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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

本研究科は、ディプロマ・ポリシーに示した知識・技能・態度を持つ人材を育成するために、次

に掲げる人材を求めます。なお、知識・技能・態度は、筆記試験、面接試問、書類審査を適切に組

み合わせて評価します。 

１．本研究科での修学に必要な、日本とアジア・中国の間のビジネス社会を理解するために求め

られる知識・技能を、大学等の教育課程において修得している。 

２．アジア・中国ビジネスに関する問題を自ら認識し、自ら考察し、研究成果を発表できると共

に、自ら問題解決に活かしたいという意欲がある。 

３．博士前期課程の修学期間において、アジア・中国ビジネスの実践に関する自らの知識・技能

を深め、キャリアを向上させる強い意欲と明確な目的意識を持つ。 

４．アジア・中国ビジネスの背景となる社会・文化に強い関心を持ち、それを担う多様な価値観

を持つ人々と積極的に協働すると共に、異なる意見を結び付ける革新性を持つ。 

５．本研究科で学ぶ知識・技能・態度・体験を、アジア・中国ビジネスで実践する強い意欲があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 

 

本学が受験生から取得した個人情報は、次のとおり取り扱います。 

１．出願及び入学手続のために取得した住所・氏名・その他の個人情報は、入学試験実施（出願処理・試験

実施）、合格発表、入学手続、統計・分析、入学後の教育研究支援及びこれらに付随する事項を行うた

めに利用します。 

２．入学試験の受付及び実施に関わる業務の一部を外部に委託する（以下、「業務委託」）場合があります。 

３．業務委託にあたっては、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等にお

いて個人情報の適正管理・機密保持等により個人情報の漏洩防止に必要な事項を取り決め、適切な管

理を実施させます。 

４．取得した個人情報は、上記１～３の目的のみに利用し、本学並びに業務委託先がその業務を超えて利

用することはありません。 
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亜細亜大学大学院 アジア・国際経営戦略研究科 博士前期課程 

海外選考入学試験要項 （ 2023年 春入学 ） 

 
●募集人員 若干名 

 

●入試日程（すべて日本時間） 

出 願 期 間 2022年 10月 5日（水）～10月 11日（火）必着 

面接試験日 2022年 11月 2日（水） ※面接時間等の詳細は、出願後個別に通知する。 

合格発表日 
（発送） 

2022年 11月 9日（水） 

入学手続締切日 2022年  12月 6日（火）必着 

 

●試  験 

試験科目 詳細 

面接 
Zoom を利用しての面接。 

提出された「研究計画書」等を中心に口頭試問。 

 

●出願資格 

恒常的に日本に居住していない者で、下記(1)～(5)のいずれかに該当する者又は 2023 年 3 月末までに

該当する見込みの者 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

(3) 日本国以外の学校教育で 16 年課程を修了した者 

(4) 文部科学大臣が別に指定した修業年限 4年以上の専修学校で高度専門士の学位を授与された者 

(5) 文部科学大臣が指定した者（昭和 28年文部省告示第 5 号） 

 

●出願書類 

以下について注意して書類をそろえてください。 

(1) 出願にかかわる入学志願票等の所定用紙には、すべて日本語で記入すること。 

(2) 書類は、黒インクペン又は黒ボールペンで記入すること（フリクションインキ等の消せるインクは不

可）。 

(3) 証明書類は、内容が最新のものを提出すること。特別の指示がない限り、発行日は問わない。 

(4) 証明書類は、特別に指示されていない限り、コピーの提出は認めない。 

(5) 婚姻等で氏名が変更され、証明書記載の氏名と異なる場合は、戸籍抄本を添付すること。 

(6) 出願後の提出書類の内容の変更は認めない。なお、連絡先（住所・電話番号・e-mail）に変更が生じ

た場合は、速やかにその旨を入試部アドミッションセンターに連絡すること。 

(7) 受理した出願書類及び入学検定料は、いかなる理由があっても返還しない。なお、出願資格が認めら

れず受理されなかった場合は、出願書類及び入学検定料を返還する。 
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出 願 書 類 

 〇 必ず提出するもの △ 該当者が提出するもの  
 

① 入学志願票 

（所定用紙） 

▶ 研究分野は、「研究分野一覧」（P.10）を参照して選択すること。 

▶ 学歴欄について 

① 日本の小学校から大学まで修学した場合 

高校入学以降に修学したすべての教育機関（編入学含む）を記入

すること。最終学歴にあたる部分も記入すること。 

② ①以外の場合 

小学校入学以降に修学した教育機関（編入学、日本語学校等含む）

を現在に至るまですべて記入すること。 

学歴記入欄は、最終学歴まで必ず記入すること。 

▶ 職歴は、常勤のみを古い順に現在に至るまですべて記入すること。 

ただし、学生時におけるアルバイトやインターンシップは記入しな

いこと。 

○ 

② 写真票・受験票 

（所定用紙） 

▶ 出願時点から 3 か月以内に撮影したもので、たて 4cm×よこ 3cm の

上半身（肩から上）・脱帽・正面・背景のない光沢カラー写真。 

▶ 白黒写真、スナップ写真は不可。 

▶ 受験時にメガネ等を着用する者は、メガネ等を着用して撮影したも

の。 

○ 

③ 大学の卒業（見込）証明書 

 

 

【日本の大学出身の場合】 

▶ 出身大学が発行した日本語の証明書原本を提出すること。 

▶ 卒業証明書に学位名が明記されていない場合は、学位記（卒業証書）

のコピーを添付すること。 

▶ 大学評価・学位授与機構で学位を授与された者は、学位授与証明書（学

位申請受理証明書）を提出すること。  

▶ 修士課程・博士前期課程に在学又は修了（見込）の者は、同課程の在

学証明書又は修了（見込）証明書も併せて提出すること。  

〇 

【中華人民共和国の大学出身の場合】 

▶ 「教育部学历证书电子注册备案表」を提出すること。中国高等教育学

生信息网からダウンロードし印刷したものでもよい。中国語版、英語

版いずれも可。 

▶ 卒業証書のコピーを併せて提出すること。 

▶ 学士学位を取得している場合は、学位証書のコピーも提出すること。 

▶ 修士課程・博士前期課程に在学又は修了（見込）の者は、同課程の「教

育部学籍在线验证报告」又は「教育部学历证书电子注册备案表」も併

せて提出すること。 

【日本及び中華人民共和国以外の大学院出身の場合】 

▶ 出身大学院が発行した日本語又は英語の証明書原本を提出すること。 

▶ 出身大学から日本語又は英語の証明書が発行されない場合は、以下の

3 つをすべて提出すること。 

① 出身大学が発行した証明書原本 

② ①について、志願者本人が翻訳したもの 

③ ②の翻訳文が正しいことを証明する「公正証書」  

※「公正証書」は、日本国内では当該大使館などで発行される。 

▶ 修士課程・博士前期課程に在学又は修了（見込）の者は、同課程の在

学証明書又は修了（見込）証明書も併せて提出すること。  
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④ 大学の成績証明書 

 

 

【日本の大学出身者の場合】 

▶ 出身大学が発行した日本語の証明書原本を提出すること。 

▶ 編入学を経た者は、前所属大学の成績証明書も併せて提出すること。 

▶ 修士課程・博士前期課程在学者又は修了者は、同課程の成績証明書も

併せて提出すること。 

〇 

【中華人民共和国の大学出身の場合】 

▶ 「中国高等学校学生成绩验证报告」を提出すること。中国語版、英語

版いずれも可。（コピー可） 

▶ 編入学している場合は、前所属学校の「中国高等学校学生成绩验证报

告」も併せて提出すること。 

▶ 修士課程・博士前期課程在学者又は修了者は、同課程の「中国高等学

校学生成绩验证报告」も併せて提出すること。 

【日本及び中華人民共和国以外の大学院出身の場合】 

▶ 出身大学院が発行した日本語又は英語の証明書原本を提出すること。 

▶ 出身大学から日本語又は英語の証明書が発行されない場合は、以下の

3つをすべて提出すること。 

① 出身大学が発行した証明書原本 

② ①について、志願者本人が翻訳したもの 

③ ②の翻訳文が正しいことを証明する「公正証書」 

※「公正証書」は、日本国内では当該大使館などで発行される。 

▶ 編入学している者は、前所属学校の成績証明書も併せて提出するこ

と。 

▶ 修士課程・博士前期課程在学者又は修了者は、同課程の成績証明書も

併せて提出すること。 

⑤ 研究計画書 

（所定用紙） 

▶ 研究テーマ欄には、今後の研究テーマを記入すること。 

▶ 研究目的、研究目的の背景、参考文献、大学院修了後の志望進路を所

定用紙に収まるように記載すること。 

▶ 研究目的の背景には、卒業論文等の内容が研究目的に関係する場合は

その内容も記載すること。 

○ 

⑥ 小論文 

（所定用紙） 
▶ アジア・国際経営戦略研究科で学ぶことの意義を論じた小論文（1,200

字以内） 
○ 

⑦ 日本語の語学力を証明する

書類 
▶ 日本以外の国籍を有する者（在留資格「永住者」を除く）は、日本語

能力試験（JLPT）N1 又は N2 の成績を提出すること（コピー可）。

日本語能力試験（JLPT）N1 又は N2 の成績を提出できない場合は、

日本留学試験（EJU）日本語科目（読解、聴解及び聴読解）、BJT ビ

ジネス日本語能力テスト、J.TEST 実用日本語検定及び日本語

NAT-TEST のいずれかの成績を提出すること（コピー可）。 

△ 

⑧ 語学に関する学習成果 

（書式自由） 

▶ 語学に関する学習成果がある場合は、それを具体的に示す書類を添付 

すること（複数可、証明書等のコピー可）。 

▶ 語学試験に関する書類の場合は、試験名称、等級、得点、合否、受験 

年月日が明記された書類であること（コピー可）。 

△ 

⑨ 職務経歴書 

（所定用紙） 

▶ 職務経験のある者は、必ず提出すること。 

▶ 過去・現在の職歴について古いものから順にすべて記載すること。 

▶ 各職歴については、その期間を記入すること。 

△ 
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⑩ Zoom面接の誓約書 

（所定用紙） 
▶ 必要事項をすべて記入すること。記入漏れがあった場合、出願を認め

ないことがある。 
○ 

⑪ Zoom接続環境申請書 

（所定用紙） 
▶ 必要事項をすべて記入すること。記入漏れがあった場合、出願を認め

ないことがある。 
○ 

⑫ パスポートのコピー 
▶ 日本以外の国籍を有する者は、提出すること。 

▶ 顔写真を含む身分証明が記載されたページを A4サイズ用紙にコピー

したものを提出すること。 

△ 

⑬ 就学経費支弁計画書 

（所定用紙） 

▶ 日本以外の国籍を有する者は提出すること。 

▶ 本学大学院に在学する間の学費及び生活費の支弁方法を記入するこ

と。 

△ 

⑭ 入学検定料 32,000 円 ▶ 入学検定料の納入は、出願期間内に必ず行うこと。 

▶ 以下の要領に従って各金融機関から送金すること。送金後、必ず銀行

所定の外国送金申請書のコピーを出願書類に同封すること。 

送金の種類 

（Kind of Remittance） 
電信送金（Telegraphic Transfer） 

支払方法 

（Payment Method） 
通知払（Advise and Pay） 

振込銀行手数料 

（Remittance Charge） 
依頼人負担（Applicant's Responsibility） 

円為替手数料 

（Lifting Charge） 
受取人負担（Beneficiary's Responsibility） 

送金金額 

（Remittance Amount） 

35,000 円 

（入学検定料（Application Fee）32,000 円＋送金手

数料（Remittance Charge）3,000 円） 

※送金手続きを行う金融機関で別途手数料が

かかる場合は、上記送金金額とは別に支払う

こと。 

送金目的 

（Purpose of Remittance） 
入学検定料（Application Fee） 

連絡事項 

（Message） 

必要連絡事項（Message to Beneficiary）には「志願者

本人の氏名」（Applicant Name）を必ず記入するこ

と。 

送金先銀行名 

（Bank） 

三菱 UFJ 銀行（MUFG Bank, Ltd.） 

（Bank Code：0005） 

支店名 

（Branch） 

武蔵境支店（MUSASHISAKAI Branch） 

（Branch Code：464） 

口座番号 

（Account number） 
９００００５２ 

受取人名 

（Beneficiary） 
亜細亜学園（ASIA UNIVERSITY） 

銀行住所 

（Bank Address） 

〒180-0023 東京都武蔵野市境南町 2-2-3 

（2-2-3 kyonancho musashinoshi Tokyo 180-

0023 Japan） 

Swiftコード 

（SWIFT Code） 
BOTKJPJT 

 

○ 

《注意》その他、入試部アドミッションセンターから提出を求められた書類は、速やかに提出すること。 
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●出願上の諸注意 

書類提出 ▶ 出願期間内に「国際スピード郵便（EMS）」や｢国際エクスプレス輸送（DHL）等｣

を利用して郵送してください（出願期間内必着）。 

▶ 出願書類送付後、「輸送手段名」とその「伝票番号」を下記の送信先 e-mail ア

ドレスに送信してください。 

送信先 e-mail ： gsnyushi@asia-u.ac.jp  

《入力例》 件名：海外選考入学試験出願書類の発送について 

輸送手段名：EMS   

伝票番号（item number）：EF123456789AA  

▶ 書類の追加は認めません。出願書類に不備や不足書類があった場合、受験が認め

られないことがありますので、出願書類確認表を利用してすべての書類がそろ

っているかを確認してください。 

▶ 必ず入学検定料を納入後に、出願書類を送付してください。出願書類が送付され

ても入学検定料の納入がない場合又は入学検定料が納入されても、出願書類の

到着が出願期間を過ぎている場合、未着の場合は、出願を受け付けません。 

▶ 証明書類等の取得の遅延を理由とした出願期間の延長及び締切後の書類提出

は、一切認めません。  

▶ 「教育部学历证书电子注册备案表」、「中国高等学校学生成绩验证报告」について

は、中国高等教育学生信息网（https://www.chsi.com.cn）に問い合わせてくだ

さい。 

▶ 提出された書類に虚偽及び偽造が認められた場合には、受験資格・合格・入学を

取り消します。その場合、「入学検定料」「学校納入金」「出願書類」及び「入学

手続書類」等は返還いたしません。 

▶ 提出する書類の控えは、受験が終わるまで保管してください。 

書類の提出先 
亜細亜大学入試部アドミッションセンター 

Center for Admissions and 

Public Relations 

日本国東京都武蔵野市境 5-8 ASIA UNIVERSITY 

℡：81-422-36-3273 5-8, Sakai, Musashino-shi, 

Zip code：180-8629 TOKYO 180-8629, JAPAN 
 

 

●受験上の諸注意 

(1) 本試験は、Zoom を利用して面接試験を行います。Zoom に対応したパソコン、タブレット又はスマ

ートフォンが利用できる環境が必要です。それぞれのデバイスの推奨環境については、各自で確認し

てください。 

(2) 出願後、入学志願書に記載された e-mail アドレスに注意事項メール（受験番号・試験開始時刻が 

記載された受験票など）を送信します。必ず確認してください。面接試験日の 7日前になっても注 

意事項メールが届かない場合は、速やかに入試部アドミッションセンターに問い合わせをしてくださ

い。 

(3) 面接開始時には、受験票とパスポートの提示等を要請します。利用するデバイスを固定し、両手が

自由になるようにしてください。  

(4) 面接時に受験者以外の人物が同室していないことを確認します。室内の確認ができない場合又は第

三者の存在が確認された場合は、不合格となります。 
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(5) 面接試験日に先がけて、次の日程で回線テストを行います。志願者は、面接試験と同様の環境で必

ず回線テストを受けてください。志願者の意思で回線テストを行わなかった場合、出願を取り消し、

出願書類及び検定料を返還します。 

第 1 回目 2022年 10月 25 日（火） 実施時間は個別に通知する。 

第 2 回目 2022年 10月 28 日（金） 第 1 回目に接続不良だった場合のみ実施 

実施時間は個別に通知する。 

(6) 出願書類の「Zoom 接続環境申請書」に記載されているとおりの環境が整えられていないと判断され

た場合は、不合格とする場合があります。 

 

●選抜方法 

(1) 提出されたすべての出願書類の内容及び面接試験の結果を総合して合否を判定します。 

(2) 受け入れ研究分野は、研究計画書及び面接試験の内容を考慮して合格時に通知します。 

  

●合格発表  

合否結果は以下の方法で発表します。 電話等による問い合わせには応じません。  

なお、提出書類に虚偽が認められた場合は、発表後であっても合格を取り消します。 

(1) 合格発表日の 11時から翌々日 17時まで本学のホームページ「大学院ニュース」 

（https://www.asia-u.ac.jp/academics/graduate_news/）に合格者の受験番号を掲載します。 

(2) 合格者には、「合格通知書」及び「入学手続書類」を合格発表日に発送します。 

 

●入学手続 

(1) 入学手続完了後、「入学許可書」を発行するので、来日の準備を行ってください。詳細は「入学

手続から査証（VISA）取得、入国までの流れ」を確認してください。 

(2) 入学手続締切日まで（締切日必着）に以下の書類等を入試部アドミッションセンター宛てに送付し

てください。 

(3) 入学手続期間の延長（学校納入金を含む）は、一切認めないので注意してください。 

(4) 出願書類等に虚偽の記載があった場合は、入学許可を取り消します。 

(5) 本学の入学式は、2023 年 4 月 3 日に挙行します。それまでに来日又は来校できなくなった場合

は、入学許可を取り消すことがあるので注意してください。 

 

●入学手続書類等 

手続書類 詳  細 

誓約書（所定用紙） 保証人（父母）の署名・捺印が必要。 

学校納入金 入学時納入金を納入。納入先・納入方法は合格通知書と共に送付する。 

在留資格認定証明書交付申請

に必要な書類 

（日本国籍を有する場合は提出の 

必要はありません。） 

在留資格認定証明書交付申請書 3枚 

その他、申請に必要な書類を別途『査証（VISA）取得のための必要書類』を

参照し不足のないように準備すること。 

 ※在留資格認定証明書とは、査証（VISA）申請及び在留資格付与に必要となる重要な書類の一つです。3 か月以上 

日本に滞在し、日本の教育機関で就学する外国籍の者は、在留資格認定証明書交付申請が必要です。 
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●学校納入金（2022 年度実績） 

 （単位：円） 

 1年次 2年次 

入学金 230,000  

授業料 春学期 360,000 360,000 

秋学期 360,000 360,000 

施設設備料 春学期 100,000 100,000 

秋学期 100,000 100,000 

学生健康保険組合費 4,000 3,500 

同窓会終身会費積立金 10,000 10,000 

合計 入学時納入金（春学期分含む） 704,000 473,500 

秋学期分 460,000 460,000 

年額 1,164,000 933,500 

※中国現地研修費について 

①アジア・国際経営戦略研究科の中国現地研修費は実施年度に別途納めていただきます。【令和 4年度予定金額： 

119,000円】 

 ②中国現地研修費に含まれるものは、現地宿泊費（朝食代含む）、現地研修移動バス代金、海外旅行傷害保険代 

金です。航空運賃等の交通費、昼食・夕食代金等は含まれません。 

 ※授業料と施設設備料は、春学期と秋学期と分けて納入することができます。 

 ※納付期限は、入学時は入学手続き時、以降、春学期は 4月末、秋学期は 10月末です。 

 

●奨学金等 

(1) 留学生受入れ促進プログラム予約制度（文部科学省外国人留学生学習奨励費）対象の入試制度です。 

※この入試制度において海外から直接応募し、入学するまでの間一度も渡日することなく合否判定を 

受け、入学許可を得た者が申請対象となります。合格前に渡日すると当該制度申請の対象外となり 

ます。 

(2) 外国人留学生（在留資格「留学」）を対象にした授業料減免の制度があります。その他、各種奨学金 

   制度の詳細については、入学後のオリエンテーションで説明します。 

 

●入学手続から査証（VISA）取得、入国までの流れ 

在留資格（留学）を申請する場合、次の流れに従って査証申請を行い、来日準備を進めてください。 

(1) 入学手続（入学手続締切日必着) 

本学から合格通知と一緒に入学手続き関係書類を郵送するので、入学手続期間内に入学手続き関連

書類の提出と入学金を含む所定の学校納入金を納入してください。 

(2) 在留資格認定証明書交付申請手続（12月下旬予定） 

本学において学校納入金の入金確認後、本学が本人に代わり日本国法務省東京出入国在留管理局に

「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 

(3) 在留資格認定証明書交付（2023年 1月下旬予定） 

通常、申請後約 1 か月から 1 か月半後、東京出入国在留管理局から在留資格認定証明書交付決定の

通知が本学へ届きます。 

本学から本人へ在留資格認定証明書とともに「入学許可書（原本）」を送付します。 
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(4) 査証（VISA）申請 

本学から送られた「在留資格認定証明書」、「入学許可書（原本）」と「旅券（パスポート）」を持って、

本人が近くの日本大使館等で査証（VISA）申請をしてください（発給までに 1 週間から 10 日前後の

日数がかかります）。 

※注意１ 学生証交付の際、「入学許可書」の原本が必要になるので、「査証（VISA）」申請等には入

学許可書の原本提示のうえ、そのコピーを提出すること。 

※注意２ 査証申請を行う前に、必ず査証申請者の居住する地区を管轄する日本公館に申請書類の

確認を行っておくこと。 

(5) 査証（VISA）発行 

査証（VISA）が発行されたら、2023年 4月 3日の入学式までに必ず来日できるよう、航空券の手

配を行ってください。 

(6) 注意事項 

新型コロナウイルス感染症対策として、日本国政府による「水際対策に係る新たな措置」が講じら

れていますので、上記以外の手続きが必要となる場合があります。その際は、入学志願票に記載さ

れた e-mail アドレスに連絡するので、必ず確認してください。 

 

●研究分野一覧 

研究分野 研究できる内容 演習担当教員 

戦略・マーケティング 

経営戦略、人的資源管理、技術経営、イノベーショ

ンマネジメント、ものづくり経営、アジアビジネ

ス、SDGｓ･ESG 経営、ビジネス法務、法務戦略、

経営法務、経済統合、労働経済、社会保障制度、基

礎統計 

大泉啓一郎 教授 

後藤 康浩 教授 

張  相秀 教授 

林  聖子 教授 

范  云涛 教授 

金 明中 特任准教授 

会計・ファイナンス 

企業ファイナンス、国際金融、為替リスク管理・為

替戦略、財務分析、キャッシュフロー分析、デジタ

ルトランスフォーメーション(DX)、デジタルプラ

ットフォーム論、金融イノベーション 

赤羽  裕 教授 

三好 出 准教授 

李 立栄 准教授 

※研究できる内容は、演習名ではありません。出願に際しては 2つの研究分野のいずれかを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

【入試出願・入学手続き・入試に関するお問い合わせ先】 

亜細亜大学 入試部アドミッションセンター大学院担当 

〒180－8629 東京都武蔵野市境 5－8 

TEL：+81－422－36－3273  FAX：+81－422－36－1890   

e-mail：gsnyushi@asia-u.ac.jp https://www.asia-u.ac.jp/academics/ 


