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和歌山大学大学院観光学研究科博士前期課程の教育目的と

アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)

.観光学研究科博士前期課程の教育目的

21世紀は、観光の時代であり、世界の多くの国において観光が基幹産業の一つになりつつある。

また、日本の国家政策としても観光が今世紀の重要戦略に位置づけられている。本研究科は、観光ま

ちづくり等に従事する理論的、実務的な教育を受けた専門的職業人の育成を主な目的とするとともに、

この分野において高い専門知識を持ち、応用力、創造力そして人間性に富み、国際的視野で行動でき

る人材を育成することを目的とする。

.観光学研究科博士前期課程のアドミッション・ポリシー

21世紀に入り、社会と地域の発展及び人々の生活の向上にとって観光の発展が強く求められてい

る。そのためには、様々な学術領域において多様に蓄積されてきた観光研究を統合しつつ、これを内

容とした新たな観光学の構築とこれに基づく深慮遠謀による社会的実践を欠かすことができない。観

光事象に関心を有し、学際的な観点から観光現象を科学的に解明するとともに、これを社会的実践に

活かすことに強い意欲を持つ者を受け入れる。
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平成28年度

和歌山大学大学院観光学研究科博士前期課程学生募集要項

.一般入試

.募集人員

.出願資格

次の各号のいずれかに該当する者。

（1）大学を卒業した者および平成28年3月末日までに卒業見込みの者。

（2）学校教育法第104条第4項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を

授与された者および平成28年3月末日までに授与される見込みの者。

（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および平成28年3月末日

までに修了見込みの者。

（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および平成28年3月末日までに修

了見込みの者。

（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

修了した者および平成28年3月末日までに修了見込みの者。

（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

以後に修了した者および平成28年3月末日までに修了見込みの者。

（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)および平成28年3月末日ま

でに該当する見込みの者。

〔旧大学令による大学、各省庁組織令・設置法による大学校を卒業した者等〕

（8）本研究科において、個別の出願資格審査により、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歳に達した者および平成28年3月末日までに22歳に達する者。

※出願資格（8）により出願を希望する者は、事前に出願資格審査を受ける必要があり、

合格者のみが出願できます。次項の「3.出願資格審査」に従い、申請してください。

.出願資格審査

出願資格（8）により出願を希望する者は、出願に先立ち出願資格の審査を行いますので、下

記により申請書類を提出してください。

（ ）申請期間
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4名5名観光学専攻

第2回募集第1回募集

募 集 人 員（注)
専 攻 名

注：各募集人員には社会人特別入試及び外国人留学生特別入試による募集人員(若干名)を含みます。

平成27年12月 2日 (水)～12月 7日 (月)第2回募集

受付時間

9時～16時 (12時から13時は除く)

土曜日・日曜日を除く

平成27年 8月18日 (火)～ 8月21日 (金)第1回募集



郵送の場合は、封筒の表に「大学院観光学研究科博士前期課程出願資格審査申請」と朱書

きし、書留郵便で申請期間内に必着するように送付してください。申請期間を過ぎて到着し

たものは受理しません。

（ ）申請先

和歌山大学観光学部教務係

〒640-8510 和歌山市栄谷930番地 TEL 073-457-8542

（ ）申請書類

（ ）審査結果の通知

第1回募集は平成27年9月10日（木）、第2回募集は平成27年12月24日（木）

までに通知します。

.出願手続

（ ）出願期間

郵送の場合は、所定の封筒を用い、書留・速達郵便で出願期間内に必着するように送付し

てください。出願期間を過ぎて到着したものは受理しません。

（ ）提出先

和歌山大学観光学部教務係

〒640-8510 和歌山市栄谷930番地 TEL 073-457-8542

（ ）障害を有する者の事前相談

身体に障害を有する者で、受験および修学上、特別な配慮を必要とする場合は、出願開始

日の1か月前までに観光学部教務係に相談してください。

－3－

所定封筒。

362円分の切手を貼付し、郵便番号、住所、氏名を明記してくだ

さい。

⑤出願資格審査結果通知用封筒

出身学校の長が作成したもの。

外国の大学を卒業した者は、卒業証書の写しをあわせて提出し

てください。

④最終学歴の卒業(修了)証明書

出身学校の長が作成したもの。③最終学歴の成績証明書

所定用紙。

最終学歴後の学修の状況を記載してください。

「学修状況説明書」に記載したものについて、研究歴の証明書、

資格証明書等、実績や能力を証する書類の写しを添付してくだ

さい。

②学修状況説明書

所定用紙。①出願資格審査申請書

(注)・上記以外で、追加書類の提出を求める場合があります。

・日本語以外の申請書類には、日本語訳を添付してください。

平成28年1月 5日 (火)～1月 8日 (金)第2回募集

受付時間

9時～16時 (12時から13時は除く)

土曜日・日曜日を除く

平成27年9月15日 (火)～9月18日 (金)第1回募集



（ ）出願書類等

下記の出願書類すべてを一括して提出してください。
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所定用紙。

写真は、出願前3か月以内に撮影した脱帽上半身正面向きで、縦4

㎝×横3㎝のものを貼付してください。

⑤受験票・写真票

出身大学等の長が作成したもの。

外国の証明書には日本語訳を添付してください。

外国の大学を卒業した者は、卒業証書の写し、学位証書の写しをあ

わせて提出してください。

出願資格（8）により出願する者は不要です。

④卒業(修了)証明書または

卒業(修了)見込証明書

出身大学等の長が作成し、厳封したもの。

外国の証明書には日本語訳を添付してください。

編入学により大学へ入学した者については、編入学前の学校の成績

証明書も併せて提出してください。

出願資格（8）により出願する者は不要です。

③成績証明書

所定用紙。

「研究計画書の作成について」に基づき、作成してください。

なお、研究計画書に基づき面接試験を行います。

②研究計画書

所定用紙。

高等学校入学以降(出願資格（3）・（4）に該当する場合には小学校

以降)の学歴および職歴を所定欄に記載してください。

入学検定料納入の際に金融機関から交付される振込金受付証明書

(Ｃ票)、またはコンビニエンスストアから交付される収納証明書を

所定の欄に貼付してください。

①入学願書

備 考出 願 書 類

入学検定料 30，000円

以下の納入方法のうち、いずれかの方法で納入してください。

⑥入学検定料

所定用紙「振込依頼書」により金融機関（ゆうちょ銀行を除く）の

窓口で振り込んでください。（ATM（現金自動預入支払機）やイン

ターネット等での振込みは不可）

受領した「振込金受付証明書(Ｃ票)」を「入学願書」の所定欄に貼

付して提出してください。収納印がない場合は願書を受理しません。

金融機関

「セブン-イレブン」、「サークルＫ・サンクス」、「ローソン」、「ミニ

ストップ」、「ファミリーマート」のいずれかのコンビニエンススト

アから払い込んでください。

(上記以外のコンビニエンスストアからは払い込みできません。)

払込方法の詳細は、「コンビニエンスストアでの検定料払込方法」

Ｐ19を参照してください。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り

取って「入学願書」の所定欄に貼付して提出してください。

なお、払込期間が次のとおり決まっていますので、ご注意ください。

コンビニエンスストア

平成27年 8月 1日（土）午前0時～

平成27年 9月18日（金）午後3時
払

込

期

間

日本国外から出願する場合についてのみ、クレジットカードによる

払い込みが可能です。詳細については、余裕をもってお問い合わせ

ください。

クレジットカード

平成27年11月 1日（日）午前0時～

平成28年 1月 8日（金）午後3時

第1回募集

第2回募集



（ ）出願に当たっての注意事項

① 出願書類に不備がある場合は、原則として受理しません。

② 出願後は、原則として記載事項の変更は認めません。

③ 出願書類受理後は、入学検定料および出願書類は返還しません。

④ 出願書類に虚偽の記載をした場合は、入学決定後であっても入学許可を取り消すことがあ

ります。

⑤ 日本国外から出願する場合は、事前に必ずお問い合わせください。

（ ）受験票の送付

出願期間終了後2週間以内に受験票を発送する予定です。試験日の1週間前までに到着し

ない場合は、観光学部教務係に問い合わせてください。

.入学試験

（ ）選考方法

選考は、小論文試験、面接試験の成績および出願書類を総合して行います。

（ ）試験日時

（ ）試験場所

和歌山大学 経済学部講義棟

－5－

研究計画書の内容に基づいて実施します。

面接は日本語で行います。
100点面 接

同じ内容を日本語と英語の両言語で出題します。

日本語または英語により解答してください。
200点小 論 文

備 考配 点試験科目

12：00～面 接

10：00～11：00小 論 文
平成28年 2月17日 (水)第2回募集

12：00～面 接

10：00～11：00小 論 文
平成27年10月17日 (土)第1回募集

試 験 時 間試験科目試 験 日募 集 区 分

出願資格（2）による学士の学位を授与された者は、「学位授与証明

書」を提出してください。なお、授与される見込みの者は、在籍す

る短期大学の専攻科または高等専門学校の専攻科の「修了見込証明

書」および「学士の学位の授与を申請する予定である旨の証明書」

を提出してください。

⑨その他

所定用紙。

郵便番号、住所、氏名を明記してください。

⑧あて名票

所定封筒。

郵便番号、住所、氏名を明記の上、362円分の切手を貼付してください。

⑦受験票送付用封筒

(注)上記以外で、追加書類の提出を求める場合があります。



（ ）受験上の心得

① 試験当日、交通機関等に支障を来たすような事態が生じても、受験できるように、余裕を

もって到着するようにしてください。

② 面接試験の時間は試験当日に指示します。順番によっては、面接終了時刻が遅くなること

がありますので、交通手段等余裕をもって計画してください。

.合格者発表

（1）合格者の発表は、次のとおり、合格者の受験番号を掲示します。

（2）合格者へは合格発表日に合格通知書を発送します。

（3）ホームページ上に合格者番号を下記のとおり掲載します。

http：//www.wakayama-u.ac.jp/tourism/

掲載期間>

第1回募集：平成27年10月30日 (金) 正午から 11月4日 (水) 午後5時まで

第2回募集：平成28年 3月 6日 (日) 正午から 3月9日 (水) 午後5時まで

※これは、本学部が情報提供の一環として行うものであり、公式の発表は上記（1）および（2）によります。

また、当日は回線の状態により応答が遅くなったり、閲覧が出来なくなることも予想されますので

ご留意ください。

（4）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。
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平成28年 3月 6日 (日) 午前10時第2回募集

掲示場所

観光学部棟前掲示板

平成27年10月30日 (金) 午前10時第1回募集



平成28年度

和歌山大学大学院観光学研究科博士前期課程学生募集要項

.社会人特別入試

.募集人員

.出願資格

次の各号のいずれかに該当する者で、最終学歴となる学校を卒業(修了)または当該資格を取得

した後、平成28年3月31日までに社会人の経験を2年以上有し、かつ年齢満24歳に達する者。

（1）大学を卒業した者。

（2）学校教育法第104条第4項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を

授与された者。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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)

〔旧大学令による大学、各省庁組織令・設置法による大学校を卒業した者等〕

（8）本研究科において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者。

※出願資格（8）により出願を希望する者は、事前に出願資格審査を受ける必要があり、

合格者のみが出願できます。次項の「3.出願資格審査」に従い、申請してください。

.出願資格審査

出願資格（8）により出願を希望する者は、出願に先立ち出願資格の審査を行いますので、下

記により申請書類を提出してください。

（ ）申請期間

－7－

若干名若干名観光学専攻

第2回募集第1回募集

募 集 人 員（注)
専 攻 名

注：各募集人員は、一般入試の募集人員に含まれます。

平成27年12月 2日 (水)～12月 7日 (月)第2回募集

受付時間

9時～16時 (12時から13時は除く)

土曜日・日曜日を除く

平成27年 8月18日 (火)～ 8月21日 (金)第1回募集



郵送の場合は、封筒の表に「大学院観光学研究科博士前期課程出願資格審査申請」と朱書きし、

書留郵便で申請期間内に必着するように送付してください。申請期間を過ぎて到着したものは受

理しません。

（ ）申請先

和歌山大学観光学部教務係

〒640-8510 和歌山市栄谷930番地 TEL 073-457-8542

（ ）申請書類

（ ）審査結果の通知

第1回募集は平成27年9月10日（木）、第2回募集は平成27年12月24日（木）ま

でに通知します。

.出願手続

（ ）出願期間

郵送の場合は、所定の封筒を用い、書留・速達郵便で出願期間内に必着するように送付し

てください。出願期間を過ぎて到着したものは受理しません。

（ ）提出先

和歌山大学観光学部教務係

〒640-8510 和歌山市栄谷930番地 TEL 073-457-8542

（ ）障害を有する者の事前相談

身体に障害を有する者で、受験および修学上、特別な配慮を必要とする場合は、出願開始

日の1か月前までに観光学部教務係に相談してください。

－8－

所定封筒。

362円分の切手を貼付し、郵便番号、住所、氏名を明記してくだ

さい。

⑤出願資格審査結果通知用封筒

④最終学歴の卒業(修了)証明書

出身学校の長が作成したもの。③最終学歴の成績証明書

所定用紙。

最終学歴後の学修の状況を記載してください。

「学修状況説明書」に記載したものについて、研究歴の証明書、

資格証明書等、実績や能力を証する書類の写しを添付してくだ

さい。

②学修状況説明書

所定用紙。①出願資格審査申請書

(注)・上記以外で、追加書類の提出を求める場合があります。

・日本語以外の申請書類には、日本語訳を添付してください。

平成28年1月 5日 (火)～1月 8日 (金)第2回募集

受付時間

9時～16時 (12時から13時は除く)

土曜日・日曜日を除く

平成27年9月15日 (火)～9月18日 (金)第1回募集

出身学校の長が作成したもの。

外国の大学を卒業した者は、卒業証書の写しをあわせて提出し

てください。



（ ）出願書類等

下記の出願書類すべてを一括して提出してください。

－9－

所定用紙。

写真は、出願前3か月以内に撮影した脱帽上半身正面向きで、縦4

㎝×横3㎝のものを貼付してください。

⑥受験票・写真票

⑤卒業(修了)証明書

出身大学等の長が作成し、厳封したもの。

外国の証明書には日本語訳を添付してください。

編入学により大学へ入学した者については、編入学前の学校の成績

証明書も併せて提出してください。

出願資格（8）により出願する者は不要です。

④成績証明書

過去2年間以上の職歴、その他社会人としての経験を証明する文書。③職歴等証明書

所定用紙。

「研究計画書の作成について」に基づき、作成してください。

なお、研究計画書に基づき面接試験を行います。

②研究計画書

①入学願書

備 考出 願 書 類

所定用紙。

高等学校入学以降(出願資格（3）・（4）に該当する場合には小学校

以降)の学歴および職歴を所定欄に記載してください。

入学検定料納入の際に金融機関から交付される振込金受付証明書

(Ｃ票)、またはコンビニエンスストアから交付される収納証明書を

所定の欄に貼付してください。

出身大学等の長が作成したもの。

外国の証明書には日本語訳を添付してください。

外国の大学を卒業した者は、卒業証書の写し、学位証書の写しをあ

わせて提出してください。

出願資格（8）により出願する者は不要です。

入学検定料 30，000円

以下の納入方法のうち、いずれかの方法で納入してください。

⑦入学検定料

所定用紙「振込依頼書」により金融機関（ゆうちょ銀行を除く）の

窓口で振り込んでください。（ATM（現金自動預入支払機）やイン

ターネット等での振込みは不可）

受領した「振込金受付証明書(Ｃ票)」を「入学願書」の所定欄に貼

付して提出してください。収納印がない場合は願書を受理しません。

金融機関

「セブン-イレブン」、「サークルＫ・サンクス」、「ローソン」、「ミニ

ストップ」、「ファミリーマート」のいずれかのコンビニエンススト

アから払い込んでください。

(上記以外のコンビニエンスストアからは払い込みできません。)

払込方法の詳細は、「コンビニエンスストアでの検定料払込方法」

Ｐ19を参照してください。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り

取って「入学願書」の所定欄に貼付して提出してください。

なお、払込期間が次のとおり決まっていますので、ご注意ください。

コンビニエンスストア

平成27年 8月 1日（土）午前0時～

平成27年 9月18日（金）午後3時
払

込

期

間

日本国外から出願する場合についてのみ、クレジットカードによる

払い込みが可能です。詳細については、余裕をもってお問い合わせ

ください。

クレジットカード

平成27年11月 1日（日）午前0時～

平成28年 1月 8日（金）午後3時

第1回募集

第2回募集



（ ）出願に当たっての注意事項

① 出願書類に不備がある場合は、原則として受理しません。

② 出願後は、原則として記載事項の変更は認めません。

③ 出願書類受理後は、入学検定料および出願書類は返還しません。

④ 出願書類に虚偽の記載をした場合は、入学決定後であっても入学許可を取り消すことがあ

ります。

⑤ 日本国外から出願する場合は、事前に必ずお問い合わせください。

（ ）受験票の送付

出願期間終了後2週間以内に受験票を発送する予定です。試験日の1週間前までに到着し

ない場合は、観光学部教務係に問い合わせてください。

.入学試験

（ ）選考方法

選考は、小論文試験、面接試験の成績および出願書類を総合して行います。

（ ）試験日時

（ ）試験場所

和歌山大学 経済学部講義棟

－10－

研究計画書の内容に基づいて実施します。

面接は日本語で行います。
200点面 接

同じ内容を日本語と英語の両言語で出題します。

日本語または英語により解答してください。
100点小 論 文

備 考配 点試験科目

12：00～面 接

10：00～11：00小 論 文
平成28年 2月17日 (水)第2回募集

12：00～面 接

10：00～11：00小 論 文
平成27年10月17日 (土)第1回募集

試 験 時 間試験科目試 験 日募 集 区 分

所定用紙。

郵便番号、住所、氏名を明記してください。

⑨あて名票

所定封筒。

郵便番号、住所、氏名を明記の上、362円分の切手を貼付してください。

⑧受験票送付用封筒

出願資格（2）による学士の学位を授与された者は、「学位授与証明

書」を提出してください。

⑩その他

(注)上記以外で、追加書類の提出を求める場合があります。



（ ）受験上の心得

① 試験当日、交通機関等に支障を来たすような事態が生じても、受験できるように、余裕を

もって到着するようにしてください。

② 面接試験の時間は試験当日に指示します。順番によっては、面接終了時刻が遅くなること

がありますので、交通手段等余裕をもって計画してください。

.合格者発表

（1）合格者の発表は、次のとおり、合格者の受験番号を掲示します。

（2）合格者へは合格発表日に合格通知書を発送します。

（3）ホームページ上に合格者番号を下記のとおり掲載します。

http：//www.wakayama-u.ac.jp/tourism/

掲載期間>

第1回募集：平成27年10月30日 (金) 正午から 11月4日 (水) 午後5時まで

第2回募集：平成28年 3月 6日 (日) 正午から 3月9日 (水) 午後5時まで

※これは、本学部が情報提供の一環として行うものであり、公式の発表は上記（1）および（2）によります。

また、当日は回線の状態により応答が遅くなったり、閲覧が出来なくなることも予想されますので

ご留意ください。

（4）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。

－11－

平成28年 3月 6日 (日) 午前10時第2回募集

掲示場所

観光学部棟前掲示板

平成27年10月30日 (金) 午前10時第1回募集



平成28年度

和歌山大学大学院観光学研究科博士前期課程学生募集要項

.外国人留学生特別入試

.募集人員

.出願資格

日本国籍を有しない者(日本国の永住者および定住者を除く)で、出入国管理及び難民認定法に

規定する「留学」の在留資格を有する者および取得する見込みの者であって、次の各号のいずれ

かに該当する者。

（1）大学を卒業した者および平成28年3月末日までに卒業見込みの者。

（2）学校教育法第104条第4項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を

授与された者および平成28年3月末日までに授与される見込みの者。

（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および平成28年3月末日

までに修了見込みの者。

（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および平成28年3月末日までに修

了見込みの者。

（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

修了した者および平成28年3月末日までに修了見込みの者。

（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

以後に修了した者および平成28年3月末日までに修了見込みの者。

（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)および平成28年3月末日ま

でに該当する見込みの者。

〔旧大学令による大学、各省庁組織令・設置法による大学校を卒業した者等〕

（8）本研究科において、個別の出願資格審査により、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歳に達した者および平成28年3月末日までに22歳に達する者。

※出願資格（8）により出願を希望する者は、事前に出願資格審査を受ける必要があり、

合格者のみが出願できます。次項の「3.出願資格審査」に従い、申請してください。

.出願資格審査

出願資格（8）により出願を希望する者は、出願に先立ち出願資格の審査を行いますので、下

記により申請書類を提出してください。

（ ）申請期間

－12－

若干名若干名観光学専攻

第2回募集第1回募集

募 集 人 員（注)
専 攻 名

平成27年12月 2日 (水)～12月 7日 (月)第2回募集

受付時間

9時～16時 (12時から13時は除く)

土曜日・日曜日を除く

平成27年 8月18日 (火)～ 8月21日 (金)第1回募集

注：各募集人員は、一般入試の募集人員に含まれます。



郵送の場合は、封筒の表に「大学院観光学研究科博士前期課程出願資格審査申請」と朱書

きし、書留郵便で申請期間内に必着するように送付してください。申請期間を過ぎて到着し

たものは受理しません。

（ ）申請先

和歌山大学観光学部教務係

〒640-8510 和歌山市栄谷930番地 TEL 073-457-8542

（ ）申請書類

（ ）審査結果の通知

第1回募集は平成27年9月10日（木）、第2回募集は平成27年12月24日（木）ま

でに通知します。

.出願手続

（ ）出願期間

郵送の場合は、所定の封筒を用い、書留・速達郵便で出願期間内に必着するように送付し

てください。出願期間を過ぎて到着したものは受理しません。

（ ）提出先

和歌山大学観光学部教務係

〒640-8510 和歌山市栄谷930番地 TEL 073-457-8542

（ ）障害を有する者の事前相談

身体に障害を有する者で、受験および修学上、特別な配慮を必要とする場合は、出願開始

日の1か月前までに観光学部教務係に相談してください。

－13－

所定封筒。

362円分の切手を貼付し、郵便番号、住所、氏名を明記してくだ

さい。

⑤出願資格審査結果通知用封筒

④最終学歴の卒業(修了)証明書

出身学校の長が作成したもの。③最終学歴の成績証明書

所定用紙。

最終学歴後の学修の状況を記載してください。

「学修状況説明書」に記載したものについて、研究歴の証明書、

資格証明書等、実績や能力を証する書類の写しを添付してくだ

さい。

②学修状況説明書

所定用紙。①出願資格審査申請書

(注)・上記以外で、追加書類の提出を求める場合があります。

・日本語以外の申請書類には、日本語訳を添付してください。

平成28年1月 5日 (火)～1月 8日 (金)第2回募集

受付時間

9時～16時 (12時から13時は除く)

土曜日・日曜日を除く

平成27年9月15日 (火)～9月18日 (金)第1回募集

出身学校の長が作成したもの。

外国の大学を卒業した者は、卒業証書の写しをあわせて提出し

てください。



（ ）出願書類等

下記の出願書類すべてを一括して提出してください。

－14－

所定用紙。
写真は、出願前3か月以内に撮影した脱帽上半身正面向きで、縦4
㎝×横3㎝のものを貼付してください。

⑥受験票・写真票

「在留カード(または外国人登録証明書)」の交付を受けている者は、
カードの表面と裏面のコピーを提出してください。
「在留カード(または外国人登録証明書)」の交付を受けていない者
は、パスポートのコピー(国籍、氏名等が記載されたページと在留資
格・在留期間等が記載されたページ)を提出してください。

⑤在留カード
(外国人登録証明書)
またはパスポートの写し

④卒業(修了)証明書または
卒業(修了)見込証明書

出身大学等の長が作成し、厳封したもの。
外国の証明書には日本語訳を添付してください。
編入学により大学へ入学した者については、編入学前の学校の成績
証明書も併せて提出してください。
出願資格（8）により出願する者は不要です。

③成績証明書

所定用紙。
「研究計画書の作成について」に基づき、作成してください。
なお、研究計画書に基づき面接試験を行います。

②研究計画書

①入学願書

備 考出 願 書 類

出身大学等の長が作成したもの。
外国の証明書には日本語訳を添付してください。
外国の大学を卒業した者は、卒業証書の写し、学位証書の写しをあ
わせて提出してください。
出願資格（8）により出願する者は不要です。

所定用紙。
高等学校入学以降(出願資格（3）・（4）に該当する場合には小学校
以降)の学歴および職歴を所定欄に記載してください。
入学検定料納入の際に金融機関から交付される振込金受付証明書
(Ｃ票)、またはコンビニエンスストアから交付される収納証明書を
所定の欄に貼付してください。

入学検定料 30，000円

以下の納入方法のうち、いずれかの方法で納入してください。

※国費外国人留学生の入学検定料の取扱いについては、観光学部教

務係にお問い合わせください。

⑦入学検定料

所定用紙「振込依頼書」により金融機関（ゆうちょ銀行を除く）の
窓口で振り込んでください。（ATM（現金自動預入支払機）やイン
ターネット等での振込みは不可）
受領した「振込金受付証明書(Ｃ票)」を「入学願書」の所定欄に貼
付して提出してください。収納印がない場合は願書を受理しません。

金融機関

「セブン-イレブン」、「サークルＫ・サンクス」、「ローソン」、「ミニ
ストップ」、「ファミリーマート」のいずれかのコンビニエンススト
アから払い込んでください。
(上記以外のコンビニエンスストアからは払い込みできません。)
払込方法の詳細は、「コンビニエンスストアでの検定料払込方法」
Ｐ19を参照してください。
「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り
取って「入学願書」の所定欄に貼付して提出してください。
なお、払込期間が次のとおり決まっていますので、ご注意ください。

コンビニエンスストア

平成27年 8月 1日（土）午前0時～

平成27年 9月18日（金）午後3時
払

込

期

間

日本国外から出願する場合についてのみ、クレジットカードによる
払い込みが可能です。詳細については、余裕をもってお問い合わせ
ください。

クレジットカード

平成27年11月 1日（日）午前0時～

平成28年 1月 8日（金）午後3時

第1回募集

第2回募集



（ ）出願に当たっての注意事項

① 出願書類に不備がある場合は、原則として受理しません。

② 出願後は、原則として記載事項の変更は認めません。

③ 出願書類受理後は、入学検定料および出願書類は返還しません。

④ 出願書類に虚偽の記載をした場合は、入学決定後であっても入学許可を取り消すことがあ

ります。

⑤ 日本国外から出願する場合は、事前に必ずお問い合わせください。

（ ）受験票の送付

出願期間終了後2週間以内に受験票を発送する予定です。試験日の1週間前までに到着し

ない場合は、観光学部教務係に問い合わせてください。

.入学試験

（ ）選考方法

選考は、小論文試験、面接試験の成績および出願書類を総合して行います。

（ ）試験日時

（ ）試験場所

和歌山大学 経済学部講義棟
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研究計画書の内容に基づいて実施します。

面接は日本語で行います。
200点面 接

同じ内容を日本語と英語の両言語で出題します。

日本語または英語により解答してください。
100点小 論 文

備 考配 点試験科目

12：00～面 接

10：00～11：00小 論 文
平成28年 2月17日 (水)第2回募集

12：00～面 接

10：00～11：00小 論 文
平成27年10月17日 (土)第1回募集

試 験 時 間試験科目試 験 日募 集 区 分

所定用紙。

郵便番号、住所、氏名を明記してください。

⑨あて名票

所定封筒。

郵便番号、住所、氏名を明記の上、362円分の切手を貼付してください。

⑧受験票送付用封筒

出願資格（2）による学士の学位を授与された者は、「学位授与証明

書」を提出してください。なお、授与される見込みの者は、在籍す

る短期大学の専攻科または高等専門学校の専攻科の「修了見込証明

書」および「学士の学位の授与を申請する予定である旨の証明書」

を提出してください。

⑩その他

(注)上記以外で、追加書類の提出を求める場合があります。



（ ）受験上の心得

① 試験当日、交通機関等に支障を来たすような事態が生じても、受験できるように、余裕を

もって到着するようにしてください。

② 面接試験の時間は試験当日に指示します。順番によっては、面接終了時刻が遅くなること

がありますので、交通手段等余裕をもって計画してください。

.合格者発表

（1）合格者の発表は、次のとおり、合格者の受験番号を掲示します。

（2）合格者へは合格発表日に合格通知書を発送します。

（3）ホームページ上に合格者番号を下記のとおり掲載します。

http：//www.wakayama-u.ac.jp/tourism/

掲載期間>

第1回募集：平成27年10月30日 (金) 正午から 11月4日 (水) 午後5時まで

第2回募集：平成28年 3月 6日 (日) 正午から 3月9日 (水) 午後5時まで

※これは、本学部が情報提供の一環として行うものであり、公式の発表は上記（1）および（2）によります。

また、当日は回線の状態により応答が遅くなったり、閲覧が出来なくなることも予想されますので

ご留意ください。

（4）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。
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平成28年 3月 6日 (日) 午前10時第2回募集

掲示場所

観光学部棟前掲示板

平成27年10月30日 (金) 午前10時第1回募集



.一般入試・社会人特別入試・外国人留学生特別入試 共通

.入学時期

入学の時期は平成28年4月です。

.入学手続

合格者には、入学手続書類を送付しますので、その内容をよく確認して、下記の期間に入学手

続を行ってください。

（ ）入学手続期間

なお、期間内に入学手続を行わなかった場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。

（ ）入学納付金

① 入学料 282,000円

入学料は、本学所定の振込依頼書により、入学手続時までに納入してください。

② 授業料 前期分 267,900円(年額 535,800円)

上記①②の納付金額は平成27年度のものです。平成28年度入学者の納付金額について

は、決定次第、別途お知らせします。

なお、在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。

上記①②の納付方法の詳細は、合格者に送付する入学手続案内でお知らせします。

.入試情報の開示

入学試験における情報を下記のとおり開示します。

（1）志願者数、受験者数、合格者数、入学者数

ホームページに開示します。

（2）試験成績

受験者本人からの請求により、下記のとおり開示します。

① 開示内容

科目別の得点と合計点を開示します。募集人員が10人以下であるため、順位は開示しま

せん。

② 開示時期

平成28年5月から6月の2か月間。

窓口での請求は、期間内の月曜日から水曜日(祝祭日を除く)9時～17時、郵送の場合は

期間内必着とします。

③ 申込・開示方法

下記窓口で受験票を提示し、申請書(本学所定)を記入の上、申し込んでください。

(遠隔地の場合、郵送による請求も可能です。詳細は下記窓口にお問い合わせください。)

「和歌山大学入学者選抜における入試情報開示通知書」を交付します。

④ 開示窓口

和歌山大学観光学部教務係

第2回募集
平成28年3月14日 (月)～3月15日 (火)

第1回募集
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.個人情報の取扱い

出願時のデータや、試験実施結果、入学手続の状況等の個人データを入試に関する調査・研究

のために利用することがありますので、予めご了承願います。なお、これらの個人データを利用

する場合も、個人を特定する内容の資料や個人を特定できる資料を作成することはありません。

.募集要項の請求方法

募集要項の郵送を希望する場合は、下記あてに返信用封筒〔角形２号(33㎝×24㎝)の封筒に215

円切手を貼付の上、郵便番号、住所、氏名および朱書きで「ゆうメール」と明記したもの〕を送

付してください。

往信用封筒には、「観光学研究科博士前期課程学生募集要項請求」と朱書きしてください。

外国から送付を希望する場合は、下記あてにお問い合わせください。

入学試験に関する問い合わせ先

和歌山大学観光学部教務係

〒640-8510 和歌山市栄谷930番地

T E L：073-457-8542

F A X：073-457-8540

E-mail：kanjimu＠center.wakayama-u.ac.jp
 

HP：http：//www.wakayama-u.ac.jp/tourism/
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.開設授業科目（平成28年度開講予定）

○○○4専門研究Ⅱ

○○○2専門研究Ⅰ
専門研究

○○○2インターンシップＢ

○○○1インターンシップＡ
実践科目

○2音楽文化創造特論

○2観光空間文化特論

○○2観光環境文化特論

○○2紀州学特論

○2地域再生法制特論

○2都市農村交流特論

○2森林空間政策特論

○2居住空間政策特論

○2観光まちづくり特論

○○2アグリビジネス戦略特殊問題

○○2アグリビジネス実践特殊問題

○○2アグリビジネス論特殊問題

○○2観光戦略特論

○2観光経営学特論

○2サービスマネジメント特論

○2マーケティング特論

○2観光産業特論

○2観光人材特論

○2経営人類学特論

○○○2サステナブル・ツーリズム特論

○○○2Local Producing

○○○2Leisure Studies

応用科目

○○○2社会調査方法特論

○○○2観光統計特論

○○○2観光情報処理特論

○○○2観光英語特論

○○○2観光フィールドワーク特論

基盤科目

特論科目

○○○2観光学研究方法論

○○○2観光学総論
基礎科目

観光文化地域再生観光経営

領 域
単位数授業科目名科目区分

(注）一部変更する可能性があります。
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○2異文化交流特論

○2観光交流社会特論

○2観光デザイン特論

○○2地球観光特論

○○2宇宙観光特論


