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入学者受け入れの方針
（アドミッション・ポリシー）

京都精華大学は、「人間尊重」を教育の基本とし、「自由自治」を建
学の理念として、学問・芸術によって人類社会に尽くそうとする自
立した人間の形成を目的としています。このような教育理念のもと、
本学では以下のように入学者受け入れの方針を定め、学ぶ意欲や目
的意識を持っている学生を求めています。

領域 1　知識・理解・技能
高等学校の教育課程における基礎学力・技能を有している。

領域 2　思考・判断・表現
身近な問題について、知識や情報をもとに筋道を立てて思考できる
他者の意見を理解し、自分の考えをわかりやすく表現できる

領域 3　関心・意欲・態度
新しい領域や多様な人々に対して先入観なく向き合い、

生涯にわたって学習を継続する意欲がある
学びたい学部・学科の知識や経験を社会で活かしたいという

目的意識を持っている



募集人数 各学科・コース 若干名

募集学部・学科・コース

国際文化学部
人文学科

グローバルスタディーズ学科

メディア表現学部 メディア表現学科

芸術学部 造形学科

デザイン学部

イラスト学科 イラストコース

ビジュアルデザイン学科
グラフィックデザインコース

デジタルクリエイションコース

プロダクトコミュニケーションコース

プロダクトデザイン学科 ライフクリエイションコース

ファッションコース

建築学科 建築コース

マンガ学科

カートゥーンコース

ストーリーマンガコース

マンガ学部 新世代マンガコース

キャラクターデザインコース

アニメーション学科 アニメーションコース

人間環境デザインプログラム
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2022 年 4月 1日時点で次の（A）～（C）のすべての条件を満たす者
（A）国籍 日本国籍者（重国籍者を含む）または、入学に際して「留学」以外の適切な在留資格を有する見込みの外国籍者
（B）年齢 18歳以上の者、もしくは 18歳未満でも文部科学省の定める大学入学資格を有する者
（C）学歴 海外在住期間が継続して 2年以上もしくは通算 4年以上の者で、次のいずれかに該当する者

ただし本学入学時に帰国後 2年以内の者
（1）海外において、一以上の国の学校教育制度に基づく通算 12年以上の教育課程を修了した者
（12年未満の場合は、文部科学大臣の指定する準備教育課程または研修施設の課程を修了すること）

（2）外国における 12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した 18歳以上の者
（3）国際バカロレア（Diploma 取得要/Course results のみ不可）、GCEAレベル（E評価以上/2科目以上）、

アビトゥア（ドイツ）、バカロレア（フランス）のいずれかを保有する者
（4）国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の 12年の課程を修了した者
（5）上記以外に文部科学省が定める大学入学資格を有する者 文部科学省HP「大学入学資格について」をご

確認ください
（6）本学において個別の入学資格審査により（1）～（5）と同等の資格があると認めた者

※出願期間開始の 14日前までに本学へ問合せてください

2022 年 4月 1日時点で次の（A）～（D）のすべての条件を満たす者
（A）国籍 日本国籍者（重国籍者を含む）または、入学に際して「留学」以外の適切な在留資格を有する見込みの外国籍者
（B）年齢 23歳以上の者
（C）学歴 次のいずれかに該当する者

（1）日本国内の高等学校または中等教育学校後期課程を卒業した者
（2）特別支援学校の高等部または高等専門学校の 3年次を修了した者
（3）高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者
（4）国を問わず、一以上の国の学校教育制度に基づく通算 12年以上の教育課程を修了した者
（5）上記以外に文部科学省が定める大学入学資格を有する者 文部科学省HP「大学入学資格について」をご

確認ください
（6）本学において個別の入学資格審査により（1）～（5）と同等の資格があると認めた者

※出願期間開始の 14日前までに本学へ問合せてください
（D）社会経験 4年以上の社会経験を有する者。ただし大学・専門学校・各種学校・受験予備校等の在籍期間はこれに含

めません。

■個別の入学資格審査について
個別の入学資格審査は、海外帰国生徒入学試験および社会人入学試験における出願資格（C）学歴（1）～（5）に該当しない
者に対し、それと同等以上の資格があるかどうかについて申請書類をもとに審査し、個別に出願資格の有無を判定するも
のです。
・対 象 者 出願資格（C）学歴の（1）～（5）に該当しない者で、それと同等以上の資格を有することを証明できる者
・申請方法 インターネット出願ページ（http://www.guide.52 school.com/guidance/net-kyoto-seika/）から「個別の入学

資格審査申請書（学部）」をダウンロードして必要事項を記入し、次の書類を添えて、申請期限内に入学グルー
プに簡易書留郵便で送付してください。

（a）出身教育施設の卒業証明書または卒業見込み証明書（原本）
（b）出身教育施設の成績証明書または調査書（原本）
（c）出身教育施設の教育内容等が確認できる書類（教育課程、カリキュラム、授業時間数、授業科目、修業年限、必要

単位数が明記されたもの）
（d）社会での実務経験等の期間および内容を証明できる書類（社会での実務経験を有する者のみ提出）
（e）生年月日を確認できる書類の写し（上記書類 a～dに生年月日の記載がある場合は提出不要）
・申請期限 出願期間開始日の 14日前（当日消印有効）までに提出してください。
・審査結果の通知 申請者宛に文書で通知します。審査が認められた場合、出願資格「学歴」について認められます。
※「学歴」以外の出願資格の有無によって、出願が認められない場合があります

出願資格
海外帰国生徒

社会人
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■試験日程

■試験会場・時間

■志望学科・コースの選択
１つの学科またはコースを選択してください。
※出願手続完了後は志望学科・コースの変更ができません

■試験科目

試験について

試験会場 試験時間

オンライン
※本学キャンパスでの対面での面接は実施
しません

10：00～14：00
試験時間内に受験を終了してください。

出願期間 受験票発行日 試験日 合否発表日 入学手続締切日

9 月 13日（月）
〜

9 月 24日（金）
◎入学検定料納入期限
9 月 24日（金）
23:59
◎出願書類提出期限
国内：当日消印有効
海外：当日必着

10 月 8日（金）
※Eメールで送付します

10 月 17日（日）

10月 22日（金）
12:00～
◎ウェブサイトで発表
※同日に合格通知を発
送します

11 月 4日（木）

学部 科目 出題内容

国際文化

オンライン面接

オンライン面接
録画型の面接により、将来の目標や今後学びたいこと、こ
れまでの活動や経験の中で学んだこと等について質問しま
す。
自己アピールのために、これまでの活動の写真、制作物、
書類などを提示することができます。

■試験時間：30分程度

詳細は P.7 に記載していますのでご確認ください。

自己紹介・志望理由書
これまでの活動等を含めた自己紹介と志望理由について、
この入試要項に綴じられた本学指定の様式（C票）に記入
して提出してください。

メディア表現

芸術

デザイン

マンガ

人間環境デザインプログラム
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■社会人

※ 日本語または英語以外で書かれている場合は、駐日外国公館・在外公館等の公的機関による法定翻訳または在籍校（日本語
学校を含む）による公印つき翻訳（日本語または英語）を添付してください。
なお、大学等に在学中で、卒業見込み証明書（または在学証明書）、および出願時点での成績証明書を提出する場合は、入
学手続時に卒業証明書および最終の成績証明書を提出する必要があります。
海外の学校が発行する証明書類の原本を取り寄せることができない場合、写しの提出を認めます。ただし、合格後の入学手
続時に必ず原本を提出することを条件とします。

■「留学」以外の在留資格を有する方は、出願資格審査のために上記に加えて「在留カード等（両面）の写し」と
「パスポート（顔写真のページ）の写し」（取得者のみ）を提出してください。

■海外帰国生徒

出願書類

提出書類 注意事項 指定様式

1 入学志願票
顔写真（縦 4 cm×横 3 cm） 志願者本人が直筆で記入してください。 【A票】

2 経歴書 志願者本人が直筆で記入してください。 【B票】

3 自己紹介・志望理由書 志願者本人が直筆で記入してください。 【C票】

4
学歴証明書類
および成績証明書
※

□学歴証明書類
次のいずれかを提出してください。
（1）海外の高等学校の卒業見込証明書または在学証明書
（2）海外の高等学校の卒業証明書
（3）海外の高卒相当学力認定試験の合格またはその見込みを証明する

書類
（4）その他の大学入学資格を証明する書類
□成績証明書 上記（1）～（4）のいずれかの成績証明書を提出してく
ださい。

※在学中の者は、出願時点で発行される最新のものを提出してください

原本

5 パスポートの写し 顔写真のページ、出願資格を満たすことを証明する海外での在留期間
が明示されているページの写しを提出してください。

提出書類 注意事項 指定様式

1 入学志願票
顔写真（縦 4 cm×横 3 cm） 志願者本人が直筆で記入してください。 【A票】

2 経歴書 志願者本人が直筆で記入してください。 【B票】

3 自己紹介・志望理由書 志願者本人が直筆で記入してください。 【C票】

4 学歴証明書類
※

□学歴証明書類
次のいずれかを提出してください。
（1）日本の高等学校等の卒業証明書
（2）高等学校卒業程度認定試験の合格証明書、合格成績証明書または

合格見込成績証明書
（3）海外において上記の 2項目に相当する証明書
（4）その他の大学入学資格を証明する書類
※最終出身校が大学・短期大学・専修学校等の者は、上記に加えてそ
の学校の卒業証明書または在籍期間証明書も提出してください。

原本
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■出願書類に関する注意事項
•出願書類の受け取り状況に関する問い合わせには応じられません。到着確認は引受番号、追跡番号
などにより行ってください。
•引受番号、追跡番号の控えは、郵便事故などによる不着の際に必要となりますので、大切に保管し
てください。
•指定の期日までに出願書類の提出と入学検定料の納入が完了されなかった場合、出願が認められま
せん。
•出願書類に不備があった場合、出願が認められません。
•出願書類に虚偽が確認された場合、出願を取り消します。
•出願手続き完了後は、志望学科・コースを変更することができません。
•出願書類の提出状況等の確認のため、電話やメールで連絡する場合があります。
•出願手続き完了後は、入学検定料を返金しません。
•いったん提出された書類は返却しません。
•大学窓口では書類の受付を行っていません。

◎日本国内から送付する場合
市販の角 2サイズの封筒に「海外帰国生入試または社会人入試・出願書類在中」と記入して、「簡
易書留・速達」にて送付してください。
宛先 〒６０６－８５８８ 京都市左京区岩倉木野町１３７ 京都精華大学 入学グループ
TEL：０７５－７０２－５１００

◎海外から送付する場合
任意の封筒に「海外帰国生入試または社会人入試・出願書類在中」と記入して、国際宅配便（EMS
や DHL、UPS、FedEx など）で送付してください。

ADDRESS Kyoto Seika University Admissions Office
137 Kino-cho, Iwakura, Sakyo-ku, Kyoto 606-8588, JAPAN
[+81] 75－702－5100

■入学検定料

「入学検定料」を入学検定料納入期間内に納入してください。出願書類を送付後、入学検定料の納入が
完了されない場合、出願が認められません。
※海外から納入する場合は、クレジットカードのみ利用可能です

■受験票
•10月 8日（金）に入学検定料納入時に入力されたメールアドレス宛にデータ（PDF）にて送付し
ます。
•受験票は各自で印刷して、当日必ず持参してください。
•本学からのメールが届かない、受験票が印刷ができない等が生じた場合は、入学グループまでご連
絡ください。

出願手続

入学検定料 納入期間（出願期間） 納入方法

35,000 円
※手数料 990 円が別途必要です

9月 13 日（月）9:00～
9月 24日（金）23:59 まで P 6を参照してください。
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提出方法、出願書類の詳細はP4~5をご確認ください。

（9月上旬公開予定）

画面の指示に従って情報を入力してください。※入学検定料支払期間内のみ入力ができます

※海外から納入する場合は、クレジットカードのみ利用可能です
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■オンライン面接の流れ
①9:30～10:00 AMの間に、入学検定料納入時に登録したアドレス宛に、受験の案内メールが届き
ます。
②受験は、10:00 AM～14:00 PM（日本時間）の間に完了してください。14:00 PMを過ぎると受験
できません。

■事前の準備
①使用機器
以下の要件を満たすスマートフォン・タブレットまたは PCをご用意ください。

【スマートフォン・タブレットで受験される場合】
iOS：11 以上 Android：5.0 以上
スマートフォン・タブレット等で受験するためには専用アプリ（HireVue for Candidates）を事前に
ダウンロードする必要があります。
必要な方は事前にダウンロードを行ってください。また、中国にお住いの方は、ローカルアプリス
トアから「ダウンロード」してください。https://app.hirevue.com/ui/l/#/china-app-stores

【PC で受験される場合】
OS：Windows 10 以上 / macOS 10.13 以上
Web ブラウザ：Google Chrome（最新版）、Firefox（最新版）、Safari 12 以上、Edge 16 以上（品質と
安定性の観点から、Google Chrome の使用を推奨しています）。Internet Explorer は使用できませ
ん。
CPU：最低 1 GHz（2 GHz を推奨）、メモリ：最低 1 GB
内蔵または外部のWebカメラ、マイク、スピーカー

②通信環境
最低 100 kbps（350 kbps/WiFi 環境を推奨）のデータ通信が安定して行える環境から面接にアクセス
してください。
③受験する場所
・受験者のみで、他者が入ってこない部屋で受験してください。
・静穏な環境が保てない場所（公園、インターネットカフェ、レストランなど）での受験は不可とします。
④服装
服装は自由ですが、帽子やマスク、サングラスなど、顔が隠れるものを身につけないこと。
⑤受験票を印刷しておく
面接の冒頭で、お名前と受験番号を口頭で話し、受験票をカメラに写す必要があります。事前に受験
票を印刷して、手元に準備しておいてください。
⑥HireVue 専用アプリのダウンロード
スマートフォン、タブレットを利用する場合は、HireVue 専用アプリ（HireVue for Candidates）が必
要です。事前にダウンロードし、準備しておいてください。App Store、Google Play などのアプリス
トアで入手できます。
⑦自己アピール資料の用意
自己アピールのために、資料をカメラに映しながら口頭で説明することができます。写真、作品、映
像など資料の種類は問いませんので、事前に準備しておいてください。
⑧録画する時の注意事項
自身の背面にライトや太陽などの光源がある場合、顔がよく映らなくなります。スマートフォン・タ
ブレットの場合は、録画のピンボケや手ぶれを避けるため安定した場所に機器を固定してください。
またその際、正しい向き（縦横が逆になっていない）で録画ができているか注意してください。

オンライン面接について
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■合否について

■その他の注意事項
•出願書類に虚偽の記載が発覚した場合、志願者の都合により 2022 年 4月 1日時点において出願資
格を満たせなかった場合は、入学試験の合格を取り消します。

合否判定 書類選考および学科・コース別試験を総合的に評価して合否を判定します。

合否発表

合否結果は、10月 22日（金）12:00 に本学ウェブサイト（入試情報）にて発表しま
す。また合格者に対しては合格通知書を同日に入学志願票に記載された住所宛に発
送します。それ以外への発送は受け付けません。
本学ウェブサイト入試情報 https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions

8



■入学手続
合格者には、合格通知書とともに「入学手続ガイド」を発送します。入学手続は所定の手続期間内に
入学手続時納入金を納入することで完了します。

納入方法
次のいずれかの方法で納入してください。
①金融機関窓口
合格通知書に同封の「入学手続時納入金納入用紙」を銀行等の各金融機関窓口（ゆうちょ銀行を除
く）にお持ちいただき、納入してください。
②金融機関 ATM、ネットバンキング
同封の「入学手続時納入金納入用紙」に記載の口座へお振込みください。
③国際学費決済サービス「Flywire」
日本円以外の通貨を使って決済できるインターネットサービスです。海外在住の方等はこのサービ
スをご利用ください。
詳しくは「入学手続ガイド」でお知らせします。

入学手続時納入金の納入完了をもって入学意思の確認とさせていただきます。
入学手続期間内に納入が完了しない場合は入学を辞退したものとしますので、十分ご注意ください。

■入学手続時納入金の振替
入学手続を完了した合格者が、新たに別の入試種別で合格した学部・学科・コースへの入学に変更を
希望する場合は、下記の要領で振替手続をしてください。
インターネット出願ページ（http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/）から本学
指定の書式「入学手続時納入金振替申請書」をダウンロードし、当該入試の入学手続締切日（必着）ま
でに京都精華大学経理チームまで送付してください。

■入学の辞退
入学手続完了後、入学を辞退される場合は、2022 年 3月 31日（木）まで（必着）に下記の要領で手続
をしてください。所定の手続を完了すると、入学金（200,000 円）を除く「第１クォーター授業料」「諸
費」を返還します。
インターネット出願ページ（http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/）から本学指
定の書式「入学辞退届および入学手続時納入金返還依頼書」をダウンロードし、京都精華大学経理チー
ムまで送付してください。

納入金の返還日程について
2022 年 3月 10日（木）（必着）までに提出された場合：3月 31日（木）までに返還
2022 年 3月 11日（金）から 3月 31日（木）（必着）までに提出された場合：4月 28日（木）までに返還

入学手続

9



■受験者対象の奨学金

■高等教育の修学支援新制度について

■日本学生支援機構（JASSO）貸与型奨学金

■入学後に利用できる奨学金
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■出願について
•入学試験の出願は、出願書類の提出、入学検定料の納入、（インターネット出願の場合は、出願登
録の完了）のすべてが完了することによって受理されます。出願した後に、志望学科や受験科目を
変更することはできません。（インターネット出願の場合は、入学検定料を納入する前であれば変
更が可能です）
•出願書類は出願期間内にすべてを提出されなければ受付けません。なお、いったん提出された出願
書類は返却しません。
•入学検定料は支払期限までに本学が指定した方法で納入されなければ受付けません。なお、いった
ん納入された入学検定料は返還しません。

■障害等のある方への受験上の配慮
障害等があり、受験時や入学後に特別配慮を希望する受験生は試験日の 1ヶ月前までに入学グルー
プにご相談ください。また出願後に不慮の事故（交通事故、負傷、発病等）等により配慮が必要となっ
た場合も連絡してください。

■感染症による入学検定料返還について
受験者が学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ等）に罹患した場合、そ
の感染症が他の受験者や監督者に広がる恐れがありますので、担当医師が「感染の恐れがない」と認
めない限り、原則として受験することができません。すでに出願手続を完了した方で入学試験を欠席
する場合は、入学検定料の返還を受け付けますので、次の要領で手続きを行ってください。

申請方法
次の書類を提出期限内に提出してください。
①入学検定料返還申請書〈本学指定様式〉
インターネット出願ページ（http://www.guide.52 school.com/guidance/net-kyoto-seika/）からダ
ウンロードしてください。
②診断書の写し（以下の内容が記載されているもの）
病名：学校保健安全法で出席停止が定められている感染症名
加療期間：欠席した入学試験日が含まれているもの
提出期限：欠席した入試の試験日を含め 7日以内（当日消印有効）
※期限内に提出されなかった場合は受付できません。
提出先：〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町 137 京都精華大学入学グループ

TEL:075-702-5100

■自然災害等の被災者に対する学費減免等救援措置
京都精華大学では、自然災害等により被災した保護者の方の経済的負担を軽減し、受験生の進学の機
会の確保を図るために、災害救助法等の適用地域居住の被災者を対象とした下記の救援措置を設けて
います。救援措置の適用を希望される方は、入学グループまでご連絡ください。

その他の注意事項

入学前（受験者） 入学後（在学生）

金額（年間）
入学検定料：全額免除
入学金：全額免除
授業料：年間授業料の 1/4 の額を免除

最大年間授業料の 1/2 の額を減免

対 象 者 災害救助法の適用地域に本人もしくは学費支弁者が居住し、就学継続が著しく困難となった者
採用人数 不定
申請および
選考方法 被災状況と家計、国や地方公共団体による支援状況、奨学金利用状況を総合的に審査

時 期 災害発生時
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■入学金・授業料・諸費

■ノートパソコン等の購入について

学費

※1 終身会費 ※2 年間 10,000 円の 4年間一括払い
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国際文化学部 メディア表現学部 芸術学部
デザイン学部
マンガ学部

人間環境デザインプログラム
年間授業料 1,086,000 円 1,186,000 円 1,550,000 円 1,579,000 円
1期ごとの授業料 ※授業料は４回に分けての

納入となります 271,500 円 296,500 円 387,500 円 394,750 円
初年度納入金 1,336,000 円 1,436,000 円 1,800,000 円 1,829,000 円
入学手続時納入金 521,500 円 546,500 円 637,500 円 644,750 円
入学金 200,000 円 200,000 円 200,000 円 200,000 円
第１クォーター授業料 271,500 円 296,500 円 387,500 円 394,750 円

諸費
同窓会費 ＊1 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円
教育後援会費 ＊2 40,000 円 40,000 円 40,000 円 40,000 円
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Q.１
出願手続きを完了した後、志望学科・コース
の変更はできますか。

Q.２
出願は完了しましたが、受験票が届きません。

Q.３
海外帰国生徒、社会人は一般入試等の他の入
試種別を受験することはできますか。

Q.４
受験結果の確認方法がわかりません。

Q.５
昨年度の入試結果を知りたい。

FAQ
A.１
出願手続き完了後は内容の変更はできません。

A.２
受験票は大学から発送していません。受験票
発行日に、入学検定料納入時に入力された
メールアドレス宛に、PDF ファイルで送付
します。受験票はご自身で印刷の上、当日持
参してください。メールが届かない、印刷が
できない等が生じた場合は、入学グループま
でご連絡ください。

A.３
海外帰国生徒、社会人の方でも、出願資格を
満たせば、一般入試等のその他の入試種別を
受験することができます。詳しくは入試要項
をご確認ください。

A.４
受験結果は、本学のウェブサイト（入試情報）
で発表します。また、合格者には合格通知書
を発送します。
https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions

A.５
昨年度の入試結果は本学ウェブサイト（入試
情報）でご確認ください。
https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions/
data.html
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所
住
現
人
本

住所 1
都道府県・市区町村

住所 2
町名・丁目・番地

住所 3
集合住宅名・部屋番号

自宅電話番号

〒

　　　　―　　　　  ― 　　　　―　　　　  ―

都 道
府 県

市 区
町 村

西暦　　　　　　年　　　 月　　　 日 生（満　　　　歳）

A 票
※大学使用欄

無帽・正面上半身
3ヶ月以内撮影のもの

（写真の裏面に氏名を
記入してください）

2022年度  京都精華大学  海外帰国生徒・社会人入学試験

※該当するものに○をしてください

志望試験種別

入 学 志 願 票

志望学部・学科・コース

氏　名 続 柄

住　所

自宅電話番号

〒

（姓） （名）

　　　　―　　　　  ― 　　　　―　　　　  ―

※パスポートをお持ちの方は
　それに記載のもの

氏　名

英字表記

生年月日 性別 男  ・  女

（姓） （名）

Surname Given name

フリガナ

保護者住所・連絡先

携帯番号

メールアドレス

携帯番号

メールアドレス

   海外帰国生徒　  ・　  社会人

フリガナ

※海外在住の場合は、英字で住所を記入してください

※外国籍の場合は英字で記入
　してください

※海外在住の場合は英字で
　住所を記入してください



あ



2022年度  京都精華大学  海外帰国生徒・社会人入学試験

■学歴
通学した全ての正規の学校（小学校・中学校・高等学校・専修学校・大学等）を最終学歴まで年代順に記入してください。
該当する卒業・在籍・休学・退学に○をしてください。
外国籍の方で日本語学校通学歴がある方はそれも記入してください。

（職歴も同様）

B票
※大学使用欄

経 歴 書

年　　ヶ月

学 校 名
※正式名称で記入すること（学部・学科・専攻・コースは省略しないように）

所 在 地
※国名・県名

修 学 期 間
※西暦で記入すること

修学 年月

小学校 年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

通算修学年月

■職歴・社会的経歴等（職歴や社会活動等を記入してください）

勤務先・活動内容等 所 在 地 在 籍 期 間 在籍年月

年　  月 ～ 　　年　  月

年　  月 ～ 　　年　  月

年　　ヶ月

年　　ヶ月

年　  月 ～ 　　年　  月 年　　ヶ月

※該当するものに○をしてください
志望試験種別

氏　名
（姓） （名）

フリガナ

  海外帰国生徒　  ・　  社会人



あ



C票
※大学使用欄

2022年度  京都精華大学  海外帰国生徒・社会人入学試験

   海外帰国生徒　  ・　  社会人
※該当するものに○をしてください

志望試験種別

志望学部・学科・コース

氏　名
（姓） （名）

フリガナ

1. あなたのこれまでの活動等を含めた自己紹介をしてください。

2. 京都精華大学を志望した理由について教えてください。

自 己 紹 介 ・ 志 望 理 由 書



あ



お問合せ先
　電話受付時間　平　日 9:00 ～ 18:00
　　　　　　　　土曜日 9:00 ～ 17:30
　　　　　　　　※大学の事務取扱日、時間により変更する場合があります

入学試験について
　入学グループ
　TEL：075-702-5100　E メール：nyushi@kyoto-seika.ac.jp

入学手続・奨学金について
　学生支援チーム
　TEL：075-702-5101　E メール：gakusei@kyoto-seika.ac.jp

入学金・学費の納入について
　経理チーム
　TEL：075-702-5120　E メール：keiri@kyoto-seika.ac.jp

資料請求について
　広報グループ
　資料請求フォーム：https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions/request.html
　TEL：075-702-5197　E メール：shingaku@kyoto-seika.ac.jp

個人情報の取扱いについて

京都精華大学では、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、適法かつ適正に個人情報を取扱います。
出願にあたってお知らせいただいた個人情報については、出願処理、試験実施、合格発表、入学手続及び
学籍発生までの入学手続作業、学内における統計資料作成に使用し、入学手続完了者については、入学後
の在学生情報としても使用します。なおこれら業務の一部について、外部に業務委託することがあります
が、京都精華大学が明示する用途にのみ使用し、委託業務を超えた利用はありません。 



京都精華大学　入学グループ
〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町 137
TEL：075-702-5100
Email：nyushi@kyoto-seika.ac.jp
URL：https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions




