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2020年度入学試験スケジュール

秋期募集
出願期間 ： 2019年  9月30日（月）～10月 4日（金）
第1次試験合格者発表 ： 2019年11月  1日（金）
第2次試験（口述） ： 2019年11月10日（日）
合格発表 ： 2019年11月18日（月）

冬期募集
出願期間 ： 2020年 1月10日（金）～ 1月16日（木）
第1次試験合格者発表 ： 2020年 1月27日（月）
第2次試験（口述） ： 2020年 2月  2日（日）
合格発表 ： 2020年 2月13日（木）

募集人員 ： 41名（秋期募集・冬期募集の合計）
出願資格 ： 入学時点において企業・官公庁等で原則2年以上の
  実務経験を有していること。
入学検定料 ： 30,000円
学費 ： 入学金／282,000円　授業料年額／535,800円
※日程や金額など変更になる場合があります。最新情報はホームページなどでご確認ください。

イベント案内
2019年 11月21日（木）  　       オープンキャンパス
　　　　　　　　　　 　　　   一橋大学千代田キャンパスにて
2020年   3月24日（火）  　　　優秀修士論文発表会
　　　　                                                一橋講堂・中会議場にて
※詳細はホームページなどでご確認ください。

2019 年 10 月　第 4版



612

6123



株式会社 ZOZO 執行役員 経営管理本部長    廣瀬文慎氏（2017 年度修了生） 　　

　   機関投資家との対話と企業価値



鈴木 健嗣教授の著書「日本のエクイ
ティ・ファイナンス 」（中央経済社）が
2018 年度・第 61 回「日経・経済図書
文化賞」を受賞しました。
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受験前に解消しておきたい「気になるポイント」

金融の実務経験は前提にはしていないのでまったく
問題ありません。

本プログラムでは、事業会社で働く方やITエンジニア
の方なども多数入学しており、ご自身の仕事を通して得
た経験や知識をベースに経営やファイナンスについて学
んでいます。多様なバックグラウンドを持つ社会人学生
が集まることはむしろ歓迎しています。

金融の実務経験がないのですが

出願時には複数の書類の提出を求めますが、書類審査で重視
するのは修士論文計画書です。

そこでまず確認するのがモチベーション。2年間、仕事と学業を
両立できるだけの意欲が感じられるかどうかは大きなポイントで
す。もちろん研究したい内容についても審査しますので、この2つ
をわかりやすくまとめることを意識してください。

書類審査では何が問われますか

口述試験では、修士論文計画書に記述された進学の
動機と研究テーマについて、具体的にお伺いします。

本プログラムのカリキュラムと、ご本人の目的との適
合性をきちんと見ることが目的です。口述試験の中で、
語学力や専門知識を問うことはありません。

ですから、試験対策などは不要。大切なのは、日頃抱
いている目的意識や問題意識です。

口述試験では何が問われますか 実際、数学が苦手で大学でもほとんど触れてこなかった方も多
数入学しています。本プログラムでは、そのような方々のために、
数理系の基礎を教える「入門科目」を設けているので、入学後に学
べば大丈夫です。

入門科目では、数学そのものというより、“論理的に考えるため
のツール”として数理を学ぶので、数学に苦手意識のある人でも
無理なく習得できます。

高校時代は数学が苦手でしたが
大丈夫でしょうか

2017年度入学者を例に取ると、文系学部出身者が
57.5％、理系学部出身者が42.5％です。この比率は例年
ほぼ変わらず、概ね文系出身者が6割程度です。

文系学部とはいっても、経済学部、商学部などは数学
も関係してきますが、文系学部出身者の内訳をみると、
半数近くは経済・商以外の出身。外国語学部や文学部な
どの出身者も多数入学しています。

文系出身者と理系出身者の
比率を教えてください

2020年4月入学の学費は、入学金が282,000円、授業料が年額
535,800円です。2年間で修了する場合の合計金額は、1,353,600円
となります。

2021年度入学より学費が改定されますが、国立大学であるた
め、私立大学のMBAプログラム等と比較すると相対的に学費は安
くなっています。

入学から修了まで
どのくらいの授業料が必要ですか

一橋大学大学院 経営管理研究科（一橋ビジネススク
ール）金融戦略・経営財務プログラムは、厚生労働省が
実施する専門実践教育訓練給付金の指定講座です。

受給資格がある方で、事前に必要な手続きをすれば、
2020年4月入学の場合最大で938,620円が給付されま
す。利用する学生も多いです。受給資格や手続きの詳細
については、最寄りのハローワークに問い合わせてくだ
さい。

給付金は使えますか

一橋大学の同窓クラブ「如水会」の同窓会館と
して、1919年に建てられた洋風の会館。現在
の会館は1982年に改築したもの。同窓会員の
親睦を深める目的でつくられた如水会館は、現
在は結婚式や宴会など、会員以外の方にも広く
利用されています。

毎年、入学年度の4月に新入生向けに実施しています。ゲームやエクササイズを通して、
新入生がお互いの顔と名前を覚え、クラスメートとして打ち解け合うことができます。

職場や家族に大学院に通学することをきちんと話し、理解を得
ることが第一です。なお、先輩たちからは、「最初の半年はしんどい
が、徐々にペースがつかめるようになりメリハリがつけられるよう
になります。本当に必要に迫られると、仕事も勉強ももっと効率化
できるようになるので、結果として入学時に考えていたより勉強
時間や家族で過ごす時間を作ることができました」「平日は早起
きを心がけ時間配分を意識すると、意外と勉強に充てられる時間
はあるものです。土日は午前・午後と4コマに分け、どこか1つは必
ず家族や友人と過ごす時間を取り、勉強は学校の自習室や図書室
でと決めてバランスを取るようにしています」「仕事で緊急事態が
起きた時は仕事に集中する。2～3週間であれば大学院はあとか
らキャッチアップできます」などといった声が寄せられています。
ぜひ参考にしてください。

入学後に仕事と大学院の時間の
やり繰りができるか心配です

学内施設紹介

学術総合センターの外観学生ラウンジ エクササイズスペース

データ室

学生同士の交流を深める「チームビルディング」

図書室

学術総合センター5階にある図書室は、1万冊を超える
図書と270種の雑誌を備えており、図書の貸出や閲覧、
自習に利用できます。FSの修了生も当図書室で図書等
の閲覧が可能です。

閲覧可能な主なデータベース
・ QUICK Astra Manager
 （日本上場企業の財務データ＋株価データ）

・ Bloomberg
・ SPEEDA
・ トムソンロイター Datastream
・ S&P Capital IQ
・ イボットソン・モーニングスター提供
 ファンド関連データ

・ レコフ社 MARR  （M&A関連DB）

・ FDS提供　日次・月次日本株式リターン・
 データ＆財務データ

FSは学生同士が歓談できるラウンジや、軽い運動が可能な施設を備えています。

鍵のかかるロッカーも併設しています。

一橋講堂自習室

如水会館
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