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お問合せ先

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）
◆博士前期課程（修士課程）全研究科共通
京都精華大学大学院博士前期課程（修士課程）では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな
大学という、本学が掲げる 3 つの方針に賛同する、学士課程を修了した学生を求めています。また、研究
テーマの妥当性や研究能力、研究環境への適性を審査するにあたって、以下のような 5 つの指標を設けます。
知識と理解：専門分野における過去の研究制作の成果について知識と理解を有する者。
創造的思考と考察：探求すべき目標を明確に定め、新しい価値を創出しようとする者。
技術と表現：主体的に研究制作能力をさらに向上させ、専門分野において応用・展開しようとする者。
視点と協働：他者の意見を聞き入れつつ、共同してひとつのプロジェクトに打ち込むことができる者。
社会への関心と行動：現代社会が抱える問題を把握し、倫理観をもって自らの知識や技術を発信できる者。

◆人文学研究科 修士課程
人文学研究科修士課程では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな大学という、本学が掲げ
る 3 つの方針に賛同する、学士課程を修了した学生を求めています。また、研究テーマの妥当性や研究能
力、研究環境への適性を審査するにあたって、以下のような 5 つの指標を設けます。
知識と理解：専門分野における過去の研究成果と現在の状況について知識と理解を有し、またその更新に努める者。
創造的思考と考察：探求すべき目標を明確に定め、その探求によって新しい価値を見出し表明しようとする者。
技術と表現：主体的に研究能力をさらに向上させ、専門分野において発揮しようとする者。
視点と協働：他者の意見・考えを聞き入れつつ多角的な視点を自らの中に取り込み、相互に協調し合いながらプロジェ
クトに打ち込むことができる者。
社会への関心と行動：現代社会が抱える問題を把握し、それを専門分野の中に適切に位置づけ、倫理観をもって自ら
の知識や技術を活用しようとする者。

◆芸術研究科 博士前期課程
芸術研究科博士前期課程では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな大学という、本学が掲
げる 3 つの方針に賛同する、学士課程を修了した学生を求めています。また、研究テーマの妥当性や研究
能力、研究環境への適性を審査するにあたって、以下のような 5 つの指標を設けます。
知識と理解：芸術における過去の研究制作の成果について知識と理解を有する者。
創造的思考と考察：探求すべき目標を明確に定め、芸術の制作ないしは研究を通じて新しい価値を創出しようとする者。
技術と表現：主体的に研究制作能力をさらに向上させ、専門分野でそれをさらに応用・展開しようとする者。
視点と協働：他者の意見を聞き入れつつ、共同してひとつのプロジェクトに打ち込むことができる者。
社会への関心と行動：現代社会が抱える問題を把握し、倫理観をもって自らの知識や技術を発信しようとする者。

◆デザイン研究科 修士課程
デザイン研究科修士課程では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな大学という、本学が掲
げる 3 つの方針に賛同する、学士課程を卒業した学生を求めています。また、研究テーマの妥当性や研究
能力、研究環境への適性を審査するにあたって、以下のような 5 つの指標を設けます。
知識と理解：専門分野における過去の研究制作の成果について知識と理解を有する者。
創造的思考と考察：探求すべき目標を明確に定め、新しい価値を創出しようとする者。
技術と表現：主体的に研究制作能力をさらに向上させ、専門分野において応用・展開しようとする者。
視点と協働：他者の意見を聞き入れつつ、共同してひとつのプロジェクトに打ち込むことができる者。
社会への関心と行動：現代社会が抱える問題を把握し、倫理観をもって自らの知識や技術を発信できる者。

◆マンガ研究科 博士前期課程
マンガ研究科博士前期課程では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな大学という、本学が
掲げる 3 つの方針に賛同する、学士課程を修了した学生を求めています。また、研究テーマの妥当性や研
究能力、研究環境への適性を審査するにあたって、以下のような 5 つの指標を設けます。
知識と理解：マンガやアニメーションにおける過去の研究制作の成果について知識と理解を有する者。
創造的思考と考察：探求すべき目標を明確に定め、マンガやアニメーションの制作ないしは研究を通じて新しい価値
を創出しようとする者。
技術と表現：主体的に研究制作能力をさらに向上させ、専門分野でそれをさらに応用・展開しようとする者。
視点と協働：他者の意見を聞き入れつつ、共同してひとつのプロジェクトに打ち込むことができる者。
社会への関心と行動：現代社会が抱える問題を把握し、倫理観をもって自らの知識や技術を発信しようとする者。
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◆博士後期課程 全研究科共通
京都精華大学大学院博士後期課程では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな大学という、
3 つの方針に賛同する修士課程を修了した人物を求めています。また、入試に先立って事前に指導を希望
する教員との面談の機会を設けることで、研究テーマの妥当性や研究能力、研究環境への適性について、
一定の合意を得ることを前提としたうえで、以下の 5 つの指標に基づいて入学試験にて合否を判定します。
知識と理解：専門領域で先行する研究成果について高い水準の知識と理解を有する者。
創造的思考と考察：探求すべき目標を明確に定め、それを継続的に深く考察することで新しい価値を創出できる者。
技術と表現：自ら集めた資料に即して知見をまとめ、論理的に説明し、表現することができる者。
視点と協働：他者を受け入れ、その意見を聞き入れつつ、自律的に研究活動を進めることができる者。
社会への関心と行動：倫理観をもって研究成果を正しく発信できる者。

◆芸術研究科 博士後期課程
芸術研究科博士後期課程では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな大学という、3 つの方
針に賛同する修士課程を修了した人物を求めています。また、入試に先立って事前に指導を希望する教員
との面談の機会を設けることで、研究テーマの妥当性や研究能力、研究環境への適性について、一定の合
意を得ることを前提としたうえで、以下の 5 つの指標に基づいて入学試験にて合否を判定します。
知識と理解：芸術ないしはデザインにまつわる領域に強い関心をもち、かつそれらの既往研究の成果について高い水
準の知識と理解を有する者。
創造的思考と考察：博士論文で探求すべき目標を明確に定め、それを継続的に深く考察することで新しい価値を創出
できる者。
技術と表現：自ら集めた資料に即して知見をまとめ、論理的な文章にすることができる者。
視点と協働：他者を受け入れ、その意見を聞き入れつつ、自律的に研究活動を進めることができる者。
社会への関心と行動：倫理観をもって学会や研究会などに参加し、研究成果を正しく発信できる者。

◆マンガ研究科 博士後期課程
マンガ研究科博士後期課程では、リベラルアーツの大学、表現の大学、グローバルな大学という、3 つの
方針に賛同する修士課程を修了した人物を求めています。また、入試に先立って事前に指導を希望する教
員との面談の機会を設けることで、研究テーマの妥当性や研究能力、研究環境への適性について、一定の
合意を得ることを前提としたうえで、以下の 5 つの指標に基づいて入学試験にて合否を判定します。
知識と理解：マンガ・アニメーションにまつわる領域に強い関心をもち、かつそれらの既往研究の成果について高い
水準の知識と理解を有する者。
創造的思考と考察：博士論文で探求すべき目標を明確に定め、それを継続的に深く考察することで新しい価値を創出
できる者。
技術と表現：自ら集めた資料に即して知見をまとめ、論理的に説明し、表現することができる者。
視点と協働：他者を受け入れ、その意見を聞き入れつつ、自律的に研究活動を進めることができる者。
社会への関心と行動：倫理観をもって学会や研究会などに参加し、研究成果を正しく発信できる者。
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博士前期課程・修士課程

募集人員（博士前期課程・修士課程）

■博士前期課程・修士課程
研究科

博士前期課程・修士課程

募集人員（博士前期課程・修士課程）
Master’s Course

専攻

領域

募集人員

〈実技系〉
洋画
日本画

1期

14 名

2期

6名

1期

14 名

2期

6名

1期

5名

2期

5名

1期

3名

2期

2名

1期

5名

2期

5名

立体造形
芸術

芸術

陶芸
染織

20 名

版画
映像
〈理論系〉
芸術理論
〈実技系〉
マンガ

マンガ

マンガ実技
〈理論系〉

20 名

マンガ理論
〈実技系〉
ビジュアルデザイン
イラスト
デザイン
デザイン

グラフィックデザイン
デジタルクリエイション

10 名

プロダクトデザイン
〈理論系〉
デザイン理論
建築

人文学

人文学

〈実技系〉
建築
人文学

5名

10 名
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出願資格（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

出願資格（博士前期課程・修士課程）
■国内学生の出願資格

2023 年 4 月 1 日時点で次の（A）、（B）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）学歴

以下の（1）〜（4）のいずれかに該当する者

（1）各国における 4 年制大学を卒業した者
（2）各国における学位授与制度によって学士の学位を取得した者
（3）上記以外に文部科学大臣が定める修士課程・博士課程（前期）の入学資格を有する者
文部科学省 HP「修士課程・博士課程（前期）の入学資格について」をご確認ください
（4）本学において個別の入学資格審査により（１）～（3）と同等の資格があると認めた 22 歳以
上の者

■外国人留学生の出願資格

2023 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

入学に際して「留学」の在留資格を有する見込みの外国籍者および日本国籍を含まない重
国籍者

（B）学歴

以下の（1）〜（4）のいずれかに該当する者

（1）各国における 4 年制大学を卒業した者
（2）各国における学位授与制度によって学士の学位を取得した者
（3）上記以外に文部科学大臣が定める修士課程・博士課程（前期）の入学資格を有する者
文部科学省 HP「修士課程・博士課程（前期）の入学資格について」をご確認ください
（4）本学において個別の入学資格審査により（１）～（3）と同等の資格があると認めた 22 歳以
上の者
（C）日本語能力

出願時点で次のいずれかに該当する者。

（1）日本語能力試験（JLPT）N2 レベル以上

※ 2010 年以降に実施された試験であること。

（2）日 本留学試験（EJU）「日本語」科目において、［読解］／［聴解・聴読解］の合計が 260
点以上、および［記述］が 35 点以上
（3）JPT（日本語能力試験）525 点以上
（4）J.TEST（実用日本語検定）A-C レベル 600 点以上
（5）BJT（ビジネス日本語能力テスト）420 点以上
※日本語能力については以下の①②に該当する者を除きます
①日本の 4 年制大学を卒業した（2023 年 3 月 31 日卒業見込み者含む）外国人留学生、国費外
国人留学生は、出願条件としての日本語能力は求めない。他大学に在籍している国費外国人
留学生は、在籍校が発行する「国費外国人留学生証明書」を出願時に提出すること。
②英語による指導が可能な指導教員のもとでの研究を希望する外国人留学生については、指導
教員との事前面談（当該課程の履修と修了ができる見込みの有無を見極めるため）を踏まえ、
TOEFL-iBT100 点以上を出願資格として認める。出願条件としての日本語能力は求めない。
※事前面談の手続きについては P. 6 を参照してください。
（D）日本での学修状況
「留学」の在留資格を持つ者は、出願時点で在学している日本の学校の通算出席率が 90％以上で
あること
※在籍する日本の学校が、出席状況を証明する書類を発行しない場合は、入学グループまでお問い合わせく
ださい。
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出願資格（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

※事前面談について
博士前期課程・修士課程志願者で英語による指導を希望する者
本学ウェブサイトで英語による指導が可能な教員を確認し、出願開始日までに「事前面談」を行ってくだ
さい。面談の際は、本学ウェブサイト（入試情報ページ／出願資格（大学院））から「博士前期課程・修
士課程 事前面談書（英語による指導を希望する者）」をダウンロードして A4 用紙に印刷し、必要事項を
記入して持参のうえ指導教員からサインをもらってください。
サインをもらった面談書はその他の出願書類と一緒に送付してください。また、日本語能力に関する証明
書の代わりに TOEFL-iBT の成績証明書を提出してください。
※事前面談を受けていない場合、英語による指導は受けられません。
指導教員の連絡先が不明な場合の申込方法
（1）メールにて申込みを行ってください
宛先

nyushi@kyoto-seika.ac.jp

件名「博士前期課程・修士課程

英語による指導希望」

本文に以下の項目を記載してください。
①氏名（フリガナ）
②電話番号
③面談を希望する教員名
また、以下のデータをメールに添付してください。
・経歴書（本学指定の書式）
・志望理由書（Word データで作成すること）
・研究計画書（Word データで作成すること）
・TOEFL-iBT の成績証明書（博士前期課程・修士課程志願者で英語による指導を希望する者のみ）
（2）締切日
博士前期課程・修士課程 1 期志願者：2022 年 7 月 19 日（火）受信分まで
博士前期課程・修士課程 2 期志願者：2022 年 11 月 21 日（月）受信分まで
※個別の入学資格審査
個別の入学資格審査は、学歴に関する出願資格を満たさない者に対し、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
博士前期課程・

学士の学位を有しない者で、それと同等以上の資格を有することを証明できる

修士課程

22 歳以上の者

・申請方法
本学ウェブサイト（入試情報ページ／出願資格／個別の入学資格審査について）から「個別の入学資格
審査申請書（大学院）」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）
・申請期間
博士前期課程・修士課程 1 期志願者：2022 年 7 月 19 日（火）必着
博士前期課程・修士課程 2 期志願者：2022 年 11 月 21 日（月）必着
・審査結果の通知
申請者宛に書面で通知します。審査が認められた場合、学歴に関する出願資格を個別に認めます。
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入試日程

博士前期課程・修士課程

博士前期課程・修士課程

入試日程

博士前期課程・修士課程

■ 1 期 日程

■ 2 期 日程

一次審査 出願期間

8/19（金）9:00～8/30（火）23:59
※マイページで登録してください

◎入学検定料支払期限

8/30（火）23:59

※外 国人留学生は「留学」の在留資格を有し、
国内に在住している方のみが出願できます。
一次審査 出願期間

12/12（月）9:00～12/19（月）23:59
※マイページで登録してください

◎入学検定料支払期限

◎出願書類提出期限

国内：8/30 当日消印有効
海外：8/30 当日必着
一次審査 合否発表日

9/16（金）12:00～

※マイページで確認してください

▼

12/19（月）23:59

◎出願書類提出期限

国内：12/19 当日消印有効
一次審査 合否発表日

2023/1/23（月）12:00

※マイページで確認してください

▼

二次審査 出願期間

9/16（金）12:00～9/26（月）23:59
※マイページで登録してください

◎入学検定料支払期限

二次審査 出願期間

1/23（月）12:00～1/30（月）23:59
※マイページで登録してください

9/26（月）23:59

◎入学検定料支払期限

国内：9/26 当日消印有効

◎出願書類提出期限

◎出願書類提出期限

海外：9/26 当日必着

1/30（月）23:59
国内：1/30 当日消印有効
受験票印刷

受験票印刷

10/12（水）12:00～

※マイページから印刷してください

2/22（水）12:00～

※マイページから印刷してください

試験日・会場

試験日・会場

2/25（土）

10/15（土）

会場：京都精華大学

会場：京都精華大学
合否発表日

合否発表日

10/21（金）12:00

※マイページで確認してください

3/2（木）12:00

※マイページで確認してください

入学手続締切日

入学手続締切日

11/4（金）

■入学検定料
一次審査

15,000 円

二次審査 20,000 円
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3/14（火）
※国内に在住している方で、 「留学」以外の
在留沢格を有する方は 、 一次審社出願期間
前にお問い合わせ下さい。

出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）
インターネット出願について
本学ではインターネットで出願を受付けています。本学のウェブサイトから「インターネット出願ペー
ジ」にアクセスし、出願の手順、操作方法、出願に必要な各種の様式などをご確認ください。
本学のウェブサイトから「インターネット出願ページ」へ以下のいずれかの方法でアクセスする。
QR コード

本学ホームページより

（https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions/）

インターネット出願ページを確認する
http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/

※「インターネット出願ページ」は、2022 年 8 月中旬に公開予定です。
マイページを作成して個人情報を登録する（登録にはメールアドレスが必要です）
https://exam-entry.52school.com/kyoto-seika/mypage/login
出願に必要な情報（氏名、住所、出身学校等）と顔写真を登録してください。この登録が完了しない
と、出願登録に進むことができません。
出願登録
出願期間内に出願登録をしてください。次のページの手順で登録を行ってください。
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出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

■一次審査
①一次審査の出願登録
出願期間内に出願登録をしてください。
・志望理由・研究計画・経歴書を入力
②録画の提出
・出願期間中に録画提出ページにアクセスし、質問に対する回答を録画して提出してください。
（アクセス URL は出願期間中にマイページでお知らせします）
詳細は、P. 12 を確認してください。
③入学検定料（15,000 円）の納入
④一次審査の出願書類（ポートフォリオまたは論文等）の送付
一次審査の出願書類については、P. 11 を確認してください。
⑤一次審査合否発表
合否発表日にマイページで発表します。

■二次審査（一次審査に合格された方のみ）
①二次審査の出願登録
出願期間内に出願登録をしてください。
②入学検定料（20,000 円）の納入
③二次審査の出願書類の送付
二次審査の出願書類については、P. 13 を確認してください。
④受験票の印刷
受験票はマイページから各自でダウンロードのうえ印刷して試験当日に持参してください。
⑤試験
京都精華大学にて、指定された試験科目を受験してください。
⑥合否発表
合否発表日にマイページで発表します。また合格者には同日に合格通知等を発送します。
⑦入学手続金の納入
合格通知と一緒に発送された入学手続案内に従って、入学手続締切日までに入学金・授業料等を納入
してください。
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出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

※出願書類の送付について
・出願書類は提出期限内に「京都精華大学入学グループ」宛に送付してください。
・国内在住者はマイページの「出願完了画面」から「宛名ラベル」を印刷し、市販の角 2 サイズの封筒に
貼り付けて使用してください。
海外在住者は、封筒に「宛名ラベル」を貼り付けて、その封筒を国際宅配便にいれて送付してください。
・郵便局等が発行する引受番号、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。
・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。
・出願書類に不備や虚偽の記載があった場合には受験できません。
・出願書類の提出状況などの確認のため、電話やメールで連絡することがあります。
・窓口での受付は、本学に在籍する者（学生・研究生）に限ります。※受付日時は、大学の事務取扱日に
準じます。
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」

Address: K
 yoto Seika University Admissions Office 137 lwakura-Kino-cho, Sakyo-ku, Kyoto
606-8588 JAPAN
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出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

■一次審査（出願書類）

各研究科において指定した出願書類等から総合的に評価して合否を判定します。
研究科・専攻

出願書類

以下をインターネット出願時に入力フォームに記入、および録画提出ページより提出してください。
志望理由（各 400 字以内）
（1）志望した動機
（2）修了後の希望進路
研究計画
全研究科・専攻共通

（1）入学後の研究課題（100 字以内）
（2）これまでの研究活動（600 字以内）
（3）入学後の研究計画（600 字以内）
経歴書
これまでの学歴等について入力すること
録画の提出（詳細は、P. 12 を確認してください。）

以下の書類を入学グループに送付してください。
ポートフォリオ
過去 4 年以内に制作した複数の作品や課題の写真、図面、コンセプト、エス
キース・作品プラン、文章、本学での研究計画に関する資料などを A4 サイ
ズのファイル 1 冊にまとめたものを提出してください。
※以下の領域については留意事項に従って提出すること
【実技系】
芸術専攻

立体造形
陶

作品 5 点以上の写真を含むこと

芸

マンガ専攻
デザイン専攻
建築専攻

映像作品は、動画配信サイト等にアップロードし、アクセス URL
映

像

を入学グループ宛にメールで送信すること
宛先：nyushi@kyoto-seika.ac.jp

建

築

調査・研究論文を含むこと
次の（1）〜（3）のうち、いずれか 1 つ以上を含むこと

マ ン ガ

（1）イラスト作品 3 点以内
（2）カートゥーン作品 3 点以内
（3）ストーリーマンガ作品 30 ページ以内

研究成果物
「卒業論文」または「卒業論文に代わるもの」を提出してください。「卒業論
文」は抜粋でも可能です。コピーも可能です。
【理論系】
芸術専攻

また文書の冒頭に、論文要旨（日本語 800 字以内、英語の場合は 300 ワード
以内）を添付して提出してください。

マンガ専攻
デザイン専攻
人文学専攻

※「卒業論文に代わるもの」とは、日本語 12,000 字以上（英語の場合は 7,000 ワー
ド以上）で、卒業論文に相当するレポートとします。
（A4 サイズ、書式は自
由）
※記述言語は、日本語または英語とし、ワープロソフトを使用した文書が望ま
しい。

【注意事項】
「ポートフォリオ」において提出・持参する作品は、オリジナル作品に限ります。既成の作品やキャラクターを利用・
借用した作品（二次創作）は、その行為自体が批評性を伴う場合を除き、オリジナル作品とは認めません。
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出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

■一次審査 録画の提出について

博士前期課程・修士課程の一次審査では、「志望理由」「研究計画」について志願者本人が説明する録画を
提出する必要があります。録画システムは「HireVue」
（ハイアービュー）を使用します。
録画提出ページへのアクセス URL は、出間期間中にマイページ上でお知らせします。必ず期間内に録画
提出してください。
出願期間
1期

8 月 19 日（金）〜8 月 30 日（火）

2期

12 月 12 日（月）〜12 月 19 日（月）

録画の提出方法
録画提出ページにアクセスし、氏名、インターネット出願時に
登録したメールアドレス、電話番号等を入力して、「申し込む」
をクリックしてください。
※登録は 1 回しかできません

▲録画提出の申込画面

録画する内容
インターネット出願時に入力した「志望理由」「研究計画」の内容に沿っ
て以下について志願者自らで回答してください。回答方法は自由です。全
ての回答にかかる時間は約 30〜60 分です。
（1）志望した動機
（2）修了後の希望進路
（3）入学後の研究課題
（4）これまでの研究活動
（5）入学後の研究計画

▲録画の画面

録画練習用サイト
一次審査の録画については、オンライン方式入試の練習用サイトで、機器の接続確認や回答（録画）が事
前に練習できます。練習用サイトは本学ウェブサイト（入試情報ページ）でご確認ください。
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出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

■二次審査（試験科目）

各研究科において指定した試験科目および出願書類等から総合的に評価して合否を判定します。
小論文

10:30～12:00（90 分）

出願時に解答言語（日本語または英語）を選択
面接および作品審査

13:00～順次

作品 5 点を持参すること（提出したポートフォリオとあわせて審査）
※以下の領域については記載事項に従って持参すること
実技系

洋画：作品 5 点、スケッチ作品（1 冊にまとめたもの）を持参すること
立体造形：作品を持参する必要なし

芸

陶芸：作品 2 点以上

術

版画：作品 5 点以上

デザイン

映像：作品 5 点、映像作品の場合は、再生用機器を持参すること
建築：作品 3 点
論述

10:30～12:00（90 分）

出願時に解答言語（日本語または英語）を選択
英語

理論系

13:00～14:00（60 分）

口述試験

14:20～順次

研究成果、研究計画に関する口頭発表、質疑応答
志望領域の理論研究上で必要とされる用語、概念等についての口述試験
小論文およびイメージ画

10:30～12:00（90 分）

日本語による小論文を作成し、その内容を象徴するあるいは説明するイメージ画
を描く

実技系

面接および作品審査

13:00～順次

提出したポートフォリオに含めた作品の原本を持参すること（提出したポート

マ ン ガ

フォリオとあわせて審査）
口述試験
理論系

10:30～順次

研究成果、研究計画に関する口頭発表、質疑応答
志望領域の理論研究上で必要とされる用語、概念等についての口述試験

人 文 学

面接

理論系

10:30～順次

研究成果、研究計画に関する質疑応答

※外国人留学生については、
「面接および作品審査」
「口述試験」
「面接」において日本語能力を確認します。
試験時に使用できる物
小論文、論述
小論文およびイメージ画
英語
面接および作品審査、
口述試験、面接

黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り（小型のもの）
それ以外の使用は認めません。
黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り（小型のもの）
辞書の使用は可能です。ただし電子辞書は除きます。
発表する上で必要な機器（ノートパソコン等）の使用が可能です。必要な場
合は各自で用意してください。なお、本学での機器の受取り、返送、当日の
貸出しは行いません。

※試験当日の筆記用具や機材の貸出しは行いません。
【注意事項】
「ポートフォリオ」、「面接および作品審査」において提出・持参する作品は、オリジナル作品に限ります。既成の作
品やキャラクターを利用・借用した作品（二次創作）は、その行為自体が批評性を伴う場合を除き、オリジナル作
品とは認めません。
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出願から入学手続までの流れ（博士前期課程・修士課程）

博士前期課程・修士課程

■二次審査（出願書類）
外国人留学生
国内学生

在留資格
「留学」

在留資格 在留資格
「留学」
なし
以外
（海外在住）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

出願書類

学歴証明書類

出願資格を証明する下記いずれかの書類（原本）を提出すること。
（1）修了証明書 （2）卒業証明書 （3）卒業見込証明書
（4）学位授与証明書 （5）その他の大学院入学資格を証明する書類

修学内容証明書類

最終学歴の教育機関での修学内容を証明する書類（成績証明書・原本）
を提出すること。なお、在籍中の者は最新の証明書を提出すること。

日本語能力証明書類（写し）

出願資格を満たすことを証明する成績通知書、成績証明書等のいずれ
か 1 点を提出すること。ただし、日本の 4 年制大学卒業者、国費外国
人留学生を除く。

日本での学修状況証明書類

出願時に在籍している日本の学校の次のすべてを提出すること。ただ
し、学歴証明・修学内容証明を発行する学校と同じ場合は提出不要。
証明書の有効期限は発行日から 30 日間とする。
（1）在学証明書 （2）成績証明書 （3）出席状況を証明する書類

〇

パスポート（写し）

△

〇

〇

△

〇

〇

△

△

△

△
△

〇

顔写真のページの写しを提出すること。提出するパスポートとは別の
国籍のパスポートでの入国歴がある者は、その写しと国籍離脱の証明
書（戸籍謄本）も提出すること。また、
「留学」以外の在留資格を有し、
国内学生として受験する者も提出すること。

在留カード（写し）

両面の写しを提出すること。また、
「留学」以外の在留資格を有し、
国内学生として受験する者も提出すること。

学生証（写し）

京都精華大学・大学院に在籍中（研究生を含む）の者は、学生証の写
しを提出すること。

△

△

事前面談書（本学指定の様式）、TOEFL-iBT 成績証明書（写し）
事前面談により英語による指導を受けることを認められた者は、指導
教員のサインが入った事前面談書と TOEFL-iBT の成績証明書を提出
すること。

国費外国人留学生証明書

国費外国人留学生は在籍校が発行する証明書を提出すること。

【注意事項】
・出願書類に「△」がついている書類は、該当する方のみ提出してください。
・各種の証明書は日本語または英語で表記されているものを提出してください。それ以外の言語で表記さ
れている場合は、日本語または英語の翻訳を添付してください。その際の翻訳には、原本の内容と相違
がないことを証明する第三者の公印またはサインが必要となります。
（翻訳者）訳者不問 ※認証翻訳（certified translation）でなくても構いません
（証明者）日本語学校、出身学校、大使館などの公的機関 ※個人は不可
・経歴等の確認やその他の事由により、追加書類の提出を求める場合があります。
・中国の大学を卒業した者（※台湾、香港、マカオの大学は含まない）は、中国高等教育学生信息网（CHSI）
が発行する学歴認証報告書（英語版を印刷したもの）の提出を認めます
・特別な事情がない限り、提出された書類は返却しません。
・出願書類に虚偽の記載があった場合には受験できません。
【在留資格について】
在留資格が「留学」以外とは、出願時点で「定住者」「特定活動」等で、入学後に「留学」の在留資格
を取得する予定の方を指します。「定住者」等の方で在留資格を変更しない場合は、国内学生として受
験してください。
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出願資格（博士後期課程）

博士後期課程

募集人員（博士後期課程）
■博士後期課程

Doctoral Course

研究科
芸

術

マ ン ガ

専攻

募集人員

芸術

5名

マンガ

4名

博
士
後

出願資格（博士後期課程）

期

■国内学生の出願資格

2023 年 4 月 1 日時点で次の（A）〜（C）のすべての条件を満たす者

課

（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

程

（B）学歴

以下の（1）〜（3）のいずれかに該当する者

（1）各国における修士の学位や専門職学位、もしくはそれらに相当する学位を取得した者
（2）上記以外に文部科学大臣が定める博士課程（後期）の入学資格を有する者
文部科学省 HP「博士課程（後期）の入学資格について」をご確認ください
（3）本学において個別の入学資格審査により（１）～（2）と同等の資格があると認めた 24 歳以
上の者
（C）事前面談を行った者
出願時点で指導を希望する教員との「事前面談」を行っていること。
事前面談の手続きについては P. 16 を参照してください。

■外国人留学生の出願資格

2023 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

入学に際して「留学」の在留資格を有する見込みの外国籍者（重国籍者を含む）

（B）学歴

以下の（1）〜（3）のいずれかに該当する者

（1）各国における修士の学位や専門職学位、もしくはそれらに相当する学位を取得した者
（2）上記以外に文部科学大臣が定める博士課程（後期）の入学資格を有する者
文部科学省 HP「博士課程（後期）の入学資格について」をご確認ください
（3）本学において個別の入学資格審査により（１）～（2）と同等の資格があると認めた 24 歳以
上の者
（C）日本での学修状況
「留学」の在留資格を持つ者は、出願時点で在学している日本の学校の通算出席率が 90％以上で
あること
※在籍する日本の学校が、出席状況を証明する書類を発行しない場合は、入学グループまでお問い合わせく
ださい。

（Ｄ）事前面談を行った者

出願時点で指導を希望する教員との「事前面談」を行っていること。
事前面談の手続きについては P. 16 を参照してください。
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出願資格（博士後期課程）

※事前面談について
博士後期課程に志願する者
博士後期課程に志願する者は、出願開始日までに必ず希望する指導教員と「事前面談」を行ってください。
「事前面談」では、博士後期課程の研究内容や研究領域の確認を行います。論文やポートフォリオ等を持
参しても構いませんが、指導や講評は一切行いません。また、入学後の指導を約束するものではありませ
ん。博士後期課程を担当する本学の教員については、本学ホームページ「教員紹介」を参照してください。
面談の際は、本学ウェブサイト（入試情報ページ／出願資格（大学院））から「博士後期課程 事前面談書」
をダウンロードして A4 用紙に印刷し、必要事項を記入して持参のうえ指導教員からサインをもらってく
ださい。サインをもらった面談書はその他の出願書類と一緒に送付してください。
※事前面談を受けていない場合、出願ができません。

博

指導教員の連絡先が不明な場合の申込方法
（1）メールにて申込みを行ってください
nyushi@kyoto-seika.ac.jp

件名「博士後期課程

士

宛先

事前面談希望」

後

本文に以下の項目を記載してください。

期

①氏名（フリガナ）
②電話番号

課

③面談を希望する教員名
また、以下のデータをメールに添付してください。

程

・経歴書（本学指定の書式）
・志望理由書（Word データで作成すること）
・研究計画書（Word データで作成すること）
（2）締切日
博士後期課程志願者：2022 年 9 月 26 日（月）受信分まで
※個別の入学資格審査
個別の入学資格審査は、学歴に関する出願資格を満たさない者に対し、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
博士後期課程

修士の学位を有しない者で、それと同等以上の資格を有することを証明できる
24 歳以上の者

・申請方法
本学ウェブサイト（入試情報ページ／出願資格／個別の入学資格審査について）から「個別の入学資格
審査申請書（大学院）」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）
・申請期間
博士後期課程志願者：2022 年 9 月 26 日（月）必着
・審査結果の通知
申請者宛に書面で通知します。審査が認められた場合、学歴に関する出願資格を個別に認めます。

16

出願から入学手続までの流れ（博士後期課程）

入試日程

博士後期課程

■日程
出願期間

10/17（月）9:00〜
10/25（火）23:59

※マイページで登録して
ください
◎入学検定料支払期限

受験票発行日

11/16（水）12:00〜

試験日・会場

11/19（土）

※マイページから印刷し 会場：京都精華大学
てください

合否発表日

11/25（金）12:00

※マイページで確認し
てください

入学手続締切日

12/8（木）

10/25（火）23:59

博
士

◎出願書類提出期限
国内：10/25 当日消印
有効
海外：10/25 当日必着

後
期

■入学検定料

課

35,000 円

程

出願から入学手続までの流れ（博士後期課程）
インターネット出願について
本学ではインターネットで出願を受付けています。本学のウェブサイトから「インターネット出願ペー
ジ」にアクセスし、出願の手順、操作方法、出願に必要な各種の様式などをご確認ください。
本学のウェブサイトから「インターネット出願ページ」へ以下のいずれかの方法でアクセスする。
QR コード
（https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions/）
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本学ホームページより

出願から入学手続までの流れ（博士後期課程）

インターネット出願ページを確認する
http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/

博
士

※「インターネット出願ページ」は、2022 年 8 月中旬に公開予定です。
マイページを作成して個人情報を登録する（登録にはメールアドレスが必要です）

後

https://exam-entry.52school.com/kyoto-seika/mypage/login

期

出願に必要な情報（氏名、住所、出身学校等）と顔写真を登録してください。この登録が完了しない
と、出願登録に進むことができません。

課

①出願登録

程

出願期間内に出願登録をしてください。
・志望理由・研究計画・経歴書を入力
②入学検定料（35,000 円）の納入
③出願書類の送付
出願書類については、P. 19、20 を確認してください。
④受験票の印刷
受験票はマイページから各自でダウンロードのうえ印刷して試験当日に持参してください。
⑤試験
京都精華大学にて、指定された試験科目を受験してください。
⑥合否発表
合否発表日にマイページで発表します。また合格者には同日に合格通知等を発送します。
⑦入学手続金の納入
合格通知と一緒に発送された入学手続案内に従って、入学手続締切日までに入学金・授業料等を納入
してください。
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出願から入学手続までの流れ（博士後期課程）

※出願書類の送付について
・出願書類は提出期限内に「京都精華大学入学グループ」宛に送付してください。
・国内在住者はマイページの「出願完了画面」から「宛名ラベル」を印刷し、市販の角 2 サイズの封筒に
貼り付けて使用してください。
海外在住者は、封筒に「宛名ラベル」を貼り付けて、その封筒を国際宅配便にいれて送付してください。
・郵便局等が発行する引受番号、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。
・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。
・出願書類に不備や虚偽の記載があった場合には受験できません。
・出願書類の提出状況などの確認のため、電話やメールで連絡することがあります。

博

・窓口での受付は、本学に在籍する者（学生・研究生）に限ります。※受付日時は、大学の事務取扱日に
準じます。

士

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」

後

Address: K
 yoto Seika University Admissions Office 137 lwakura-Kino-cho, Sakyo-ku, Kyoto

期

606-8588 JAPAN

課

■出願書類

程

外国人留学生
国内学生

在留資格
「留学」

在留資格 在留資格
「留学」
なし
以外
（海外在住）

出願書類

以下をインターネット出願時に入力フォームに記入してください。

志望理由（各 400 字以内）
（1）志望した動機
（2）修了後の希望進路

〇

〇

〇

〇

研究計画

（1）入学後の研究課題（100 字以内）
（2）これまでの研究活動（1,600 字以内）
（3）入学後の研究計画（1,600 字以内）

経歴書

これまでの学歴等について入力すること

プレゼンテーション方法事前申告書（本学指定の様式）

〇

〇

〇

〇

口述試験におけるプレゼンテーション方法を次から選択して申告する
こと（複数選択可）
（1）作品 （2）ポートフォリオ （3）論文
※作品を選択した者は、作品各点についての概要（技法、材質、サイ
ズ等）を記述すること

プレゼンテーション事前提出物（写し） ※該当者のみ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

ストーリーマンガ作品または論文を選択した者は、
以下を提出すること
・ス トーリーマンガ作品：30 ページ以内のストーリーマンガ作品の
写し（A4 サイズ）1 点
・論文：修士論文の写しとその要約（2,000 字程度）、または研究成果
を示す刊行物の写し等（該当ページのみ）いずれか 1 点

事前面談書（本学指定の様式）
指導予定教員のサインが入った事前面談書を提出すること
【次ページに続く】
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出願から入学手続までの流れ（博士後期課程）

外国人留学生
国内学生

在留資格
「留学」

在留資格 在留資格
「留学」
なし
以外
（海外在住）

出願書類

学歴証明書類

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

出願資格を証明する下記いずれかの書類（原本）を提出すること。
（1）修了証明書 （2）卒業証明書 （3）卒業見込証明書
（4）学位授与証明書 （5）その他の大学院入学資格を証明する書類

修学内容証明書類
最終学歴の教育機関での修学内容を証明する書類（成績証明書・原本）
を提出すること。なお、在籍中の者は最新の証明書を提出すること。

博

日本での学修状況証明書類

士

出願時に在籍している日本の学校の次のすべてを提出すること。ただ
し、学歴証明・修学内容証明を発行する学校と同じ場合は提出不要。
証明書の有効期限は発行日から 30 日間とする。
（１）在学証明書（２）成績証明書（３）出席状況を証明する書類

〇

後

パスポート（写し）

△

〇

〇

△

△
△

〇

顔写真のページの写しを提出すること。提出するパスポートとは別の
国籍のパスポートでの入国歴がある者は、その写しと国籍離脱の証明
書（戸籍謄本）も提出すること。また、
「留学」以外の在留資格を有し、
国内学生として受験する者も提出すること。

在留カード（写し）

程

〇

課

〇

期

△

両面の写しを提出すること。また、
「留学」以外の在留資格を有し、
国内学生として受験する者も提出すること。

学生証（写し）
京都精華大学・大学院に在籍中（研究生を含む）の者は、学生証の写
しを提出すること。

国費外国人留学生証明書

国費外国人留学生は在籍校が発行する証明書を提出すること。

【注意事項】
・出願書類に「△」がついている書類は、該当する方のみ提出してください。
・各種の証明書は日本語または英語で表記されているものを提出してください。それ以外の言語で表記さ
れている場合は、日本語または英語の翻訳を添付してください。その際の翻訳には、原本の内容と相違
がないことを証明する第三者の公印またはサインが必要となります。
（翻訳者）訳者不問 ※認証翻訳（certified translation）でなくても構いません
（証明者）日本語学校、出身学校、大使館などの公的機関 ※個人は不可
・経歴等の確認やその他の事由により、追加書類の提出を求める場合があります。
・中国の大学を卒業した者（※台湾、香港、マカオの大学は含まない）は、中国高等教育学生信息网（CHSI）
が発行する学歴認証報告書（英語版を印刷したもの）の提出を認めます。
・特別な事情がない限り、提出された書類は返却しません。
・出願書類に虚偽の記載があった場合には受験できません。
【在留資格について】
在留資格が「留学」以外とは、出願時点で「定住者」「特定活動」等で、入学後に「留学」の在留資格
を取得する予定の方を指します。「定住者」等の方で在留資格を変更しない場合は、国内学生として受
験してください。
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出願から入学手続までの流れ（博士後期課程）

■試験科目

各研究科において指定した試験科目および出願書類等から総合的に評価して合否を判定します。
科目名

研究科

芸

術

出題内容
英語による文章等を読解し、日本語で要約、英語で論述
する

試験時間

13：00～14：00（60 分）

外 国 語
マンガ

博
士

口述試験

共

通

日本語による文章等の読解し、英語で要約、日本語で論
述する

研究成果、研究計画に関する口頭説明、持参作品または
提出論文についてのプレゼンテーション、質疑応答

13：00～14：00（60 分）

14：30～順次

後
期

※集合時間は試験開始の 30 分前です。
※外国人留学生については、「口述試験」において日本語能力を確認します。

課

試験時に使用できる物

程

黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り（小型のもの）

外 国 語

辞書の使用が可能です。ただし電子辞書は除きます。
発表する上で必要な機器（ノートパソコン等）の使用は可能です。必要な場合は各自で用意

口述試験

してください。プロジェクターは本学で用意します。なお、本学での機器の受取りおよび返
送、当日の貸出しは行いません。

※試験当日の筆記用具や機材の貸出しは行いません
【注意事項】
①作品について
修士作品もしくはそれに相当するものを当日持参すること。
点数、形式、サイズ等の指定はなし。ただし、持参が困難な場合はポートフォリオでの提出を認めます。
ストーリーマンガ作品の場合は、出願時に写しを提出すること。
②論文について
出願時に修士論文の写しを提出すること。論文は提出見込みのものを含みます。
【作品の搬入、口述試験に必要な機器等の準備について】
搬入日

試験当日の 11：00～12：00

場

試験当日に指定

所

注意点

作品・機器等の搬入、管理は各自の責任のもとで行ってください。本学での作品・機器等の受
取りおよび返送は行いません。
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博士前期課程・修士課程・博士後期課程 共通

受験について

受験について
■試験当日の注意事項

・服装は自由です。上履きは不要です。
・試験室は試験当日に会場で案内します。
・集合時刻は試験開始の 30 分前です。試験室には集合時刻の 30 分前から入室できます。
・座席番号が机上に提示してありますので、受験票に記載の番号を確認の上、着席してください。
・受験票は机上に置いてください。万一忘れた場合は係員に申し出てください。再発行には学生証等の身
分証明書が必要です。
・試験開始および面接集合時間から 30 分以上遅刻した場合、受験できません。
・試験時間中の途中退室はできません。体調不良の場合は監督者に申し出てください。
・試験開始前に受験に関する説明を行います。集合時刻までに試験室に入室し、監督者の指示に従ってく
ださい。
・不正行為をおこなったり、監督者の指示に従わない場合は試験を中止し、受験を無効とします。
・本学へのアクセスは公共交通機関を利用してください。京都市営地下鉄烏丸線「国際会館駅」よりスクー
ルバス（無料）を運行しています。運行時間は本学ウェブサイトを確認してください。
・試験会場周辺での合否通知の受付や下宿斡旋等の案内は、本学とは一切関係ありませんのでご注意くだ
さい。

■感染症への対応について

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
ない限り、原則として受験することはできません。感染症にともなう入学検定料の返還・振替受験は P. 29
をご確認ください。
受験にあたっての注意事項
・試験当日に各自で検温してください。
・発熱・咳等の症状がある方で、試験当日の検温で 37.5 度以上の熱がある場合は受験を取り止め、別日
程の受験をご検討ください。
・試験当日の検温で 37.5 度までの熱が無くても、発熱・咳等の症状がある方は、試験開始前に本学の係
員に申し出てください。
・試験会場では必ずマスクを着用し、試験室に入室する前に、設置されているアルコール消毒剤を使用し
てください。

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通

感染症が他の受験者や監督者に広がるおそれがありますので、担当医師が「感染のおそれがない」と認め

・試験会場では他の受験生との会話は慎んでください。
・試験室を換気するために窓や扉を開けることがあります。冬季においては上着など暖かい服装を持参く
ださい。
・学内の食堂・コンビニエンスストアは営業しません。昼食が必要な方は各自で昼食を持参し、指定され
た席で食事をとってください。
・付添者のための控室はありません。
・密集を避けるため、集合時間の変更や分散を行うことがあります。必ず各自の受験票で確認してください。

■不測の事態への対応について

自然災害などの不測の事態により、緊急対応措置を行う場合には、本学ウェブサイトにて告知します。
URL：https://www.kyoto-seika.ac.jp/
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試験会場

試験会場
京都精華大学

京都市左京区岩倉木野町137

スクールバス乗り場
スクールバス
乗り場
ローソン
3番出口

コーナン

京都精華大学

京都精華大前駅

同志社中・高

木野駅

スクールバス
宝 ヶ池 通

六基 エディオン
国 グリーン
際
会
館
駅

国際会館駅
宝ヶ池駅
北山駅

北山通

松ヶ崎駅

叡
山
電
鉄
北大路通

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通

地
下
鉄
烏
丸
線

賀
茂
川

高
野
川

出町柳駅

今出川通
堀
川
通

烏
丸
通

京都御苑

丸太町通

三条通

河
原
町
通

鴨
川

川
端
通

京
阪
鴨
東
線

東
大
路
通

三条京阪駅

烏丸御池駅

四条駅

地下鉄東西線

三条駅

烏丸駅

四条通

阪急京都線

白
川
通

祇園四条駅

河原町駅

五条通

京
阪
本
線

七条通

至 大阪

京都駅
京都

京都主要駅から

二条
三条

大阪から

JR東海道本線 新快速

梅田

阪急京都線 特急

烏丸御池

4分

京阪本線 特急

大阪

淀屋橋
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京都市営地下鉄烏丸線
京都市営地下鉄東西線

40分

京阪本線 特急

奈良から

近鉄奈良

近鉄奈良線 特急

滋賀から

大津

JR東海道本線

兵庫から

三ノ宮

JR東海道本線 新快速

20分
京都市営地下鉄烏丸線

出町柳

4分

29分

JR東海道本線

14分

京都市営地下鉄烏丸線

20分

烏丸→四条

京都市営地下鉄烏丸線

16分

出町柳

54分

国際会館

叡山電鉄鞍馬線

京都

至 東京

17分

国際会館

叡山電鉄鞍馬線

17分

スクールバス 10分

京都精華大前
スクールバス 10分

京都精華大前

36分
9分
52分

京都

京都市営地下鉄烏丸線

20分

国際会館

スクールバス 10分

京
都
精
華
大
学

合否発表

合否発表
■合否結果の発表方法

合否結果は「マイページ」の「合否照会」で確認してください。合否発表日の 12:00 に発表します。
合格者には、合格通知書および入学手続案内等を、「マイページ」に登録された住所宛に合否発表日に発
送します。不合格または試験を欠席した場合は、書面による通知は行いません。
※合否結果に関する問い合わせには一切応じられません
※博士前期課程・修士課程一次審査の合格者には、合格通知書を発送しません
※合否結果は受験番号ごとに発表します。座席番号とは異なりますのでご注意ください。

■その他注意事項

出願書類に虚偽の記載が見つかったり、志願者の都合により 2023 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、入学試験の合格を取り消します。
各研究科において合否の判定に係る試験科目、出願書類等を全て受験、提出しなければ不合格とします。

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通
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入学手続

入学手続
■入学手続

合格者には、合格通知書とともに「入学手続案内」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「入学手続案内」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。
大学院入学手続時納入金特別措置について
※本学在籍者対象

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通

本学在籍者には「大学院入学手続時納入金特別措置」を設けています。申請書を期限までに提出すると、
入学手続締切日までに納入する金額は入学手続時納入金全体の 10％になります。残額は入学後の指定
期日までに納入していただきます。詳細は合格通知時にお知らせします。
※国費外国人留学生について
国費外国人留学生の方には、別途に特別措置を設けています。「国費外国人留学生証明書」を提出した
方に対して、合格通知時に詳細をお知らせします。
入学手続時納入金の振替（大学院前期課程・修士課程に限る）
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研究科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、必要事項を記入・捺印のうえ、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へ送付してください。

■入学の辞退

入学手続完了後、入学を辞退される場合は、2023 年 3 月 31 日（金）までに「マイページ」で辞退の手続
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「前期 1 期授業料」を返還します。
詳細は合格通知時にお知らせします。
納入金の返還日程について
2023 年 3 月 17 日（金）（必着）までに提出された場合：3 月 31 日（金）までに返還
2023 年 3 月 18 日（土）から 3 月 31 日（金）（必着）までに提出された場合：4 月 28 日（金）までに返還
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学費

学費
■入学手続時納入金・初年度納入金
□博士前期課程・修士課程

芸術研究科〈実技系〉・マンガ研究科〈実技系〉・デザイン研究科〈実技系〉
本学卒業生・修了生
入学金
１ 年次

前期 １ 期授業料

免除

本学卒業生・修了生以外
200,000 円

262,500 円

262,500 円

入学手続時納入金

262,500 円

462,500 円

前期 2 期授業料（7 月納付分）

262,500 円

262,500 円

後期 1 期授業料（10 月納付分）

262,500 円

262,500 円

後期 2 期授業料（翌年 1 月納付分）

262,500 円

262,500 円

1,050,000 円

1,250,000 円

初年度納入金（入学手続時納入金含む）

芸術研究科〈理論系〉・マンガ研究科〈理論系〉・デザイン研究科〈理論系〉・人文学研究科
本学卒業生・修了生
入学金
１ 年次

前期 １ 期授業料

免除

本学卒業生・修了生以外
200,000 円
187,500 円

入学手続時納入金

187,500 円

387,500 円

前期 2 期授業料（7 月納付分）

187,500 円

187,500 円

後期 1 期授業料（10 月納付分）

187,500 円

187,500 円

後期 2 期授業料（翌年 1 月納付分）

187,500 円

187,500 円

初年度納入金（入学手続時納入金含む）

750,000 円

950,000 円

□博士後期課程
芸術研究科・マンガ研究科
本学卒業生・修了生
入学金
１ 年次

前期 １ 期授業料

免除

本学卒業生・修了生以外
200,000 円

187,500 円

187,500 円

入学手続時納入金

187,500 円

387,500 円

前期 2 期授業料（7 月納付分）

187,500 円

187,500 円

後期 1 期授業料（10 月納付分）

187,500 円

187,500 円

後期 2 期授業料（翌年 1 月納付分）

187,500 円

187,500 円

初年度納入金（入学手続時納入金含む）

750,000 円

950,000 円

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通

187,500 円

■留学生総合保障制度加入費

京都精華大学の外国人留学生全員に加入していただきます。入学手続時に納入してください。
博士前期課程・修士課程（２ 年間分）7,340 円
博士後期課程（３ 年間分）10,510 円
※上記は 2022 年度実績です。2023 年度は加入費が変更する場合がありますので予めご了承ください。
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学費減免

奨学金制度
■海外プログラム学修奨励奨学金
金額（年間） 年間授業料の 1/2 の額（派遣期間の授業料を減免）
・本学の海外協定校への交換留学および本学が開講する海外プログラム（ショートプログ
ラムは除く）を履修する者
・派遣期間が半年間以上の者
・前年度 GPA が 3.0 以上の者
対象

・TOEFL-ITP の得点が 550 点以上の者
・所定の単位数を前年度までに修得している者（博士前期課程・修士課程 2 年生：16 単位、
博士後期課程 2 年生：6 単位、博士後期課程 3 年生：10 単位）
・対象となる当該年度に休学していない者
・過去に本奨学金を受給していない者

採用人数
選考方法
（抜粋）
選考時期

20 名（学部生を含む国内学生と留学生の合計人数）
提出書類（計画書）および面接により選考
入学後に選考

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通

学費減免
■国内学生大学院学費減免
博士前期課程・修士課程
年間授業料の 1/2 の額

博士後期課程
年間授業料の 3/4 の額

金額（年間）（当該年度の後期 1 期・2 期授業料を減免） （当該年度の前期 2 期、後期 1 期・2 期授業
料を減免）
博士前期課程・修士課程および博士後期課程に在籍する国内学生のうち以下の要件を満たす者
対象

家計：学費支弁者の収入が本学が定める経済基準（給与収入の方で年収約 300 万円程度以
下）を満たす者
1 年生：成績要件なし

1 年生：成績要件なし

2 年生：次の要件を満たす者

2・3 年生：次の要件を満たす者

・所定の単位数を前年度までに修得してい ・所 定の単位数を前年度までに修得してい
成績

る者（16 単位）

る者（2 年生：6 単位、3 年生 10 単位）

・前年度 GPA が 3.0 以上の者

・前年度 GPA が 3.0 以上の者

・対象となる当該年度に休学していない者

・前 年度に研究科において研究計画の進捗
状況が良好であると認められた者
・対象となる当該年度に休学していない者

採用人数
選考方法
（抜粋）
選考時期
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4名
提出書類と成績により選考
入学後に選考

3名

学費減免

■私費外国人留学生大学院学費減免
博士前期課程・修士課程
年間授業料の 1/2 の額

博士後期課程
年間授業料の 3/4 の額

金額（年間）（当該年度の後期 1 期・2 期授業料を減免） （当該年度の前期 2 期、後期 1 期・2 期授業
料を減免）
博士前期課程・修士課程および博士後期課程に在籍する私費外国人留学生のうち以下の要
件を満たす者
対象

家計：次の条件を満たす者
・仕送り（授業料を除く）が平均月額 70,000 円以下である者
・家賃（共益費含む）が月額 25,000 円以下である者
・在日している扶養者がいる場合、その年収が 500 万円以下である者

成績

1 年生：成績要件なし

1 年生：成績要件なし

2 年生：次の要件を満たす者

2・3 年生：次の要件を満たす者

・所定の単位数を前年度までに修得してい

・所定の単位数を前年度までに修得している

る者（16 単位）

者（2 年生：6 単位、3 年生：10 単位）

・前年度 GPA が 3.0 以上の者

・前年度 GPA が 3.0 以上の者

・対象となる当該年度に休学していない者

・前年度に研究科において研究計画の進捗状
況が良好であると認められた者
・対象となる当該年度に休学していない者

採用人数
（抜粋）
選考時期

2名

提出書類と成績により選考
入学後に選考

■自然災害等の被災者に対する学費減免等救援措置
入学前（受験者）
入学検定料：全額免除

入学後（在学生）
最大年間授業料の 1/2 の額を減免

金額（年間） 入学金：全額免除
授業料：最大年間授業料の 1/4 の額を減免
対象者
採用人数
申請および
選考方法

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通

選考方法

10 名

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
不定
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
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その他の注意事項

その他の注意事項
■出願について

・入学試験の出願は、インターネット出願登録、出願書類の提出（博士前期課程・修士課程の一次審査で
は、録画提出も必要）、入学検定料の納入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、
志望研究科を変更することはできません。（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。

■受験上、修学上の合理的配慮を希望する方へ

障害等があり、受験時に配慮を希望する方は、出願開始日の 1ヶ月前まで（なるべく早い時期）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。修学上の配慮を希望される方は、本学ウェブサイトをご覧のうえ、障害学生
支援室までご相談ください。

■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

博士前期課程・修士課程・
博士後期課程 共通

感染症が他の受験者や監督者に広がるおそれがありますので、担当医師が「感染のおそれがない」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（欠席日分）の返還、または後日の入試への振替受験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。
※振替受験ができるのは、博士前期課程・修士課程 1 期から 2 期への変更のみです。
1 期から 2 期へ振替受験をする場合は、2 期の出願登録が必要です。
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.52school.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 14 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。入試の振り替え受験を申請する場合は、その入
試の出願期間内に提出してください。
提 出 先：〒 606-8588

京都市左京区岩倉木野町 137

TEL：075-702-5100
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お問合せ先
電話受付時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00（土・日・祝日除く）
※大学の事務取扱日、時間により変更する場合があります
入試について
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）

インターネット出願に関するお問合せ先
操作に関するお問合わせ
志願受付操作サポート窓口
TEL：0120-752-257
受付期間：2022 年 8 月 1 日（月）〜2023 年 3 月 31 日（金）
毎日 9:00~20:00
※上記期間のうち、入試種別ごとの出願期間のみご利用いただけます。
※年末年始（12/29（木）〜1/3（火））は休業させていただきます。
※よくあるご質問はインターネット出願ページでもご確認いただけます。
http://www.guide.52schooI.com/guidance/net-kyoto-seika/faq

個人情報の取扱いについて
本学では、個人情報保護の重要性を認識し、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。受験生であるみなさんの個人情報については、出願処理、試験実施、合格発表、入学手続処理および学籍発生まで
の入学手続作業、学内における統計的資料作成に使用し、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。前述の各業務について、本学および当該業務を委託した業者において業務を行うことがありますが、京都精華大学が
明示する用途のみに使用し、委託業務を超えた利用はありません。あらかじめご了承ください。
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大学院

KYOTO SEIKA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOLS
芸術研究科

博士前期課程・後期課程

Graduate School of Art: Master’s Course, Doctoral Course

デザイン研究科

修士課程

Graduate School of Design: Master’s Course

マンガ研究科

博士前期課程・後期課程

Graduate School of Manga: Master’s Course, Doctoral Course

人文学研究科

修士課程

Graduate School of Humanities: Master’s Course

京都精華大学
〒 606-8588

入学グループ
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/

