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2023年４月入学者一般選抜（８月入試） 

 

2023年度（令和５年度）兵庫県立大学大学院 社会科学研究科  

グローバルビジネス専攻 修士課程 学生募集要項 

 

 
１ アドミッション・ポリシー 

日本を含む国際ビジネスの専門知識と技能に加えて、国際的に活躍できる異文化適応能力を修

得し、国際ビジネスとその関連領域において生じる多様な課題を解決に導くための卓越した能力

を有する人材を目指す者を受け入れるため、異文化環境下での学修経験をはじめ、この分野にお

いて学士課程で修得されるべき専門知識と技能に加えて、英語による授業を受けることができる

語学力を身につけており、かつ、修得した専門知識と技能を社会に還元しようという意欲を持つ

者を選抜するべく入学試験を実施する。 

 

２ 入学年月 

2023年4月 

（グローバルビジネス専攻は、4月入学と9月入学を実施しています。今回は4月入学の選抜で

す。) 

 

３ 募集人員及び取得できる学位 

募集人員 ６人（一般選抜及び外国人留学生特別選抜並びに推薦選抜の合計） 

取得できる学位 修士（国際経営学） 

 

４ 出願資格 

  次の各号のいずれかに該当する者。 

(1)大学を卒業した者（入学までに卒業見込みの者を含む。） 

(2)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（入学までに

授与される見込みの者を含む。） 

(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者（入学までに修了見込みの者を

含む。） 

(4)外国の学校が行う通信教育を日本において履修することにより当該国の16年の課程を修了

した者（入学までに修了見込みの者を含む。） 

(5)日本において、外国の大学相当として文部科学大臣が指定した外国の学校の課程を修了し

た者（入学までに修了見込みの者を含む。） 

(6)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（入学までに授与される見込みの者を含む。） 

(7)文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者（入学までに修了見込みの者を

含む。） 

(8)本研究科において個別の入学資格審査により認めた22歳以上の者（入学までに22歳に達す

る者を含む。） 

〔注意事項〕 

①外国人留学生（外国籍を有し、入学時に法に定める留学するための在留資格を取得又は更新

できる者）は、外国人留学生特別選抜を受験してください。 

②出願資格の有無について疑問がある場合は、出願期間前に神戸商科キャンパス学務課まで問

い合わせてください。 

③出願資格（8）については、個別入学資格審査申請書提出期間（2022年６月23日（木）～６

月30日（木））前に問い合わせてください。 
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５ 出願期間 

(1)2022年８月５日(金)～８月12日(金)  

(2)郵送の場合は、８月12日の消印有効です。必ず書留郵便とし、封筒の表に「社会科学研究

科グローバルビジネス専攻修士課程入学願書在中」と朱書きしてください。 

(3)持参の場合は、平日の９時から15時まで受け付けます。土・日・祝日は不可。 

 

６ 出願手続 

  下記の書類等を、Ａ４サイズ大の封筒に封入し、出願者の住所及び氏名を明記した上で、神

戸商科キャンパス学務課へ郵送するか、又は窓口に持参してください。 

(1)入学願書・受験票・

入学考査料納付書・

写真票 

〇所定の用紙に本人が記入し、最近３か月以内に撮影した写真３

枚を所定の欄に貼付してください。 

〇記入にあたっては、裏面の注意事項をよく読んでください。 

(2)入学考査料 

〇30,000円 

ゆうちょ銀行（郵便局の貯金窓口）が2022年5月以降に振り出し

た30,000円の普通為替証書又は定額小為替証書によること） 

〇証書には一切何も記入しないでください。 

(3)成績証明書 

〇大学が作成したもの（コピー不可）。 

〇大学院を修了又は在学中の者は、大学学部及び大学院両方の証

明書を提出してください。 

〇卒業あるいは修了見込の方については、出願締切日の３か月以

内に発行されたものを有効とします。 

(4)卒業証明書又は 

卒業見込証明書 

〇大学が作成したもの（コピー不可）。 

〇大学院を修了又は在学中の者は、大学学部及び大学院両方の証

明書を提出してください。 

〇独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学位を授与され

た者は、学位授与証明書を提出してください（コピー不可）。 

〇卒業あるいは修了見込の方については、出願締切日の３か月以

内に発行されたものを有効とします。 

(5)志望理由書 
Reason for Application 

〇志望理由、学修履歴及び修了後の進路について、英語でＡ４サ

イズの用紙に、600～700ワード程度で、シングルスペース（行

間隔を１行とする）、文字サイズは12ポイントで作成してくだ

さい。フォントは標準的なものを使ってください。 

〇１行目に“Reason for Application”と記入し、２行目に氏名を

記入してください。 

(6)研究計画書 
Research Proposal 

〇研究題目、問題意識、研究目的、研究方法、研究計画を、英語

でＡ４サイズの用紙に、1,500ワード程度で、シングルスペー

ス、文字サイズは12ポイントで作成してください。フォントは

標準的なものを使ってください。 

〇参考文献も英語で記載してください。ただし、日本語の参考文

献は、日本語のままでよいです（参考文献は上述のワード数に

は含みません）。 

〇１行目に“Research Proposal”と記入し、２行目に氏名を記入

してください。 

(7)TOEFL、TOEIC又は

IELTSのスコア票

（原本） 

〇公式な証明書（2020年4月1日以降に受験検定したものに限る）

を提出してください。 

〇シンガポール、アイルランド、英国、アメリカ合衆国、カナ

ダ、オーストラリア、ニュージーランド各国の大学（大学院）

を卒業（修了）又は卒業（修了）見込の出願者は、スコア票

（原本）を提出する必要はありません。 

〇スコア票（原本）の提出が困難な場合、それに代えて、出願者

の大学（最終学歴の学校）の教員による出願者の英語能力を具

体的に証明する文書を提出してください。 
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(8)受験票返送用封筒 

(日本在住者のみ) 

〇定形（長形３号）の封筒に郵便番号、住所及び氏名を記入し、

切手を344円分（速達料金を含む。）貼付してください。 

(9)連絡用あて名票 

(日本在住者のみ) 

〇所定の用紙に合格通知先（郵便番号、住所及び氏名）を記入し

てください。 

〔注意事項〕 

①障がいがあり、受験及び入学後の修学に際して特別の配慮を必要とする者は、出願期間前に

神戸商科キャンパス学務課へ申し出てください。 

②婚姻等の事由により戸籍と証明書の氏名が異なる場合は、戸籍抄本を添付してください。 

③出願手続完了後は、提出書類の変更及び返却並びに入学考査料の返還には応じられません。 

④出願書類に虚偽の記載があったときは、入学許可を取り消すことがあります。 

⑤日本語又は英語以外の外国語で作成された証明書等の書類については、英語訳を添付してく

ださい。 

⑥別紙「List of Seminar Instructors」を参照のうえ、入学願書には必ず「希望専門分野」及び

「希望指導教員」を記入してください。 

 

７ 海外から入学考査料の送金 

  海外にいる出願者は、以下のとおりPayPalで支払ってください。PayPalで支払うことがで

きない出願者に限り、銀行の窓口から送金してください。 

 ◆PayPalによる支払い 

  支払額（総額） 31,500円（入学考査料及び支払い手数料） 

  支払方法    PayPalで支払う場合、出願書の支払い方法の欄に名前とe-mailアドレス

を記入してください。後日大学からメールを送信します。 

PayPalで支払う場合、出願者名義のクレジットカード若しくは銀行口座

の情報をPayPalに登録する必要があります。 

 ◆銀行からの送金 

  支払額     30,000円（入学考査料）及び送金にかかる手数料 

          ※送金手数料は各自でご負担ください。 

※送金手数料は国・地域によって異なります。詳しくは送金手続きをする 

銀行にお問い合わせください。 

  送金目的    入学考査料 

  送金先 

銀行名    Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

支店名    Kobe Public Institutions Operations 

所在地    56 Naniwa-machi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8560 JAPAN 

口座番号   210-3051335 

口座名義   Public University Corporation University of Hyogo 

Swift Code    SMBC JP JT 

 

８ 試験会場 

  兵庫県立大学神戸商科キャンパス（神戸市西区学園西町８丁目２-１） 

   https://www.u-hyogo.ac.jp/campuslife/access/campus01.html 

   ※最寄駅である神戸市営地下鉄「学園都市駅」は、山陽新幹線新神戸駅から市営地下鉄で

25分、ＪＲ三ノ宮駅、阪神神戸三宮駅及び阪急神戸三宮駅から市営地下鉄（西神中央

行）に乗車して約22分。そこから試験会場まで徒歩約15分です。 

 

９ 入学者選抜方法 

  入学者の選抜は、小論文試験、口述試験及び出願書類を総合して選抜します。 

  外国に居住する者は、「８ 試験会場」での受験に代えて、インターネットによるオンラ

イン試験を実施します（詳細については、別途通知します）。 
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10 試験日程 

(1)入学考査日 2022年８月27日(土) 

集    合 9：00  

小論文試験 9：30～10：40 
(1) 小論文試験及び口述試験は英語で実施します。 
(2) 口述試験は、志望理由書及び研究計画書に基づいて

行います。 
口述試験 11：00～ 

 (2)受験上の注意事項 

※新型コロナウイルス感染症等により、試験日程、選抜方法等を変更する場合があります。連

絡はウェブサイト（https://www.u-hyogo.ac.jp/g3s/）あるいはメールで行います。 

①受験票は必ず携行してください。紛失したり忘れたりした場合は、試験開始前に試験場本部

まで申し出てください。 

②受験表裏面の注意事項をあらかじめ読んでおいてください。 

③筆記試験の開始時間に遅刻した場合は、原則として受験することができません。また、試験

終了時間まで退席することはできません。 

④自家用車での来学はできません。やむを得ない理由で車の乗り入れを希望する場合は、あら

かじめ神戸商科キャンパス学務課まで申し出てください。 

(3)入学考査日の午前７時現在において、神戸地方気象台が神戸市に「暴風警報」「暴風雪警

報」「大雪警報」「大雨特別警報」「暴風特別警報」「暴風雪特別警報」「大雪特別警報」

のいずれかを発令しているときは、入学試験を延期します。この場合は、入学試験を2022

年９月３日(土)に同様のスケジュールで実施します。 

 

11 合格発表 

2022年９月２日(金)10時 

  合格者の受験番号を兵庫県立大学神戸商科キャンパスに掲示するとともに、合格者には本人

に通知します。不合格者には通知しません。電話による問い合わせには一切応じられません。 

また、兵庫県立大学が作成したウェブサイトで合格者の受験番号一覧を掲載します。なお、

ウェブサイトは、参考情報として掲載しますので、合否は本学掲示板又は送付する通知書で正

式に確認してください。 

 

12 入学手続 

(1)合格者には入学手続に必要な書類を送付しますので、2022年９月７日(水)～９月14日(水)

までに入学手続をしてください｡なお、詳細は書類送付時に通知します｡ 

(2)入学手続の際には、本学より合格通知書とともに送付した書類のほか、次のものが必要で

す。 

①入学料（「13 入学料及び授業料」を参照） 

②卒業（見込）証明書 

③受験票 

④住民票記載事項証明書（入学料の甲（県内）に該当する者のみ） 

⑤神商会後援会費、学術研究会等の諸会費（計 72,000円）、教育充実費（70,000円）  
合計 142,000円 
※このほかに、海外フィールドスタディの旅費（250,000円程度）がかかります。状況に

応じて変更される場合があります。 

※金額が改定されたときは、その金額によります。また、兵庫県立大学学部又は大学院か

ら引き続き入学するときは、支払済みのものが減額されます。 

(3)指定された日時までに入学手続をしなかった者は、入学辞退者として取り扱います。 
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13 入学料及び授業料 

現行の入学料等は次のとおりです。なお、改定されたときは、その金額によります。 

（2022年４月１日現在） 

区  分 入学手続時 ５月 10月 合 計 

入 学 料 
甲（県内） 282,000円 ―― ―― 282,000円 

乙（県外） 423,000円 ―― ―― 423,000円 

授 業 料 ―― 267,900円 267,900円 535,800円 

（甲）入学する者又はその配偶者若しくは１親等の親族が、入学の日の１年前から引き続き兵庫

県内に住所を有する場合及び兵庫県立大学学部から引き続き入学する場合 

（乙）甲に該当しない場合 

 

14 その他 

(1)授業は月曜日から金曜日の昼間に行います。 

(2)入学後の諸条件は、一般選抜、外国人留学生特別選抜、推薦選抜ともに同じです。 

 

15 個人情報の取扱いについて 

(1)出願時に提出していただいた個人情報については、入試業務を行うために利用します。 

(2)入学者選抜に用いた個人情報は、入学者選抜結果の集計・分析、入学者選抜方法の調査・研

究、入学手続、入学後の学生支援及び修学指導等の教育目的並びに授業料徴収等に利用しま

す。また、合格者の住所、氏名等を兵庫県立大学学友会、兵庫県立大学神商会後援会、淡水

会、兵庫県立大学生活協同組合に提供することがあります。 

 

16 問い合わせ先 

  兵庫県立大学神戸商科キャンパス学務課 

  〒651-2197 神戸市西区学園西町8丁目2-1 

  電話番号  078-794-5209〔月～金（祝祭日を除く） 9：00～17：00〕  

 

 兵庫県立大学社会科学研究科グローバルビジネス専攻に関

しては、次のウェブサイトをご覧ください。 

https://www.u-hyogo.ac.jp/g3s/gba/ 


