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平成３０年度 経営学研究科経営学専攻（博士前期課程） 
経済学プログラム（前期）入試 

 

 

１ 募集定員 

  経営学研究科経営学専攻５０名（経営学プログラム・経済学プログラム・ファイナンスプログ

ラムの合計） 

  経済学プログラムでは１０名程度を予定しています。また、募集定員に満たない場合でも入学

を許可しないことがあります。なお、経営学プログラム、ファイナンスプログラムの募集につい

ては、別途要項があります。経済学プログラム（前期）と経営学プログラム（一般選抜前期）、

ファイナンスプログラム（前期）を併願することはできません。 

 

２ 出願資格 

 出願時に次のいずれかに該当する者とします。 

(1) 日本の大学を卒業した者及び平成３０年３月末までに卒業見込みの者 

(2) 日本の大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者及び平成３０年３月末までに修了

見込みの者 

(3) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び平成３０年３月

末までに授与される見込みの者〔大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及

び授与される見込みの者〕 

(4) 文部科学大臣の指定した者〔(昭和２８年文部省告示第５号) 旧大学令による大学、各省庁

組織令・設置法による大学校を卒業した者等〕 

(5) 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及び平成３０年３月末までに修

了見込みの者 

(6) 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者 

(7) 本研究科において、個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、２２歳（平成３０年４月１日現在）に達する者 

(8) 専修学校の専門課程(修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。)の修了者又は平成３０年３月までに修了見込みの者（平成１７年９

月９日、文部科学省告示第３５号） 

 

３ 出願資格の事前審査 

 上記２出願資格(5)のうち修了見込の方、又は(7)により出願しようとする方については、事前に

資格審査を行いますので、次のとおり必要書類を提出してください。本学所定の様式が必要ですの

で、７ページに記載の問合せ先へ請求してください。ただし、出願資格(5)により出願しようとする
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方のうち、１６年の課程を修了している方については、出願資格の事前審査は必要ありません。 

 (1) 必要書類 

ァ 出願資格(5)のうち修了見込の者 

・ 出願資格審査申請書（本研究科所定の様式） 

出身大学（又は最終教育機関）の卒業証明書又は卒業見込証明書（日本語又は英語訳添付） 

ィ 出願資格(7)の者 

・ 出願資格審査申請書（本研究科所定の様式） 

(ァ) 出身大学（又は最終教育機関）の卒業証明書又は卒業見込証明書（日本語又は英語訳添付） 

(ィ) 研究従事歴等を証明する書類（研究生在学証明等） 

 (2) 提出期間等 【受付は郵送のみです。】 

平成２９年７月１０日（月曜日）～７月１４日（金曜日） 

平成２９年７月１４日（金曜日）消印のあるものまで有効 

（封筒の表に「経営学研究科事前審査申請書在中」と朱書し、速達簡易書留とする。） 

※この事前審査を経ずに出願しても受験は許可されません。 

※提出された書類は返却しません。 

※送付先は７ページに記載の問合せ先まで。 

 

４ 出願期間等（郵送のみ） 

  出願は郵送によるもののみ受付けます。 

受付期間：平成２９年７月３１日（月曜日）～８月４日（金曜日） 

       平成２９年８月４日（金曜日）消印のあるものまで有効 

※ 封筒の表に「経営学研究科願書在中」と朱書し、速達簡易書留としてください。 

  送 付 先：〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 

首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係 

 

５ 出願手続 

出願は、次に掲げる書類を一括して経営学系教務係に郵送してください。 

 (1) (前期)入学志願票一式（本研究科所定の様式を使用し、写真票等は切り離さないこと） ·· １部 

 (2) (前期)口頭試問面接票（本研究科所定の様式） ··································· １部 

 (3) 成績証明書（大学学部卒業（見込）者は学部の成績証明書、大学院修了(見込)者は学部及び

大学院の成績証明書） ························································ １部 

 (4) 卒業（見込）証明書（大学学部卒業（見込）者は学部の卒業（見込）証明書、大学院修了(見

込)者は学部及び大学院の卒業（見込）証明書）又は大学評価・学位授与機構が発行する学

士の学位授与証明書、若しくは短期大学長又は高等専門学校長の学位授与申請（予定）証明

書 ·········································································· １部 
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 (5) 入学考査料（３０，０００円）の「振込を証明する書類」 ························· １部 

入学考査料の支払方法、「振込を証明する書類」の提出方法及び注意事項に関しては、１５ペ

ージの「入学考査料の振込方法等について」に記載しています。必ずご確認ください。 

 (6) 住民票の写し（原本）（外国籍の方のみ） ········································ １部 

  区市町村の窓口で発行したものに限ります。自分でコピーしたものは不可とします。住民票

記載事項証明書は不可です。 

※ 住所が定まっていない場合は、パスポートの写しを提出してください。 

 (7) TOEFL、TOEIC、またはIELTSのスコアレポートのコピー ··························· １部 

 ※ 詳細は本ページの「TOEFL、TOEIC又は IELTSのスコアレポートの提出について」を参照 

 (8) 経済学検定試験・統計検定の成績証明書等のコピー（希望者） ····················· １部 

 ※ 詳細は４ページ「筆答試問の受験方法について」を参照 

 (9) 研究計画書 ·································································· １部 

  研究計画書は、Ａ４縦長用紙（横書き）片面印刷２ページ以内（ホチキス止め不可）に氏名

を記入の上、日本語で記述してください（ワープロ等での作成可。なお、この研究計画書は

選考の対象となりますので、必ず本人が記述してください。 

 (10)返信用封筒（定形「長形３号」、郵便番号、住所、氏名を明記し、９２円切手を貼付） ··· １通 

これは、受験票及び当日の受験案内を送付するものです。試験一週間前までに届かない場合、

首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係までご連絡ください。 

 

  ＜TOEFL、TOEIC又は IELTSのスコアレポートの提出について＞ 

志願者は、あらかじめ受験したTOEFL、TOEICまたはIELTSのいずれかのスコアレポート

を提出してください。 

【TOEFLについて】 

 入学試験実施日から過去5年以内に受験したTOEFL iBTのスコアレポートのみ有効となり

ます（TOEFL ITP、TOEFL PBT 及び TOEFL CBTは対象外となります）。 

出願時にETS（Educational Testing Service）から本人宛てに送付されたExaminee Score 

Reportのコピーを1部提出し、原本は試験当日に持参してください（原本は試験当日に試験

本部で確認後、試験終了までに返却いたします）。 

【TOEICについて】 

 入学試験実施日から過去5年以内に受験したTOEIC公開テスト（TOEIC SP テスト）のスコ

アレポートのみ有効となります（TOEIC IPテスト、TOEIC SWテスト及びTOEIC Bridgeは対

象外となります）。 

出願時にETS（Educational Testing Service）から本人宛てに送付されたOfficial Score 

Certificate（公式認定証）のコピーを1部提出し、原本は試験当日に持参してください（原

本は試験当日に試験本部で確認後、試験終了までに返却いたします）。 
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【IELTSについて】 

入学試験実施日から過去5年以内に受験したアカデミック・モジュールのスコアレポート

のみ有効となります（ジェネラル・トレーニング・モジュールは対象外となります）。 

出願時に試験実施機関から本人宛てに送付されたTest Report Formのコピーを1部提出

し、原本は試験当日に持参してください（原本は試験当日に試験本部で確認後、試験終了ま

でに返却いたします）。 

 

※複数の試験を受験した場合（例えば、TOEFL及び TOEICの両方を受験した場合）は、複

数の試験のスコアを提出することができます。その場合は、本人にとって一番有利となる試

験で採点いたします。 

※TOEFL、TOEICおよびIELTSのスコアレポートについては、受験者の請求により各試験実

施団体が過去2年以内に受験した試験のスコアレポートを発行します。詳細については各試

験実施団体に照会してください。 

 

６ 選考方法 

選考は、提出された書類と本研究科で実施する学力試験（筆答試問、口頭試問）の結果により総

合的に判断して決定します。試験の成績によっては、募集定員に満たないときでも、入学を許可し

ないことがあります。 

 

７ 学力試験の日程、場所及び試験科目 

 (1) 期  日：平成２９年９月２日（土曜日） 

 (2) 場  所：首都大学東京 南大沢キャンパス 

         東京都八王子市南大沢１－１ 京王相模原線「南大沢」駅下車 徒歩５分 

 (3) 試験時間：筆答試問 １３時～１４時３０分 

         口頭試問 ９時～１８時の間（筆答試問の時間を除く） 

  ※ 具体的な集合場所や時間等は、試験前に送付する当日の受験案内でご確認ください。 

 (4) 試験科目：経済学、経済史、数学 （１科目選択。下記筆答試問の受験方法についても参照

のこと。)  

  ※ 天変地異等の不測の事態により筆答試問及び口頭試問を実施できない場合のために、予備日を

９月３日（日曜日）に設定しています。学力試験の実施に関する判断はウェブサイト 

（URL：http://www.biz.tmu.ac.jp/examinee/businessschool/）等にてお知らせします。 

 

  ＜筆答試問の受験方法について＞ 

経済学プロジェクトを希望する者は、下記 a)，b)，c) の区分のうち一つ以上を選択して

受験すること。なお、選択した区分(複数可)は入学志願票等に記入すること。複数の区分で

受験した場合には、最も得点の高いものを筆答試問の得点とする。 

 a)科目試験： 科目試験の「経済学」または「数学」（当日いずれかを受験） 

 b)経済学検定試験： 外部試験の「経済学検定試験」（注1） 
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 c)統計検定： 外部試験の「統計検定」（注2）      

経済史プロジェクトを希望する者は、下記 a)，b) の区分のうち一つ以上を選択して受験

すること。なお、選択した区分（複数可)は入学志願票等に記入すること。複数の区分で受験

した場合には、最も得点の高いものを筆答試問の得点とする。 

a)科目試験： 科目試験の「経済史」（当日受験） 

b)経済学検定試験： 外部試験の「経済学検定試験」（注1） 

 

 （注 1）「経済学検定試験」 

 外部試験の「経済学検定試験」を選択する志願者は、日本経済学教育協会の経済学検定試

験「ＥＲＥ」又は「ＥＲＥミクロ・マクロ」の成績証明書（成績通知書は不可）のコピーを

出願書類に加えて提出し、原本を入学試験当日に持参して下さい（試験本部で確認後、試験

終了までに返却いたします）。ただし、Ｂ＋以上の成績であることが要件となります。なお、

経済学検定試験「ＥＲＥ」については、「ミクロ経済学」および「マクロ経済学」の成績に基

づいて得点を算出します。 

 （注 2）「統計検定」 

 外部試験の「統計検定」を選択する志願者は、一般財団法人統計質保証推進協会の統計検

定１級、準１級、または２級の合格証のコピーを出願書類に加えて提出し、原本を入学試験

当日に持参して下さい（試験本部で確認後、試験終了までに返却いたします）。 

 

※外部試験は出願前に受験をしておくことが必要です。外部試験の成績は本研究科の内部

規則に則り筆答試問の得点に換算します。外部試験の「経済学検定試験」および「統計検定」

の成績証明書等が出願期間内に整わない場合は、当該外部試験の受験票のコピーを出願時に

提出して、別途、成績証明書等のコピーを入学試験実施日の１週間前までに送付して下さい。

なお、入学試験当日に原本を持参していただくことに変わりはありません。 

 

８ 合格者発表等   

 【合格者発表】 

 (1) 期  日：平成２９年１０月６日（金曜日）１４時 

 (2) 発表方法：首都大学東京（南大沢キャンパス）文系学務課事務室前に掲示及び経営学研究科

ホームページ入試情報ページに掲載 

URL：http://www.biz.tmu.ac.jp/examinee/businessschool/  

システムの都合により掲載時間が前後する場合があります。 

※ 電話による問い合わせには応じられません。 

合格者全員に合格通知書を送付します。 
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９ 入学手続 

 平成２９年１１月中旬に、合格者全員に入学手続書類等を郵送します。合格者は、入学料の振込

証明書及び必要書類（誓約書兼学生原簿及び住民票記載事項証明書等）を首都大学東京管理部 文

系学務課 経営学系教務係に郵送してください。手続に関する詳細は「入学手続案内」を参照願い

ます。この手続を怠ると入学は許可されません。 

 締 切 日：平成３０年１月３１日（水曜日）（必着） 

※ 封筒の表に「経営学研究科入学手続書類在中」と朱書し、簡易書留としてください。 

  送 付 先：〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 

首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係 

 入 学 料：東京都の住民 １４１，０００円（予定額） 

       その他の住民 ２８２，０００円（予定額） 

※ 「東京都の住民」とは、本人又は配偶者若しくは一親等の親族が入学の日（平成３０年４

月１日）の１年前（平成２９年４月１日）から引き続き東京都内に住所を有するものをい

います。この認定は、本人が都内に在住の場合は住民票記載事項証明書、その他の場合は

都内に在住する配偶者等の住民票記載事項証明書及び本人との親族関係を明らかにする戸

籍謄本等により行います。 

授 業 料（年額）：５２０，８００円（予定額） 

 授業料の改定があった場合には、改定後の年額が適用されます。また、授業料は、前期

と後期の指定された期日までに、それぞれ年額の２分の1を口座振替していただきます。 

 なお、入学料と授業料については減額又は免除の制度があります。 

 

10 注意事項 

(1) 経済学プログラム（前期）入試と（後期）入試の両方に出願することも可能です。 

(2) 身体の障がい等により受験上及び修学上特別な配慮を希望する方は、平成２９年７月１４日

（金曜日）までに、事前協議に必要な「出願に係る協議申出書」（本研究科所定の様式）を首

都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係に提出してください。なお、来学される際は

事前連絡をお願いします。 

(3) 受理した書類は、どのような理由があろうとも返却いたしません。 

(4) 受験に際しては、必ず「受験票」を携帯してください。 

(5) 出願手続や受験に際し不正行為等があった場合、受験あるいは入学の許可を取り消すことが 

あります。 

 

11 指導教員 

 １７ページの「教育研究プロジェクト一覧」及び「専任教員一覧」等を参考にして、出願書類の

入学志願票等には「経済学」「経済史」のいずれかに○をつけ、口頭試問面接票には「経済学」「経

済史」のいずれかに○をつけるほか、「希望する指導教員名」欄に必ず記入をしてください。 

 

本学所定の振込依頼書により

取扱金融機関にて納付 
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12 その他 

 (1) 入学当初からの休学は認められません。 

 (2) 授業の時間割は４月上旬に実施する「新入生ガイダンス」でお知らせします。 

 (3) 最終学歴が大学及び大学院を「卒業（修了）見込み」で受験された方につきましては、入学 

前に必ず「卒業（修了）証明書」を提出してください。 

 (4) 外国人留学生へのビザ・サポートについて 

ビザ・サポートとは、本学への入学に際し、留学ビザの取得、現在の在留資格から在留資格

「留学」への変更及び在留期間の更新が必要な者に対して、本学職員がその手続きのサポート

を行うものです。サポートが必要な方は、次のホームページから「留学ビザ取得・更新サポー

ト申込書」をダウンロードし、必要事項を記入した上で、他の出願書類と一緒に提出してくだ

さい。 

URL：http://www.ic.tmu.ac.jp/study_abroad/immigration.html      

 

【本プログラムに関する問合せ】 

 首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係 

 〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 

 電話０４２（６７７）１１１１ 内線１７１５，１７１６ 
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平成３０年度 経営学研究科経営学専攻（博士前期課程） 
経済学プログラム（後期）入試 

 

 

１ 募集定員 

  経営学研究科経営学専攻５０名（経営学プログラム・経済学プログラム・ファイナンスプログ

ラムの合計） 

  経済学プログラムでは１０名程度を予定しています。また、募集定員に満たない場合でも入学

を許可しないことがあります。なお、経営学プログラム、ファイナンスプログラムの募集につい

ては、別途要項があります。経済学プログラム（後期）と経営学プログラム（一般選抜後期）、

経営学プログラム（公共経営特別選抜）、ファイナンスプログラム（後期）を併願することはで

きません。 

 

２ 出願資格 

 出願時に次のいずれかに該当する者とします。 

(1) 日本の大学を卒業した者及び平成３０年３月末までに卒業見込みの者 

(2) 日本の大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者及び平成３０年３月末までに修了

見込みの者 

(3) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び平成３０年３月

末までに授与される見込みの者〔大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及

び授与される見込みの者〕 

(4) 文部科学大臣の指定した者〔(昭和２８年文部省告示第５号) 旧大学令による大学、各省庁

組織令・設置法による大学校を卒業した者等〕 

(5) 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及び平成３０年３月末までに修

了見込みの者 

(6) 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者 

(7) 本研究科において、個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、２２歳（平成３０年４月１日現在）に達する者 

(8) 専修学校の専門課程(修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。)の修了者又は平成３０年３月までに修了見込みの者（平成１７年９

月９日、文部科学省告示第３５号） 

 

３ 出願資格の事前審査 

 上記２出願資格(5)のうち修了見込の方、又は(7)により出願しようとする方については、事前に

資格審査を行いますので、次のとおり必要書類を提出してください。本学所定の様式が必要ですの
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で、１４ページに記載の問合せ先へ請求してください。ただし、出願資格(5)により出願しようとす

る方のうち、１６年の課程を修了している方については、出願資格の事前審査は必要ありません。 

 (1) 必要書類 

ァ 出願資格(5)のうち修了見込の者 

・ 出願資格審査申請書（本研究科所定の様式） 

出身大学（又は最終教育機関）の卒業証明書又は卒業見込証明書（日本語又は英語訳添付） 

ィ 出願資格(7)の者 

・ 出願資格審査申請書（本研究科所定の様式） 

(ァ) 出身大学（又は最終教育機関）の卒業証明書又は卒業見込証明書（日本語又は英語訳添付） 

(ィ) 研究従事歴等を証明する書類（研究生在学証明等） 

 (2) 提出期間等 【受付は郵送のみです。】 

平成２９年１１月２４日（金曜日）～１１月３０日（木曜日） 

平成２９年１１月３０日（木曜日）消印のあるものまで有効 

（封筒の表に「経営学研究科事前審査申請書在中」と朱書し、速達簡易書留とする。） 

※この事前審査を経ずに出願しても受験は許可されません。 

※提出された書類は返却しません。 

※送付先は１４ページに記載の問合せ先まで。 

 

４ 出願期間等（郵送のみ） 

  出願は郵送によるもののみ受付けます。 

受付期間：平成３０年１月４日（木曜日）～１月１１日（木曜日） 

       平成３０年１月１１日（木曜日）消印のあるものまで有効 

※ 封筒の表に「経営学研究科願書在中」と朱書し、速達簡易書留としてください。 

  送 付 先：〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 

首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係 

 

５ 出願手続 

出願は、次に掲げる書類を一括して経営学系教務係に郵送してください。 

 (1) (後期)入学志願票一式（本研究科所定の様式を使用し、写真票等は切り離さないこと） ·· １部 

 (2) (後期)口頭試問面接票（本研究科所定の様式） ··································· １部 

 (3) 成績証明書（大学学部卒業（見込）者は学部の成績証明書、大学院修了(見込)者は学部及び

大学院の成績証明書） ························································ １部 

 (4) 卒業（見込）証明書（大学学部卒業（見込）者は学部の卒業（見込）証明書、大学院修了(見

込)者は学部及び大学院の卒業（見込）証明書）又は大学評価・学位授与機構が発行する学

士の学位授与証明書、若しくは短期大学長又は高等専門学校長の学位授与申請（予定）証明

書 ·········································································· １部 

    



 - 10 -

 (5) 入学考査料（３０，０００円）の「振込を証明する書類」 ························· １部 

入学考査料の支払方法、「振込を証明する書類」の提出方法及び注意事項に関しては、１５ペ

ージの「入学考査料の振込方法等について」に記載しています。必ずご確認ください。 

 (6) 住民票の写し（原本）（外国籍の方のみ） ········································ １部 

  区市町村の窓口で発行したものに限ります。自分でコピーしたものは不可とします。住民票

記載事項証明書は不可です。 

※ 住所が定まっていない場合は、パスポートの写しを提出してください。 

 (7) TOEFL、TOEIC、またはIELTSのスコアレポートのコピー ··························· １部 

 ※ 詳細は本ページの「TOEFL、TOEIC又は IELTSのスコアレポートの提出について」を参照 

 (8) 経済学検定試験・統計検定の成績証明書等のコピー（希望者） ····················· １部 

 ※ 詳細は１１ページ「筆答試問の受験方法について」を参照 

 (9) 研究計画書 ·································································· １部 

  研究計画書は、Ａ４縦長用紙（横書き）片面印刷２ページ以内（ホチキス止め不可）に氏名

を記入の上、日本語で記述してください（ワープロ等での作成可。なお、この研究計画書は

選考の対象となりますので、必ず本人が記述してください。 

 (10) 返信用封筒（定形「長形３号」、郵便番号、住所、氏名を明記し、９２円切手を貼付） ·· １通 

これは、受験票及び当日の受験案内を送付するものです。試験一週間前までに届かない場合、

首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係までご連絡ください。 

 

  ＜TOEFL、TOEIC又は IELTSのスコアレポートの提出について＞ 

志願者は、あらかじめ受験したTOEFL、TOEICまたはIELTSのいずれかのスコアレポート

を提出してください。 

【TOEFLについて】 

 入学試験実施日から過去5年以内に受験したTOEFL iBTのスコアレポートのみ有効となり

ます（TOEFL ITP、TOEFL PBT 及び TOEFL CBTは対象外となります）。 

出願時にETS（Educational Testing Service）から本人宛てに送付されたExaminee Score 

Reportのコピーを1部提出し、原本は試験当日に持参してください（原本は試験当日に試験

本部で確認後、試験終了までに返却いたします）。 

【TOEICについて】 

 入学試験実施日から過去5年以内に受験したTOEIC公開テスト（TOEIC SP テスト）のスコ

アレポートのみ有効となります（TOEIC IPテスト、TOEIC SWテスト及びTOEIC Bridgeは対

象外となります）。 

出願時にETS（Educational Testing Service）から本人宛てに送付されたOfficial Score 

Certificate（公式認定証）のコピーを1部提出し、原本は試験当日に持参してください（原

本は試験当日に試験本部で確認後、試験終了までに返却いたします）。 
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【IELTSについて】 

入学試験実施日から過去5年以内に受験したアカデミック・モジュールのスコアレポート

のみ有効となります（ジェネラル・トレーニング・モジュールは対象外となります）。 

出願時に試験実施機関から本人宛てに送付されたTest Report Formのコピーを1部提出

し、原本は試験当日に持参してください（原本は試験当日に試験本部で確認後、試験終了ま

でに返却いたします）。 

 

※複数の試験を受験した場合（例えば、TOEFL及び TOEICの両方を受験した場合）は、複

数の試験のスコアを提出することができます。その場合は、本人にとって一番有利となる試

験で採点いたします。 

※TOEFL、TOEICおよびIELTSのスコアレポートについては、受験者の請求により各試験実

施団体が過去2年以内に受験した試験のスコアレポートを発行します。詳細については各試

験実施団体に照会してください。 

 

６ 選考方法 

選考は、提出された書類と本研究科で実施する学力試験（筆答試問、口頭試問）の結果により総

合的に判断して決定します。試験の成績によっては、募集定員に満たないときでも、入学を許可し

ないことがあります。 

 

７ 学力試験の日程、場所及び試験科目 

 (1) 期  日：平成３０年２月１０日（土曜日） 

 (2) 場  所：首都大学東京 南大沢キャンパス 

         東京都八王子市南大沢１－１ 京王相模原線「南大沢」駅下車 徒歩５分 

 (3) 試験時間：筆答試問 １３時～１４時３０分 

         口頭試問 ９時～１８時の間（筆答試問の時間を除く） 

  ※ 具体的な集合場所や時間等は、試験前に送付する当日の受験案内でご確認ください。 

 (4) 試験科目：経済学、経済史、数学 （１科目選択。下記筆答試問の受験方法についても参照

のこと。)  

  ※ 天変地異等の不測の事態により筆答試問及び口頭試問を実施できない場合のために、予備日を

２月１７日（土曜日）に設定しています。学力試験の実施に関する判断はウェブサイト 

（URL：http://www.biz.tmu.ac.jp/examinee/businessschool/）等にてお知らせします。 

 

  ＜筆答試問の受験方法について＞ 

経済学プロジェクトを希望する者は、下記 a)，b)，c) の区分のうち一つ以上を選択して

受験すること。なお、選択した区分(複数可)は入学志願票等に記入すること。複数の区分で

受験した場合には、最も得点の高いものを筆答試問の得点とする。 

a)科目試験： 科目試験の「経済学」または「数学」（当日いずれかを受験） 

b)経済学検定試験： 外部試験の「経済学検定試験」（注1） 
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c)統計検定： 外部試験の「統計検定」（注2）      

経済史プロジェクトを希望する者は、下記 a)，b) の区分のうち一つ以上を選択して受験

すること。なお、選択した区分（複数可)は入学志願票等に記入すること。複数の区分で受験

した場合には、最も得点の高いものを筆答試問の得点とする。 

a)科目試験： 科目試験の「経済史」（当日受験） 

b)経済学検定試験： 外部試験の「経済学検定試験」（注1） 

 

 （注 1）「経済学検定試験」 

 外部試験の「経済学検定試験」を選択する志願者は、日本経済学教育協会の経済学検定試

験「ＥＲＥ」又は「ＥＲＥミクロ・マクロ」の成績証明書（成績通知書は不可）のコピーを

出願書類に加えて提出し、原本を入学試験当日に持参して下さい（試験本部で確認後、試験

終了までに返却いたします）。ただし、Ｂ＋以上の成績であることが要件となります。なお、

経済学検定試験「ＥＲＥ」については、「ミクロ経済学」および「マクロ経済学」の成績に基

づいて得点を算出します。 

 （注 2）「統計検定」 

 外部試験の「統計検定」を選択する志願者は、一般財団法人統計質保証推進協会の統計検

定１級、準１級、または２級の合格証のコピーを出願書類に加えて提出し、原本を入学試験

当日に持参して下さい（試験本部で確認後、試験終了までに返却いたします）。 

 

※外部試験は出願前に受験をしておくことが必要です。外部試験の成績は本研究科の内部

規則に則り筆答試問の得点に換算します。外部試験の「経済学検定試験」および「統計検定」

の成績証明書等が出願期間内に整わない場合は、当該外部試験の受験票のコピーを出願時に

提出して、別途、成績証明書等のコピーを入学試験実施日の１週間前までに送付して下さい。

なお、入学試験当日に原本を持参していただくことに変わりはありません。 

 

８ 合格者発表等   

 【合格者発表】 

 (1) 期  日：平成３０年３月２日（金曜日）１４時 

 (2) 発表方法：首都大学東京（南大沢キャンパス）文系学務課事務室前に掲示及び経営学研究科

ホームページ入試情報ページに掲載 

URL：http://www.biz.tmu.ac.jp/examinee/businessschool/  

システムの都合により掲載時間が前後する場合があります。 

※ 電話による問い合わせには応じられません。 

合格者全員に合格通知書を送付します。 
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９ 入学手続 

 平成３０年３月２日（金曜日）に、合格者全員に入学手続書類等を郵送します。合格者は、入学

料の振込証明書及び必要書類（誓約書兼学生原簿及び住民票記載事項証明書等）を首都大学東京

管理部 文系学務課 経営学系教務係に郵送してください。手続に関する詳細は「入学手続案内」を

参照願います。この手続を怠ると入学は許可されません。 

 締 切 日：平成３０年３月９日（金曜日）（必着） 

※ 封筒の表に「経営学研究科入学手続書類在中」と朱書し、簡易書留としてください。 

  送 付 先：〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 

首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係 

 入 学 料：東京都の住民 １４１，０００円（予定額） 

       その他の住民 ２８２，０００円（予定額） 

※ 「東京都の住民」とは、本人又は配偶者若しくは一親等の親族が入学の日（平成３０年４

月１日）の１年前（平成２９年４月１日）から引き続き東京都内に住所を有するものをい

います。この認定は、本人が都内に在住の場合は住民票記載事項証明書、その他の場合は

都内に在住する配偶者等の住民票記載事項証明書及び本人との親族関係を明らかにする戸

籍謄本等により行います。 

授 業 料（年額）：５２０，８００円（予定額） 

 授業料の改定があった場合には、改定後の年額が適用されます。また、授業料は、前期

と後期の指定された期日までに、それぞれ年額の２分の1を口座振替していただきます。 

 なお、入学料と授業料については減額又は免除の制度があります。 

 

10 注意事項 

(1) 経済学プログラム（前期）入試と（後期）入試の両方に出願することも可能です。 

(2) 身体の障がい等により受験上及び修学上特別な配慮を希望する方は、平成２９年１１月３０

日（木曜日）までに、事前協議に必要な「出願に係る協議申出書」（本研究科所定の様式）

を首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係に提出してください。なお、来学される

際は事前連絡をお願いします。 

(3) 受理した書類は、どのような理由があろうとも返却いたしません。 

(4) 受験に際しては、必ず「受験票」を携帯してください。 

(5) 出願手続や受験に際し不正行為等があった場合、受験あるいは入学の許可を取り消すことが 

あります。 

 

11 指導教員 

 １７ページの「教育研究プロジェクト一覧」及び「専任教員一覧」等を参考にして、出願書類の

入学志願票等には「経済学」「経済史」のいずれかに○をつけ、口頭試問面接票には「経済学」「経

済史」のいずれかに○をつけるほか、「希望する指導教員名」欄に必ず記入をしてください。 

 

本学所定の振込依頼書により

取扱金融機関にて納付 
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12 その他 

 (1) 入学当初からの休学は認められません。 

 (2) 授業の時間割は４月上旬に実施する「新入生ガイダンス」でお知らせします。 

 (3) 最終学歴が大学及び大学院を「卒業（修了）見込み」で受験された方につきましては、入学 

前に必ず「卒業（修了）証明書」を提出してください。 

 (4) 外国人留学生へのビザ・サポートについて 

ビザ・サポートとは、本学への入学に際し、留学ビザの取得、現在の在留資格から在留資格

「留学」への変更及び在留期間の更新が必要な者に対して、本学職員がその手続きのサポート

を行うものです。サポートが必要な方は、次のホームページから「留学ビザ取得・更新サポー

ト申込書」をダウンロードし、必要事項を記入した上で、他の出願書類と一緒に提出してくだ

さい。 

URL：http://www.ic.tmu.ac.jp/study_abroad/immigration.html      

 

【本プログラムに関する問合せ】 

 首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係 

 〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 

 電話０４２（６７７）１１１１ 内線１７１５，１７１６ 
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入学考査料の振込方法等について 

 

1  振込方法 

入学考査料は、「振込依頼書による支払」又は「Ｗｅｂによる支払」のどちらかを選択し、振込

みをお願いいたします。現金及び郵便普通為替証書等での受付は行いません。 

 

(1) 振込依頼書による支払の場合 

① 入学考査料（30,000 円）は、募集要項に挟み込んである振込依頼書により銀行振込（電信

扱）により振り込んでください（ただし、ゆうちょ銀行は除く）。 

※郵便局では振込みできません。 

※ＡＴＭ（現金自動預入払出機）での振込みはできません。 

※振込手数料は各自で負担してください。ただし、みずほ銀行の本支店で振込む場合、手数料

は不要です。 

  ② 振込依頼書に必要事項を記入し、入学考査料を添えて金融機関窓口へ提出してください。 

  ③ 入学考査料を振込み後、受け取った「振込証明書」の取扱銀行収納印を確認の上、「「振込

を証明する書類」貼付用台紙」に貼付し、出願書類とともに提出してください。 

 

  ※【振込期限】 

   ［前期入試]  

    平成２９年８月４日（金曜日） 

   ［後期入試］ 

    平成３０年１月１１日（木曜日） 

 

(2) Ｗｅｂによる支払（ｅ‐支払サイト）の場合 

ｅ‐支払サイト（https://e-shiharai.net/）へ事前申し込みの上、コンビニエンスストア、

ペイジー対応のＡＴＭ・ネットバンキング、クレジットカード、Alipay 国際決済（支付宝）、

又は銀聯ネット決済により納付してください（日本国外からの支払の場合は、クレジットカー

ド、Alipay国際決済（支付宝）・銀聯ネット決済のみ）。 

なお、e‐支払サイトによる申し込みの際は、「カテゴリ選択画面」の１つ目の選択肢で「経

営学研究科（経済学プログラム）」を選択し、手続きを進めてください。 

※振込手数料は各自で負担してください。 

  ① 日本語サイトからの支払 

支払後、「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、「「振込

を証明する書類」貼付用台紙」に貼付し、出願書類とともに提出してください。 
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② 英語サイトからの支払 

支払後、プリントアウトした「Result page」を出願書類とともに提出してください。 

 

 ※【支払期間】 

［前期入試]  

平成２９年７月２４日（月曜日）～平成２９年８月４日（金曜日） 

［後期入試］ 

 平成２９年１２月２４日（日曜日）～平成３０年１月１１日（木曜日） 

 出願期間とは異なりますのでご注意ください。 

 

（注意） 

ｅ‐支払サイトにおける手順等に関する質問については、同サイト上の「よくある質問」

（https://e-shiharai.net/Syuno/FAQ.html）を参照した上で、イーサービスサポートセンタ

ーへ問い合わせてください。 

 

2  入学考査料の返還について 

出願を受理した後は、原則一度納付した入学考査料は返還しませんので、出願について十分に検討

したうえで納付してください。 

(注) 入学考査料を振り込んだが出願しなかった場合、誤って二重に振り込んでしまった場合には、入

学考査料の返還を申請することができます。 

   詳細は、本学のホームページ（http://www.tmu.ac.jp/campus_life/tuition/expenses.html）を

ご確認ください。 

   「トップページ」→「入試案内」→「大学院入試」→「入学考査料・入学料・授業料」 

※なお、クレジットカード支払をした方がクレジットカードでの返還を希望する場合は、手数料

1,540円がかかります。手数料は各自で負担してください。 

 

3 その他 

首都大学東京では、東日本大震災及び熊本地震被災者に対し、入学考査料を免除する措置がありま

す。入学考査料振込前に、首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係までご相談ください。 
 

【問合せ】 

首都大学東京管理部 文系学務課 経営学系教務係 

〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 

電話０４２（６７７）１１１１ 内線１７１５，１７１６ 
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教育研究プロジェクト一覧 

 
 

プロジェクト名 概  要 

１ 経済学 
ミクロ経済学・マクロ経済学・計量経済学を基礎にして、経済現象の理論分析、もし

くは実証分析を行います。 

２ 経済史 
歴史的事実の考察・分析や研究史の整理・批判をもとにして、経済現象を解明をしま

す。 

（平成３０年４月予定。変更の可能性があります。） 

 

 

 

 

専 任 教 員 一 覧 

 
 

教員氏名 主な講義科目 研 究 教 育 内 容 

教授 

飯星 博邦 
計量経済学 
ミクロ計量経済学 

ベイズ統計学に基づくマクロ経済モデルの実証分析。特にゼロ金利制約下での金融財

政政策の効果の推定。 

教授 

飯村 卓也 
ミクロ経済学 
ミクロ経済学特論 

需要理論、一般均衡理論、ゲーム理論などに現れる種々の均衡の性質等について研究

しています。 

教授 

岩間 俊彦 * 
社会経済史 

近現代イギリスの都市、階級、組織について、史料分析だけでなく、世界史的視野で

研究を進めています 

教授 

田中 敬一 
経済数学 

確率解析を応用した期間構造モデル・レジームスイッチングモデル等のファイナンス

分野の研究。 

教授 

村田 啓子 
日本経済論 

現代日本経済の様々な課題について実証的に研究し、政策インプリケーションを導い

ています。 

教授 

脇田 成 
マクロ経済学特論 マクロ経済の長期停滞と賃金設定の関係について研究しています。 

教授 

渡辺 隆裕 
ゲーム理論 

ゲーム理論が専門です。最近は有限戦略集合のゲームの純粋戦略均衡の存在条件につ

いて研究しています。 

准教授 

荒戸 寛樹 
マクロ経済学 
国際金融論 

マクロ経済学と情報の経済学について、理論研究やシミュレーションを行っています。

最近は銀行行動にも興味を持っています。 

准教授 

小方 浩明 
時系列解析 

数理統計学、特に時系列解析、経験尤度法、方向統計学、コピュラなどの研究を行っ

ています。 

准教授 

高見 典和 
経済思想史 

20 世紀半ば以降の数理・計量経済学の展開やアメリカでの経済政策論争について研究

しています。 

准教授 

竹内 祐介 
アジア経済史 

戦前日本の植民地経済を研究しています。講義ではアジア地域内の関係性に注目して

400 年にわたるアジア経済の「発展」を扱います。 

准教授 

松岡 多利思* 
マクロ経済学 
金融論 

金融危機、バブル、金融政策に関する理論的研究を行っています。近年は金融自由化

と金融危機の関係性に関心があります。 

准教授 

森本 脩平 
ミクロ経済学 
公共経済学 

望ましい制度の設計について検討するメカニズムデザインや社会的選択理論の研究を

行っています。 

（平成３０年４月予定。変更の可能性があります。） 

 
＊ 岩間教授、松岡准教授は、平成３０年度に研究休暇を取得するため、講義はありません。 
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