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大学院商学研究科
外国人留学生入学試験要項　 春期入試 

2023年春（4月）入学

　Ⅰ．募集課程・専攻・身分／募集人員�

課程 専攻 身分 募集人員

博士課程（前期課程） 商学専攻 正規学生 若干名

博士課程（後期課程） 商学専攻 正規学生 若干名

※ 標準修業年限は、博士課程（前期課程）は2年、博士課程（後期課程）は3年です。

　Ⅱ．出願資格�

 留学生一般を希望する者
１． 下記２、３に共通して日本国内居住者（出願日から入学時まで日本に引き続き滞在し、改めて在留資格認定証明書

の申請が不要であること）。
２． 大学院商学研究科博士課程（前期課程）
外国籍を有し、下記のいずれかに該当する者。
⑴ 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および2023年3月末日までに修了見込みの者。
　※ 日本の学校教育法にもとづく小学校・中学校・高等学校等に在学した者は、その期間が通算4年以内である場合
に限る。なお、「日本にある外国人学校」および「文部科学大臣が認定した在外教育施設」に在学した場合
は、その在学期間を日本の学校教育法にもとづく小学校・中学校・高等学校に在学したものと同様とみなす。

⑵ 日本において外国人留学生として大学を卒業した者および2023年3月末日までに卒業見込みの者。
⑶ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の
認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限
る。）において、修業年限が3年以上である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
者および2023年3月末日までに授与される見込みの者。
⑷ 外国において学校教育における15年の課程を修了した者および2023年3月末日までに修了見込みの者で、本大学院
において、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑸ その他本大学院において、前記⑴⑵⑶⑷と同等以上の資格を有すると認めた者で、2023年3月末日までに満22歳に
達するもの。

３．大学院商学研究科博士課程（後期課程）
外国籍を有し、下記のいずれかに該当する者。
⑴ 外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を得た者および2023年3月末日までに得る見込みの者。
⑵ 日本の大学院において外国人留学生として修士の学位または専門職学位を得た者および2023年3月末日までに得る
見込みの者。
⑶ その他本大学院において、前記⑴⑵と同等以上の資格を有すると認めた者で、2023年3月末日までに満24歳に達す
るもの。

■注意事項
① 同志社大学における授業は、大部分日本語で行われますので、十分な日本語能力が要求されます。
② 上記２．⑶⑷⑸および３．⑶の該当者については、本学大学院商学研究科委員会が出願資格の認定を行います。
2022年12月9日(金)までに下記必要書類を商学研究科事務室（連絡先は裏表紙参照）に提出してください。
〈必要書類〉 １．履歴書　２．最終出身学校の卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書の写し 

３．最終出身学校の成績証明書の写し
③ 前項②以外で出願資格の有無について不明な点がある場合は、事前に国際センター留学生課国際入学係（今出川校
地）に問い合わせてください。
④ 入学試験に合格した者で、2023年3月末日までに出願資格の要件を満たさなかった者は入学を許可しません。
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 学内進学を希望する者
１． 下記２、３に共通して日本国内居住者（出願日から入学時まで日本に引き続き滞在し、改めて在留資格認定証明書

の申請が不要であること）。
２．大学院商学研究科博士課程（前期課程）
⑴外国人留学生として、同志社大学学部を2023年3月卒業見込みの者。
⑵外国人留学生として、同志社大学学部を卒業した者。

３．大学院商学研究科博士課程（後期課程）
⑴ 外国人留学生として、同志社大学大学院博士課程（前期課程）、修士課程または専門職学位課程を2023年3月修了
見込みの者。
⑵ 外国人留学生として、同志社大学大学院博士課程（前期課程）、修士課程または専門職学位課程を修了した者。

■注意事項
・ 入学試験に合格した者で、2023年3月末日までに出願資格の要件を満たさなかった者は入学を許可しません。
・ 上記２．⑴⑵で成績および人物の優秀な者について、特別入学制度が適用される場合があります。詳しくは商学研
究科博士課程（前期課程）入学試験要項（別冊）をご覧ください。

 身分変更（特別学生から正規学生への変更）を希望する者
大学院商学研究科に特別学生として在学中の外国人留学生で、2023年度に大学院商学研究科の正規学生となることを希
望する者。
なお、他研究科への変更を希望する場合はこの項に該当しません。

　Ⅲ．日程�

課程 入試種別 出願区分 募集身分 出願期間 入学試験日 選考結果通知日

博士課程（前期課程）
博士課程（後期課程）

留学生一般
国内 正規学生

2023年1月10日(火)

～1月17日(火)

17時（日本時間）必着
2023年2月18日(土) 2023年3月2日(木)学内進学

身分変更

　Ⅳ．出願方法�

課程 入試種別 出願区分 募集身分 入学検定料 入学検定料納入期間 出願期間

博士課程（前期課程）
博士課程（後期課程）

留学生一般
国内 正規学生 15,000円

2023年1月3日(火)

～2023年1月17日(火)

2023年1月10日(火)

～1月17日(火)

17時（日本時間）必着
学内進学
身分変更

※ 出願書類の注意事項および出願方法については15～16ページ、入学検定料の納入については、270～274ページ「Ⅲ．
入学検定料の納入」を参照してください。
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 出願者氏名
志望課程に○印を記入してください。

前期課程　・　後期課程

　Ⅴ. 出願書類（書類チェックリスト含む） 
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出願書類の確認のためチェック欄に ✔ 印をつけて本紙も提出してください。また、出願後、提出書類に関
して問い合わせることがありますので、提出前に必ず本紙の控えを取り、手元に保管しておいてください。

商学研究科　春期入試　　　出願書類チェックリスト

出　願　書　類 注　意　事　項 チェック欄 事務確認欄
（使用しないこと）

1 入学願書（本学所定 様式①） 出願者本人が自筆で記入してください。
写真（タテ3cm×ヨコ2.4cm）を貼付してください。 □

2

最終出身学校の卒業（修了）証明書
または卒業（修了）見込証明書
※ 特別学生から正規学生への変更を希望す

る者は不要

原本（オリジナル）に限ります。原本の返却を希望する場合は申し出
てください。
15ページ ５．出願書類の注意事項  ③④参照。
※ 前期課程への学内進学を希望する者は、同志社大学学部の卒業見込
証明書または卒業証明書、後期課程への学内進学を希望する者は、
同志社大学大学院前期課程の修了見込証明書または修了証明書を提
出してください。
※ 博士課程（後期課程）出願者で、最終出身学校において修了証明書
と学位取得証明書が分かれている場合は、その両方（原本）を提出
してください。

□

3
出身学校の成績証明書
※ 特別学生から正規学生への変更を希望す

る者は不要

原本（オリジナル）に限ります。原本の返却を希望する場合は申し出
てください。
15ページ ５．出願書類の注意事項  ③④参照。
１）大学院商学研究科博士課程（前期課程）出願者
　　  大学の成績証明書（大学で修得した全科目の成績、単位数を記入
したもの）

２）大学院商学研究科博士課程（後期課程）出願者
　　  大学および大学院の成績証明書（大学および大学院で修得した全
科目の成績、単位数を記入したもの）

※ 前期課程への学内進学を希望する者は、同志社大学学部の成績証明
書、後期課程への学内進学を希望する者は、同志社大学大学院前期
課程の成績証明書を提出してください。

□

4 推薦状１通（本学所定 様式②）
教育機関（出身学校を含む）または研究所等に勤務する者で推薦者と
してふさわしい人からのもの。
※推薦者による厳封必須。

□

5 日本語能力を証明する書類

大学院博士課程（前期課程）出願者のみ、「日本語能力試験（N1）（注）」
の「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（オリ
ジナル。点数・合否は問いません。なお、2021年4月1日以降に受験し
たもので、出願時に提出可能なものに限ります。）または日本の大学
の卒業証明書（または卒業見込証明書）を提出してください（日本語
による課程で卒業したものに限ります）。
（注） 日本語能力試験の合否結果通知書（ハガキ）では出願を受け付

けることができませんので、「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（オリジナル）の発行が願書提出期間
に間に合うように、各試験を受験してください。

□

6

博士課程（前期課程）出願者  
研究計画概要（原則として日本語）
※ 博士課程（前期課程）、本学所定 様式 -

商①

博士課程（後期課程）出願者  
研究計画書（原則として日本語）
※ 博士課程（後期課程）、本学所定 様式 -

商②

博士課程（前期課程）と博士課程（後期課程）は用紙が異なりますの
で注意してください。
１）大学院商学研究科博士課程（前期課程）出願者
　　研究計画を詳細に記述してください。
　　 また、希望する分野を次の中から必ず選択してください。
　　 （ファイナンス、マーケティング、マネジメント、アカウンティング）
２）大学院商学研究科博士課程（後期課程）出願者
　　  既存研究の特徴と研究テーマの意義、研究方法と計画について詳
細に記述してください。なお、研究指導を希望する教員と研究計
画について事前に相談した上で記述してください。裏面に教員の
氏名・研究分野を記載しています。希望する教員が未定の場合は、
商学研究科事務室に問い合わせてください。

□

7 修士論文またはそれ相当の論文（日本語ま
たは英語）および日本語による概要

大学院博士課程（後期課程）出願者のみ、修士論文（またはそれ相当
の論文）および日本語による概要各1部とそれらの写し各3部を提出し
てください。日本語による概要は、本研究科博士課程（前期課程）の
修了者または修了見込者は修士論文提出時の論文梗概を提出してくだ
さい。本研究科以外の出身者で日本語の修士論文の場合は、2,000字程
度、日本語以外の修士論文の場合は、400字詰原稿用紙20～30枚程度
で提出してください。

□

8
在留カードのコピー
または
住民票記載事項証明書（コピー不可）

・ 在留カードの場合は、カードの両面（表と裏）を A4サイズの用紙に
コピーしてください。
・ 住民票記載事項証明書の場合は、国籍・在留資格・在留期間・在留
期間の満了日が記載されているものを提出してください。

□

9 受験票（本学所定 様式④） 必要事項を記入してください。
出願書類を受理した後、受験番号を付与して返送します。 □

〈裏面あり〉
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 出願者氏名
志望課程に○印を記入してください。

前期課程　・　後期課程

出　願　書　類 注　意　事　項 チェック欄 事務確認欄
（使用しないこと）

10 写真票（本学所定 様式④）

写真（タテ3cm×ヨコ2.4cm、裏面に氏名・生年月日を記入したもの）
を貼付してください（3ヵ月以内に撮影したカラー写真で正面、上半身、
脱帽のもの）。なお、入学が許可された場合には、学生証用写真や教
務情報等に使用します。

□

11 入学検定料納入を証明する書類

クレジットカードで納入した場合  
クレジットカード決済画面を A4サイズの用紙にコピーしてください。
コンビニエンスストアから納入した場合  
「収納証明書」部分を入学検定料振込金証明書貼付用紙（本学所定 様
式⑦）に貼付して提出してください。
日本国内の金融機関から納入した場合  
取扱金融機関の収納印のある振込金証明書（本学所定 様式⑥ -1また
は様式⑥ -3）を入学検定料振込金証明書貼付用紙（本学所定 様式⑦）
に貼付して提出してください。

□

12 宛名シート（本学所定 様式⑤） 受験案内や選考結果を通知するために使用しますので、送付を希望す
る宛先を記入してください。 □

13 出願書類チェックリスト（本紙） 出願書類に不備がないか確認したうえで、出願書類と共に提出してく
ださい。 □

卒業証書等の原本の返却を希望する出願者が提出するもの

書類原本の返却依頼書
※本学所定の様式はありません（様式自由）。

・ 「返却を希望する書類の名称」、「返却先住所・氏名」を記入しましたか？
※一度提出した書類は原則として返却しません。
　  ただし、卒業証書 / 学位記等一度しか発行されない書類の原本のみ

返却します。
※ 「返却依頼書」が出願書類と一緒に同封されていない場合は、書類

の返却は一切行いません。

□

商学研究科（後期課程）　指導予定教員一覧
2022年4月現在

氏名 英字氏名 メールアドレス 研究分野

服部　茂幸 HATTORI Shigeyuki shattori@mail.doshisha.ac.jp 国際金融論

丸茂　俊彦 MARUMO Toshihiko tmarumo@mail.doshisha.ac.jp 金融システム論

内藤　徹 NAITO Toru tnaito@mail.doshisha.ac.jp 地域経済論

田淵　太一 TABUCHI Taichi ttabuchi@mail.doshisha.ac.jp 貿易論

植田　宏文 UEDA Hirofumi hiueda@mail.doshisha.ac.jp 金融論

今西　宏次 IMANISHI Koji kimanish@mail.doshisha.ac.jp 企業と社会

佐藤　郁哉 SATO Ikuya isato@mail.doshisha.ac.jp 経営組織論

冨田　健司 TOMITA Kenji ketomita@mail.doshisha.ac.jp 経営戦略論

稲見　亨 INAMI Toru tinami@mail.doshisha.ac.jp 国際会計論

中川　優 NAKAGAWA Masaru mnakagaw@mail.doshisha.ac.jp 管理会計論

佐藤　誠二 SATO Seiji sesato@mail.doshisha.ac.jp 比較会計制度論

志賀　理 SHIGA Osamu oshiga@mail.doshisha.ac.jp 財務会計論

田口　聡志 TAGUCHI Satoshi staguchi@mail.doshisha.ac.jp 実験会計学

山本　達司 YAMAMOTO Tatsushi tatyamam@mail.doshisha.ac.jp 財務諸表分析

○研究指導を受けることを希望する教員に連絡をとり、出願前に必ず研究計画について相談してください。
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　Ⅵ.�選考方法�

課程 入試種別 出願区分 募集身分 選考方法

博士課程（前期課程）
留学生一般

国内 正規学生 出願書類、筆記試験および口述試験により、総合的に合否
を判定します。学内進学

身分変更

博士課程（後期課程）
留学生一般

国内 正規学生 出願書類、筆記試験および論文に関する口頭試問により、
総合的に合否を判定します。学内進学

身分変更

■受験票の送付
受験票は、出願書類を受理した後に出願資格を確認のうえ、受験番号を付与して商学研究科事務室から出願者宛に2023
年1月27日(金)頃に発送します。2月3日(金)までに届かない場合は商学研究科事務室へ連絡してください。
※ 入学試験の集合場所、集合時刻については、受験票送付時に通知します｡
※ 入学試験の会場、集合場所、集合時刻、試験科目など、受験票を受取ってからの質問は、商学研究科事務室へ直接問
い合わせてください。

　Ⅶ.�試験日時・科目・会場�

■大学院商学研究科博士課程（前期課程）
　試験日　2023年2月18日（土）

試験時間  9:30 ～ 11:30 12:30 ～ 14:00 14:20～ 試験会場

試験科目 論　文 英　語 口述試験 今出川校地

■大学院商学研究科博士課程（後期課程）
　試験日　2023年2月18日（土）

試験時間  9:30 ～ 11:00 11:30 ～ 試験会場

試験科目 英　語 論文に関する
口頭試問 今出川校地

■注意事項
　① 前期「論文」はファイナンス、マーケティング、マネジメント、アカウンティングの4分野から各2問を出題し、受
験生は2問を選択して解答するものとします。ただし、少なくとも1問は「研究計画概要」に記入した希望分野から
選択していただきます。なお、出題範囲は以下のＷＥＢサイトをご確認ください。

　　同志社大学ホーム＞受験をお考えの方＞大学院入試＞大学院入試要項（商学研究科）
　　https://www.doshisha.ac.jp/admissions_graduate/info/graduate/commerce.html

　② 前期、後期いずれも「英語」は辞書（英和辞典）の持込みを認めます。ただし、電子辞書や専門分野に関する辞書
の持込みはできません。

　③ 口述試験、口頭試問は日本語で行います。
　④ 後期課程に出願する者のうち、本学大学院商学研究科博士課程（前期課程）修了者および修了見込み者には、「論
文に関する口頭試問」が免除される場合があります。詳細は、商学研究科事務室までお問い合わせください。

　⑤ 口述試験（前期課程）では、持参した資料等の持込みを認めません。
　⑥ 口頭試問（後期課程）では、出願時に提出した論文（写）の持込みを認めます。

　Ⅷ．選考結果通知�

2023年3月2日(木)

選考結果通知の発送については、280ページ「Ⅳ．選考結果通知」を参照してください。
入学手続、その他の注意事項については281～287ページ「Ⅴ．入学手続」「Ⅵ．その他の注意事項」を参照してください。


