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入学試験要項

嘉悦大学アドミッションセンター

9：00～17：00（土曜・日曜・祝日・夏季および冬季休業期間を除く）

0120-970-800 kikitai@kaetsu.ac.jp

入試についてのお問い合わせ

個人情報の取り扱いについて
出願時にお知らせいただいた個人情報（氏名・住所等）は、本学における入学試験関係業務、
入学手続関係業務、入学式のご案内、入学前教育および統計資料業務（個人を特定できない形
式）など、大学業務を行うことを目的として、学校法人嘉悦学園が定める「学校法人嘉悦学園
個人情報保護基本方針」、「個人情報保護に関する規程」に基づいて適切に利用します。

ビジネス創造研究科
【博士前期課程・博士後期課程】

嘉悦大学大学院

表紙1-D



アドミッションポリシー
　■博士前期課程

　�　ビジネス創造研究科博士前期課程は、経済・経営の活性化への寄与を目的に、主としてマネジメ

ント（経営管理）分野で、実践知に根ざす学術研究能力を持つ人材の育成を目指します。そこで、

現状を変革する視点から、経済・経営の活動現場で発生する新たな事実や知を重視し、既存の学問

体系を拡充するような学術的知見の開拓に意欲を持つ人の入学を期待しています。

　■博士後期課程

　�　ビジネス創造研究科博士後期課程は、修士課程で培った実践知に根ざす学術研究能力を基盤に、

企業経営研究の分野において、高度な研究能力を持つ人材の育成を目指します。

　�　そのため、新たな理論構築や理論を用いて現実を分析し、新たな発見をする意欲を持つ人材の入

学を期待しています。また、企業経営研究の成果がアジア地域に普及し健全な経済発展に寄与する

よう、アジア地域の指導的な研究者となる意欲を持つ人材の入学も期待しています。
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Ⅰ．入試詳細

博士前期課程

１．募集定員・入試日程・試験時間

■入試日程

２．出願資格
次の1.�～ 2.�のいずれかに該当する者
１．�嘉悦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で、次の⑴～⑶のすべて
に該当する者

　　⑴本大学院を専願の者
　　⑵人物優秀でかつ研究をする意欲がある者
　　⑶下記の条件の一つに該当する者
　　　①�嘉悦大学卒業見込みの者は出願時のGPAが3.0以上の者
　　　②�嘉悦大学卒業者で最終GPAが3.0以上の者
２．本学短期大学（部）卒業者で、同窓会個別入学資格審査に合格した者

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・面接

４．入学検定料
　　15,000 円
・一度納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

5．注意事項
・�原則として出願前に希望する研究指導教授との面談をして、研究指導内容を確認する必要があり
ます。詳しくは、後述の「出願（申請）前の事前準備」を参照してください。

■試験時間

学内・卒業生特別選抜入試1 ［専願］

■募集定員

出願方法 1期 2期 3期

出願期間：郵送受付

（消印有効）

2022年11月 1日（火）

～

2022年11月17日（木）

2023年 1月30日（月）

～

2023年 2月 9日（木）

2023年 2月20日（月）

～

2023年 3月 3日（金）

試験日 2022年11月27日（日） 2023年 2月19日（日） 2023年 3月10日（金）
合格発表日 2022年12月 2日（金） 2023年 2月24日（金） 2023年 3月16日（木）

入学手続締切日 2022年12月12日（月） 2023年 3月 3日（金） 2023年 3月23日（木）

集合時間 9：30　
面　　接 10：00 ～

期　　名 1期 2期 3期
募集定員 若干名
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6．出願書類

出願書類 備　　　　　考

1 入学志願票※1

・ 出願登録・入学検定料納入後、ダウンロード・印刷してください。
・ 出願登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 出願登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料
＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5
大学の卒業証明書または卒業見込証明
書

6 大学の成績証明書

7
同窓会個別入学資格審査の合格通知書
のコピー※1

同窓会個別入学審査に合格された方のみ提出してください。

8 研究計画書

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研究
計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は2,000字程度、英語で記載す
る場合は500words程度とします。

9 資格取得証明書（該当者のみ）
税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定1級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）を
提出してください。

10 在留カードのコピー（両面）
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙はA4サイズで提出してくだ
さい。

※1：同窓会個別入学資格審査に合格された方は、出願書類のうち「1�入学志願票」「7�同窓会個別入学資格
　　　審査の合格通知書のコピー」のみ提出してください。
　　　その他の書類については、同窓会個別入学資格審査に申請の際提出された書類を使用します。
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２．出願資格
次の1.�～ 5.�のいずれかに該当する者
　１．�学校教育法による日本の大学を卒業した者（2023年3月31日までに卒業見込みの者を含

む）
　２．�学校教育法施行規則による大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者

（2023年授与を予定されている者を含む）
　３．�学校教育法施行規則による本大学院において、個別入学資格審査により認めた22歳以上の

者
　４．�学校教育法施行規則による指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門

課程一覧）を修了した者（2023年3月31日までに修了見込みの者を含む）
　５．文部科学大臣が指定した者

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・小論文
・面接

４．入学検定料
　　30,000 円
・�一度納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

５．注意事項
・�原則として出願前に希望する研究指導教授との面談をして、研究指導内容を確認する必要がありま
す。詳しくは、後述の「出願（申請）前の事前準備」を参照してください。

一般選抜入試2
１．募集定員・入試日程・試験時間

期　　名 1期 2期 3期

出願期間：郵送受付

（消印有効）

2022年11月 1日（火）

～

2022年11月17日（木）

2023年 1月30日（月）

～

2023年 2月 9日（木）

2023年 2月20日（月）

～

2023年 3月 3日（金）

試験日 2022年11月27日（日） 2023年 2月19日（日） 2023年 3月10日（金）
合格発表日 2022年12月 2日（金） 2023年 2月24日（金） 2023年 3月16日（木）

入学手続締切日 2022年12月12日（月） 2023年 3月 3日（金） 2023年 3月23日（木）

■入試日程

■募集定員

集合時間 9：30
小論文 10：00 ～ 11：00
面接 11：30 ～

■試験時間

［併願可］

期　　名 1期 2期 3期
募集定員 3名
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出願書類 備　　　考

1 入学志願票※2

・ 出願登録・入学検定料納入後、ダウンロード・印刷してください。
・ 出願登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 出願登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料 ＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5 大学の卒業証明書
または卒業見込証明書

外国の四年制大学を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその
日本語（または英語）訳※ 1 を提出してください。

6 大学の成績証明書 外国の四年制大学を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその
日本語（または英語）訳※ 1 を提出してください。

7
個別入学資格審査の合格通知書の

コピー※2（該当者のみ）
個別入学資格審査に合格された方のみ提出してください。

8 研究計画書

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する 場合は 500words 程度とします。

9 資格取得証明書
（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

10 在留カードのコピー（両面）
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙は A4 サイズで提出してく
ださい。

※1：「日本語（または英語）訳」については、在籍している教育機関等で発行したものを提出してください。
※2：個別入学資格審査に合格された方は、出願書類のうち「1�入学志願票」「7�個別入学資格審査の合格通
　　　知書のコピー」のみ提出してください。
　　　その他の書類については、個別入学資格審査に申請の際提出された書類を使用します。

６．出願書類
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２．出願資格
次の1.�～ 5.�のいずれかに該当し、2023年4月1日時点で、3年以上の職業経験等（家事専従者、ボ
ランティア活動を含む）を有する者または見込みの者。
　１．�学校教育法による日本の大学を卒業した者（2023年3月31日までに卒業見込みの者を含

む）
　２．�学校教育法施行規則による大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者

（2023年授与を予定されている者を含む）
　３．学校教育法施行規則による本大学院において、個別入学資格審査により認められた者
　４．�学校教育法施行規則による指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門

課程一覧）を修了した者（2023年3月31日までに修了見込みの者を含む）
　５．文部科学大臣が指定した者

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・小論文
・面接

４．入学検定料
　　30,000 円
・�一度納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

５．注意事項
・�原則として出願前に希望する研究指導教授との面談をして、研究指導内容を確認する必要がありま
す。詳しくは、後述の「出願（申請）前の事前準備」を参照してください。

社会人選抜入試3
１．募集定員・入試日程・試験時間

期　　名 1期 2期 3期

出願期間：郵送受付

（消印有効）

2022年11月 1日（火）

～

2022年11月17日（木）

2023年 1月30日（月）

～

2023年 2月 9日（木）

2023年 2月20日（月）

～

2023年 3月 3日（金）

試験日 2022年11月27日（日） 2023年 2月19日（日） 2023年 3月10日（金）
合格発表日 2022年12月 2日（金） 2023年 2月24日（金） 2023年 3月16日（木）

入学手続締切日 2022年12月12日（月） 2023年 3月 3日（金） 2023年 3月23日（木）

■入試日程

■募集定員

集合時間 9：30
小論文 10：00 ～ 11：00
面接 11：30 ～

■試験時間

［併願可］

期　　名 1期 2期 3期
募集定員 4名
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出願書類 備　　　考

1 入学志願票※2

・ 出願登録・入学検定料納入後、ダウンロード・印刷してください。
・ 出願登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 出願登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料 ＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5 大学の卒業証明書
または卒業見込証明書

外国の四年制大学を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその
日本語（または英語）訳※ 1 を提出してください。

6 大学の成績証明書 外国の四年制大学を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその
日本語（または英語）訳※ 1 を提出してください。

7 個別入学資格審査の合格通知書の
コピー※2（該当者のみ） 個別入学資格審査に合格された方のみ提出してください。

8 研究計画書

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する 場合は 500words 程度とします。

9 資格取得証明書
（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

10 在留カードのコピー（両面）
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙は A4 サイズで提出してく
ださい。

※1：「日本語（または英語）訳」については、在籍している教育機関等で発行したものを提出してください。
※2：個別入学資格審査に合格された方は、出願書類のうち「1�入学志願票」「7�個別入学資格審査の合格通
　　　知書のコピー」のみ提出してください。
　　　その他の書類については、個別入学資格審査に申請の際提出された書類を使用します。

６．出願書類
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２．出願資格
次の1.�～ 2.�のすべてに該当する者
　１．下記の条件の一つ該当する者
　　　⑴�外国において、学校教育における16年（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課

程への入学については18年）の課程を修了した者（2023年3月31日までに修了見込みの
者を含む）

　　　⑵�学校教育法による日本の大学を卒業した者（2023年3月31日までに卒業見込みの者を含
む）

　　　⑶�学校教育法施行規則による大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
（2023年授与を予定されている者を含む）

　　　⑷�学校教育法施行規則による本大学院において、個別入学資格審査により認めた22歳以上
の者

　　　⑸�学校教育法施行規則による指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専�����
門課程一覧）を修了した者（2023年3月修了見込みの者を含む）

　　　⑹文部科学大臣が指定した者
　２．�外国籍の日本在住者（日本国永住権を得た者は除く）で、出入国管理及び難民認定法におい

て、本大学院入学後に在留資格「留学」の更新または「留学」への変更が可能で、入学時に
満22歳に達する者

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・小論文
・面接

４．入学検定料
　　30,000 円
・�一度納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

外国人留学生選抜入試4
１．募集定員・入試日程・試験時間

期　　名 1期 2期 3期

出願期間：郵送受付

（消印有効）

2022年11月 1日（火）

～

2022年11月17日（木）

2023年 1月30日（月）

～

2023年 2月 9日（木）

2023年 2月20日（月）

～

2023年 3月 3日（金）

試験日 2022年11月27日（日） 2023年 2月19日（日） 2023年 3月10日（金）
合格発表日 2022年12月 2日（金） 2023年 2月24日（金） 2023年 3月16日（木）

入学手続締切日 2022年12月12日（月） 2023年 3月 3日（金） 2023年 3月23日（木）

■入試日程

■募集定員

集合時間 9：30
小論文 10：00 ～ 11：00
面接 11：30 ～

■試験時間

［併願可］

期　　名 1期 2期 3期
募集定員 3名



8入学試験要項 嘉悦大学大学院

出願書類 備　　　考

1 入学志願票※2

・ 出願登録・入学検定料納入後、ダウンロード・印刷してください。
・ 出願登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 出願登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料 ＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5 大学の卒業証明書
または卒業見込証明書

外国の四年制大学を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその
日本語（または英語）訳※ 1 を提出してください。

6 大学の成績証明書 外国の四年制大学を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその
日本語（または英語）訳※ 1 を提出してください。

7
個別入学資格審査の合格通知書の
コピー※2（該当者のみ）

個別入学資格審査に合格された方のみ提出してください。

8 研究計画書

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する場合は 500words 程度とします。

9 資格取得証明書
（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

10 在留カードのコピー（両面）
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙はA4サイズで提出してくだ
さい。

※�1：「日本語（または英語）訳」については、在籍している教育機関等で発行したものを提出してください。
※�2：個別入学資格審査に合格された方は、出願書類のうち「1�入学志願票」「7�個別入学資格審査の合格通
　　　知書のコピー」のみ提出してください。
　　　その他の書類については、個別入学資格審査に申請の際提出された書類を使用します。

５．注意事項
・�原則として出願前に希望する研究指導教授との面談をして、研究指導内容を確認する必要があります。詳し
くは、後述の「出願（申請）前の事前準備」を参照してください。

６．出願書類



9入学試験要項 嘉悦大学大学院

２．出願資格
本学大学院博士前期課程に在学している者

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・口述試験

４．入学検定料
　　15,000 円
・一度納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

５．注意事項
・�原則として出願前に希望する研究指導教授との面談をして、研究指導内容を確認する必要がありま
す。詳しくは、後述の「出願（申請）前の事前準備」を参照してください。

１．募集定員・入試日程・試験時間

入試区分
学内選抜入試

1期 2期

出願期間：郵送受付

（消印有効）

2023年 1月30日（月）
～

2023年 2月 9日（木）

2023年 2月20日（月）

～

2023年 3月 3日（金）

試験日 2023年 2月19日（日） 2023年 3月10日（金）
合格発表日 2023年 2月24日（金） 2023年 3月16日（木）

入学手続締切日 2023年 3月 3日（金） 2023年 3月23日（木）

■入試日程

■募集定員

集合時間 9：30
口述試験 10：00 ～

■試験時間

期　　名 1期 2期
募集定員 学外選抜入試と併せて 3名

博士後期課程
学内選抜入試1 ［専願］



10入学試験要項 嘉悦大学大学院

出願書類 備　　　考

1 入学志願票

・ 出願登録・入学検定料納入後、ダウンロード・印刷してください。
・ 出願登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 出願登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料 ＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5 大学院博士前期課程の修了証明書
または修了見込証明書

6 大学院博士前期課程の成績証明書

7 研究計画書

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する場合は 500words 程度とします。

8
修士論文またはこれに代わるものの要

旨
修士論文またはこれに代わるものの要旨は4,000字程度とします。

9
修士論文の写しまたはこれに代わるも

の
修士論文に代わる学会誌、大学研究紀要等の論文1編以上とします。

10 指導教授の推薦書
現在指導を受けている教授の推薦書を提出してください。（書式自

由）

11 資格取得証明書
（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

12 在留カードのコピー（両面）
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙は A4 サイズで提出してく
ださい。

６．出願書類
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２．出願資格
次の1.�～ 6.�のいずれかに該当する者
　１．�学校教育法による修士の学位若しくは専門職学位を有する者（2023年3月31日までに修了

見込みの者を含む）
　２．�学校教育法施行規則による外国において、修士の学位若しくは専門職学位に相当する学位を

授与された者（2023年3月31日までに授与見込みの者を含む）
　３．�学校教育法施行規則による外国の学校が行う通信教育を日本国内において履修し、修士の学

位若しくは専門職学位に相当する学位を授与された者（2023年3月31日までに授与見込み
の者を含む）

　４．�学校教育法施行規則による日本国内において、外国の大学院相当として指定した外国の学校
の課程（文部科学大臣指定外国大学（大学院相当）日本校）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（2023年3月31日までに授与見込みの者を含む）

　５．文部科学大臣の指定した者
　６．本大学院において、個別入学資格審査により認めた入学時に満24歳に達する者

【日本国籍以外の国籍を有する者の出願について】
　日本国籍以外の国籍を有する者の出願については、上記の出願資格と以下を満たしている者に限る
　●�日本国籍以外の国籍を有する日本在住者（在留資格『永住』は除く）で、入出国管理及び難民
認定法において、本大学院入学後に在留資格『留学』の更新または『留学』への変更が可能
で、入学時に満24歳に達する者

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・口述試験

４．入学検定料
　　３0,000 円
・一度納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。

１．募集定員・入試日程・試験時間

入試区分
学外選抜入試

1期 2期

出願期間：郵送受付

（消印有効）

2023年 1月30日（月）

～
2023年 2月 9日（木）

2023年 2月20日（月）
～

2023年 3月 3日（金）

試験日 2023年 2月19日（日） 2023年 3月10日（金）
合格発表日 2023年 2月24日（金） 2023年 3月16日（木）

入学手続締切日 2023年 3月 3日（金） 2023年 3月23日（木）

■入試日程

■募集定員

集合時間 9：30
口述試験 10：00 ～

■試験時間

期　　名 1期 2期
募集定員 学内選抜入試と併せて 3名

学外選抜入試2 ［併願可］
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出願書類 備　　　考

1 入学志願票※2

・ 出願登録・入学検定料納入後、ダウンロード・印刷してください。
・ 出願登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 出願登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料 ＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5
大学院博士前期課程
若しくは修士課程の修了証明書
または修了見込証明書

外国の大学院を修了（見込）の場合は、原文（複写可）とその日本語（ま
たは英語）訳※ 1 を提出してください。

6 大学院博士前期課程
若しくは修士課程の成績証明書

外国の大学院を修了（見込）の場合は、原文（複写可）とその日本語（ま
たは英語）訳※ 1 を提出してください。

7 個別入学資格審査の合格通知書の
コピー※2 個別入学資格審査に合格された方のみ提出してください。

8 研究計画書

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する 場合は 500words 程度とします。

9
修士論文またはこれに代わるものの要

旨
修士論文またはこれに代わるものの要旨は4,000字程度とします。

10
修士論文の写しまたはこれに代わるも

の
修士論文に代わる学会誌、大学研究紀要等の論文1編以上とします。

11 資格取得証明書
（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

12 在留カードのコピー（両面）
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙はA4サイズで提出してくだ
さい。

※�1：「日本語(または英語)�訳」については、在籍している教育機関等で発行したものを提出してください。
※�2：個別入学資格審査に合格された方は、出願書類のうち「1�入学志願票」「7�個別入学資格審査の合格通
　　　知書のコピー」のみ提出してください。
　　　その他の書類については、個別入学資格審査に申請の際提出された書類を使用します。

５．注意事項
・�原則として出願前に希望する研究指導教授との面談をして、研究指導内容を確認する必要がありま
す。詳しくは、後述の「出願（申請）前の事前準備」を参照してください。

６．出願書類
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１．審査日程

審査の結果、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は、一般選抜入試・社会人選抜
入試・外国人留学生選抜入試へ出願ができます。

２．申請対象者
　　・�2023 年 4月1日時点で満 22 歳に達する者で、高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校の

卒業者、外国の大学日本分校・外国の学校の卒業者など大学卒業資格を有さない者。

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・口述試験

４．個別入学資格審査料　
　　10,000 円
※�個別入学資格審査の結果、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は、一般選抜
入試・社会人選抜入試・外国人留学生選抜入試に正式に出願ができます。
※�一般選抜入試・社会人選抜入試・外国人留学生選抜入試に出願をする場合は、改めて入学検定料
（30,000�円）を納入してください。

博士前期課程　個別入学資格審査1

審査申請期間：郵送

（消印有効）
2022年 9月20日（火）～ 2023年 1月30日（月）

試験日 希望する入試区分の出願開始までに個別資格審査を受けるようにしてく
ださい。ADCまでお問い合わせください。

合格発表日 試験日の1週間後

個別入学資格審査

■審査日程
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出願書類 備　　　考

1 志願票

・ 申請登録・個別入学資格審査料納入後、ダウンロード・印刷して
ください。

・ 申請登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 申請登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書※1 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート※1 ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料※1 ＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5 最終学校の卒業（修了）証明書
または卒業（修了）見込証明書※1

外国の大学院を修了（見込）の場合は、原文（複写可）とその日本語（ま
たは英語）訳※ 2 を提出してください。

6 最終学校の成績証明書※1 外国の大学院を修了（見込）の場合は、原文（複写可）とその日本語（ま
たは英語）訳※ 2 を提出してください。

7 研究計画書※1

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する場合は 500words 程度とします。

8 資格取得証明書※1

（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

9 在留カードのコピー（両面）
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙はA4サイズで提出してくだ
さい。

※�1：一般選抜入試・社会人選抜入試・外国人留学生選抜入試出願時に提出する書類については、個別入学
　　　資格審査で使用した書類を利用します。
※�2：「日本語（または英語）訳」については、在籍している教育機関等で発行したものを提出してください。

５．申請書類
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１．審査日程・審査時間

本学短期大学（部）卒業者対象の個別入学資格審査です。
審査の結果、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は、学内・卒業生特別選抜入試
へ出願ができます。

２．申請対象者
2023 年 4月1日時点で満�22�歳に達する者で、光風会（本学同窓会組織）会員で本学短期大学（部）
の卒業者など大学卒業資格を有さない者。

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・口述試験

４．個別入学資格審査料　
　　10,000 円
※�同窓会個別入学資格審査の結果、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は、学
内・卒業生特別選抜入試に正式に出願ができます。
※�学内・卒業生特別選抜入試に出願をする場合は、改めて入学検定料（15,000円）を納入してください。

博士前期課程　同窓会個別入学資格審査2

■審査日程

審査申請期間：郵送

（消印有効）
2022年 9月20日（火）～ 2023年 1月30日（月）

試験日 希望する入試区分の出願開始までに個別資格審査を受けるようにしてく
ださい。ADCまでお問い合わせください。

合格発表日 試験日の1週間後
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出願書類 備　　　考

1 志願票

・ 申請登録・個別入学資格審査料納入後、ダウンロード・印刷して
ください。

・ 申請登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 申請登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書※1 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート※1 ＜所定用紙＞

4 本学短期大学（部）の卒業証明書

5 本学短期大学（部）の成績証明書

6 研究計画書※1

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する場合は 500words 程度とします。

7 資格取得証明書※1

（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

8 在留カードのコピー（両面）※1

日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙はA4サイズで提出してくだ
さい。

※�1：学内・卒業生特別選抜入試出願時に提出する書類については、同窓会個別入学資格審査で使用した書
　　　類を利用します。

５．申請書類
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１．審査日程・審査時間

審査の結果、修士の学位若しく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は、学
外選抜入試へ出願ができます。

２．申請対象者
・�2023年4月1日時点で満24歳に達する者で、修士の学位若しくは専門職学位を有さない者。

３．選考方法
下記の総合評価により選考します。
・書類審査
・口述試験

４．個別入学資格審査料
　　10,000 円
※�個別入学資格審査の結果、修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認
められた者は、学外選抜入試に正式に出願ができます。
※学外選抜入試に出願する場合は、改めて入学検定料（30,000 円）を納入してください。

博士後期課程　個別入学資格審査3

■審査日程

審査申請期間：郵送

（消印有効）
2022年 9月20日（火）～ 2023年 1月30日（月）

試験日 希望する入試区分の出願開始までに個別資格審査を受けるようにしてく
ださい。ADCまでお問い合わせください。

合格発表日 試験日の1週間後
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出願書類 備　　　考

1 志願票

・ 申請登録・個別入学資格審査料納入後、ダウンロード・印刷して
ください。

・ 申請登録はP．192出願方法を参照してください。
・ 申請登録時に顔写真データをアップロードしてください。アップ

ロードする写真はP．20を確認してください。

2 志望理由書※1 ＜所定用紙＞

3 キャリアシート※1 ＜所定用紙＞

4 外国人留学生参考資料※1 ＜所定用紙＞
日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。

5 最終学校の卒業（修了）証明書
または卒業（修了）見込証明書※1

外国の学校を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその日本語（また
は英語）訳※ 2 を提出してください。

6 最終学校の成績証明書※1 外国の学校を卒業（見込）の場合は、原文（複写可）とその日本語（また
は英語）訳※ 2 を提出してください。

7 研究計画書※1

＜所定用紙＞
入学後の志望研究領域、研究テーマ、希望する研究指導教授及び研
究計画について記載してください。
研究計画書を日本語で記載する場合は 2,000 字程度、英語で記載
する場合は 500words 程度とします。

8 資格取得証明書※1

（該当者のみ）

税理士試験科目合格、日本商工会議所簿記検定 1 級、中小企業診断
士、CFP® 等の資格を有する者は、当該資格取得証明書（複写可）
を提出してください。

9 在留カードのコピー（両面）※1

日本国籍以外の国籍を有する者のみ提出してください。
白黒・カラーの指定はありません。用紙はA4サイズで提出してくだ
さい。

※�1：学外選抜入試の出願時に提出する書類については、個別入学資格審査で使用した書類を利用します。
※�2：「日本語（または英語）訳」については、在籍している教育機関等で発行したものを提出してください。

５．申請書類
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Ⅱ．出願から入学手続きについて

出願（申請）前の事前準備1
１．�いずれの入試区分でも、原則として出願（申請）前に希望する研究指導担当教授と面談を行い、研

究指導内容を確認する必要があります（ただし指導教員によっては不要とする場合もあります）。出
願（申請）を希望する方は、アドミッションセンターまでご連絡ください。

　　　嘉悦大学�アドミッションセンター
　　　TEL：0120-970-800　E-mail：kikitai@kaetsu.ac.jp
２．志望する入試区分の入試詳細をご確認ください。
３．志望する入試区分に必要となる出願書類を確認し、作成及び準備を行ってください。

出願方法　※審査申請も同様の手順で行ってください。2
・�出願は外部サービスであるPost@net（以下ポータルサイト）を利用したインターネット出願になり
ます。
ポータルサイトへの出願登録、入学検定料の支払い、出願書類の郵送をすべて出願期間内におこなっ
てください。

①アカウント作成
　下記のインターネット環境（推奨）を確認し手順に従っておこなってください。
　・嘉悦大学のホームページにアクセス、「インターネット出願」をクリックし出願ページを開きます。
　　https://www.kaetsu.ac.jp
　　「新規登録」からアカウントを作成し、ログイン、「学校一覧」から「嘉悦大学」をお気に入り学校
の登録してください。

　＊アカウント作成は、出願期間前に行うことができます。

■インターネット環境（推奨）

※ブラウザの設定について
　どのウェブブラウザでも、以下の設定を行ってください。
　・JavaScript を有効にする。
　・Cookie を有効にする。
※�セキュリティソフトをインストールしている場合、インターネット出願が正常に動作しない場合があ
りますのでご注意ください。セキュリティソフトについては、各メーカーのサポートセンターに問い
合わせてください。

※メールアドレスについて
ユーザー登録の際、メールアドレスの入力が必要です。フリーメール（Gmail�やYahoo!�メールなど）
や携帯電話のアドレスで構いませんが、携帯メールの場合はドメイン（@kaetsu.ac.jp、@postanet.
jp）を受信指定してください。
出願登録完了時・入学検定料支払い完了時に、登録したメールアドレスに確認メールが自動送信され
ます。

パソコン スマートフォン・タブレット

Windows：Microsoft�Edge（最新バージョン） Android：5.0 以上（Android�Chrome 最新バージョン）

　　　　　�GoogleChrome（最新バージョン） OS�　　：10.0�以上（Safari 最新バージョン）

　　　　　�Firefox（最新バージョン）

MacOS���：Safari（最新バージョン）
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②インターネット出願（申請）登録
　志願者情報の登録（氏名・住所等）の入力・顔写真のアップロード
　※�入力した内容（特に生年月日・電話番号・住所）に誤りがないか十分に確認してください。志願者情
報の確認画面を過ぎると内容の変更ができません。

　※顔写真データが必要です。アップロードする写真データは以下の条件を満たすものに限ります。
　①出願3ヵ月以内に撮影したもの
　②カラーのもの（白黒不可）
　③上半身、脱帽、正面、背景無地
　④アップロードできるファイル形式はJPEG形式で100KB以上3MB以下のもの
　⑤顔が鮮明に映っており、加工を施していないもの
　＊マスクは外してください（メガネは可）
　＊本人特定が困難な写真の場合は、再アップロードをお願いすることがあります。
　＊�証明写真などを撮影すると光が反射してしまいます。本人確認のためのものですので、スマート
フォンなどを使って、明るい部屋で撮影してください。

③入学検定料（個別入学資格審査料）の支払い
　コンビニ支払い、クレジットカード決済、ペイジー支払いが可能です
出願登録した翌日の23：59までにお支払いください。（ただし、出願期間最終日に出願登録した場
合は当日中にお支払いください。書類提出も当日消印有効ですのでご注意ください）
上記の支払い期限を過ぎると、登録された内容での入学検定料（個別入学資格審査料）の支払いができ
なくなります。（登録内容は無効になります）
※入学検定料（個別入学資格審査料）の支払いの際、別途手数料770円（消費税込み）が必要です。
※一度納入された入学検定料（個別入学資格審査料）はいかなる理由があっても返還いたしません。

「各種番号をお持ちの方」
ボタンを押す

レジで
「インターネット支払い」
とお知らせください。

※お客様側レジ操作画面に
入力案内が出ますので、
以下操作を行ってください。

「代金支払い」
ボタンを押す

「申込券」発券

Loppi（ロッピー）

「Famiポート申込券
／申込券」発券

Famiポート／マルチコピー機

※Web画面に
表示された
「受付番号」

「お申込みした電話番号」
を入力

「受付番号」を入力

「電話番号」を入力

「受付番号」を入力

ローソン
ミニストップ

※Web画面に
表示された
「受付番号」

セイコーマート

※Web画面に表示された
第１番号

（企業コード20020）
第２番号

（注文番号12桁）

「番号を入力する」
ボタンを押す

第1番号
（企業コード20020）

を入力

支払内容の確認画面が
表示されるので、
「OK」ボタンを押す

第2番号
（注文番号12桁）を入力

ファミリーマート

※「払込票」を印刷
またはWeb画面に
表示された

「払込票番号」

セブンイレブン

※Web画面に
表示された

「オンライン決済番号」

印刷した「払込票」を
渡す

またはレジで番号を
お知らせください

レジで番号を
お知らせください発券から30分以内にレジへ 代金お支払い

デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストア

■ コンビニ支払い
※支払いに必要な番号が表示されます。必ず番号をメモしてください。
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利用できるクレジットカードは以下の2社になります。

　①VISAカード

　②MASTERカード

※出願登録と同時に入学検定料の支払いが完了しますので、注意してください。

■ クレジット決済

※支払いに必要な番号が表示されます。必ず番号をメモしてください。

■ ペイジー支払い

①銀行ATMで支払いの場合
　ペイジー対応のATMを利用してください。

②ネットバンキングで支払いの場合
　収納機関番号・お客様番号・確認番号を控え、各自で支払い方法を確認し入学検定料を支払ってくだ

さい。

支払い
支払い方法を選択
（現金または
キャッシュカード）

収納機関番号・
お客様番号・
確認番号を入力

税金・各種料金
（ペイジー）を選択

ペイジー対応の
銀行ATMを利用

④入学志願票、宛名シートの出力
　入学検定料（個別入学資格審査料）の支払い後、ダウンロード・印刷できるようになります。
ダウンロードした入学志願票・宛名シートを印刷する際は拡大・縮小せずにA4用紙に印刷してくだ
さい。

⑤出願（申請）書類を郵送する
④の宛名シートを使用し、入学志願票と出願（申請）書類を速達・簡易書留 ( 市販の角2封筒を使用す
る場合 )、あるいはレターパックプラス（赤色）にて郵送してください。
・�封筒宛名シートは市販の角2封筒に貼付し、郵便局の窓口から速達・簡易書留で郵送してくださ

い。
・�レターパックプラス（赤色）を使用する場合は、宛名シートを切り分け貼付し、必要事項を記入の
上、保管シールをはがして郵送してください。
　※�レターパックプラスはポストに投函できますが、時間によっては当日消印が付かない場合があり
ます。締切日は郵便局窓口で出すことをお勧めします。

宛名シートが出力できない場合は直接下記の送付先を記入してください。封筒の裏面、あるいはレ
ターパックプラス（赤色）の差出人欄には郵便番号・住所・氏名を記入してください。

①～⑤を、全て期限内に完了することによって、出願（申請）が正式に受理され、受験票が発行されま
す。
（出願登録・入学検定料支払い・出願書類提出のいずれかが行われなかった場合は、出願が受け付けら
れません。）
※「出願（申請）期間」を十分確認の上、できるだけ余裕をもって出願（申請）してください。

送付先
〒187-8578　東京都小平市花小金井南町2-8-4
　　　　　　　嘉悦大学　アドミッションセンター　宛
　　　　　　　　　　　　　　　出願（申請）書類在中
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受験票3
出願（申請）書類が受理され、出願（申請）が完了したら受験票発行通知メールを送ります。ポータル
サイトへログインし、「出願内容一覧」より本学の「出願内容確認」を選択し「デジタル受験票」を試
験前日までにダウンロード・印刷して試験当日必ず持参してください。
日時、集合時間等をよく確認してください。
＊受験票の郵送はいたしません。

受験上の注意4
受　験　票 受験票は必ず印刷し、試験当日持参してください。

控　　　室 受験生の付き添いの方の控室は用意しておりません。（大学構内でお待ちいただくこと
もできません）

集　　　合 指定された集合時間までに受付にて受験票を提示し、案内に従ってください。

不 正 行 為

次のことをすると不正行為となります。不正行為を行った場合は，その場で受験の中止
と退室を指示され，それ以後の受験はできなくなり試験は無効となります。
ア．�志願票，受験票・写真票，解答用紙へ故意に虚偽の記入（受験票・写真アップロー
ド時に本人以外の写真をことや解答用紙に本人以外の氏名・受験番号を記入するな
ど。）をすること。

イ．�試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。�
ウ．�試験場において監督者等の指示に従わないこと。�
エ．�その他，試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

所持品の
取扱い

・ 携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末等の電子機器類は試験室に入る前に必
ずアラームの設定を解除し、電源を切っておいてください。

・�駐車場はありません。試験当日は公共交通機関をご利用ください。
　（本学まで自転車で来校される場合は、指定された駐輪場に止めてください)
・試験会場内は禁煙です。
・上履きを用意する必要はありません。

試験当日に天候や公共交通機関の遅延などにより開始時間の変更がある場合には本学ホームページに
てお知らせいたします。　嘉悦大学　https://www.kaetsu.ac.jp/

試験（審査）当日のお問い合わせ先　嘉悦大学　 0120-970-800　　　kikitai@kaetsu.ac.jp
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・試験（審査）当日、以下のいずれかに該当する場合は、他の受験生への感染の恐れがありますので受験を
ご遠慮ください。また、必ず当該試験が始まる前までにアドミッションセンターまでご連絡ください。
ご連絡がない場合、試験後に下記申請を提出されても受理はできませんので、予めご承知おきください。
１．新型コロナウイルス感染症に罹患した。
２．新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者であると保健所等から通知を受けた。
３．�「学校保健安全法」で出席停止を定めている感染症（インフルエンザ、百日咳、麻疹、風しん、水痘等）に
かかり、医師による「治癒証明書」が発行されていない。

４．�試験の前から継続して発熱・咳等の症状がある。（試験（審査）当日、受付にて実施する体温チェックで
発熱がみとめられた場合を含む）

その場合、希望する受験生には下記の措置を行います。
⑴別日程の受験へ振替（追加の入学検定料・個別入学資格審査料は不要です）
　①「診断書」②「受験票の写し」③「振替受験申請書」（本学ホームページよりダウンロード・印刷し必要事
項を記入）、①～③を揃えて、振替を希望する受験の出願期間締切日（当日消印有効）までに簡易書留でア
ドミッションセンターへ郵送してください。
⑵入学検定料・個別入学資格審査料の返還（振替をする試験期がない、治癒していない等で振替受験を望ま
ない場合）
　①「診断書」②「受験票の写し」③「入学検定料返還依頼書」（③は本学ホームページよりダウンロード・印
刷し必要事項を記入）④振込先金融機関の口座が確認できるものの写し（金融機関名、支店名、口座番号
が記載されているページ等）、①～④を揃えて当該試験日の1週間後を申請締切日として簡易書留でアド
ミッションセンターへ郵送してください（当日消印有効）。申請締切後はいかなる理由があっても返還しま
せん。
※新型コロナウイルス感染症などに罹患した場合は原則として診断書を求めますが、感染拡大による医療機
関の事情等により診断書の発行が困難な場合には前述の相談窓口にお問い合わせください。発熱・咳等の
症状が新型コロナウイルス感染症でなかった場合でも診断書は必要です。
　また、保健所より濃厚接触者に該当されたと伝えられた場合、診断書は出せませんので前述の相談窓口に
お問い合わせください。その際、保健所の名称や保健所から連絡があった月日等の詳細を申告して頂きま
すので、保健所からの連絡事項は忘れないようにしてください。

新型コロナウイルス感染症などの罹患に伴う注意点

・前の項に記載した場合以外は、いったん納入された入学検定料・個別入学資格審査料は返還しません。ただ
し、次の事由による場合は、返還することがあります。

　◆入学検定料・個別入学資格審査料を誤って⼆重もしくは過剰に納入した場合
　　�①「受験票の写し」②「入学検定料返還依頼書」（②は本学ホームページよりダウンロード・印刷し必要事

項を記入）③振込先金融機関の口座が確認できるものの写し（金融機関名、支店名、口座番号が記載され
ているページ等）、①～③を揃えて支払い1週間後を申請締切日として簡易書留でアドミッションセンター
へ郵送してください（当日消印有効）。振込手数料を差し引いた額を返還します。申請締切後はいかなる理
由があっても返還しません。

・試験日時を間違えた等の場合は入学検定料・個別入学資格審査料の返還や追試験等の特別措置は行いま
せん。
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入学手続・入学許可6
・�本学ホームページ「入試情報」から「入学手続について」へ進み、ホームページに掲載の「入学手続
要項（大学院）」を必ずよく読んで、「入学手続サイト」より入学手続登録を行ってください。

　�①入学手続サイトへの情報登録　②入学手続時納入金�授業料（50,000円）の納入　③入学手続書類
を提出の三点について、手続締切日までに行ってください。

・期日までに入学手続きを完了した方には、完了を確認でき次第「入学許可書」を発送いたします。

◇教育整備寄付金のお願い
本学はより良い教育環境を整備する目的で、任意で寄付金の募集をしております。ご厚意は学生一人
ひとりの教育環境向上に還元させていただきます。
詳細は、本学ホームページでご確認ください。

合否発表・審査結果発表5
●合否発表
ポータルサイトへログインし「出願内容一覧」より本学の「合否結果照会」を選択し、受験内容を確
認の上、合否を確認してください。合否結果の画面をもって通知といたします。合格通知書が必要な
場合は合否結果の画面をダウンロード・印刷してください。

　＊合格通知書の郵送はいたしません。
　合否についてのお問い合わせには一切応じられません。

●�個別入学資格審査の結果については、ポータルサイトからの結果照会でなく、ご本人宛に郵送にて通
知いたします。
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修学環境8
１．本学大学院では、平日夜間及び土曜日昼間にも授業を実施し、社会人学生の方が修了できる修学環
境を備えています。

２．情報メディアセンター（図書館）の開館時間は、日曜日・祝日等を除く月曜から金曜は 8：50～
21：30、土曜は 10：30 ～ 18：00 です（長期休暇時などを除く）。また、学生研究室（共用）
を貸与します。

学費等・奨学金7
１．学費等（2022年度実績）※初年度納入額

項目 入学手続時 3月 10月 合計
入学金 ー ー ー ー
授業料 50,000円 250,000円 300,000円 600,000円
設備費 ー 144,000円 144,000円 288,000円

環境衛生暖房費 ー 48,000円 48,000円 96,000円
合計 50,000円 442,000円 492,000円 984,000円

※入学手続時に納入する授業料は、1ヵ月分とします。
※本大学院では、入学金の納入はありません。

２．奨学金
　・日本学生支援機構（2022年度実績）
　　�学業成績が優秀で、経済的に就学が困難な学生に対して学資を貸与し、また、社会・社会情勢等を
踏まえ、学生が安心して学べるよう支援する制度です。選考にあたっては、学業成績・家計状況・
健康・人格などが考慮されます。

　　本大学院で適格者を推薦し、日本学生支援機構で、適格度の高い者から採用が決定されます。
　　この奨学金は貸与ですので、原則として大学院修了後、所定の方法で返還しなければなりません。

〔入学者の貸与月額〕

　　※家計が急変した者に対する緊急・応急採用制もあります。
　　※第一種奨学金と、第二種奨学金の併用貸与を受けることもできます。
　　　�詳しくは独立行政法人　日本学生支援機構のWeb サイト（https://www.jasso.go.jp/index.

html）、または本学までお問い合わせください。

第一種奨学金 第二種奨学金

貸与月額

博士前期課程
　50,000 円または88,000 円（選択）
博士後期課程
　80,000 円または122,000 円（選択）

希望により次の5 種類から選択
50,000 円・80,000 円・100,000 円・
130,000 円・150,000 円のいずれか

備考 無利息 ⑴・⑵より選択
⑴利率固定型　　⑵利率見直型
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Ⅲ．研究指導担当教授一覧及び設置科目一覧

博士前期課程〈学位：修士（経営管理）〉1
研究指導担当教授および設置科目一覧

区分 領域 指導教授 研究指導の内容

ナ
レ
ッ
ジ
系

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
領
域

河上　高廣 中小企業の本質、優秀中小企業の成長・発展の要因、中小企業の経営戦略、中小企業政策、流通業と地域社会及び
アジアの中小企業に関する研究について実務経験を活かして指導する。

劉　　　暢 産業政策と企業活動との関係が持続的な産業発展にどのように寄与するかを検討し、産業政策の研究分析に必
要とされる総合能力を高める。

遠藤ひとみ
経営学の基礎知識や代表的理論が、複雑化する現代社会の様々な経営的事象にどのように応用されているかを
学び、またそれらの限界やあらたなる可能性に関して考察していく。研究指導では修士論文のテーマ設定や構
成、問題意識、問題解明のための理論構築、論文の書き方などの研究指導を行う。

上原　　聡
マーケティング理論の獲得と同時に、理論の実際の経営における実践を体系的に学びながら、各自のマーケ
ティング研究における問題意識を養い、主要テーマを探求することを目指していく。特に心理学的なアプロー
チおよ び文化論的アプローチに重点をおきつつ、新たなマーケティング課題を検討することとなる。

設置科目

中小企業論研究（中小企業の役割）※
中小企業論研究（日本とアジアの中小企業）
経営戦略概論（理論の応用とグローバル展開）
経営管理論（理論的基礎）※
経営管理論（経営管理研究）
マーケティング研究（消費者行動と企業の戦略）
マーケティング研究（マーケティングとサイコロ
ジー）
財務管理論研究（コーポレートファイナンス）
財務管理論研究（中小企業財務）
人事労務管理論研究（企業経営と人材マネジメント）
人事労務管理論研究（企業経営と人材開発）

事事業創造論（起業と企業家・イノベーション）※
産業政策（市場経済と産業政策）
産業政策（日中産業政策の比較）
戦略コンサルティング実践

政
策
・
税
務
・
会
計
領
域

田村　英好 税法に関する論文作成の基本と応用について指導する。なお、指導においては、必要に応じて、理論と実務の両
面からのアプローチも取り入れる。

真鍋　雅史 経済政策、財政政策、租税政策分野全般に関する文献サーベイを踏まえ、各自の関心分野で理論面あるいは実証
面から分析を試み、政策的含意を導出することまでの指導を行う。

井上　行忠
財務会計における修士論文およびその他（リサーチペーパー等）の作成の指導を行う。具体的には、修士論文の
テーマ設定や論文の構成方法、注や参考文献の表記などの形式面の諸規則、論文を作成するための基本的知識
を修得するとともに、数多くの論文を読みこなし、自作の論文を作成するための知識を修得する。

高橋　洋一
税政策や公会計を含めた財政分野全般について、内外の文献整理方法、税理論・公会計・マクロ経済など学際的
観点からの実務・理論・実証面での多角的アプローチ、各自の関心に応じた実際の政策に応用可能な政策インプ
リケーションまでを指導する。

設置科目

財政論（国家と市場）
公共政策論（ミクロ経済学理論）※
公共政策論（マクロ経済学理論）
税務研究（国際課税政策）
租税論（租税政策）
租税法研究（法人税法）※

租税法研究（所得税法）
税務政策論研究（所得税政策）
税務政策論研究（法人税政策）
財務会計論研究（財務諸表論）
財務会計論研究（財務諸表の理論的基礎）

情
報
領
域

滑川　光裕
人工知能やビッグデータの技術を、より高度な情報系理論（ファジィ理論や遺伝的アルゴリズムなど）や機器

（IoTやGPSなど）と組み合わせることにより現状把握（モデリング）を行い、将来予測（システムシミュレー
ション）を行うためのシステム構築について、研究と論文作成の指導を行う。

設置科目 経営情報システム論※
社会システム概論

データマイニング特論
創造支援情報論

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
系

設置科目
研究指導Ⅰ
研究指導Ⅱ
研究指導Ⅲ
研究指導Ⅳ

プロジェクト
特殊講義（ライブケース）
リテラシー養成演習

（注）設置科目欄の※印は、マネジメント、政策・税務・会計及び情報の各領域における基盤的科目（基盤領域科目）を示します。
（2022年4月現在）
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研究指導担当教授および設置科目一覧

授業科目 領域 指導教授 研究指導の内容

研
究
指
導
Ⅰ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
領
域

河上　高廣
中小企業論関連の博士論文の作成指導を行う。具体的には中小企業とは何かに関する理論的研究、戦
後中小企業の発展史・問題史の研究、中小企業発展のための経営論的研究、中小企業支援のための政策
的研究、流通業と地域社会及び東アジア中小企業に関する研究を対象とする。

上原　　聡 マーケティング関連の博士論文を完成させるために必要となる、最新のマーケティング研究の動向を
整理し理論を習得するとともに論理構築能力の養成を目指す。

研
究
指
導
Ⅱ

政
策
・
税
務
・

会
計
領
域

高橋　洋一
租税政策関連の博士論文の作成指導を行う。日本の租税政策の系譜と背景、経済理論・租税理論との関
係、租税法から見た整理、諸外国の改革の潮流との関係、実体経済との対応、他の政策との対応などが
主たる関心領域となる。

真鍋　雅史
経済財政政策関連の博士論文の作成指導を行う。日本の経済財政政策の系譜と背景、経済理論及び財
政理論との関係、租税法及び行政法から見た整理、諸外国の改革の潮流との関係、消費者行動、企業行
動との対応、金融行政、地方行政、医療看護政策、交流航空政策との対応などが主たる関心領域となる。

研
究

指
導
Ⅲ

情
報

領
域 滑川　光裕

情報系の技術や理論を用いて、ビジネス創造に役立つような情報システムの研究に関する博士論文の
作成指導を行う。機械学習、ビッグデータ、ファジィ理論、ソシオメトリー分析、クラスター分析、遺伝
的アルゴリズム、システムシミュレーション、地理情報システムなどが主たる関心領域となる。

博士後期課程〈学位：博士（経営管理）〉2

（2022年4月現在）

アドバイザリー教授

井上　行忠 嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科教授
専門分野：財務会計

劉　　　暢 嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科教授
専門分野：産業政策論、比較経済論

飯野　幸江 嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科教授
専門分野：会計学

宇佐美宗勝 嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科教授
専門分野：公共経済学・交通経済学・マーケティング

明山　健師 嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科准教授
専門分野：経営学

（2022年4月現在）

授業科目 講義等の内容

特殊講義（ライブケース）

主として中小企業経営者に、企業の創業、発展経緯、現下の課題、今後の経営戦略、企業家の楽しみと苦労など
についてスピーチしてもらう。これによって受講者は、経営環境の厳しい変化や経営資源の不足と闘ってい
る経営現場の生々しい状況を知ることができる。また、企業家という職業の実態にも触れられる。経営者のス
ピーチは1時間程度とし、30分は質疑応答にあてる受講者参加型の授業とする。授業は担当教員のコーディ
ネイトによって進行し、担当教員のとりまとめをもって終了する。受講者は経営上の注目点に関するレポー
トを提出する。博士前期課程との共通科目であり、隔週実施する。

特殊講義特論
「特殊講義」では経営者のスピーチから経営上の注目点に関するレポートをまとめる。本授業ではこのレポー
トを基に、中小企業の発展性の原動力は何であるか、またその発展性を妨げる問題にはどのようなものがあ
るかを討論し、中小企業の発展性と問題性に関する理論的な解釈を深める。これにより受講者は経営現場か
ら得られた「実践知」を「理論」へ架橋する能力をつけることができる。隔週、通年実施する。

共通設置科目

（2022年4月現在）


