国内MBA大学院（受験情報）一覧
No

大学名

専攻名

コース（プログラム名）

受講期間

受講条件

願書締切日

推薦状の有無

エッセー（志望動機）

TOEFL（その他の英語力試験）

1

一橋大学大学院

国際企業戦略研究科

国際経営戦略コース

１年、２年

９月入学,授業はすべて英語で、昼間に行う。※試験は２回あり

2011年度は未定（10年度は1月下旬と、３月下旬）

エッセー有り

2

マギル大学大学院

国際経営学修士課程(MBA)

日本プログラム

2年

６月スタート,授業はすべて英語で、土,日曜週末（9時~17時）に行う。

2011年度は未定（10年度は３月下旬）

ホームページ掲載なしのため確認できません。推薦状

TOEFL(一定のスコア）必要

3

テンプル大学ジャパンキャンパス MBAプログラム

2年

夏、秋入学,授業はすべて英語で、授業は土曜日に行う。

秋学期：6月15日（火）（10年度春学期：3月中旬）

エッセー（小論文）400~600字英語で記入 推薦状（2通以上）

TOEFLまたはIELTSスコア必要

4

筑波大学大学院

システム情報工学研究科

MBA 経営・政策科学専攻

2年(以上）

４月入学,（試験は８月、2月に実施）※７月に推薦入学試験、社会人特別選抜試験あり 一般：7月22日（木）、1月７日（金）

5

神戸大学大学院

経営学研究科 専門職学位課程

現代経営学専攻（専門職大学院） １年半~２年

6

グロービス経営大学院大学

経営研究科

経営専攻

7

慶應義塾大学大学院

経営管理研究科

8

早稲田大学専門職大学院

商学研究科ビジネス専攻

9

名古屋商科大学大学院

４月入学,平日夜間と土曜日の昼間に授業を行う。

社会人：1月７日（金）

2011年度は未定（10年度は12月上旬）

２年（最長５年）４月、10月入学,平日夜間と、土日に授業を行う。(試験は５月、９月、翌年１月に実施）
９月入試：9月25日（土）

１月入試：1月22日（土）

春期：1月11日（火）

研究計画書（2000字以内で作成）

推薦状

TOEFLスコア必要

受験承認書が必要（様式任意）

研究計画書、志望動機（所定の用紙に記入） 在職証明書
課題エッセー（4テーマ）、自己アピール

推薦状

英語（2011年度入学試験より
TOEIC、TOEFLによる評価を行い
ます。）※筆記試験廃止
英語（英和辞書１冊持ち込み可、
但し電子機器の持込不可）
入学願書に（スコア）記入欄あ
り、試験なし

志望動機、学習計画、自己アピール等を（所
不要
定の用紙に記入）

英語（読解力）および基礎能力を
総合的に調べる試験

エッセー有り、学習・研究計画書は（1年制
コース志願者のみ必要）

志願者評価書（所定用紙）

TOEFL、IELTS（Academic）
TOEICのスコアが必要

課題エッセー（４テーマ、各テーマ1000字
程度）

不要

TOEFL、TOEIC等の英語能力の成
績を証明する書類（写し可）該当
者のみ

２年

4月入学,平日昼間に授業を行う。※試験は秋期、春期募集の２回あり

秋期：９月9日（木）

経営管理プログラム

１年、２年

4、9月入学,(主な履修言語が日本語の場合４月、英語の場合は９月入学・２年制）

4月：８月26日（木）、1月14日（金） 9月：1月14日（金）

マネジメント研究科

マネジメント専攻

2年（最短１年）

4、９月入学（４月入学の試験は、10,12,2,3月実施）※一般選抜（一般進学者または
９月：７月21日（水）（2011年度４月入学は未定）
実務経験3年未満）、社会人選抜（実務経験3年以上の社会人)あり

10 京都大学大学院

経営管理教育部

経営管理専攻

２年（１年半）

４月入学,月曜~土曜昼間（8:45~18:00）に授業を行う。
※一般選抜（筆答試験含む）、特別選抜試験あり

一般選抜：不要
一般選抜：不要
2011年度は未定（一般選抜10年度は11月上旬、特別選抜は12月上旬）
特別選抜：学修計画書（所定の用紙に記入） 特別選抜：推薦状（1通以上）

TOEIC又は、TOEFLスコアが必要

11 国際大学大学院

国際経営学研究科

国際経営学専攻

２年

９月入学,専門科目の授業は英語で行う。（日本語の授業もあり）

2011年度は未定（2010年度は、12,2,4,5月に試験あり）

12 北海道大学大学院

経済学研究科現代経済経営専攻

専修コース、経営管理コース

２年

４月入学,授業は基本的に昼間に行う。※一般選抜、社会人選抜（２年以上の社会経験
2011年度は未定（10年度1次：7月下旬 2次：12月下旬）
を有するもの）あり（試験は年２回）,２次試験は年度によって行わない場合あり

13 関西学院大学専門職大学院

経営戦略研究科経営戦略専攻

企業経営戦略コース

２年（最長４年）春、秋入学,授業は平日の夜間と土、日曜に行う。※試験は春入学2回、秋入学1回あり 2011年度は未定（10年度春入学1次：11月中旬、2次：2月中旬)

14 立命館アジア太平洋大学院

経営管理研究科

経営管理専攻（MBA)

2年（1年半）

4月初旬と9月中下旬入学 ※MBAの講義はすべて英語で行われる。

2010年度秋入学：2010年5月31日（春入学者は2009年11月下旬） 志望動機、研究計画書

在職・雇用証明書、推薦書2通

15 明治大学専門職大学院

グローバル・ビジネス研究科

グローバル・ビジネス専攻

2年

4月入学,授業は、平日夜間及び土曜日昼間・夜間に行う。※試験２回あり

2011年度は未定（10年は9月下旬、１月上旬）

不要

エッセー有り

推薦書（所定の用紙に記入）

TOEFLスコア必要
試験：TOEFL ITP(但しTOEFL
iBT100点以上は免除）

志願理由書

不要

英語（免除の場合あり）

学習計画書（所定の用紙に記入）

不要

学習計画書（A4判5~8ページ）

16 法政大学大学院

経営学研究科

経営学専攻（夜間）

2年

17 青山学院大学専門職大学院

国際マネージメント研究科

フレックスタイムMBA

２年

4月入学,平日の夜間と土曜日に授業を行う。

10月1日（金）、1月７日（金）、２月４日（金）

18 九州大学大学院

経済学府

産業マネジメント専攻

２年

4月入学,授業は平日夜間と土曜日昼間に行う。

2011年度は未定（10年度は10月中旬）

19 立教大学大学院

独立研究科ビジネスデザイン研究科 ビジネスデザイン専攻

2年

４月入学,授業は平日夜間と土曜日に行う。※試験は、秋季,春季の２回あり

秋季：10月1日（金）（春季：1月下旬）

英語（英和辞書1冊参照可）、
コースによっては、TOEFLスコア
により免除の場合あり
ホームページ掲載なしのため確認
ホームページ掲載なしのため確認できません。ホームページ掲載なしのため分かりません。
できません。
TOEFLかTOEICのスコア（取得者
研究計画書（志望理由）
不要
のみ）英語能力の証明書未提出
者：英語授業への適正審査あり
課題エッセー有り（2000字以上）
不要（企業推薦試験のみ必要：派遣証明書） 不要

20 同志社大学大学院

ビジネス研究科

2年(標準）

4月入学,

秋期：８月26日（木）、春期：1月25日（木）

ホームページ掲載なしのため確認できません。推薦書

2年（以上）

4、９月入学,授業は平日夜間と土、日曜に行う。※試験は、４,9月入学それぞれにあり

10年度９月入学：7月９日（金）
2011年度は未定（10年度春入学は9月下旬、1月中旬、２月中旬）

志願者経歴書、志願理由書

21 中央大学大学院

※試験は秋期（９月）、春期（１月）の２回あり

企業から推薦を受ける場合は必要

一般：不要

不要（一部必要な場合あり）
企業推薦：推薦書

不要

戦略経営研究科

戦略経営専攻

22 横浜国立大学大学院

国際社会科学研究科

マネージメント専修コース
ファイナンス・アカウンティング 2年
専修コース

授業は、平日の夜間と土曜日に行う。(ホームページ掲載なしのため確認できません。) 2011年度は未定

ホームページ掲載なしのため確認
ホームページ掲載なしのため確認できません。ホームページ掲載なしのため確認できません。
できません。

23 一橋大学大学院

商学研究科

経営学修士コース

４月入学,一部科目を除き日本語で，昼間に授業を行う。

将来計画書（2000字程度で作成）

２年

☆ 受験情報（2011年度入学）は、各大学のホームページを参考にして作成しております。未定の場合は、前年度の情報を載せています。※
2010年6月６日（日）改訂

詳しくは、各学校にお問い合わせください。

８月23日（月）

推薦書（任意提出、英語での作成も可）

試験：口述試験

GMAT(一定のスコア）必要 、
インタビュー（面接）
GMATスコア必要、面接（電話による
インタビューも可能）
専門科目（小論文）数学でも可、口述
試験 ※専門科目、口述試験の解答は
英語、日本語どちらでも可
時事問題小論文（500字程度）、口述
試験
面接、論理思考力に関するテスト（60
分）
小論文（基礎能力、および一般教養に
関する知識を総合的に調べる試験）、
面接試験
GMAT（評価対象）
試験；小論文、面接
GMATスコア（写し可）該当者のみ、
一般選抜：小論文・インタビュー
社会人選抜：インタビューのみ
一般選抜：筆答試験、小論文（エント
リーシート） 特別選抜：面接
GMATスコア必要、小論文
試験：面接

一般：専門科目、口述試験
社会人：小論文、面接（口述試験）
GMAT（参考資料）1次募集：小論
TOEFL(参考資料）
文、面接 ２次募集：面接
TOEFL, TOEICもしくはIELTSのス GMATのスコア通知書(500点以上が望
コア
ましい）試験：面接
特記事項欄あり
試験：面接試問

４月入学,授業は平日夜間と土曜日昼間に行う。※試験は秋季（12月）、春季（2月）
2011年度は6月頃決定（10年度秋季：11月中旬、春季：2月上旬）
２回あり

研究計画書（2000字程度）

GMAT（その他の学力試験）
GMATスコア必要

入学志願票に英語（級・スコア）
等の記入欄あり
試験：英語（日本語で解答）

口述試験
面接
口頭試問
口頭試問（課題エッセー）
口述試験
一般：小論文

企業推薦：面接

ホームページ掲載なしのため確認でき
ません。
小論文（日本語で解答）、口述試験

