
令和6(2024)年度入学向け大学院入試に関するQ&A

Q&A on Graduate School Entrance Examinations for Admission 2024

≪前期課程・後期課程共通≫

≪Common to both Master's and Doctoral Programs≫

・検定料について

　Examination Fees

Q:検定料について、自分の口座から必ず振り込む必要がありますか？

　Do I have to transfer the examination fee from my account?

A:口座は必ず受験者本人のものである必要はありません。

　振込名義を必ず【M40（又はD40）出願者名（アルファベット）】としてください。

　The account does not necessarily have to be the candidate's own.

　Please make sure to name the transfer as【M40 (or D40) applicant's name (alphabetical)】.

Q:検定料の振込は出願期間中でないとできませんか？

　Do I need to transfer the application fee only during the application period?

A:出願されるまでにお振込みいただくようお願いいたします。

　Yes, please transfer the fee before submitting your application.

・証明書・外国語スコアについて

　Certificates and Language Scores

Q:TOEFLスコア（原本）をETSから教務係宛に送付するよう依頼しましたが出願期間に間に合わないかもしれないので、

　オンラインから出力したスコアを出願期間内に出して、あとから原本がETSから届くとなっても受理されますか？

　 Although I requested ETS that they send my official TOEFL score sheet to Kobe University, it may not be delivered in time for the application period.

　Therefore, I would like you to accept my online TOEFL score instead of my official score, until you receive it from ETS.

A:原本の提出は出願期間までと定めていますので、出願期間以降に原本が届いた場合は受理できません。

　時間に余裕を持ってETSへ依頼するようにしてください。

　The official TOEFL score sheet must be sent from ETS to Kobe University directly by the application deadline.

　Therefore, we would like you to arrange for your official score sheet to be sent by the application deadline in advance.

Q:卒業大学の成績証明書ではなく、成績表の提出では受け付けられませんか？

　Do you accept my online transcript, instead of the official copy of transcripts?

A:成績表では受け付けておりません。成績証明書の原本を提出していただく必要があります。

　The online transcript is not accepted. The official copy of transcripts, which is issued by your home university must be submitted.

Q:卒業証明書・学位修得証明書について、有効期限はありますか？内容が変わっていないなら、古いものでも大丈夫ですか？

　Is there an expiration date on graduation certificates and degree certificates? Can I use an old certificate if the content has not changed?

A:有効期限はありませんので、内容に変更がない場合は古いものでも受け付けいたします。

　ただし、卒業見込み証明書と卒業証明書、学位修得見込み証明書と学位修得証明書は異なるものですので、

　すでに卒業（学位修得）されている場合は、卒業証明書、学位修得証明書の両方を提出してください。

　There is no expiration date, so if there are no changes to the content, we will accept the old one.

　However, a certificate of expected graduation is different from a graduation certificate, and a certificate of expected degree completion is different from a degree

　completion certificate. If you have already graduated (earned a degree), please submit both a certificate of graduation and a certificate of degree completion.

Q:別の出願で再利用したいので、入試が終わった後に出願に提出した外国語スコアの証明書を返却してほしいです。

　I would like to return the certificate of foreign language score that I submitted for my application 

　after the entrance exam is over because I would like to reuse it in another application.

A:提出いただいた書類は返却していません。ご提出いただいた書類は再度お申し込みができる証明書ですので、

　改めて発行していただくよう発行元へ依頼してください。

　Submitted documents will not be returned. 

　Since the submitted certificates are able to apply again. Please request the issuer to issue them again.

Q:海外の大学を卒業しているため成績証明書等を郵送するのに時間がかかります。

　出願期間の提出が間に合わないかもしれないのでPDFを作成して提出してもよいですか？

　Since I am a graduate of an overseas university, it takes time for transcripts to be mailed.

　Can I create and submit a PDF file because I may not be able to submit it in time for the application period?

A:出身大学の卒業証明書と成績証明書について出願期間中にPDFやコピーではなく、

　原本をご提出していただく必要がございますので、時間に余裕を持ってご準備ください。

　Please be sure to submit the official certificates of graduation and transcripts from your home university during the application period,

 　not PDFs or photocopies, so please prepare them well in advance.
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Q:(中国の大学出身の方から）中国教育部学歴認証センター（CHSI）が発行する英語の学歴認証は使えますか？

　(From a Chinese university graduate) Can I use the English written academic credentials issued by CHSI?

A:出身大学が中国語でしか証明書の発行ができない場合は、募集要項のとおり、

　日本政府又は外国政府の在外公館等の公的機関による翻訳証明を付けてご提出してください。

　学歴証明書や成績証明書の認証は、中国教育部学歴認証センター（CHSI）が発行する英語の証明書をご提出することも可能です。

　出身大学が英語で証明書を発行できる場合は、出身大学で発行した英語の証明書をご提出いただければ問題ありません。

　If your home university can only issue a certificate in Chinese, please submit it with a translation certificate from an official organization 

　such as the Japanese government or a foreign government diplomatic mission abroad, as described in the application guidelines.

　For the certification of academic credentials and transcripts, you may also submit an English written certificate issued by CHSI.

　If your home university can issue a certificate in English, you may submit it.

Q:願書の学歴に科目等履修生や研究生の経歴を記載する予定です。その場合、証明書の提出は必要でしょうか？

　I plan to include my non-degree student or research student background in my educational background on the application form.

　If so, do I need to submit those certificates?

A:必要です。科目等履修生であれば成績証明書、研究生であれば在籍期間証明書をご提出ください。

　Yes. Please submit a transcript if you are a non-degree student, or a certificate of enrollment if you are a research student.

・その他

　Others

Q:出願前に神戸大学経済学研究科の先生と連絡を取る必要がありますか？

　Do I need to contact a professor at the Graduate School of Economics, Kobe University before applying?

A：大学院入試への出願にあたっては、事前に本研究科の特定の教員と連絡を取る必要はありません。

　　It is not necessary to contact a faculty member of the Graduate School in advance of applying for admission to the Graduate School.

Q:出願書類を持参したいのですが、受理してもらえますか？

　I would like to bring my application documents, will you accept them?

A:郵送のみで受付けていますので、直接持参されても受理いたしません。

　Applications are accepted by mail only; they will not be accepted if you bring them in person.

Q:出願書類を取り寄せたいがどうすればよいでしょうか？

　How can I order application documents?

A:出願書類については、紙媒体での配付を行っておりません。

　ご自身で研究科HPからダウンロードし必要事項を記載して、郵送で教務係へ出願期間中にご提出してください。

　Application documents are not distributed in paper form.  (Except for the entrance examination for the Master's Program Recommendation.)

　Please download the application form from our website, and fill in the required information.

　Please submit all required documents by mail to us during the application period.

Q:今年度の受験予定ではないが、受験資格を満たしているか確認したいです。

　I do not plan to take the exam this year, but would like to make sure I meet the eligibility requirements.

A:年度により受験資格等が変更となる可能性があるので、該当の年度に確認してください。

　Eligibility requirements may change from year to year, so please confirm with the relevant academic year.

Q:社会人選抜の２年以上の社会人経験とは、何を指しますか？修士課程の２年間は社会人経験に入りますか？

　What does more than 2 years of experience in society mean for the Entrance Examination for Working Professionals? 

　Do the 2 years of the master's program count as experience in society?

A:２年の社会人経験には職の有無は問いませんが、学歴は含むことができませんので修士課程の２年間は入りません。

　The 2 years of experience in society can include any job, but it cannot include education, 

　so it does not include the 2 years of the master's program.
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≪前期課程≫

 ≪Master's Programs≫

・過去問について

　Past Examination Questions

Q:過去問を見せてもらうことはできますか？

　Can I ask to see the past exam questions?

A:過去の入試問題については直近3年分を研究科HPからご覧いただけます。

　The most recent 3 years of past entrance examinations are available on the Graduate School's website.

　http://www.econ.kobe-u.ac.jp/admissions/graduate/index.html

・推薦書について

　Letters of Recommendation 

Q:推薦書は日本語学校の先生や、今研究生（非正規生）として所属している大学の先生でもよいですか？

　Can a teacher from a Japanese language school or a professor / academic supervisor from the university

　where I am currently enrolled as a research student (non-regular student) write a letter of recommendation?

A:正規生として所属していた教育機関で出願者の成績や研究内容を把握している方に作成を依頼してください。

　Please request one of the faculty members from your graduated university 

　who knows your academic record or research well to write your recommendation letter.

Q:海外の大学出身等で推薦者が印鑑をもっていない場合、印鑑欄はどうすればよいですか。

　What should my recommender do if he/she does not have his/her seal?

A:直筆でサインをしていただくように推薦者へお伝えください。

　Please tell him/her to sign by handwriting on the recommendation letter.

Q:海外の大学出身で推薦書を書く予定の指導教員は仕事でもフリーメールアドレスを使っており、

　大学公式のメールアドレスを持っていない場合はどうすればよいですか？

　What should I do if my academic advisor at an overseas university who is writing a letter of recommendation uses a free email address for work 

　and does not have an official university email address?

A:フリーメールアドレスを仕事で使用していることがわかる証明書（様式自由、出身大学の公印要）を推薦書と合わせて提出してください。

Please submit an additional certification which is proof he/she uses his/her personal email address for his/her work.

The certificate style is free, but the official university seal is required.

Q:複数の先生から推薦書を書いてもらい、提出することはできますか？

　Can I have more than one professor / academic supervisor write and submit a letter of recommendation?

A:複数の先生から推薦書を提出していただいても、１人分の推薦書しか有効としませんので、１人にのみ書いていただくようにしてください。

　ただし、KIMAPに出願する場合は2人からの推薦書の提出が必要となります。

　Even if you submit several recommendation letters, only one will be valid, so please be sure to have one person write it for you.

　However, if you are applying to KIMAP, you will need to submit letters of recommendation from 2 persons.

Q:出身大学の指導教員がコンピュータで作成してサインすることは認められますか？ 

　Is it acceptable for my academic advisor at my home university to create and sign a computerized letter of recommendation?

A:文章の部分はコンピューターで作成していただいても問題ありません。 

　ただし、最後の推薦者氏名については、直筆でサインをいただくか押印をしていただくかしてください。

　The recommendation text may be created by word processor, such as Microsoft word.

　 If he/she has his/her seal, he/she also is able to write his/her name by  word processor. 

 　However, if he/she does not have his/her seal, his/her signature must be handwritten.

Q:厳封する封筒は出身大学のものでないと受け付けられませんか？ 

　Does a sealed envelope must be my home university's envelope?

A:厳封する封筒は、出身大学のものでなくても受け付けいたしますが、推薦者が必ず厳封してください。

　No, it doesn't. However, the recommendation letter must be put in a firmly sealed envelope by the recommender.

Q:出身大学の指導教員が日本語ができないので英語で書いたものでも受理してもらえますか。

　Can you accept a letter of recommendation written in English because my academic advisor at my home university cannot write in Japanese?

A:英語で書かれたものも受理します。

　ただし、所定の様式でない場合は受け付けできません。所定の様式に分量が収まるように記載の依頼をしてください。

　必ず推薦書様式に記されている注意事項を出願者自身でよく読んで推薦者に説明の上、作成をご依頼ください。

　Yes, we can. However, the recommendation letter form must be used the prescribed form which is uploaded on our website, 

　and we do not accept a recommendation letter which is used in any other form. 

　Please read notes on the recommendation letter form carefully by yourself and explain about it for your recommender and request to create.
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・研究計画書について

　Research Proposals

Q:KIMAPに出願予定ですが、計画書は英語で記載しないといけませんか？

　I plan to apply to KIMAP, do I have to write my proposal in English?

A:KIMAPに出願する者は必ず英語で計画書を書いてください。

　All applicants for KIMAP must write their proposals in English.

Q:研究計画書のレイアウトについて各枠の幅を変更してもよいでしょうか？　2枚にまとめています。

　May I change the width of each frame regarding the layout of the research proposal?

　The research proposal is organized into a predetermined number of sheets.

A:所定の用紙内で、枚数・項目を守っていただければ、分量は自由に変更していただいて差支えありません。

　また、ホッチキス止めされたものは受理できませんので、ご注意ください。

　As long as the number of pages and items are kept within the prescribed form, you are free to change the amount of information.

　Please note that stapled forms will not be accepted.

・外国語スコアについて

　Language Scores

Q:日本の大学を卒業した留学生ですが、総合コース志望には日本語スコアが必要ですか？

　I am an international student who graduated from a Japanese university. 

　Do I need a Japanese language score to apply for 総合 Course?

A:出身大学に関係なく母語が日本語以外の方は日本語スコアを提出していただいています。

　Whether you graduated from a Japanese University or an Overseas University, if your mother tongue is not Japanese, 

　you are required to submit a Japanese Language score.
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