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１. 募集課程 （博士後期課程）及びアドミッション・ポリシー
＜国際関係学研究科＞
専攻
国際関係学専攻

クラスター

学位

経済学クラスター

博士（経済学）

公共経営学クラスター

博士（公共経営学）

国際関係学クラスター

博士（国際関係学）

博士後期課程の目的と建学の理念に基づき、次のような資質と問題意識を持った人材を対象とし
て入学者選抜を行う。
・ 本研究科の博士後期課程の目的と本学の理念を理解し、明確な進学目的と国際的なキャンパ
ス環境で学ぶ強い意欲を持っている者。
・ 専門分野における大学院修士課程修了レベルの知識と研究能力を身につけている者。
・ 教育研究の遂行に必要な英語力を身につけている者。
具体的なターゲットは次のような者である。
・ 専門分野における高度な学識と研究能力を身につけ、国際機関、政府機関等公的機関に従事
する高度専門的職業人を目指す者。
・ 専門分野における高度な学識と研究能力を身につけ、大学等研究機関に従事する研究者・教
育者を目指す者。

２. 募集人員
専攻

クラスター

募集人員

経済学クラスター
国際関係学専攻

公共経営学クラスター

5名

国際関係学クラスター

３. 入学時期
入学を許可された者は、2016年9月入学とします。

４. 選抜方法
選抜は国内居住者と海外居住者とについて、それぞれの方法により行われます。
(1）国内居住者:

日本人及び外国人(住居地の届出の済んだ者のみ)

国内に居住する者の選抜は、修士論文、研究計画書等の出願書類及びキャンパスにおける面接試
験をもとに総合的に判定して合格者を決定します。なお、出願書類の審査で、面接試験を行わず
に不合格とすることがあります。

(2）海外居住者:

日本人及び外国人
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海外に居住する者の選抜は、修士論文、研究計画書等の出願書類及び遠隔等の方法による面接試
験をもとに総合的に判定して合格者を決定します。なお、出願書類の審査で、面接試験を行わず
に不合格とすることがあります。

５. 日程
＜国際関係学研究科＞
入試選抜方法
出願締切日

面接日

国内及び海外居住者
2016 年 2 月 19 日(金)

2016 年 4 月 20 日(水)

2016 年 2 月 24 日（水）

2016 年 4 月 25 日（月）

～2016 年 3 月 2 日（水）

～2016 年 5 月 13 日（金）

この期間中に個別に調整します

この期間中に個別に 調整します

合格発表日

2016 年 3 月 22 日(火)

2016 年 5 月 23 日(月)

入学手続締切日

2016 年 4 月 22 日(金)

2016 年 6 月 24 日(金)

６. 出願資格
(1) 本大学院博士後期課程に出願できる者は、入学以前において、次のいずれかに該当する者と
します。
1)

日本の大学において、修士の学位又は専門職学位を得た者又は2016年8月31日までに取
得見込みの者

2)

外国において、修士の学位又は専門職学位を得た者又は2016年8月31日までに取得見込
みの者

3)

外国の大学が行う通信教育における授業科目を日本国内において履修し、修士の学位又
は専門職学位を得た者又は2016年8月31日までに取得見込みの者

4)

日本国内において、外国の大学院の課程を有するものとして当該学校の学校教育制度に
おいて位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修
了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者又は2016年8月31日ま
でに授与される見込みの者

5)

国際連合大学（国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う
特別措置法（昭和51年法律第72号）第1条第2項の規定によるものをいう。）の課程を修
了し、修士の学位に相当する学位を授与された者又は2016年8月31日までに授与される
見込みの者

6)

外国の学校等において、博士論文研究基礎審査に相当するものに合格した者又は2016年
8月31日までに合格見込みの者で、修士の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

7)

出願時において、大学を卒業し、日本国内又は外国において学校教育における16年の課
程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者又は2016年8月31
日までに2年以上研究に従事する見込みの者で、当該研究の成果等により、修士の学位
又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると本大学院が認めた者
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8)

本大学院において、個別の入学資格審査（注）により、修士の学位又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た者で、2016年8月31日において24歳に達した者

(注)・個別の入学資格審査は、上記 6) ～ 8)により出願する者に対して行われます。これに該当し、個別の入学
資格審査により出願資格の認定を希望する方は、事前に入試係までお問い合わせください。

７.出願方法
次頁記載の出願送付書類（但し、TOEFL、IELTS等の成績証明書を除く）については、一括のうえ簡
易書留にて出願締切日必着で郵送してください。

＜送付先＞
〒949-7277 新潟県南魚沼市国際町777番地

国際大学

国際関係学研究科入試係 行

(注)送付時には、必ず「博士課程願書在中」と朱書きしてください。

(1) 注意事項
1)

Eメール、Faxによる出願書類は受け付けません。

2)

一旦提出された出願書類及び検定料は、いかなる理由があっても返却しません。

3)

研究テーマ等について事前に相談したい場合は、次の 8.出願書類のうち、1.入学願書、
3.修士論文、 5.研究計画、 6.修士課程証明書 をメール添付にて入試係あてお送り
ください。
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８.出願書類
出願書類は、全て英語で作成してください。

1

入学願書
Application Form

本大学院所定の用紙に所要事項を記入してください。

4 photographs

4枚（裏面に記名したもの）
無帽上半身正面
縁なし
縦4cm x 横3cm
最近3ヶ月以内に撮影
その他書類と一緒に送付してください。

3

志望理由書
Personal Statement

英文400～600ワード以内で作成してください。

4

修士論文 3部
3 Master Theses

3部
原論文が英語以外のものについては、英語によるサマリーを付けてくだ
さい。（原論文が英語以外の場合、事前にご相談ください。）修士論文
のない人は修士論文に相当する研究レポート等を提出してください。

5

研究業績 3部
3 Academic
Achievement

3部
研究業績（出版物, 学会, 定期刊行物等に掲載された論文）の添付を希
望する場合は、その業績のコピー各3部を提出してください。その際、
各論文を2、3行程度で説明した研究業績一覧のコピーを3部付してくだ
さい。

6

研究計画
Research Proposal

英文2,000～3,000ワード以内で作成してください。

7

学部及び
修士課程証明書
Certificate

1) 成績証明書
2) 修了（見込）証明書
出身大学長又は学部長等が発行し、厳封したものとします。大学学部、
大学院双方について1）、2)を提出してください。

8

推薦書 2通
2 Recommendation
Letters

2

顔写真

4枚

2通
うち1通は必ず出身大学院の指導教員等1人を含み、志願者を熟知してい
る者が作成し、厳封したものとします。
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2年以内に受験したTOEFL、IELTSまたはTOEICの成績証明書を下記の要領
により出願締切日までに到着するように送付してください。また、入学
願書の所定の欄にTOEFL、IELTSまたはTOEICの受験日を必ず記入してく
ださい。
1) TOEFLまたはIELTSの成績証明書：
テスト機関から直接国際大学に送るよう手続きをしてください。
(本学のTOEFLのコードNo.は0712)
TOEFL/IELTS/
2) TOEICの成績証明書：
TOEICいずれかの
テスト機関から届いた成績証明書を未開封のまま、国際大学に提出して
成績証明書＊
ください。（テスト機関から成績証明書を国際大学に直接送ることがで
きません。）
IELTSテスト受験上の注
意：アカデミック・モジ
ュールを選択のこと

但し、下記に該当する者はTOEFL、IELTSおよびTOEICの成績証明書を提
出する必要はありません。
1) 英語が母国語であり、かつ、英語を公用語とするアイルランド、英
国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、米国のいずれか
の国に居住し教育を受けた者。
2) アイルランド、インド、英国、オーストラリア、カナダ、カリブ海
諸国、シンガポール、ニュージーランド、フィリピン、米国のいず
れかの国において、英語による教育で学部課程以上を修了した者。
3） 本学修士課程修了（見込）の者。
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検定料
Application Fee

国内居住者：30,000円
海外居住者： 5,000円
銀行振込（振込手数料等についてはご負担ください）。
＜振込口座＞
銀行名：
北越銀行（銀行番号：0141）
支店名：
大和支店（支店番号：510）
口座名義： 学校法人国際大学検定料口
口座番号： （普通）111130

住民票

国内居住者のうち、日本国籍以外の者のみ該当。在留資格、居住地等

（国内居住外国人のみ） の証明のため提出してください。

パスポートのコピー 日本国籍以外の者のみ該当。顔写真、氏名、生年月日、パスポート番号、
（外国人のみ）
有効期限の記載されているページのコピーを提出してください。

*(ご参考)
TOEFL:
IELTS:
TOEIC:

日本での TOEFL/IELTS/TOEIC 機関照会先
プロメトリック株式会社
http://www.prometric-jp.com/
㈶日本英語検定協会IELTS事務局
http://www.eiken.or.jp/ielts/index.html
TOEIC運営委員会 東京業務センター
http://www.toeic.or.jp/toeic/

Tel:(03)5541-4800 (9:00～18:00、土日祝休)
スコアレポート用コードナンバー: 0712
Tel:(03)3266-6852
Tel:(03)5521-6033 (10:00～17:00、土日祝休)

国や地域によって、試験日程・会場が限られている場合があります。今後受験を予定している場
合は、成績証明書が出願締切日までに国際大学に到着するよう、テスト機関に確認のうえで、早
めに受験手続きをしてください。
（ご参考）

スコアレポート到着までの目安：

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS
TOEIC
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約 5 週間
約 7 週間
約 4 種間
約 4 週間

９.面接試験
＜面接＞
(1） 国籍の如何を問わず、日本居住の出願者に対してはキャンパスにて面接試験を行い、海外
居住の出願者に対してはインターネットを利用した遠隔等の方法による面接試験を行い、
出願書類と合わせて総合判定します。
(2） 面接試験は、英語での面接により行われます。
(3） 面接開始時間・試験会場についての詳細は出願書類受領後、個別に志願者に連絡します。
（入学試験の際に、キャンパス見学も可能です。ご希望の方は事前にお知らせください。）

＜面接試験会場＞
国際大学キャンパス : 新潟県南魚沼市国際町777番地

上越新幹線：
東京駅から浦佐駅まで90分、新潟駅から浦佐駅まで40分
浦佐駅東口から大学バス10分

関越自動車道：
東京方面から約 3 時間半（六日町ＩＣから約 20 分）
新潟方面から約 1 時間半（小出ＩＣから約 15 分）
＊大和パーキングエリア出口（ＥＴＣ専用）から
約 10 分

１０.

合格発表

受験者全員に合否の通知書を郵送します。

１１.

入学手続

入学手続の要領については、合格発表日に合格者に送付される「入学手続の手引」にて通知しま
す。合格後、入学希望者は所定の入学手続締切日までに入学手続を完了してください。
なお、入学手続完了者に対してのみ入学許可書が発行されます。
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１２.

修学に必要な主たる経費

(1） 学納金
入学金*

300,000 円

授業料

1,350,000 円（年）
（ 各学期 450,000 円）

*本大学院修士課程修了（見込）者は入学金が不要です。
(2） 生活費
単身寮費（部屋代＊）

39,000 円（月）

光熱水道料金

5,000 円（月）（概算）

食費

30,000 円（月）（概算）

＊単身寮費には、電話基本料金、学内LAN利用料金が含まれます。

（注）
1)
入学金は入学手続期間に納付してください。なお、一旦納入された入学金は、いかなる理由があっても返還しま
せん。
2)
授業料は学期ごとに分納することもできます。初年度第１学期分は、予め通知する入学前の期限までに納付して
ください。

１３.

奨学制度

国際大学では、一定の条件を満たす日本人及び外国人学生(原則として私費学生のみ)に対して、
奨学金制度、貸与奨学金制度を設けています。
申請される場合は、奨学金申請書をその他書類と一緒に出願締切日までに提出してください。合
格通知と共に申請者全員に結果を通知します。
詳細は国際大学奨学金案内またはホームページをご参照ください。

【個人情報の取り扱いについて】
本学では、提出された出願書類等は、入試関連業務および入学後の学籍管理関連業務以外の目的
には使用しません。
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＜お問い合わせ先＞
国際大学
〒949-7277 新潟県南魚沼市国際町777番地

国際関係学研究科 入試係

Tel:
Fax:
E-mail:
URL：

(025)779-1200
(025)779-1187
admgsir@iuj.ac.jp
http://www.iuj.ac.jp/j/admis/
http://gsir.iuj.ac.jp/j/

