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神戸大学経営学部 
〒657-8501  神戸市灘区六甲台町２－１ 

電話番号 （０７８）８０３－７２６０ 

【重要】 

本入試においては，新型コロナウィルス感染症による受験生のみなさん

への影響を考慮し，対象となる英語外部試験を拡大しております。詳しく

は本文をご覧ください。 

また，今後，新型コロナウィルス感染症の動向によっては募集要項の内

容を変更する可能性があります。変更する場合には，入試情報ページに掲

載しますので定期的に確認をお願いします。 

 

（神戸大学経営学部 第 3 年次編入学試験関連ページ） 

https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission/ugrad-transfer/ 



 

 
 

 

 

神戸大学経営学部のアドミッション・ポリシー 

 

 

 

経営学部は，経営学・会計学・商学の領域において高度な専門

的知識を身につけ，次世代の知識・産業社会において知的リーダ

ーシップを発揮できる人材の育成を目的としています。このこと

から経営学部では次のような学生を求めています。  

 

経営学部の求める学生像  

１．  経営・経済・社会の全般にわたる一般的・基礎的教育を受

けるために必要な日本語・外国語の読解能力・表現能力と

数理的・論理的思考能力をそなえた学生  

〔求める要素：知識・技能，思考力・判断力・表現力〕  

２．  経営に関する多方面の専門知識を修得する意欲に富む学生  

〔求める要素：知識・技能，関心・意欲〕  

３．  学生相互で切磋琢磨できるような幅広い関心と向上心をも

つ学生  

〔求める要素：主体性・協働性，関心・意欲〕  

４．  国際社会に通用する思考力，判断力およびコミュニケーシ

ョン能力をもつことを希求する学生  

〔求める要素：思考力・判断力・表現力，主体性・協働性，  

関心・意欲〕  

 

 

 

 

 



１．募 集 人 員  20人 

 

２．出 願 資 格 

次の(1)から(5)の各号のいずれかに該当し，かつ(6)から(9)の各号のいずれかに該当す

る者 

なお，外国人留学生は，上記に加え(10)又は(11)号のいずれかに該当すること 

(1) 学士の学位を有する者（令和３年３月までに学士の学位を授与される見込みの者を

含む。） 

(2) 大学に最終の学年を含め２年以上（但し，休学期間を除く。）在学し，62 単位以上

を修得した者，又は令和３年３月までに修得見込みの者（令和３年３月までに２年

間在学となる者を含む。） 

（62 単位修得見込みで出願した者は，本学入学までに，62 単位を修得していなけ

れば入学許可が取り消されるので注意してください。） 

(3) 短期大学を卒業した者（令和３年３月までに卒業見込みの者を含む。） 

(4) 高等専門学校を卒業した者（令和３年３月までに卒業見込みの者を含む。） 

(5) 外国において前⑴から⑷の各号のいずれかに相当する資格を得たと認められる者 

(6) TOEFL（Internet-based Test 又は revised Paper-delivered Test）を出願締切日の 

前２年以内に受験している者 

(7) TOEIC Listening & Reading Test を出願締切日の前２年以内に受験している者 

(8) IELTS（アカデミック・モジュール）を出願締切日の前２年以内に受験している者 

(9) 団体向けテストプログラム（TOEFL-ITP 又は TOEIC-IP），オンラインテスト

（TOEFL iBT Special Home Edition 又は IELTS Indicator）を出願締切日の前２

年以内に受験している者 

 

 

 

(10) 財団法人日本国際教育支援協会・独立行政法人国際交流基金が主催する「日本語能

力試験（Ｎ１レベル；平成 21 年度以前に受験した場合は１級）」を受験した者 

(11) 独立行政法人日本学生支援機構が主催する「日本留学試験」の日本語を受験した者 

 

３．出 願 期 間 

令和２年 10 月 1日(木)から令和２年 10月７日(水)まで（必着） 

出願書類の受付は，郵送（書留速達）によるもののみとし，直接持参しても受理しませ

んので，郵便事情を十分考慮して，早めに送付してください。 

 

４．出 願 手 続 

次の出願書類等を取りそろえ，神戸大学経営学部教務グループ（〒657-8501 神戸市灘

区六甲台町２－１）に書留速達により郵送してください。 

(1) 入学願書・履歴書 本学部所定の用紙【A4 サイズ・両面印刷すること】 

(2) 検定料 検定料 30,000円 

従前の郵便局払込取扱票に替わり，ATM またはインターネットバ

ンキングによる銀行振込により納付し，「ご利用明細票」を提出し

てください。振込完了画面をプリントアウトしたものでも構いま

せん。 

・振込先口座：三井住友銀行六甲支店（普通）4165080 

 国立大学法人神戸大学 

・振込名義は必ず「F45〇〇〇〇」（〇〇〇〇は出願者氏名）とす 

ること 

※ (8)，(9)については，新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し，今年度の編入試

験に限り認められます。 



※出願者以外が振込を行う場合，誤って自身の名前を入力しない

ように注意。 

・振込にかかる手数料は振込人負担 

(3) 志望理由書 ５部 本学部所定の用紙（原本）＋コピー４部【A4 サイズ】 

(4) 受験票・整理票 本学部所定の用紙【A4 サイズ・両面印刷すること】 

(5) 写真 上半身脱帽正面写し，最近３か月以内に撮影のもの３枚（縦４㎝

×横３㎝）を受験票・整理票及び編入学願書に貼付してください。 

(6) 学業成績証明書 科目名，単位数及び成績評価が記載されたもの。 

なお出願資格の⑵に該当する者で，出願時に修得単位数が６２単

位を満たしていない者は，「学業成績証明書」に加えて，修得予定

の単位（科目名，単位数及び修得予定年度）を証明できるものを

提出してください。 

(7) 卒業見込証明書又 

は在学期間証明書 

在学期間証明書は本学部所定の用紙【A4 サイズ】 

※出願資格(1)～(5)の学歴に関わる証明書を提出してください 

(8) TOEIC,TOEFL 又

は IELTS の成績証明書 

出願締切日の前 2 年以内の Examinee’s Score Record（オリジナ

ル）を提出してください。 

※新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し，今年度の編入試験

に限り，IELTS（アカデミック・モジュール；IELTS Indicator

含む）及び団体向けテストプログラム（TOEFL-ITP，TOEIC-IP），

TOEFL iBT Special Home Edition のスコアも認めます。 

※TOEFL（revised Paper-delivered Test）のスコア証明書を提出

する場合は，7 月 31 日までに経営学部教務グループまでご連絡く

ださい。 

(9) 日本語能力試験又

は日本留学試験受験票

の写し 

【外国人留学生のみ】 

「日本語能力試験（Ｎ１レベル；平成 21 年度以前に受験した場合

は１級）」又は「日本留学試験」を受験した者は，受験票の写しを

提出してください。 

(10) 日本語能力試験

又は日本留学試験の成

績通知書の写し 

【外国人留学生のみ】 

「日本語能力試験（Ｎ１レベル；平成 21 年度以前に受験した場合

は１級）」又は「日本留学試験」を受験した者は，成績通知書の写

しを提出してください。 

(11) 住民票の写し 

【日本に居住する外国

人のみ】 

市区町村長の発行する「住民票の写し」（提出日前 30 日以内に発

行されたものに限る。）またはこれに代わる書類のいずれかを提出

してください。 

(12) 返信用封筒 受験票及び受験者心得の送付に用いますので，長形 3 号封筒の表

面に郵便番号，住所，氏名を記入して郵便切手 374 円を貼付して

ください。 

 （注１）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，日本政府又は外国政府の在外公

館等の公的機関（中国語による証明書は，中国国内の公的機関）による日本語訳を必ず添付し

てください。 

 （注２）TOEIC SW（Speaking and Writing Tests）と TOEIC Bridge の成績は採用しません。 

（注３）出願資格に定める TOEFL・TOEIC・IELTS の成績証明書を複数提出した場合，受験者に有利な 

ものを採用します。 

（注４）令和２年９月実施の TOEFL・TOEIC・IELTS を受験する者は，出願書類と合わせて①～③を送

付してください。 

    ①令和２年９月実施の TOEIC・TOEFL・IELTS の受験票のコピー 

    ②「９月受験のスコア証明書が届き次第至急送付します」と記したメモ(様式任意) 

    ③(任意)２年以内に受験した TOEIC・TOEFL・IELTS のスコア証明書 

 



５．試験期日，試験科目及び時間 

試験期日 
試験科目 

（配  点） 
時  間 備      考 

令和２年 11 月３日 

（火・祝日） 

英    語 

(100) 

TOEFL・TOEIC・IELTS

の成績を 100 点満点に換

算して，英語の試験に替

えます。 

専門科目 

(100) 
13:00～15:00 

経営学，会計学，マーケ

ティング論，経済学及び

数学（線形代数及び微積

分に関する基礎知識）の

５科目から１科目を試験

場で選択してください。 

小 論 文 

(100) 
15:30～16:30 

経営の諸問題に関する

小論文（日本語で 600

字以内）とします。 

 

 

６．入学者選考方法 

入学者の選考は，出身大学等の成績，TOEFL・TOEIC・IELTS の成績，専門科目，

小論文及び書類審査の成績を総合して行います。 

 

７．試  験  場 

神戸市灘区六甲台町２－１ 神戸大学経営学部学舎（試験室等の詳細は当日掲示します。） 

阪神電車「御影」駅，ＪＲ「六甲道」駅又は阪急電鉄「六甲」駅から市バス 36 系統乗車，「神

大正門前」下車。 

 

８．合 格 者 発 表 

令和２年 11 月 13 日（金）10:00（予定） 

経営学部ウェブサイト（https://www.b.kobe-u.ac.jp）に掲載します。また，合格者

には郵便で合格通知書を送付します。 

なお，電話，e-mail 等による合否に関する照会には一切応じられません。 

 

９．入学料及び授業料 

 ⑴ 入学料     282,000 円 

 ⑵ 授業料 前期分 267,900 円（年額 535,800 円） 

上記の入学料及び授業料は令和２年度入学者に適用されたものです。令和３

度入学者は変更の可能性があります。 

在学中に授業料改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用される

ことになります。 

 

10．入 学 の 時 期 

令和３年４月１日 

なお，入学手続き等については，別途通知します。 

 

 

 



11．出願時に本学が取得した個人情報の取り扱いについて 

(1) 本学が保有する個人情報は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律」等の法令を遵守するとともに，「神戸大学の保有する個人情報の保護に関する指針」

等に基づき厳密に取り扱います。 

  (2) 入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は，入学者の選抜（出願処理，選抜実施），

合格発表，入学手続業務及び今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用しま

す。 

 (3) 出願にあたってお知らせいただいた個人情報は，入学者についてのみ入学後の学生支

援関係（健康管理，授業料免除及び奨学金申請等），修学指導等の教育目的及び授業料

等に関する業務並びにこれらに付随する業務を行うために利用します。 

(4) 一部の業務を本学より委託を受けた業者（以下，「受託業者」という。）において行

うことがあります。 

業務委託にあたっては，受託業者に対して，委託した業務を遂行するために必要となる

限度で，お知らせいただいた個人情報の全部又は一部の守秘義務を課したうえで提供し

ます。 

 

12.入試情報開示について 

  受験生本人からの請求により，当該個人の試験成績（順位のみ）を簡易書留郵便によ

り送付します。希望者は，申込書（本学部所定の用紙），受験票のコピー及び 404 円分

（簡易書留）の切手を貼った返信用封筒（長形 3 号）を同封のうえ，令和３年 5 月 1 日

～5 月 31 日（必着）の間に，経営学部教務グループ宛に請求してください。 

6 月以降準備が出来次第発送します。 

 

13．その他の留意事項 

(1) 入学願書等の作成にあたっては，空欄（※印の箇所を除く。）に所定事項を黒イ

ンク又は黒ボールペンで明確に記入してください。 

なお，出願書類に不備がある場合は，受理しないことがあるので注意してください。 

(2) 出願書類提出後は，記載事項の変更を認めません。また，虚偽の記載をした者に

対しては，入学許可後でも入学許可を取り消すことがあります。 

(3) 出願手続き後は，検定料・書類の返却を認めません。 

(4) 出願資格やその他不明な点がある場合は，下記へ問い合わせてください。 

    

 

神戸大学経営学部教務グループ 

                 〒657-8501 神戸市灘区六甲台町２－１ 

                 電話（０７８）８０３－７２６０ 

 

 

 

〔過去の入試結果〕 

 平成 30 年度 平成 31 年度 
2020（令和 2）

年度 

志願者数 90 86 101 

受験者数 88 83 96 

合格者数 20 20 20 

入学者数 16 18 18 

 



 

                      

 

 

 

 

法 科 

大学院 

自習棟 


