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【令和５（2023）年度の募集日程】 

 推薦選抜 一般選抜 

事前相談期間（※１） ９月13日(火)～10月17日（月）  

出願資格審査期間（※２） 10月３日(月)～10月17日（月） 12月19日(月)～令和５年１月６日（金） 

出願期間（※３） 10月18日（火）～11月１日（火） 令和５年１月10日（火）～１月24日（火） 

試験日 11月13日（日） 令和５年２月５日（日） 

合格発表日 11月16日（水） 令和５年２月８日（水） 

入学手続 11月17日（木）～12月１日（木） 令和５年２月９日（木）～２月24日（金） 

※１ 推薦選抜（企業，自治体等派遣）においては，出願の前に，所属組織と本学との事前相談を必

須とします。所属組織の長又はそれに準ずる者に事前ヒアリング等を行います。事前相談受付期間

内に，長野県立大学ホームページ「ソーシャル・イノベーション研究科－入試情報」ページより，

申請を行ってください。実施方法等，詳細についても，同ページを参照してください。なお，この

期間より前にすでに本学との相談を終えている場合は，この限りではありません。 

※２ 該当する方のみ（p.３参照）。 

※３ 上記日程で選抜の結果,入学定員（募集人員）に欠員が生じた場合は，追加募集を行う場合が

あります(p.10参照)。 
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■ 養成する人材像＝ソーシャルイノベーター 

本研究科では養成する人材像として「ソーシャルイノベーター」を掲げています。現代は，VUCA（ブー

カ：Volatility（変動性・不安定さ），Uncertainty（不確実性・不確定さ），Complexity（複雑性），

Ambiguity（曖昧性・不明確さ）という４つのキーワードの頭文字から取った言葉）という先の見通せな

い時代です。 

発生する問題同士が複雑に絡み合い，一つの主体（個人や組織）だけが解決へのアクションを起こして

も別の新たな問題を生み出しかねません。多数の主体相互の関係性を編みながら，それぞれの独立したア

クションが問題解決につながる，いわば問題解決のエコシステム（生態系）形成が必要です。 

一方で，問題解決の出発点は，いつでも一人の気づきであり，これまで存在しなかったものの創造力で

す。同じ思いを共有する仲間を募り，実践するものの，各所で岩盤ともいえる旧弊に打ち当り，意気消沈

することが頻発します。そそり立つ壁，深く大きな溝を幾度となく超えていくには，それにふさわしい思

考法が必要です。 

以上のことから，これまで先人たちが積み重ねてきた組織マネジメントの基盤となる経営学等の専門知

識を基礎とし，多様な主体の行動を促す共創のデザイン力と新規事業の創発力を身につけます。変容しな

がらも持続的に行うための思考法を修得するとともに，事業を構想し，実践に移すことができる「ソーシ

ャルイノベーター」を養成し，持続可能な社会を構築するための新たな道筋／ルートを探し，創り出す人

材を輩出します。 

 

■ 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

本研究科では，その目的にふさわしい能力をもつ学生を受け入れます。そのために，出身大学・出身学

部に関わらず，広く門戸を開放し，優秀かつ幅広い能力をもつ学生を受け入れます。ふさわしい能力と

は，既存の概念や環境にとらわれない思考力，行動力そしてそれらを貪欲に獲得しようとする意思のこと

です。具体的には，次のような資質と能力をもつ者を対象とします。 

１ 経営に関わる知識・スキルを修得する努力を惜しまないこと。 

２ 組織や事業のマネジメントまたは経営に関する専門知識を身につけるための基礎的能力があること。 

３ 質の高いディスカッションを行うための広範な社会および地域・経済動向に対する洞察力を備えてい

ること。 

４ 新規事業の創出に関して，熱烈な情熱をもっていること。 

 

■ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

本研究科では，下記の知識や能力を身に付ける「ソーシャルイノベーター」を養成し，所定の期間在学

し，所定の単位を修得し，修了審査に合格した学生に「経営学修士（専門職）」の学位を授与します。 

１ 企業やその他の組織のマネジメントの基盤となる専門知識を有していること 

２ 多様なアクターによる共創を実現するための基礎となる専門知識を有していること 

３ 持続可能な社会の構築の視点から，具体的な社会，地域および企業の経営上の問題を捉え，創造的な

視点で新規事業を創発（知識創造）することができる力を身につけていること 

４ 経営学・会計学・経済学及び人文科学の領域における，深き学識と高度で卓越した専門的能力を身に

つけていること 

５ 知識創造した新規事業を自ら実践することができる力を身につけていること 
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Ⅰ ソーシャル・イノベーション研究科概要 

名称 長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科 

専攻 ソーシャル・イノベーション専攻 

課程 専門職学位課程 

学位の種類 経営学修士（専門職） 

修業年限 ２年 

修了要件単位数 40単位 

 

Ⅱ 募集人員 

 

入学定員  募集人員 推薦選抜 一般選抜 

10名  10名 若干名 10名 

 

Ⅲ 出願資格 

(１)一般選抜 

令和５年４月１日現在，２年以上（通算可）の職歴を有し，かつ次のいずれかに該当する者，又は令和

５年３月31日までに該当する見込みである者とします。 

なお，⑨においては，令和５年４月１日現在で該当する者とします。 

① 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「学校教育法」という。）第83条に定める大学を卒業

した者又は令和５年３月末までに卒業見込の者 

② 学校教育法第 104 条第７項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授

与された者又は令和５年３月末までに授与見込の者 

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又は令和５年３月末までに修了見込の者 

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における16年の課程を修了した者又は令和５年３月末までに修了見込の者 

⑤ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修

了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者又は令和５年３月

末までに修了見込の者 

⑥ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者又

は令和５年３月までに修了見込の者 

（注）専修学校における専門課程を修了した者で「高度専門士」の称号を付与された者を指します。 

⑦ 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号） 

⑧ 学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であって，大学院における教育を受け

るにふさわしい学力があると学長が認めた者 

⑨ 個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で，22歳

に達した者 
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(２)推薦選抜 

① （企業，自治体等派遣） 上記(１)①～⑨のいずれかに該当する者で，令和５年４月１日現在，現

所属組織（企業又は自治体，その他組織）に継続して２年以上勤務しており，かつ，所属組織の長

（又はそれに準ずる者）からの推薦が得られる者 

② （内部進学者推薦） 長野県立大学を令和５年３月末までに卒業する見込の者で，以下のいずれか

の要件を満たし，かつ，その内容を担保できる者からの推薦が得られる者 

ア これまでに中心メンバーとして起業やプロジェクト（概ね６ケ月以上）の事業企画，運営をした

経験を有している。 

イ これまでにビジネスコンテストの入賞経験や難関資格の合格など特筆すべき実績がある。 

 

【注意事項】 

●Ⅲ出願資格(１)（Ⅲの出願資格(１)の①～⑨をⅢの出願資格(２)において準用する場合を含む。以

下同じ。）の⑧又は⑨に該当する者は，Ⅳの出願手続の前に個別に出願資格審査の申請を行う必要

があります。対象の方は p.12「別記１ 出願資格審査の申請について」を参照し，手続を行ってく

ださい(※)。 

※大学を卒業されていない方（例えば、最終学歴が高等学校卒，短期大学卒，２年制の専修学校卒

の方，大学院へ飛び入学し大学の学部等の卒業資格を有していない方など）は出願期間前に出願資

格審査の申請が必要となります。 

●（２）推薦選抜①を希望する場合は, p.13「別記２ 企業・自治体等派遣の申請について」を確認

してください。 

 

Ⅳ 出願手続 

１ 出願期間 

推薦選抜 令和４年10月18日（火）～11月１日（火）（消印有効） 

一般選抜 令和５年１月10日（火）～１月24日（火）（消印有効） 

 

２ 出願方法 

（１）入学志願者は，下記３の出願書類等を取りまとめ，下記４へ提出してください。 

（２）推薦選抜，一般選抜とも，出願期間最終日までの消印のある速達簡易書留郵便またはレターパック

プラスによって提出された書類に限り，出願期間終了後に到着した場合でも，受理します。 

 

３ 出願書類 

「所定の様式」と記載のある様式は，長野県立大学のホームページ「ソーシャル・イノベーション研究

科（専門職）－入試情報」よりデータファイルをダウンロードして作成してください。 

 

№ 出願書類 摘要 対象者 

① 入学願書，履歴書 

（様式第１号） 

所定の様式を使用してください。 

●履歴書の写真貼付欄には、出願前３ケ月以内に撮影した上

半身・脱帽・正面向きの写真（縦４cm×横３cm）を貼ってく

ださい。 

全員 

② 志望理由書（Ａ）ま

たは（Ｂ） 

及び事業計画書 

所定の様式を使用してください。 

●志望理由書（Ａ）または（Ｂ）は，職歴を有しているか否

かで分けています。 

全員 
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（様式第２号） （Ａ）は職歴を有する者用の様式で，「これまでの職務経

験と志望動機」について記入してください。 

（Ｂ）は職歴を有しない者用の様式で，「これまでの研究

活動（卒業論文等の内容）と志望動機」について記入して

ください。 

●事業計画書は，「事業計画」について記入してください。

記入方法については，p.14別記３を参考にしてください。

また，説明をさらに必要とするものは，補足資料を添付し

てください。 

③ 写真票 

受験票 

机上票 

入学検定料を振込し

たことを証する書面 

（振込票等は、書類

の大きさにより③に

貼り付けるか，同封

するかを選択してく

ださい。） 

所定の様式を使用してください。 

●写真票は出願前３ケ月以内に撮影した上半身・脱帽・正面

向きの写真（縦４cm×横３cm）を，所定欄に貼ってくださ

い。 

●出願期間終了日までに，入学検定料30,000円の支払い手続

をしてください。詳細はp.６「５ 入学検定料の振込につ

いて」をご参照ください。 

※出願書類を受理した後は，入学検定料は返還しません。 

※振込期限までに振込を行った場合でも，必要な出願書類の

全てを出願期間内に提出していない場合は不受理となりま

す。 

●４枚は切り離さず提出してください。 

全員 

④ 受験票返送用封筒 ●長形３号封筒（12×23.5cm）を準備し、封筒表面に，志願

者の郵便番号，住所，氏名を記入し，414円分の郵便切手を

貼付してください。切手貼付欄下部には、「受験票在中」

と記載してください。 

全員 

⑤ 出願書類提出チェッ

クリスト 

所定の様式を使用して下さい。 

●提出する書類をチェックのうえ，出願書類を送付する封筒

の表に貼って郵送してください。 

全員 

⑥ 派遣推薦書（企業・

自治体等派遣用） 

（様式第３号） 

所定の様式を使用してください。 

●所定の様式の【記入上の注意事項】に定められた代表者・

推薦者が作成し，厳封したものを提出してください。 

推薦選抜

（企業，

自治体等

派遣） 

⑦ 派遣承諾書（企業・

自治体等派遣用） 

（様式第４号） 

所定の様式を使用してください。 

●所定の様式の【記入上の注意事項】に定められた代表者が

作成し，厳封したものを提出してください。 

推薦選抜

（企業，

自治体等

派遣） 

⑧ 起業経験等実施報告

書（内部進学者推薦

用） 

（様式第５号） 

所定の様式を使用してください。 

●所定の様式に，これまでの起業経験等のハイライトについ

て，自分はどのような努力をして，どのような成果をあげ

たのかを1,000文字程度でまとめて提出してください。 

本様式は，その内容について証明できる者に示し，⑩起業

等経験推薦書の作成を依頼してください。 

ただし，Ⅲ出願書類（２）推薦選抜②（内部進学者推薦）

に定める要件イ「ビジネスコンテストの入賞経験や難関資

格の合格など特筆すべき実績」を満たす者は，それを証す

る書面の提出（写し可）をもって，様式第６号を代替する

ことができますので，前述の依頼は不要です。 

推薦選抜

（内部進

学者推

薦） 
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⑨ 起業等経験推薦書

（内部進学者推薦

用） 

（様式第６号） 

所定の様式を使用してください。 

●所定の様式の推薦者が作成（自署押印）し，厳封したもの

を提出してください。 

※Ⅲ出願書類（２）推薦選抜②（内部進学者推薦）に定める

要件イ「ビジネスコンテストの入賞経験や難関資格の合格

など特筆すべき実績」を満たす者は，それを証する書面の

提出（写し可）をもって，様式第６号を代替することがで

きます。 

推薦選抜

（内部進

学者推

薦） 

⑩ 卒業（見込）証明書 

（注１）（注２） 

Ⅲ出願資格（１）（３出願資格（１）の①～⑨をⅢ出願資

格（２）において準用する場合を含む。以下同じ。）の

①，③～⑦に該当する者は，出身大学等の学長（学部長）

が作成したものを提出してください。外国語で書かれたも

のについては，必ず日本語訳を添付してください。 

大学卒業

（見込）

等の該当

者 

⑪ 成績証明書 

（注２） 

Ⅲ出願資格（１）の①～⑦に該当する者は，出身大学等の

学長（学部長）が作成し，厳封されたものを提出してくだ

さい。外国語で書かれたものについては，必ず日本語訳を

添付してください。 

大学卒業

（見込）

等の該当

者 

⑫ 学位記の写し Ⅲ出願資格（１）の②に該当する者は，学位記の写し又は

所属する短期大学長（学部長）又は高等専門学校長が作成

した学位授与申請（予定）証明書（様式任意）を提出して

ください。 

該当者 

⑬ 大学院出願資格審査

結果通知書の写し 

Ⅲ出願資格（１）の⑧，⑨に該当する者は，本学が発行し

た通知書の写しを提出してください。 

該当者 

⑭ 戸籍個人事項証明書 志願者の卒業証明書又は成績証明書が，現在の姓名と異な

る者は，その異動内容が確認できるように，戸籍個人事項

証明書を提出してください。 

該当者 

⑮ 住民票の写し又は在

留カード等の写し 

志願者が外国籍の場合で日本国内在住の者は，住民票の写

し（マイナンバー（個人番号）が省略された住民票）又は

在留カード等の写しを提出してください。 

住民票の写しの場合は，出願前３ヶ月以内に発行されたも

ので，市区町村長発行の原本で，国籍，在留資格，在留期

間（満了の日を含む）の記載のあるものを提出してくださ

い。在留資格が短期の者は，パスポートに押された日本の

査証のコピーを提出してください。 

（注）取得した住民票にマイナンバーが記載されている場合

は，油性ペンなどを使用して塗りつぶし，完全に見えない

状態で提出してください。 

在留カード等（在留カード，特別永住者証明書，外国人登

録証明書のいずれか１つ）の写しの場合は，両面を複写し

たものを提出してください。未登録の場合は，旅券・査証

を複写したものを提出してください。必要に応じて原本の

提出を求めることがあります。 

該当者 

⑯ パスポートの写し 志願者が外国籍の場合で日本国外在住の者（日本国内で住

所が定まっていない者）は，氏名，国籍，パスポートNo，

発行年月日記載部分をコピーして，提出してください。必

要に応じて原本の提出を求めることがあります。 

該当者 

（注１）中国の高等教育機関を卒業した方は，中国高等教育学生信息網（http://www.chsi.com.cn/）で

卒業証書の認証を行い，認証画面を印刷したもの（教育部学歴証書電子注冊備案表）を提出して

ください。 
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（注２）大学院修了の方も，大学（学部）卒業（又はこれに相当する）証明書が必要ですので提出くださ

い。 

 

４ 提出先 

〒380-8525 長野県長野市三輪８丁目49番地７号 

      長野県立大学学務課教務係『大学院入学試験』担当あて 

 

５ 入学検定料の振込について 

入学検定料 ３０，０００円は、入学志願者名義で下記の口座に振り込んでください。 

手数料及び為替レート等で検定料が不足しないように注意してください（手数料等は入学志願者の負

担となります）。 

また，入学検定料を振込したことを証する書面を出願書類と併せて提出してください。 

[入学検定料振込口座] 

銀行名 八十二 （銀行コード：0143） 

支店名 長野北 （支店コード：220） 

預金種別 普通  

口座番号 ４９０９０６  

口座名義 公立大学法人長野県立大学  

SWIFT CODE ＨＡＢＫＪＰＪＴ  

 

６ 出願上の注意事項 

（１）出願書類に直接記入する場合は，黒インクのペンまたは油性ボールペンで記入してください。 

（２）出願書類に不備がある場合は，出願期間内に訂正がなければ不受理となります。また，出願期間を

過ぎた出願書類は受理しません。 

（３）出願書類を受理した後は，記載事項の変更は認めません。ただし，出願書類等に記載した氏名，現

住所，緊急連絡先に変更があった場合は，下記連絡先に連絡してください。 

（４）一度受理した出願書類及び既納の入学検定料は，返還しません。ただし，入学検定料を納付した

後，出願手続をしなかった場合は手数料を差し引いて入学検定料を返還しますので，令和５年３月31

日（金）までに，下記連絡先へ問い合わせてください。 

（５）受験票は郵送します。試験日の１週間前までに届かない場合は，下記連絡先へご連絡ください。 

（６）推薦選抜（企業，自治体等派遣）においては，出願の前に，所属組織と本学との事前相談を必須と

します。所属組織の長又はそれに準ずる者に事前ヒアリング等を行います。事前相談受付期間内に，

長野県立大学ホームページ「ソーシャル・イノベーション研究科－入試情報」ページより，必ず申請

を行ってください。実施方法等，詳細についても，同ページを参照してください。 

（７）身体に障がいのある入学志願者等で，受験上又は修学上の配慮を必要とする者は，出願の受付開始

日の１週間前までに下記連絡先に相談してください。 

（８）令和５年３月31日(金)までに出願資格を取得できない場合は，入学許可を取り消します。 

（９）入学を許可した後，出願書類の記載と相違する事実が発見されたときは，入学許可を取り消すこと

があります。 

連絡先  長野県立大学学務課教務係（大学院入学試験担当） TEL：026-462-1476 
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Ⅴ 入学者選抜方法等 

１ 選抜方法 

口頭試問，面接，出願書類を総合して判定します。配点は以下の通りとします。 

口頭試問 面接 出願書類 合計点 

６０ ８０ ６０ ２００ 

（１）口頭試問の方法について 

- 一人10分程度行います。 

- 経営や事業のマネジメントまたは経営に関する専門知識を身に付けるための基礎的能力とディスカ

ッション能力を測ります。 

（２）面接方法について 

- 一人15分程度行います。 

- 最初に提出された事業計画書に記載された内容に基づき，パソコンを用いたプレゼンテーションを

３分程度行っていただきます。プレゼンテーション終了後，内容に係る質疑を行います。なお，プ

レゼンテーションに係る機器等（下記参照）は本学で準備します。 

- これまでの実務経験や社会経験の中で認識するようになった業務，企業・自治体あるいは地域や社

会全体に関する問題意識や本学で学ぶ上での意欲等について質問し，これらに対する応答の内容，

姿勢等を総合的に判断し，点数化して評価します。 

※プレゼンテーションに係る機器等の利用について 

- 本学では，プレゼンテーション用の機器として，ノートパソコン，液晶プロジェクタ，スクリー

ン，ホワイトボードを準備します。ネットワークの利用はできません。 

- プレゼンテーション用データは，原則USBメモリで持参してください。プレゼンテーションでは，

本学が準備するノートパソコン（OS：Windows，アプリケーション：MS-OfficeまたはAdobe Acrobat 

reader）を使用していただきます。 

（３）出願書類の審査について 

- これまでの経験から困難に立ち向かう意欲やそれを支えるビジョン、提出された事業計画の可能性

を評価します。 

 

２ 選抜期日 

推薦選抜 令和４年11月13日（日）※１ 

一般選抜 令和５年２月５日（日）※１ 

選抜期日当日の集合時間,試験時間は，「受験票」を送付する際にお知らせします。 

（注１）自然災害等のため，試験が実施できない場合や、入学志願者が新型コロナウイルス感染症

に罹患した等の理由で受験できなくなった場合には追試験の対応を行います。申請方法等の

詳細については，別途お知らせします。 

 

３ 試験場 

長野県立大学（〒380-8525 長野県長野市三輪８丁目49番地７号） 

今後の新型コロナウイルス感染症の発生状況や国，地方公共団体の外出自粛要請の状況などによって

は，試験の延期や会場変更など緊急連絡事項をお知らせする場合がありますので，必ず事前に長野県立

大学のホームページを確認のうえ，受験してください。 

- 試験場のある長野県において新型コロナウイルス感染者が増加し、外出自粛要請等が発令された場
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合はオンラインで試験（Zoom等）を実施する場合があります。その場合は「５ オンラインによる

試験実施について」を参照の上，対面による試験，オンラインによる試験の両方法で受験できるよ

う，事前準備を進めてください。 

- 勤務先から対面試験で受験することを制限する旨の通知があった場合は，事前に下記の連絡先まで

連絡をお願いします。 

- 受験前に必ず，長野県立大学のホームページで最新の情報を確認してください。 

 

４ 注意事項 

- 受験者は，受験票送付時にお知らせする集合時間に遅れないようご来場ください。 

- 面接は，受験者ごとに開始時間が異なりますので，指示に従ってください。 

- 学内及び周辺に駐車場はありません。電車，バス等公共交通機関をご利用ください。 

 

５ オンラインによる試験実施について 

試験場のある長野県において新型コロナウイルス感染者が増加した場合，外出自粛要請等が発令した

場合はオンラインで試験（Zoom 等）を実施する場合があります。また，勤務先から対面試験で受験する

ことを制限する旨の通知がなされることも予想されます。そのため，次善の策として，予め，「オンラ

インによる試験実施について」を定めますので，対面，オンライン両方の試験方法に対応できるよう準

備を進めるようにしてください。 

※ 確定情報は，推薦選抜については，令和４年11月３日（木），一般選抜については概ね試験日の10

日前に，長野県立大学のホームページへ掲載する予定です。 

（１）実施要件 

- 自宅や職場など，本人の顔が認識できる照明が設置されており，試験官の声を認識できる静粛な空

間を各自で準備してください。 

- Zoomによるビデオ通話が可能なパソコン，ウェブカメラ（機器に内蔵されたカメラでも可），マイ

ク（機器に内蔵されたマイクでも可），スピーカー（機器に内蔵されたスピーカーでも可），イン

ターネット環境，携帯電話（トラブル対応等の連絡用）を準備してください。 

※ 安定した通信環境（有線LANなど）に接続したパソコンの利用を推奨します。 

（２）注意事項 

- 不正防止の観点からバーチャル背景等の使用は認めません。 

- 試験中は，いかなる手段であっても他者との連絡を認めません。 

- 受験する空間には，受験者本人以外の人が在室または入室することは認めません。 

- 試験実施中は，原則，受験する空間および Zoom への入退室は認めません。また，試験官の許可な

く途中退出した場合は，再入室を認めない場合があります。 

- 試験実施中は，常にビデオをオンにし，受験者が画面に映るようにしてください。マイクのオン・

オフは試験官の指示に従って切り替えてください。 

- 試験に必要な機器以外は使用できません。また，本学が指示する以外の機器の操作は認めません。 

- プレゼンテーションの際に画面共有を許可する以外は，画面共有の許可はいたしません。 

- 試験実施中に通信の切断等が発生した場合は速やかに再接続を試み，それでも接続が困難な場合は

所定のヘルプデスク（受験者に別途案内）に電話し，指示を仰いでください。なお，接続環境の不

具合は，試験の評価に影響しないものとします。 

- 試験中にトラブル等が発生した場合の対応として，本学と速やかに連絡が取れるように携帯電話を

準備してください。 

- 試験内容の記録（録音，録画）および外部への公開は認めません。 

- 公正な試験を実施するため，試験の様子は本学が録画を行います。録画データは，本学において厳

重に管理し， 入学者選抜に関する業務にのみに使用します。 

- 試験当日または終了後に，上記内容に違反した事案が判明し，不正行為と判断した場合は，全ての
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試験結果を無効とします。また，合格および入学許可を取り消します。 

- 上記の記載にかかわらず，本学から指示があった場合は，その内容に従って受験してください。 

 

Ⅵ 合格発表 

推薦選抜 令和４年11月16日（水）16時 

一般選抜 令和５年２月８日（水）16時 

合格発表日に合格者本人に合格通知書を速達郵便で送付します。 

長野県立大学のホームページに合格者の受験番号を掲載します。https://www.u-nagano.ac.jp 

- 合格通知書の送達をもって正式な合格発表となります。 

- 合否に関する電話等による問い合わせには一切応じられません。 

- ホームページによる合格発表一覧の掲示は，合格発表の公示に代わるものではありません。入学

手続締切後に，読み違い等を理由とした入学手続の申し出があっても一切認めません。 

 

Ⅶ 追加募集 

選抜の結果，入学定員（募集人員）に欠員が生じたときは，一般選抜終了後に，追加募集を行う場合が

あります。追加募集を行う場合は，日程・要項等は長野県立大学ホームページに公表します。 

 

Ⅷ 入学手続等 

合格者は，入学手続期間内に入学料を納付するとともに，郵送により必要な書類を提出してください。 

なお，詳細については，合格通知時にお知らせしますので，必ず確認してください。 

１ 入学手続期間 

推薦選抜 11月17日（木）～12月１日（木）（必着） 

一般選抜 ２月９日（木）～２月24日（金）（必着） 

２ 入学手続方法 

（１）入学手続の詳細については，合格通知書とともに本人あてに郵送します。 

（２）入学手続期間内に入学手続をしなかった者は，入学を辞退したものとして取り扱います。 

３ 入学料及び授業料 

（１）入学料及び授業料 

入学料（入学手続時納付） 282,000円 

授業料（入学後納付） １学期・２学期分 267,900円 

 ３学期・４学期分 267,900円 

（注１）表記の金額は募集要項公開時点の予定額です。 

（注２）募集要項公開後，令和５年度入学者に係る入学料，授業料の改定を本学として決定した場

合は，改定後の額となります。また，既に納付されていた場合は，改定額との差額を納付してい

ただくこととなります。 

（注３）在学中の授業料の納付は，１．２学期分は５月末日，３．４学期分は11月末日（末日が

土・日曜の場合は，その前の平日）に納付していただくことになります。 

（注４）授業料は，在学中に授業料改定を行った場合，新授業料を適用します。 
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（注５）入学手続を行った者が，入学を辞退したときは，納付済みの入学料は，いかなる理由があ

っても返還しません。 

（２）諸経費 

学生教育研究災害傷害保険料，学生教育研究賠償責任保険のほか，シラバス等で指定されるテキス

ト，フィールドワークや研究上必要なインタビュー等にかかる移動等の必要経費が必要です。 

（３）入学手続先 

長野県立大学学務課教務係 〒380-8525 長野市三輪８丁目49番地７号 

 

Ⅸ 個人情報の取扱い 

長野県立大学大学院では，個人情報を以下のとおり取り扱いますので，予めご了承ください。 

（１）個人情報は，長野県個人情報保護条例に基づき，適正に処理します。法令等の規定に基づくときな

どの例外を除き，原則として，第三者に提供することはありません。 

（２）本学への出願にあたってお知らせいただいた氏名，住所及びその他の個人情報については，①入学

者選抜（出願処理，選抜実施），②合格発表，③入学手続，④入学者選抜方法等における調査，研

究，分析及び⑤これらに付随する業務を行うためだけに利用します。 

（３）入学者選抜に用いた試験成績の個人情報は，入学者選抜方法等における調査，研究，分析を行うた

めだけに利用します。 

（４）各種業務での利用においては一部の業務を外部委託することがあります。この場合，受託者には個

人情報の保護が義務づけられます。 

（５）本学への出願にあたってお知らせいただいた個人情報及び入試成績は，入学者のみ入学後の，①教

務関係（学籍，修学指導等），②学生支援関係（健康管理，就職支援，授業料免除，奨学金申請の

業務等），③授業料徴収に関する業務を行うためだけに利用します。  
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別記１ 出願資格審査の申請について 

Ⅲの出願資格（１）（Ⅲ出願資格（１）の①～⑨をⅢ出願資格（２）において準用する場合を含む。以

下同じ。）の⑧又は⑨に該当する者は，Ⅳの出願手続の前に個別に出願資格審査の申請を行う必要があり

ます。出願資格審査の申請を行う方は，以下(3)の出願書類提出先に必ず事前にご連絡の上申請してくだ

さい。 

（１）Ⅲの出願資格⑧について 

学校教育法第102条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，研究科において，大学院

における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者とします。（大学に３年以上在学し，所定

の単位を優れた成績をもって修得したことにより，所定の修業年限未満で大学院に入学した者が，そ

の後に本研究科に入学しようとする場合が該当します。） 

（２）Ⅲの出願資格⑨について 

本研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で，22歳に達するものとします。（短期大学，高等専門学校，専修学校，各種学校の卒業者やその

他教育施設の修了者で，企業，各種機関等で卒業論文に相当する研究あるいは実務に従事した者が該

当します。） 

（３）申請書類提出期間（注） 

推薦選抜：令和４年10月３日（月）～令和４年10月17日（月）【必着】 

一般選抜：令和４年12月19日（月）～令和５年１月６日（金）【必着】 

（注）提出期間最終日までの必着とし，封筒に「ソーシャル・イノベーション研究科出願資格審査申

請書等在中」と朱書し，必ず「速達簡易書留郵便」または「レターパックプラス」でご送付下

さい。 

（４）提出書類 

① 出願資格審査申請書（長野県立大学のホームページからデータファイル：別記１様式第１号をダ

ウンロードしてください） 

② 履歴書（長野県立大学のホームページからデータファイル：別記１様式第２号をダウンロードし

てください） 

③ 最終出身学校等の卒業（見込）証明書又はこれに代わるもの 

④ 最終出身学校等の成績証明書又はこれに代わるもの 

⑤ 学習歴，社会での実務経験等を証明するもの等（各種試験の合格通知書又は免許の写し等・資格

取得を証明する書類，論文・レポートなど） 

⑥ 返信用封筒（審査結果の通知に使用しますので，定形封筒（長形３号12cm×23.5cm）に宛名を明

記し，414円分の切手（簡易書留郵便料金）を貼付してください。） 

（４）出願資格審査書類提出先 

  〒380-8525 長野県長野市三輪８丁目49番地７号 

長野県立大学学務課教務係『大学院入学試験』担当あて 

（５）審査結果の通知等 

審査結果は，速やかに本人に郵便等で通知します。出願の受付開始日までに届かない場合は，上記提

出先（TEL：026-462-1476）に問い合わせてください。 

  



12 
 

別記２ 企業・自治体等派遣の申請について 

Ⅲ出願資格（２）推薦選抜①（以下「企業・自治体等派遣」という。）は，様式第３号「派遣推薦書」

及び様式第４号「派遣承諾書」のご提出をもって，組織としての推薦を得ているものといたします。派遣

した学生が学業に専念できるよう支援するとともに，必要に応じて業務の調整を行うなどの配慮をしてい

ただきますようお願いいたします。 

なお「企業・自治体等派遣」には，社団法人・財団法人・NPO 法人等の各種法人，法定団体等を含みま

す。 

受験をお考えの方は，出願の前に，所属組織と本学との事前相談を必須とします。所属組織の長又はそ

れに準ずる者に事前ヒアリング等を行います。事前相談受付期間内に，長野県立大学のホームページ「ソ

ーシャル・イノベーション研究科－入試情報」ページより，必ず申請を行ってください。実施方法等，詳

細についても，同ページを参照してください。 

 

別記３ 事業計画書の記入方法について 

 本研究科では，「ソーシャルイノベーター」に向けて，学生自身の各フィールドへの問題意識や解決し

たい課題に基づく事業計画を作り，演習科目である「象山塾」「ソーシャルイノベーター演習Ⅰ・Ⅱ」及

び他の講義の知見を踏まえ，２年でリサーチペーパーをまとめます。出願の時点で，どのような事業を計

画しているのかを，これまでの職務経験や今回の志望動機なども踏まえ、説明してください。また，これ

までに，準備あるいは取り組んできた事柄等があれば，その内容も併せて記載してください。 
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〒380－8525 
長野県長野市三輪 8-49-7 
 

長野県立大学 学務課 教務係 

『大学院入学試験』担当 行 
『ソーシャル・イノベーション研究科 願書在中』 

 

出願書類提出チェックリスト 
募集要項「Ⅳ出願手続 ２ 出願書類」の記載内容をもう一度確認のうえ、 

封入する書類についてこちらのチェック欄に○をつけてください  

①入学願書・履歴書（３ヶ月以内に撮影した写真（４×３㎝）の貼付が必要）  

②志望理由書(A)［職歴を有する者用］または(B)［職歴を有しない者用］ 及び 事業計画書  

③写真票・受験票・机上票・入学検定料を振込したことを証する書面  

④受験票返送用封筒（長形３号封筒：「受験票在中」記載：414円切手貼付が必要）  

⑤出願書類提出チェックリスト（本紙）  

⑥派遣推薦書（推薦選抜①企業、自治体等派遣用）  

⑦派遣承諾書（推薦選抜①企業、自治体等派遣用）  

⑧起業経験等実施報告書（推薦選抜②内部進学者推薦用）  

⑨起業等経験推薦書（推薦選抜②内部進学者推薦用）  

⑩卒業（見込）証明書（大学卒業（見込）者の他、Ⅲ出願資格（１）①③～⑦の該当者）  

⑪成績証明書（大学卒業（見込）者の他、③出願資格（１）①～⑦の該当者）  

⑫学位記の写し（Ⅲ出願資格（１）②に該当者）  

⑬大学院出願資格審査結果通知書の写し（Ⅲ出願資格（１）⑧⑨に該当者）  

⑭戸籍個人事項証明書（志願者の卒業証明書又は証明書が現在の姓名と異なる者）  

⑮住民票の写し又は在留カード等の写し（外国籍で日本国内在住の志願者）  

⑯パスポートの写し（外国籍で日本国外の志願者）  

レターパックプラスまたは速達簡易書留郵便で郵送して下さい。封筒と郵便料金は志願者の負担となります。 

▼速達簡易書留郵便の場合 この紙を出願書類送付用の封筒に貼り、郵送して下さい。 

▼レターパックプラスの場合 以下の内容を宛名として記入の上、このチェックリストを同封して下さい。 

（送付先）〒380-8525 長野県長野市三輪 8-49-7    【電話】026-217-2241 

長野県立大学  学務課教務係  『大学院入学試験』担当 行 

 

速達簡易書留

s 
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入学試験に関するお問い合わせ 
 

長野県立大学 学務課 教務係 大学院入学試験担当 

（営業時間：平日8時30分～17時15分） 

電話：（026）462-1476 

Eメール：daigakuin@u-nagano.ac.jp 

mailto:mba-office@pu-hiroshima.ac.jp

