます。奨学金の給付は、入学後の成績により1年次後期以降も継続できます。本選考において給費生として採用されなかった場合でも、本学で
学ぶに適格であると認められた方には一般合格として入学を認められます。社会人給費生選考（11月）は2018年4月入学者のみを対象とした選考です。

出願手続が完了した方には、選考日前日までに受験票をご自宅に郵送
します。選考時間と注意事項をご確認いただき、選考日当日に、必ずお
持ちください。

受験票について

1. 小論文試験の時間は、出願締め切り後に郵送で届く受験票でご確認
ください。

2. 受験番号と同じ席に着き、受験票は机の上においてください。
3. 解答には黒のボールペンを使用してください。消せるボールペンの使
用は認めません。

4. 書き間違えた場合は二重線を引いて正しく書き直していただきます
ので、修正液や修正テープの使用は認めません。

5. 辞書(電子辞書を含む)の持ち込みはできません。
6. 携帯電話等の通信機器は時計として使用できません。会場では電源
をお切りください。

7. 試験開始後20分を過ぎて到着した場合は受験できません。

小論文試験について

選考結果は、直接本人宛に郵送にて通知します。

● 電話・メール等による合否の問い合わせには一切応じません。
● 合格者のうち、大学卒業見込者については内定とします。

選考結果発表について

外国籍受験生追加選考科目について
対 象

選 考

日本語能力に関する出願要件を満たしていない外国籍の方
（GLP出願者を除く）

該当する選考方法での選考科目に加え、日本語筆記試験
（60分）が課されます。

1. インタビューの時間は、出願締め切り後に郵送で届く受験票でご確
認ください。

2. インタビュー開始時間の15分前に、会場に到着するようにお越しい
ただき、係員の指示・誘導に従ってお待ちください。

インタビューについて
次の各号のいずれかに該当する方。ただし、社会人選抜による出願者は、
出願時点において、企業・官公庁等における原則3年以上の実務経験
を有する方（GMP出願者は、実務経験5年以上）。社会人給費生選考
による出願者については、上記に加え、四年制大学を卒業した方（学士
号を有する方）。
※いずれもパート、アルバイト、インターンシップ期間は含みません。

1） 学校教育法第83条に定める大学を卒業した方、または本学入学前
までに卒業見込みの方。

2） 学校教育法第104条4項の規定により大学評価・学位授与機構か
ら学士の学位を授与された方、または本学入学前までに授与される
見込みの方。

3） 外国において、学校教育における16年の課程を修了した方、
または本学入学前までに修了見込みの方。

4） 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履
修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了し
た方、または本学入学前までに修了見込みの方。

5） 本学において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した方と同
等以上の学力があると認められた方で、22歳に達した方。

注A GLP出願者は、原則として次のいずれかの英語力を満たしていることを出願要件
とします。 TOEIC750、TOEFL550（PBT）、80（iBT）、IELTS6.0点以上。

注B ５）については、短期大学、高等専門学校、専修学校を含む各種学校の卒業者、
あるいは修得単位数が62単位以上の大学中途退学者などが該当します。出願希
望の方は事前に資格審査を行います。各出願期間開始1週間前までに事務局にお
申し出ください。

 必要提出書類…①履歴書（書式自由）  ②職務経歴書（書式自由）  ③各歴に関す
る卒業証明書  ④各歴に関する成績証明書  ⑤税理士試験科目合格証、中小企
業診断士第一次試験合格証（該当者のみ）

 書類提出先… 5頁「1. 郵送による出願の場合」内「書類提出先」に同じ。封筒の
表面に「出願資格審査書類在中」と明記ください。

注C 日本国籍を有しない方（日本国永住許可を得ている方を除く）の場合、原則とし
て日本国内に確実な身元保証人（収入があれば外国籍でも可）のある方に限りま
す。また、日本語または英語に習熟し、受講に困難をきたさないことを条件とします。
日本の大学・大学院をまったく経ずに、外国において大学・大学院を卒業・修了（見
込みを含む）した日本国籍以外の国籍を有する方で、GLP以外のプログラムを希
望する場合は、原則として財団法人日本国際教育支援協会実施「日本語能力試
験」1級合格、または独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）実施の「日本留
学試験『日本語』」で250点以上を取得していることを出願要件とします。出願要
件を満たしていない方は、該当する選考方法での選考科目に加え、「日本語筆記
試験（60分）」が課されます。

〈履修証明プログラム〉
1） 学校教育法第50条に定める高等学校を卒業し、25歳以上で所定
の実務経験年数を有する方。
必要実務経験年数は、最終学歴により異なります。
4年制大学：3年、短期大学・専門学校：5年、高等学校：7年

2）本学において個別の申込資格審査により、左記の条件を満たすのと
同等以上の学力があると認められた方。

9月入学者選考日程については、2018年4月に公表します。最新の情報は、本学Webサイトにてご確認ください。

2018年度入学者 選考日程

11/4（土）
12/16（土）
2/3（土）
3/3（土）
随時

入学手続締切日
11/17（金）
12/29（金）
2/16（金）
3/16（金）

合格発表後1週間以内

出願期間（必着）
10/17（火）～ 10/31（火）
11/28（火）～ 12/12（火）
1/16（火）～ 1/30（火）
2/13（火）～2/27（火）
選考希望日の2週間前

選考区分
社会人給費生選考
A日程
B日程
C日程
A.O.方式※

選考結果発送日選考日
11/7（火）
12/19（火)
2/6（火）
3/6（火）
随時

選考会場

東　京
名古屋
大　阪

出願手続

※　A.O.方式について

〈履修証明プログラム〉

上記選考日程で受験できない社会人の方を対象に、選考日を個別に設定し随時選考を行うものです。選考内容および選考基準は、その他の選考日程と
同一です。選考希望日の2週間前までに余裕をもってお申込みください。4月入学希望者の最終選考設定日は、2018年3月10日（土）です。

■ 会計ファイナンス研究科 会計ファイナンス専攻 修士課程

履修モデル

会計ファイナンス

税法学

プログラム

TAP 小論文（「会計」または「税法」に関する時事問題から1問選択/60分）、インタビュー

社会人選抜／社会人給費生選考／一般選抜／事業承継者選抜

1年制 2年制共通

■ 履修証明プログラム

プログラム

履修証明プログラム 1次選考：書類審査　2次選考：インタビュー

履修モデル

総合マネジメント

中小企業診断士養成

経営管理

国際経営
（1年制、2年制）

プログラム

GMP

BIP

GLP

■ マネジメント研究科 マネジメント専攻 修士課程

英文エッセイ（60分）、英語によるインタビュー

社会人給費生選考

小論文（「ビジネス」に
関する時事問題1問/
60分）、インタビュー

事業承継者選抜

各プログラムの
選考方法に準ずる

一般選抜社会人選抜

インタビュー

英語による
インタビュー

3 4

11/4（土）
12/16（土）
2/3（土）
3/3（土）
随時

入学手続締切日
11/17（金）
12/29（金）
2/16（金）
3/16（金）

合格発表後1週間以内

出願期間（必着）
10/17（火）～ 10/27（金）
11/28（火）～ 12/8（金）
1/16（火）～ 1/26（金）
2/13（火）～2/23（金）
選考希望日の2週間前

選考区分
第1期
第2期
第3期
第4期
A.O.方式※

選考結果発送日選考日
11/7（火）
12/19（火)
2/6（火）
3/6（火）
随時

選考会場

東　京
名古屋
大　阪



海外出願

出願手続

国内出願は金融機関からの振込のほか、ペイパル（PayPal）による支払いを受け付けています。
入学検定料は GMP・BIP・TAP 35,000円、GLP・履修証明プログラム 20,000円です。なお、入学検定料の納入期限は、出願締切日です。
出願締切日までに入学検定料の振込がない場合は、出願が無効となります。「入学志願書」の項目をオンライン上で入力し、別途作成した「課題エッ

セイ」をオンライン提出する方法です。その他の出願必要書類は郵送に
よる提出が必要です。

① 本学Web サイトにアクセスし、エントリー方法をご確認ください。トッ
プページ ＞ 入学案内 ＞ 出願方法 ＞ ネット出願はこちらから

②「ネット出願」ボタンより「入学志願書」の項目をオンライン入力して
ください。入力の最終ステップにおいて「課題エッセイ」を添付してく
ださい。

③ 入学検定料をお振込み後、残りの出願書類一式（7頁参照）を、市
販の封筒に入れ、「簡易書留」にてご郵送ください（出願締切日必着
／郵送費は各自ご負担ください）。その際、封筒の表に「出願用郵送
ラベル（別紙下段）」をはがれないように貼付し、必要事項（「ネット
出願」にチェック）をご記入ください。

2 締切：出願締切日18時ネット出願の場合

● 不備のある出願書類は受け付けられません。
● 出願後の出願書類への記載の変更は認められません。また出願書類に虚偽の記載があった場合、合格および入学許可が取り消されます。
提出された証明書等について、公的調査機関・最終出身校・在学校等に事実確認や真偽確認を行う場合があります。あらかじめご了承ください。

● 全ての選考日程が終了する前に入学予定者数が募集人員に達する場合がございます。出願前にいま一度本学Webサイトをご確認ください。

① いずれかの銀行口座にお振込み（電信扱い）ください。

1 金融機関からの振込 2 ペイパル（Paypal）

送金先1  〈正規課程の方〉
銀行名: 三重銀行　　支店名: 日進支店
口座番号: 普通0757624
受取人名: 学校法人栗本学園 ガク）クリモトガクエン

送金先2  〈正規課程の方〉
銀行名: 三井住友銀行　　支店名: 名古屋支店
口座番号: 普通7391953
受取人名: 学校法人栗本学園 ガク）クリモトガクエン

② 金融機関の窓口から振込の際は、振込依頼書の金額欄に金額をご
記入ください。

③ 入学検定料を振込後、「振込金受付票（ATMの場合:利用明細のコ
ピー可）」を出願書類にご同封ください。

送金先3  〈履修証明プログラムの方〉
銀行名: 三井住友銀行　　支店名: 名古屋支店
口座番号: 普通7705922
受取人名: 学校法人栗本学園 ガク）クリモトガクエン

本学Web サイトよりペイパル（PayPal）によるクレジットカード決済が
可能です。 検定料＋決済手数料＋受験票発送料をお支払いただき、振
込みが証明できる画面を出力し、出願書類にご同封ください。
トップページ ＞ 入学案内 ＞ 出願方法 ＞ 入学授業料

より安心して使える、世界中で選ばれてい
るオンライン決済サービスです。
PayPalなら検定料の支払いもより便利に
より簡単に利用できます。

Paypalとは？ 対応済み決済方法

● 現金、郵便為替でのお支払いは受け付けません。
● 一旦振込まれた入学検定料は、いかなる理由があっても一切返還いたし
ません。

● 履修証明プログラムの方は銀行振込のみとなります。

入学検定料をお振込み後、出願書類一式（7頁参照）を市販の封筒に
入れ、「簡易書留」にてご郵送ください（出願締切日必着／郵送費は各
自ご負担ください）。その際、封筒の表に「出願用郵送ラベル（別紙下
段）」をはがれないように貼付し、必要事項（「郵送による出願」にチェッ
ク）をご記入ください。

1 締切：出願締切日必着郵送による出願の場合

1 締切：出願締切日必着郵送による出願の場合

各課題をA4用紙に出力し、出願書類に同封してください。

2 締切：出願締切日18時ネット出願の場合
各課題を1つのファイルにまとめ（Word/PDF）、ファイル名を「（氏名）
課題エッセイ（提出日）」とし、オンライン提出してください。

右記３課題それぞれに対する自身の考えを、各1,000字程度で述べて
ください。なお、GLP出願者は英語でお答えください。

Wordにて、各課題をA4用紙サイズ
縦（文字サイズ12pt・書式自由）で
作成し、頁の最初に「課題番号」と「氏
名」を明記してください。

課題3

商大 太郎課題2

商大 太郎課題1

商大 太郎

課題 1
大学院での学修を通じて何を身につけ、その成果を中長期的
なキャリアにどのように活用したいと考えているかを述べてくだ
さい。

課題 2
他者や組織を巻き込んでリーダーシップを発揮したあなた自身
の実績について述べてください。なお、その際、困難な状況の下
で、何かを始める、新たな挑戦など、本学の建学の精神である「フ
ロンティア・スピリット」を発揮した要素があれば併せて述べて
ください。

課題 3
ビジネス経験もしくはこれまでの人生を振り返り、あなた自身の
価値観および倫理観に最も影響を与えたことを述べてください。

課題テーマ〈正規課程〉

課題
本学での学修を通じて何を身につけ、その成果を中長期的な
キャリアにどのように活用したいと考えているか。

課題テーマ〈履修証明プログラム〉

① 金融機関より下記の要領に従って海外送金してください。

 送金金額：入学検定料＋日本側銀行手数料1,500円＋送金国側手
数料。送金国側手数料は銀行により異なるため、必ず銀行にご確認
のうえ送金手続を行ってください（手数料は各自ご負担ください）。

 送金目的：入学検定料

 連絡事項：志願者氏名

国内出願

② 入学検定料の振込後、外国送金依頼書のコピーを出願書類にご同
封ください。

海外送金先
Bank: Mie Bank, Ltd.　Branch: Nisshin
（A/C No.: 0757624）
Payee: Gakkou Houjin Kurimoto Gakuen

● 現金、小切手等でのお支払いは受け付けません。

書類提出先 名古屋商科大学大学院 事務局 入試担当
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-3-1
tel：052-203-8111

郵送による出願、ネット出願のいずれかの方法から選択できます。
なお、ネット出願の場合も一部の出願書類は郵送による書類提出が
必要です。
※履修証明プログラムの方はネット出願の受け付けを行っていませ
ん。

出願方法

課題エッセイ作成

入学検定料の納入
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対象：GLP出願者
● TOEIC、TOEFL、IELTS等の英語力を証明する書類
● GMATスコア（所有者のみ）

□  英語能力に関する証明書の写し

対象：証明書類とその他の出願書類の氏名が異なる方
証明書類とその他の出願書類の氏名が異なる場合は、戸籍謄本・住民票
等、同一人物であることを証明する書類を提出してください。

□  その他の証明書

● 郵送により出願される方は、8頁を切り取り、両面に必要事項を記入
し証明写真（裏面に氏名を記入）をご貼付ください。

● ネット出願の方は郵送不要です。但し、証明写真は郵送にてご提出く
ださい。

□  入学志願書（証明写真） （本学指定）

5頁「課題エッセイ作成」を参照いただき、課題テーマそれぞれにつき作
成してください。ネット出願の場合は郵送不要です。

□  課題エッセイ

支払方法によりご提出いただく証明書が異なります。詳細は、6頁「入学
検定料の納入」をご参照ください。

□  入学検定料振込証明書

● 出身大学長証明のものをご提出ください。
● 複数の大学をご卒業（見込）の方は、それぞれの卒業（見込）証明書
を併せて提出してください。

● 大学院を修了した方は、大学院修了証明書も併せてご提出ください。
● 独立行政法人大学評価・学位授与機構から学位を取得・見込の方は、
学位授与（見込）証明書をご提出ください。

● 卒業証明書および成績証明書の内容をひとつの書式で満たすことが
できる証明書（「成績・卒業証明書」）等がある場合は、そちらをご提
出ください。

※ 履修証明プログラムの方は最終学歴の証明書をご提出ください。

□  卒業（修了）（見込）証明書 （原本）

対象：入学検定料をペイパル（PayPal）以外でお支払いの方
別紙書類の上部を切り取り、氏名を記入のうえ、500円分の切手をご貼
付ください。

□  切手貼付票 （本学指定）

対象：社会人給費生選考または事業承継者選抜の出願者

□  職務経歴書 （書式自由）

対象：履修モデル「中小企業診断士養成」の出願者

□  中小企業診断士第一次試験合格証の写し

対象1：外国籍の方
視力、聴力、結核検査結果、その他の疾病など学業上配慮すべき障害に
ついて、3ヶ月以内に医師の作成した健康診断書をご提出ください。

対象2：受験および就学に特別な配慮を必要とする方
事務局へご連絡のうえ、3ヶ月以内に医師の作成した健康診断書をご提
出ください。

□  健康診断書

対象：外国籍の方

□  外国人登録証明書、またはパスポートの写し

対象：TAP出願者のうち科目合格者

□  税理士試験科目合格証の写し

フリガナ

氏 名

現住所

自宅電話

携帯電話

E-mail ※ パソコンのアドレスをご記入ください。

氏名のローマ字表記

姓　　　　　　　　　　　　　　　　名

□   男　　□  女

※ ※名古屋商科大学大学院

志願者情報

写真貼付欄

・最近3ヶ月以内に撮影
・正面向き上半身脱帽
・縦4㎝×横3㎝ 
・裏面に氏名を記入

生年月日

性 別

（西暦）  　　  　　  　　  　　年  　　  　　月   　　　　日

選  考
志望プログラム／履修モデル（志望キャンパス）

選抜区分（正規課程の方のみチェックしてください）

選考日程

入学時期

出願資格（3頁「出願資格」内より該当する番号にチェックしてください）

〈個人情報の取り扱いについて〉出願・入学手続時に取得した個人情報については、厳重に管理するとともに職務上必要な範囲において利用します。

資  格 / 試  験

種類

種類

種類

種類

種類

種類

取得時期
（西暦）  　　  　　年  　　月

取得時期
（西暦）  　　  　　年  　　月

取得時期
（西暦）  　　  　　年  　　月

取得時期
（西暦）  　　  　　年  　　月

取得時期
（西暦）  　　  　　年  　　月

取得時期
（西暦）  　　  　　年  　　月

種類

スコア・級　　　　　　　

種類

スコア・級

種類

スコア・級

TOEFL / TOEIC / GMAT 等

受験時期
（西暦）　  　　  　　  　　年  　　  　　月

受験時期
（西暦）　  　　  　　  　　年  　　  　　月

受験時期
（西暦）　  　　  　　  　　年  　　  　　月

□ 社会人  　□ 一般  　□事業承継者

〈正規課程〉

〈履修証明プログラム〉

□ 給費生    □  （　　　）日程（A～F日程）    □ A.O.方式※2

□ 第（　　　）期（第1～7期）　□ A.O.方式※2

※2　A.O.方式希望選考日　　20　　　　年　　　　月　　　　日 

□ 4月　□ 9月

□ 1）    □ 2）    □ 3）    □ 4）    □ 5）

年 齢
歳満

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

Application for Admission
入学志願書

入
学
志
願
書

申込日（西暦）　　　　   　　　　年   　　　月   　　　日

出願書類

全員提出 該当者のみ提出

該当する必要書類にチェックを入れ、郵送前にいま一度ご確認のうえご提出ください。

※ 出願書類が英語・日本語以外の場合は、公的機関で作成した和訳・ま
たは英訳を添えてください。

※ 原本が1 部しかない場合は、原本から正しく複製されたもの
（certified copy）であることの証明を受けた後、ご提出ください。

● 出身大学長証明のものをご提出ください。
● 複数の大学をご卒業（見込）の方は、それぞれの卒業（見込）証明書
を併せて提出してください。

● 大学院を修了した方は、大学院修了証明書も併せてご提出ください。
● 独立行政法人大学評価・学位授与機構から学位を取得・見込の方は、
学位授与（見込）証明書をご提出ください。

※ 履修証明プログラムの方は最終学歴の証明書をご提出ください。

□  学業成績証明書 （原本）

対象：外国籍の方（GLP出願者を除く日本語筆記試験免除希望者）
日本語能力検定試験認定書（1級）または日本留学試験「日本語」（250
点以上）を証明する書類

□  日本語能力に関する証明書の写し

対象：外国籍留学生の方
以下Webサイトより本学指定様式「留学費支払い能力に関する証明書」
をダウンロードし、保証人を立ててご記入ください。その際、必ず留学費
支払い能力を証明できる書類（支弁者名義の預貯金残高証明、所得証
明等）をご添付ください。
トップページ ＞ 入学案内 ＞ 出願方法 ＞ 出願書類

□  留学費支払能力に関する証明書 （本学指定）

Business Innovation Program（ □ 東京　□ 名古屋 ）  

 経営管理

General Manager Program（ □ 東京　□ 名古屋　□ 大阪 ）

 □ 総合マネジメント    □ 中小企業診断士養成※1

Global Leader Program（ 名古屋 ）

 国際経営（ □ 1年制 　□ 2年制 ） 

Tax Accountant Program（ □ 東京　□ 名古屋 ）  

 □ 会計ファイナンス    □ 税法学

履修証明プログラム　（ □ 東京　□ 名古屋　□ 大阪 ）  

※1　4月入学：名古屋／ 9月入学：東京・大阪

出願手続

□  推薦書
対象１： 事業承継者選抜の出願者
 書式自由、事業主または雇用主の署名捺印があるもの。
対象２： GLP出願者
 詳細はGLP Applicationをご確認ください。
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学  歴 

学位

学位

学位 在学期間
（西暦）

在学期間
（西暦）

在学期間
（西暦）

大学院名  □ 国立  □ 公立  □ 私立  □ 外国

その他教育機関名  □ 国立  □ 公立  □ 私立  □ 外国

高校名

大学名  □ 国立  □ 公立  □ 私立  □ 外国

読解力    □ 優   □ 良   □ 可   □ 不可

会話力    □ 優   □ 良   □ 可   □ 不可

筆記力    □ 優   □ 良   □ 可   □ 不可

日本語能力（日本語が母国語ではない方のみ）
教育機関名

在学期間

自己評価
（西暦）  　　  　　  　　 年　　  　　月～  　　  　　  　　 年　　  　　月

日本語能力試験（ 1級）
必ず証明書を添付してください。

スコア　 受験時期
（西暦）  　　  　　年  　　月

国籍

在留資格

在留期限

外国人登録証明書
（西暦）  　　  　　  　　 年　　  　　月～  　　  　　  　　 年　　  　　月

ビザ（外国籍の方のみ）

高等学校

（西暦）       　　  　　  　　 年   　　  　　月卒業

大学

学部

学科

　　  　　年  　　月入学 　　　

年  　　月卒業（見込）

大学院

研究科

課程

専攻

年  　　月入学 　　　

年  　　月修了（見込）

1）勤務先名　

業種　　　　　　　　　　　　　　役職

職務内容

勤務期間

2）勤務先名

業種　　　　　　　　　　　　　　役職

職務内容

勤務期間

就業年数計（アルバイト・パート期間を除く）
職  歴

（西暦）  　　  　　  　　 年　　  　　月～  　　  　　  　　 年　　  　　月

（合計）  　　  　　  　　 年  　　  　　  　　 ヶ月

（西暦）  　　  　　  　　 年　　  　　月～  　　  　　  　　 年　　  　　月

年  　　月入学 　　　

年  　　月                

学校名

所在地（国・都市）

在学期間

学校名

所在地（国・都市）

在学期間

（西暦）  　　  　　  　　 年　　  　　月～  　　  　　  　　 年　　  　　月

（西暦）  　　  　　  　　 年　　  　　月～  　　  　　  　　 年　　  　　月

小学校から高校までの学歴（外国籍の方のみ）

入学志願書に記載された項目はいずれも志願者本人によるものであり、
かつ虚偽の内容を含んでいないことを誓約します。

最新の勤務先から順にご記入ください。
3社以上の方は、別紙にてお知らせください（書式自由）。

誓約（必須）

氏名（自筆）

（西暦）  　　  　　  　　 年　　  　　月～  　　  　　  　　 年　　  　　月

3）勤務先名

業種　　　　　　　　　　　　　　役職

職務内容

勤務期間

□ 現在

大学編入の方は編入前の学歴情報を「その他教育機関名」欄にご記入ください。

入学手続

● 合格者は各選考日程に定められた入学手続締切日（3頁参照）までに学納金を振込、所定の入学手続書類および源泉徴収票等の書類をご提出ください。
 合格通知とともに「入学手続要項」を送付しますので、詳細については必ず「入学手続要項」を確認のうえ、手続を行ってください。
● 学納金の振込は、入学手続締切日の銀行収納印有効です。締切日までに納入手続を行わない場合は、入学資格を失います。
● 提出書類は、締切日消印有効です。
● 提出書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

入学手続

● 学費は半期ごとに納入していただきます。入学手続時に1年分の学費
を納入された場合は、超過分にあたる学費をお戻しすることになります
のでご注意ください。ただし、履修証明プログラム1年制の方は入学手
続時に全額、2年制の方は1年分を納入していただきます。

● 入学金は、入学年度のみ必要です。登録料は各年度必要です。学費は
入学時の金額が適用され、在学期間中は同額とします。但し、経済事情
の変動、国庫助成金の減額等の理由により在学中に変更することがあり
ますのでご了承ください。

● 授業料及び受講料には教材費としてケースブック代が含まれます。

● 本学園卒業生が引き続いて本大学院正規課程に入学をする場合は、
入学金が免除されます。

● 入学手続者が入学を辞退する場合、所定の返還手続を行った方には、
入学金を除く学納金を返還します。入学辞退者の学納金返還につきま
しては必ず「入学手続要項」でご確認ください。履修証明プログラムの
方は登録料を除く受講料を返還します。4月入学者の入学辞退及び返
還手続の締切日は、2018年3月23日（金）［必着］、9月入学者は、
2018年9月7日（金）［必着］です。

新入生の皆さまは必ずご出席ください。

日進キャンパス：〒470-0193 愛知県日進市米野木町三ヶ峯

学納金 今後のスケジュール

■ 新入生オリエンテーション

名古屋キャンパス

会 場

2018年 3月24日（土）

9月中旬（土曜日を予定）

日 時

4月入学

9月入学

入学時期

■ 入学式

日進キャンパス

名古屋キャンパス

会 場

2018年 4月1日（日）予定

オリエンテーションと同日

日 時

4月入学

9月入学

入学時期

学納金納入金額 入学手続時納入金（2017年9月入学者例）

学費（半期）

※1 実習費として1年次後期に28万円、2年次に40万円が別途必要です。

教育充実費

15,000円

授業料

717,500円

667,500円

1,100,000円

667,500円

270,000円

入学金

GMP

BIP

GLP

TAP

プログラム

総合マネジメント

中小企業診断士養成※1

経営管理

 1年制
国際経営
 2年制

会計ファイナンス

税法学

履修モデル 初年度納入金

1,735,000円

1,635,000円

2,500,000円

1,635,000円

入学手続時
納入金

1,002,500円

952,500円

1,385,000円

952,500円

受講料（1年分）登録料
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履修証明プログラム 50,000円 700,000円

受講手続時納入金

750,000円

プログラム
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