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この研究生案内は、国際日本アジア専攻経済経営コース及び経済経営専攻の教員の指導を希

望する方向けの研究生案内です。文化環境専攻及び国際日本アジア専攻日本アジア文化コース

の教員の指導を希望する方は、「埼玉大学人文社会科学研究科（学際系）研究生案内」を参照

してください。 

 

研究生は、専門事項の研究のため、研究題目を定め特定の教員の指導を受けて研究する制度です。 

 

 

１．研究期間 

  研究生の研究期間は半年間です。 

ただし、所定の期間内に「研究継続願（所定の用紙）」の提出があれば、さらに半年間、

研究期間の延長を認めることがあります。 

※延長は１度だけしか認められません。それより長く研究生として在籍を希望する場合に

は、改めて出願していただく必要があります。 

 

 

２．出願資格 

 次のいずれかに該当する必要があります。 

 (1)学校教育法第８３条第１項に定める日本の大学を卒業した者 

 (2)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 

 (3)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 

 (4)その他本研究科において、研究能力があると認めた者 

※出願に際しあらかじめ希望の指導教員の内諾を得る必要はありません。 

 

  なお、外国人留学生の場合、上記(1)～(4)のほか、以下(5)に該当する必要があります。 

(5)出入国管理及び難民認定法で、入学に支障のない在留資格(留学等)を有する者で、

次のいずれかに該当する者 

a.（公財）日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」の 1 級または N1 に合

格した者で、日本語能力認定書の写しを出願時に提出し、第二次選考時に原本を提示

できる者 

b.独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の「日本語」を、直近の試

験を含む過去 2 年間（4 回）のうちに受験し、その得点が次の条件を満たしている者。

ただし、日本留学試験成績通知書の写しを出願時に提出し、第二次選考時に原本を提示

できる者。 

[2019 年度、2018 年度の得点] 

「読解」・「聴解・聴読解」の合計が 240 点以上、かつ「記述」の合計が 30 点以上 

※英語により研究指導を受ける場合は、上記 a・b のいずれかに該当しない者でも別途出願資

格審査を行い、出願を認めることがありますので、以下の期間内に、大学院係までメールで

ご相談ください。 

メールアドレス：jinsha@gr.saitama-u.ac.jp 

  出願資格審査期間：2020 年 10 月 27 日（火）～10 月 29 日（木） 

 

※在留資格及びビザの申請等については、各自で手続きを行ってください。 



３．出願手続 

(1)出願期間  2020 年 11 月 9 日（月）～11 月 13 日（金） 

 

※出願は郵送のみとし、窓口では一切受け付けません。 

郵送は書留郵便として、封筒の表に「人文社会科学研究科（経済系）研究

生志願書類在中」と朱書し、期間内に必着のこと。 

 

(2)提出書類等 

①研究願（所定の用紙） 

②履歴書（所定の用紙） 

③研究計画書（６００字程度）（所定の用紙） 

④所属長の承諾書（事業所等に勤務する者に限る）（所定の用紙） 

⑤最終学校の卒業（修了）証明書（原本）※ 

⑥最終学校の成績証明書（原本）※ 

     ※日本語以外の言語で書かれた証明書は日本語訳を作成し、併せて提出してください。 

⑦検定料（９，８００円） 

※別紙「入学検定料払込方法(研究生用)」を参照し、コンビニエンスストアから払込

む。 

⑧収納証明書貼付用紙（所定の用紙） 

※コンビニエンストアで受け取った「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の

「収納証明書」の部分を切り取り、貼付したもの。 

 

⑨９４円切手を貼った返信用封筒（長形３号の封筒に宛先を明記） 

 

なお外国人留学生の場合、⑩および、⑪a～b のいずれかの書類が必要です。 

     ⑩在留期間を確認できるもの（在留カード、住民票等） 

    ⑪次のいずれかの書類 

ａ「日本語能力試験（１級またはＮ１）」の日本語能力認定書及び点数の記載された 

書類（写） 

ｂ「日本留学試験成績通知書」（写） 

     

※英語で研究指導を受ける者が出願を認められた場合は、⑪の書類は不要です。 

※出願書類のうち、「（所定の用紙）」と記載してあるものについては、本学所定の様式以

外では受付できません。 

 

(3)提出書類送付先 

〒338-8570 さいたま市桜区下大久保２５５ 

埼玉大学大学院人文社会科学研究科支援室大学院係（経済系） 

 

 

４．選考方法につい 

  (1)第一次選考  書類（提出された書類に基づき、選考します。） 

(2)第二次選考  面接（第二次選考は、第一次選考合格者に対してのみ本学で行います。）  

期間 2020 年 12 月 8 日（火）～12 月 10 日（木） 

面接の日時・場所は第一次選考合格者へ個別に履歴書に記載されているメールア

ドレス・携帯電話へ通知しますので、連絡が受けられるようにしておいてくださ

い。 

 

 

 

 

 



５．結果発表について 

(1)第一次選考：選考後随時、合格者に対してはメール等で第二次選考の日程をお知らせし

ます。また、不合格者には不合格通知を郵送します。12 月 4 日（金）ま

でに連絡がない場合にはお問い合わせください。 

(2)第二次選考：1 月 27 日（水）以降、結果を提出された返信用封筒で郵送します。合格

者には合格通知及び入学手続きに必要な書類を同封致します。不合格者

には第一次選考同様、不合格通知を郵送します。2 月 5 日（金）までに連

絡がない場合にはお問い合わせください。 

※合否判定の内容に関わる問い合わせについては、一切応じられません。 

 

 

６．入学手続 

(1)手続方法 郵送による 

 

   (2)手続期限 2021 年 3 月 15 日（月） 必着 

         期日までに書類等の提出がない者は、入学辞退者として取り扱います。 

(3)提出書類 

     ①誓約書（所定の用紙） 

       ②学生情報カード（所定の用紙） 

      ③学生証発行用写真貼付票（所定の用紙）  

④在留カードの写し（留学生のみ。） 

(4)納付金 

 入学料 ８４，６００円（予定額） 

        授業料 半年分 １７８，２００円（予定額） 

     合格決定時にお知らせする指定の口座に振り込んでください。 

      入学手続を行った者が 2021 年 3 月 31 日 17 時までに入学辞退届を提出し、授業料の返

還請求の手続きがあった場合に限り、授業料相当額を返還します。 

 

７．入学許可 

  入学料・授業料の支払いを済ませ、指定の期日までに所定の書類を提出し、入学手続を完了

した者については、入学を許可します。入学後は、個人で指導教員と連絡を取り、研究を進

めてください。授業に出る義務はありません。（単位は修得できません。） 

 

 

８．研究中止手続 

  やむを得ず研究を中止しなければならない場合は、速やかに指導教員の了承を得るととも

に、大学院係に研究中止届（所定の用紙）を提出してください。 

 

 

９．研究終了手続 

   研究期間が終了したら、速やかに次の書類を提出してください。 

   (1)研究終了届（所定の用紙）→大学院係に提出すること。 

 (2)研究報告書       →指導教員に提出すること。 

 

 

１０．その他 

  (1)大学院係の受付時間は平日、月～金曜日 8：45～16：45 です。 

     

なお、提出書類の中で「（所定の用紙）」と記載してあるものは 

  下記ホームページよりダウンロードすることができます。 

http://www.eco.saitama-u.ac.jp/graduate/sasem/examination/requirements.html 
(2)出願書類提出後は、提出書類の返却及び検定料の返還はしません。 

ただし、次の場合に限り検定料の返還請求ができます。 



ア 検定料を払い込んだが、出願しなかった（出願書類を提出しなかった又は出願が

受理されなかった）場合。 

イ 検定料を誤って二重に払い込んだ場合。 

返還請求の方法および「返還請求書」(本学様式)は、本学ホームページの「受験生の

方」（入試情報欄：検定料等の返還について 

http://www.saitama-u.ac.jp/entrance/henkanseikyu.pdf）に掲載していますので、返

還請求書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、「収納証明書」を添付して下記

送付先へ速やかに郵送してください。 

返還には返還請求書を受理後１ケ月程度かかります。 

送付先：〒338-8570 さいたま市桜区下大久保２５５  

埼玉大学財務部経理課出納担当 

  



 

教員一覧 

国際日本アジア専攻 
《日本アジア経済経営コース》 

専任教員 主な研究領域 

浅田 英克 Economic Policies 
有賀 健高 環境政策論 
井原  基 比較経営論 
禹  宗杬 雇用関係論、人的資源管理論、社会政策論 
内田奈芳美※受入不可 都市計画、都市論 
江口 幸治 民法、土地法、農業法 
遠藤  環※受入不可 アジア経済、開発経済学、地域研究 
加藤 拓巳 マーケティング論 
川端 庸子 国際マーケティング 
川又 伸彦 憲法学 
渋谷 百代 国際コミュニケーション 
末松栄一郎 管理会計論 
田口 博之 経済政策、アジア経済 
土川 信男 日本政治史 
長島 正治 理論経済学（国際経済学、開発経済学） 
Noh Sung-Chul Japanese-style Management 
朴  英元 国際経営戦略、国際技術経営戦略、IT 戦略 
広田 幸紀 Public Policies 
藤井まなみ 国際民事手続法、国際取引法 
李   潔 国民経済計算、産業連関分析 

 

  



 

経済経営専攻 
専任教員 主な研究領域 

石田 惣平 経営財務論 
伊藤  修（2021 年度末退職予定） 日本経済論、金融論 
今泉 飛鳥 日本経済史 
宇田川元一 経営戦略論 
大津  唯 社会保障論 
大石 直樹 日本経営史 
長田  健 金融論 
金井  郁 労働経済論 
金房 広幸（2021 年度末退職予定） 生産管理論 
金子  秀 経営管理論、経営戦略論 
栗島 智明 行政法理論 
齋藤 友之 地方自治論、行政学 
澤井 康毅 財務会計論 
芝  園子 商法、会社法、金融商品取引法 
島田  佳憲 コーポレートガバナンスと会計 

石   瑾 サプライチェーン・マネジメント 
高端 正幸 財政学 
髙松  亮 計量言語学 
田平  恵 経済法 
中川  忍 日本経済論 
間野  肇 確率論、数理統計学 
丸茂 幸平 数理統計学、金融リスク計量、数理ファイナンス 
水村 典弘 「企業と社会」論 
宮﨑 雅人 地方財政論、財政学 
柳澤 哲哉※受入不可 経済学史 
結城 剛志 政治経済学 

 

※「受入不可」と記載のある教員については、在外研究や役職等のため、受入ができません。 

 


