
WEBエントリー

 出願書類内容チェックリスト(PDF) << チェックリストに従い出願書類の内容を確認してください。 
   また、チェックリストは出願書類に同封してください。

 WEBエントリーフォーム⼊⼒⽅法(PDF) << ⼊⼒に際しては必ず⼊⼒⽅法をお読みください。

* は必須項⽬ですので、必ず⼊⼒/選択してください。

⼊試の種類

⼊試の種類* ⼀般⼊試 国際プログラム重視⼊試 企業派遣者対象⼊試

筆記試験* 上記で【国際プログラム重視⼊試】または【企業派遣者対象⼊試】を選択した場合のみ、
 筆記試験の受験の有無を選択してください。

受験する 受験しない 

⽒名

漢字表記* 姓   名   ミドル 

カナ表記* 姓   名   ミドル 

ローマ字表記* 姓   名   ミドル 
 (半⾓⼤⽂字)

現住所・電話番号・E-mail・⽣年⽉⽇・国籍・性別

住所* 〒  -  例) 〒123-4567
 

都道府県  

市区町村郡  例) 港区三⽥ （全⾓）

番地  例) 2-15-45 （半⾓英数）

マンション・アパート名  例) マンション慶応１０１号室 （全⾓）

電話番号*  例) 0123-45-6789（半⾓英数）
 ⾃宅に電話を引いていない場合は携帯番号を⼊⼒してください。

携帯番号  例) 0123-45-6789（半⾓英数）

E-mail *

E-mail(確認)*

⽣年⽉⽇* 年 ⽉ ⽇ 例) 1960年1⽉1⽇
 

年齢* 歳 例) 22歳
 

国籍* 国名/国コードを検索  

国名  国コード  例) ⽇本 392

性別* 男性 ⼥性

帰省先 (現住所と異なる場合のみ)

住所 〒  -  例) 〒123-4567
 

http://www.kbs.keio.ac.jp/index.html
http://www2.soi.ne.jp/kbs-entrance-mf/file/checklist2018.pdf
http://www2.soi.ne.jp/kbs-entrance-mf/file/expl_notes_KBS2018.pdf


都道府県  

市区町村郡  例) 港区三⽥ （全⾓）

番地  例) 2-15-45 （半⾓英数）

マンション・アパート名  例) マンション慶応１０１号室 （全⾓）

電話番号  例) 0123-45-6789（半⾓英数）
 

勤務先 (社会⼈の場合のみ)

住所 〒  -  例) 〒123-4567
 

都道府県  

市区町村郡  例) 港区三⽥ （全⾓）

番地  例) 2-15-45 （半⾓英数）

マンション・アパート名  例) マンション慶応１０１号室 （全⾓）

電話番号  例) 0123-45-6789（半⾓英数）
 

学歴

⾼校* 学校名   年 ⽉卒業 

⼤学* ※最新のものから順に、卒業(⾒込)証明書に記載のとおりに⼊⼒してください。

⽇本国内の⼤学名/⼤学コードを検索
 

⽇本国外の⼤学 リセット

⼤学名

⼤学コード
 

学部名
 

学科・専攻

⼊学時期 年 ⽉ ⽇

離籍時期 年 ⽉ ⽇

離籍理由 卒業 卒業⾒込 ⾃主退学 満期退学 編⼊のため退学 ⾶び級のため退学

複数の⼤学を離籍している場合は⼊⼒欄を追加してください。
[ ⼊⼒欄を追加 ] 

塾内学部出⾝者
 最終学籍番号

（半⾓英数）
慶應義塾出⾝者のみ⼊⼒してください。

⼤学院 ⽇本国内の⼤学名/⼤学コードを検索
 

⽇本国外の⼤学 リセット

⼤学名

⼤学コード
 

研究科
 

専攻

⼊学時期 年 ⽉ ⽇

離籍時期 年 ⽉ ⽇

離籍理由 修了 修了⾒込 ⾃主退学 満期退学 編⼊のため退学 ⾶び級のため退学

複数の⼤学院を離籍している場合は⼊⼒欄を追加してください。
[ ⼊⼒欄を追加 ]

javascript:viewAbst('univ')
javascript:viewAbst('gs')


塾内⼤学院出⾝者
 最終学籍番号

（半⾓英数）
慶應義塾出⾝者のみ⼊⼒してください。

研究歴

卒業論⽂ ⼤学時代にゼミナール(研究室)に所属していた(している)者は、下記項⽬について⼊⼒してください。

テーマ

指導教員名

概要

学位論⽂
 (修⼠)

修⼠論⽂を他⼤学・他研究科に提出し、審査に合格した(または合格⾒込みの)者は、
 下記項⽬について⼊⼒してください。

テーマ

指導教員名

概要

学位論⽂
 (博⼠)

博⼠論⽂を他⼤学・他研究科に提出し、審査に合格した(または合格⾒込みの)者は、
 下記項⽬について⼊⼒してください。

テーマ

指導教員名

概要

現所属 (社会⼈の場合のみ)

企業名

部課名

職名

勤続年数 年 ヶ⽉

職歴

あなたの職歴(営利、⾮営利を問いません)を、アルバイトやインターンを含めて、 
下記欄に新しい年⽉の職歴から順に記⼊してください (⾃分が記⼊したいと考えるものだけで結構です)。

期間 勤務先（会社・団体名）

年 ⽉〜 年 ⽉

常勤等︓ 常勤 臨時(アルバイト含む) 派遣 契約 インターン

年 ⽉〜 年 ⽉

常勤等︓ 常勤 臨時(アルバイト含む) 派遣 契約 インターン

年 ⽉〜 年 ⽉

常勤等︓ 常勤 臨時(アルバイト含む) 派遣 契約 インターン

年 ⽉〜 年 ⽉

常勤等︓ 常勤 臨時(アルバイト含む) 派遣 契約 インターン

年 ⽉〜 年 ⽉

常勤等︓ 常勤 臨時(アルバイト含む) 派遣 契約 インターン



年 ⽉〜 年 ⽉

常勤等︓ 常勤 臨時(アルバイト含む) 派遣 契約 インターン

上記職歴のうち、あなたが特に重要だと判断するもの3つまでを記述してください。
 それぞれについて、どのような仕事であったのか、その仕事でどのような能⼒を発揮されたのか、

 また、その仕事を通じて何を得たのか等について説明してください。
 なお、学部卒業⾒込みの⼈は、在学中あるいはそれ以前に実質的な実務経験をしていれば、

 それを記述してください（ただし、クラブ活動の類は除きます）。

期間 年 ⽉〜 年 ⽉

会社・団体等
の名称︓

所属部署︓

詳細︓
 

期間 年 ⽉〜 年 ⽉

会社・団体等
の名称︓

所属部署︓

詳細︓
 

期間 年 ⽉〜 年 ⽉

会社・団体等
の名称︓

所属部署︓

詳細︓

職業上特に記すべき事項(資格等)を記⼊してください。

保証⼈

企業名 (企業派遣の場合のみ⼊⼒)

部課名 (企業派遣の場合のみ⼊⼒)

職名 (企業派遣の場合のみ⼊⼒)

⽒名(漢字表記)* 姓   名 

⽒名(カナ表記)* 姓   名 

続柄*  

住所* 〒  -  例) 〒123-4567 

都道府県  

市区町村郡  例) 港区三⽥ （全⾓）

番地  例) 2-15-45 （半⾓英数）

マンション・アパート名  例) マンション慶応１０１号室 （全⾓）

電話番号*  例) 0123-45-6789（半⾓英数）

 ⽇本国内に保証⼈をたてられない場合はこちらにチェックを⼊れてください。

学費負担者*



学費負担者*

⾃費・保証⼈ 企業(⼀部または全額) 国費留学⽣ 
その他 

英語⼒

TOEIC ※出願⽇からさかのぼって過去2年間のスコアを⼊⼒し、証明書(コピー可)を提出してください。
 ⼀般⼊試、企業派遣者対象⼊試の出願者の⼊⼒は任意です。

スコアあり ︓ スコア 点 ( 取得時期 年 ⽉ ) 
スコアなし

 

TOEFL iBT ※出願⽇からさかのぼって過去2年間のスコアを⼊⼒し、証明書(コピー可)を提出してください。
 ⼀般⼊試、企業派遣者対象⼊試の出願者の⼊⼒は任意です。

スコアあり ︓ スコア 点 ( 取得時期 年 ⽉ ) 
スコアなし

 

個⼈評価* 1 ⼤変苦⼿
 2 挨拶や簡単な質問ができる

 3 ⽇常会話レベル
 4 プレゼンテーションができる

 5 外国⼈と議論ができる

⼊学志願者調書

あなた⾃⾝に関することを他⼈の助けを借りずに⾃分で考えて⼊⼒してください。⼊⼒は⽇本語に限ります。

1. あなたは本研究科修⼠課程での勉強を通じて何を⾝につけたいと考えていますか。 
 また、それを卒業後のキャリアにどのように⽣かしたいと考えていますか。

 次の2点を必ず含め出来るだけ具体的に述べてください。(800字〜1000字程度)* 
a. 本研究科修⼠課程への志望動機

 b. 本研究科修⼠課程卒業後のキャリア計画

 

2. あなたはどのような地域活動、ボランティア活動、課外活動・サークル活動 （⼤学・⼤学院時代）などを
 してきましたか。(350字程度)*

 

3. 以上の項⽬以外に、学業や仕事上、あるいは資格(英語以外の語学、公認会計⼠等)で、
 あなた⾃⾝について特筆しておきたい点がありましたら、それを記述してください。

 資格についてはそれを客観的に証明する書類(コピー可)を出願書類とともに提出してください。(350字以内)

 

⼊学志願者情報*

こちらは今後の調査のためのデータであり、 選考とは⼀切関係ありません。（複数回答可）



企業からの派遣者（研修制度等）
 企業経営関係者（親、親族が経営者）

 休職者（予定者も含む）
 ⼊学のために退職する（した）者

 いずれにも該当しない
 

オープンキャンパス等への参加の有無*

こちらは今後の調査のためのデータであり、選考とは⼀切関係ありません。（複数回答可）
2015年度以前実施

 2016年5⽉実施
 2016年11⽉実施
 2017年5⽉実施

 参加していない

本研究科の情報をどこでご覧になりましたか*

こちらは今後の調査のためのデータであり、 選考とは⼀切関係ありません。（複数回答可）

[WEB]
 当校HP

 ⽇経⼤学⼤学院ナビ
 その他  

 

[雑誌]
 ⽇経「社会⼈が学びたい⼤学・⼤学院」

 ⽇経「社会⼈の⼤学院ランキング」
 リクルート「社会⼈＆学⽣のための⼤学・⼤学院選び」

 

その他 

本登録⽤パスワードの設定*

パスワード （半⾓英数4〜8⽂字）

パスワード(確認)
こちらで設定した本登録⽤パスワードは、登録内容の編集・印刷、合格発表、

 ⼊学⼿続に使⽤しますので、⼤切に保管してください。

確認画⾯へ進む

慶應義塾⼤学⼤学院経営管理研究科

〒223-8526 横浜市港北区⽇吉4-1-1

Copyright © 2009 Graduate School of Business Administration, Keio University


