
 

同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻 

2023 年度出願用所定用紙 

 
■ 入学願書（11 枚；回答用紙含む） 

※記入前に、以下の注意事項を熟読してください。 

1. 黒インク（ボールペン、万年筆）またはワープロを使用し、本人が作成し

てください。ただし、消せるボールペンは使用しないでください。 

2. 生年月日等はすべて西暦で記入してください。 

3. 「回答用紙（所定用紙）に記入してください。」と指示されている箇所につ

いては、それぞれ該当する回答用紙（P.6～P.11）に回答してください。回

答しない質問の場合であっても該当の回答用紙に「回答なし」と記入して

提出してください。別途ワープロで作成した回答を切り貼りすることは可

能です。なお、回答スペースが足りない場合は、回答用紙をコピーするな

どして利用しても結構です。ただし、必ず右下にページ番号をつけてくだ

さい。裏面は使用しないでください。また、原本については全てのページ

に自筆署名が必要です。 

4. 入試種別によっては、回答不要の質問があります。各質問の指示に従い回

答してください。 

5. 右下のページ番号の順に全てのページをそろえ、左上をホッチキスでとめ

て提出してください。 

6. 提出部数は 3 部（原本およびコピー2 部）です。 

 

 

 

入学試験要項の「出願書類」の項目にしたがい、切り離してご利用ください。 

なお、書き損じ等により所定用紙が不足した場合は、郵便番号・住所・氏名を明記し、

下記までご請求ください（無料）。 

 

  郵 便： 〒602-8580 同志社大学大学院ビジネス研究科事務室 

      *封筒に「出願用所定用紙請求」と明記してください。 

  E-m a i l： ji-dbs@mail.doshisha.ac.jp 

      *件名を「出願用所定用紙請求」としてください。 

 

 

 

English explanation on reverse side. 



Application Documents  

for the 2023 MBA Program Cohort 
Graduate School of Business, Business Studies, Doshisha University 

 

■ Application Form (11 pages, including response sheets) 

※ Please read the following notes carefully before filling in the application form. 

1. The form must be completed by the applicant in person, handwritten in black ink or 

using word-processing equipment. However, do not use a ballpoint pen that can 

be erased. 

2. Please use the western calendar when indicating years of birth and other dates 

required in the application form. 

3. Where indicated, please use the appropriate response sheets (pages 6 to 11) for 

your responses to the questions. Should you choose not to respond to a certain 

question, please write “N/A” on the equivalent response sheet. You may cut and 

paste responses prepared with word-processing equipment. Should you run out 

of space, you may photocopy the response sheets to complete your entry. When 

using photocopied sheets, please be sure to indicate page numbers on the 

bottom right hand corner of each sheet. Please do not use the reverse sides of the 

response sheets. Also, for the original, a self-signed signature is required on all 

pages. 

4. Some questions do not require responses depending on your choice of 

application scheme. Please follow the instructions attached to each question. 

5. Please place all the pages in sequence according to the page numbers indicated 

at the bottom right corner of each page, and staple the pages together at the top 

left corner before submitting your application. 

6. Please hand in three sets of your application (the original document plus two 

copies). 

 

 

You may separate the pages when filling out your forms. Please refer to the “Forms required” 

section of the Admission Guide, as necessary. 

Should you need additional sets of the application documents to correct errors or for revisions, 

please send in your request to one of the following addresses. Please make sure to clearly 

indicate your own name, postal address and post code. 

 

By pos t:  Graduate School of Business, Doshisha University 

Karasuma-Imadegawa, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8580, Japan 

*please do not forget to indicate “request for application documents” on your envelope 

By E-mail:  ji-dbs@mail.doshisha.ac.jp 

*please do not forget to entitle your message “request for application documents” 

 



日付：　 　　　　　　年　　　 　　月　　　 　　日 署名：          

Date        Year 　       Month 　     Day Signature

氏名 フリガナ

Name in Katakana

漢字

in Kanji

英字

in the Alphabet ,

姓(Family) 　  　     名(Given)           (Middle)

生年月日

Date of Birth (year)  (month)      (day)

年齢

Age

国籍

Nationality

性別 ○で囲んでください

Sex  please encircle as appropriate

現住所 Current Address 　〒

          for Correspondence

電話番号Home Telephone

ファックス Facsimile

E-mail

同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻（専門職学位課程）　入学願書

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生 写真貼付欄

最近3か月以内に写した
上半身正面脱帽のもの
（運転免許証用と同サイズ）

Photo(3cm×2.4cm)

taken within the last 3

months, upper body

from the waist up, full

front face, no hat.

選考はすべて日本語により実施します。

All the screening processes shall be carried out in Japanese. 

             (Male)

女                

(Female)                 

             男

１．志願者　Applicant

歳

2023年度

本入学願書は私自身が作成し、その内容に相違ないことを誓約いたします。

I certify that all the information provided on this application form was supplied by myself
and is complete and accurate.

2023 Application Form for MBA Program Cohort
Graduate School of Business, Business Studies, Doshisha University

Please complete all forms in Japanese.

１



 year month  year month 

 year month  year month 

 year month  year month 

 year month  year month 

 year month  year month 

(1) これまでの実務経験歴を古い順に全て記入してください。ただし、アルバイト等は除きます。

Please list all full-time positions in chronological order. 

 year month  year month 

 year month  year month 

 year month  year month 

 year month  year month 

 year month  year month 

 ．　     －　      ．

　　　　　　　Total Period of Professional Experience     years        months

 ．　     －　      ．

           年            か月　　　　　　　通算勤務期間:

 ．　     －　      ．

 ．　     －　      ．

在学期間 学位（見込みを含む）

 ．　     －　      ．

School/Department/major Location of School(City/Country) Period of Attendance Degrees obtained or expected

大学・大学院名/学部・研究科名/専攻 学校所在地（国・都市名）

 ．　     －　      ．

 ．　     －　      ．

 ．　     －　      ．

 ．　     －　      ．

Begun-Ended(Month & Year)

２．学歴　Educational　Background

大学入学以降の学歴(学部、研究科名を含む）を古い順に全て記入してください。

List, in chronological order, all schools attended starting from undergraduate school.

３．職歴　Professional　Background

職務、地位勤務先・団体名 所在地 勤務期間

　　  ※学部在学生推薦入試の方は回答の必要はありません。

　　       No responses required if you are applying for entry under the undergraduates recommendation scheme.

Job Specifications, Title
Company/Organization

Name in Full

 ．　     －　      ．

City/Country of Work

２



(2) 現職または最近の職業について記入してください。

Current or Most Recent Full-time Position

(3) (2)に記載した貴方の担当業務を、職務、職責、部下、業績、等に渡って詳しく説明してください。

特に業績については企業に対する自分の貢献の実績について詳しく説明してください。<１,０００字程度>

(1)

Please fill in the following.

(2)

 

 

下記の自己評価を行ってください。

英語力に関する自己評価　Proficiency self-evaluation

読解力 : Reading

上記自己評価に関する特記事項

会話力 : Speaking

筆記力 : Writing

□  優(Excellent)         □  良(Good)         □  可(Fair)         □  不可(Poor)

□  優(Excellent)         □  良(Good)         □  可(Fair)         □  不可(Poor)

業種: Type of Industry 社員・職員数: Number of Employees

ファックス: Facsimile

部署名: Department現在の職位: Current Job Title

現職在任期間: Date of Appointment to Present Position 企業・機関への就職時期: Date of Recruitment by Present Company

企業・機関名: Name of Company or Organization

所在地: Address

電話: Telephone

４．英語学習歴および能力　Learning Experience and Proficiency in the English Language
　　  ※英語が母語の方は記入の必要がありません。 No responses required if English is your first language.

回答用紙 (所定用紙；P.6) に記入してください。　　Please fill in the response sheet (p.6).

Please give a detailed description of your position as indicated in (2), including the nature of work, major
responsibilities, employees under your supervision, size of the budget under your control, and results achieved.
With regard to the results achieved, please give details of your specific contribution to that outcome (1,000
Japanese characters).

TOEICテストの受験経験がある場合は下記に記入してください。

Any additional remarks regarding the foregoing self-evaluations.

理解力 : Listening

□  優(Excellent)         □  良(Good)         □  可(Fair)         □  不可(Poor)

□  優(Excellent)         □  良(Good)         □  可(Fair)         □  不可(Poor)

If you have a TOEIC test score, please fill in the following.

TOEIC テスト試験結果 受験日　Test Date 成績　Score

      year           month       day　

TOEIC test score              .          .

３



日本語能力試験

(1)

(2)

５．日本語学習歴および能力　Learning Experience and Proficiency in the Japanese Language
　　  ※日本語が母語の方は記入の必要がありません。 No responses required if Japanese is your first language.

日本語能力試験の結果について下記に記入してください。

証明書の添付が必要です受験日　Test Date

６．学業に関する自己評価　Self-Evaluation regarding Academic Achievements

Japanese　Language
Proficiency Test Score       year            month       day　

             .          .

回答用紙 (所定用紙；P.9) に記入してください。　　Please fill in the response sheet (p.9).

７．実務経験に関する自己評価　Self-Evaluation regarding Achievements in Business
　　  ※学部在学生推薦入試の方は回答の必要はありません。

　　       No responses required if you are applying for entry under the undergraduates recommendation scheme.

これまでの実務経験から得られたものの中で重要と思うものについて記述してください。特にリーダーシップを発揮して困難な問題
を解決した経験があれば、その経験とそこから学んだものについて記述してください。

Please give an account of the most important business experience in your career thus far, with particular reference to
any instances in which you feel your leadership helped to overcome a particularly difficult problem.

Please fill the result of Japanese Language Proficiency Test in the following.

成績　Score

Certificate must be attached

相当年数以上の日本語を使用した実務経験があること、もしくは、日本の大学を日本語による課程で卒業した、もしくは
卒業見込みであることにより、日本語を母語とする者と同等の日本語による授業の受講能力があるとビジネス研究科が認
定した場合は不要です。

With the approval of the Graduate School of Business, this requirement may be waived for applicants who have
significant years of experience using Japanese in a professional setting or have graduated or are expected to
graduate from a degree program taught in the medium of Japanese at a university in Japan and demonstrate a
level of Japanese fluency which is comparable to that of a native speaker and sufficient for participating in
courses.

回答用紙 (所定用紙；P.8) に記入してください。　　Please fill in the response sheet (p.8).

大学／大学院におけるゼミや演習等において取り組んだ研究テーマ等及び卒業後に学習したテーマ等とその概要について
記述してください。

Please give a description of your specific research themes at graduate/undergraduate levels. Please also give
details of any other areas of study you may have subsequently pursued after leaving university.

本研究科に学ぶに際して、自らの専門性が相対的に低いと思われる分野について記述し、その場合、どのような分野のど
のような基礎知識の習得が必要かについても記述してください。

Please list any subject areas relevant to the Graduate School of Business MBA program in which you feel your
expertise is lacking. Given those limitations, what fields and basic knowledge in those fields do you feel you
need to acquire knowledge in?

回答用紙 (所定用紙；P.7) に記入してください。　　Please fill in the response sheet (p.7).

４



回答用紙 (所定用紙；P.10) に記入してください。　　Please fill in the response sheet (p.10).

８．その他の活動に関する自己評価　Self-Evaluation regarding Other Activities

９．本研究科ビジネス専攻を志願する理由、目的　Motivation and Study  Goals

回答用紙 (所定用紙；P.11) に記入してください。　　Please fill in the response sheet (p.11).

学業や、実務経験以外に貴方がアピールすべきと考える活動歴（例えば、クラブ活動、地域活動等）や保有資格などがあれば
述べてください。上記の活動を通じて得たものがある場合は、それを具体的に記載してください。

Please list any experiences of a non-business/non-academic nature (such as extracurricular activity or community
work) as well as any special qualifications you may have which you consider relevant to your application. Please state
in what way you feel you have benefited from those achievements.

本研究科ビジネス専攻において、何をどんな目的で学習し、それを将来どのように生かそうと考えているのかについて記述してくだ
さい。特に、ビジネス関連の課題を持っている場合には、その解決のために本研究科ビジネス専攻でどのように学習し、将来それ

をどのように生かそうとしているのかについて記述してください。<２,０００字程度>

Please describe the subject areas you are interested in pursuing within the Graduate School of Business, Business
Studies, the reasons for your choice of subjects and how you plan to make use of your MBA experience in your future
career. If you currently have a business issue to resolve, please state how you intend to apply your MBA studies to
the solution of that problem (2,000 Japanese characters).

５



       
 

 回 答 用 紙
response sheet

質 問 番 号   

３.(3) 

(2)に記載した貴方の担当業務を、職務、職責、部下、業績、等に渡って詳しく説明してください。特に業績につ

いては企業に対する自分の貢献の実績について詳しく説明してください。<１,０００字程度> 

Please give a detailed description of your position as indicated in (2), including the nature of 

work, major responsibilities, employees under your supervision, size of the budget under your 

control, and results achieved. With regard to the results achieved, please give details of your 

specific contribution to that outcome (1,000 Japanese characters). 
 
※学部在学生推薦入試の方は回答の必要はありません。 

No responses required if you are applying for entry under the undergraduates recommendation scheme. 
 
※職歴のない方は回答の必要はありません。 

No responses required if you do not have a professional background. 

 

氏名（自筆署名）： 
Name（Signature） 
                                      
 

６ 

 
 



       
 

 回 答 用 紙
response sheet

質 問 番 号   

６.(1) 

大学／大学院におけるゼミや演習等において取り組んだ研究テーマ等及び卒業後に学習したテーマ等とその概要

について記述してください。 

Please give a description of your specific research themes at graduate/undergraduate levels. 

Please also give details of any other areas of study you may have subsequently pursued after 

leaving university. 

   

氏名（自筆署名）： 
Name（Signature） 
                                      

 
７ 

 
 



       
 

 回 答 用 紙
response sheet

質 問 番 号   

６.(2) 

本研究科に学ぶに際して、自らの専門性が相対的に低いと思われる分野について記述し、その場合、どのような

分野のどのような基礎知識の習得が必要かについても記述してください。 

Please list any subject areas relevant to the Graduate School of Business MBA program in 

which you feel your expertise is lacking. Given those limitations, what fields and basic 

knowledge in those fields do you feel you need to acquire knowledge in? 

   

氏名（自筆署名）： 
Name（Signature） 
                                      
 

８ 

 



       
 

 回 答 用 紙
response sheet

質 問 番 号   

７. 

これまでの実務経験から得られたものの中で重要と思うものについて記述してください。特にリーダーシップを発揮し

て困難な問題を解決した経験があれば、その経験とそこから学んだものについて記述してください。 

Please give an account of the most important business experience in your career thus far, with 

particular reference to any instances in which you feel your leadership helped to overcome a 

particularly difficult problem. 
 
※学部在学生推薦入試の方は回答の必要はありません。  

No responses required if you are applying for entry under the undergraduates recommendation scheme. 
 
※職歴のない方は回答の必要はありません。 

No responses required if you do not have a professional background. 

 

氏名（自筆署名）： 
Name（Signature） 
                                      
 

９ 

 
 



       
 

 回 答 用 紙
response sheet

質 問 番 号   

８. 

学業や、実務経験以外に貴方がアピールすべきと考える活動歴（例えば、クラブ活動、地域活動等）や保有資

格などがあれば述べてください。上記の活動を通じて得たものがある場合は、それを具体的に記載してください。

Please list any experiences of a non-business/non-academic nature (such as extracurricular 

activity or community work) as well as any special qualifications you may have which you 

consider relevant to your application. Please state in what way you feel you have benefited 

from those achievements. 

   

氏名（自筆署名）： 
Name（Signature） 
                                      
 

１０ 

 
 



       
 

 回 答 用 紙
response sheet

質 問 番 号   

９. 

本研究科ビジネス専攻において、何をどんな目的で学習し、それを将来どのように活かそうと考えているのかについ

て記述してください。特に、ビジネス関連の課題を持っている場合には、その解決のために本研究科ビジネス専攻

でどのように学習し、将来それをどのように活かそうとしているのかについて記述してください。<２,０００字程度> 

Please describe the subject areas you are interested in pursuing within the Graduate School of 

Business, Business Studies, the reasons for your choice of subjects and how you plan to make 

use of your MBA experience in your future career. If you currently have a business issue to 

resolve, please state how you intend to apply your MBA studies to the solution of that problem 

(2,000 Japanese characters). 

   

氏名（自筆署名）： 
Name（Signature） 
                                      
 

１１ 

 
 



同志社大学大学院ビジネス研究科を魅力ある研究科にするためには皆様の声がかかせません。もし差し

支えなければ是非アンケートにご協力ください。ご記入の上、出願書類と共にご返送ください。なおアン

ケート内容は入学試験の合否には一釖関係ありません。

質問1 本学に限らずビジネススクール進学を考え始められたのはいつごろからですか?

この1年内

2年月1」

3年則

4年以上前から

アンケート

質問2 ビジネス研究科進学を考える動機は何ですか?

該当する数字を以下にご記入ください。

1

同志社大学大学院ビジネス研究科

(同志社ビジネススクーノレ)

幅広い経営能力を身に付けたい。

グローバノレビジネスを学びたい。

技術経営を学びたい。

事業創造を学びたい。

所属されている企業や部門の課題抽出や解決のため。

独立や起業を目指している。

教授陣とカリキュラムが良さそうだ。

MBAの学位取得。

自分の人生を変えたい。

1番目

2番目

質問3

3番目

ビジネス研究科に関心を持った理由は何ですか?

ビジネススクールやMBA関連に関する雑誌等の特集記事をみて。

ビジネス研究科の新聞や雑誌の広告を見て。

ビジネススクールなど大学院進学の合同相談会に参加して。

インターネットでビジネス研究科のホームページを見て。

本学のオープンスクーノレ、説明会、授業公開等に参加して。

ご友人、同僚等にすすめられて。

ご自身が同志社出身である、または同志社出身の知り合いがいる。

その他

7

1番目

2番目

質問4

3番目

ビジネス研究科に対する期待、希望等、何でもご記入ください。

その他

1
2
3
4

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
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