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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
1　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
2　入学後に発展可能な、作品制作に関する基礎知識や技能を有し
ている（芸術学部・デザイン学部・マンガ学部）

領域 2　思考・判断・表現
1　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

2　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
1　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

2　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



2023 年度の募集人員は各コース若干名です。出願は募集単位（学科単位、コース単位、プログラム単
位）で受け付けています。
�国際文化学部、メディア表現学部、芸術学部は学科単位で一括募集し、2年次から各専攻に所属し
ます。
�デザイン学部、マンガ学部はコース単位で募集し、1年次から各コースに所属します。
�人間環境デザインプログラムはプログラム単位で募集し、1年次からプログラムに所属します。

募集学部・学科・コース

学部 募集単位 学科またはコース

国際文化学部 学科単位

人文学科 ２年次から

文学専攻
歴史専攻
社会専攻
日本文化専攻

グローバル
スタディーズ学科

２年次から
グローバル関係専攻
グローバル共生社会専攻
アフリカ・アジア文化専攻

メディア表現学部 学科単位 メディア表現学科 ２年次から
メディア情報専攻
イメージ表現専攻
音楽表現専攻

人間環境デザインプログラム
プログラム
単位

芸術学部 学科単位 造形学科 ２年次から

洋画専攻
日本画専攻
立体造形専攻
陶芸専攻
テキスタイル専攻
版画専攻
映像専攻

デザイン学部
コース
単位

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

プロダクトデザイン学科
プロダクトコミュニケーションコース
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

マンガ学部
コース
単位

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
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
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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
（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

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 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 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（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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■試験科目
出願書類および学科・コース別試験を総合的に評価して合否を判定します。

■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。

試験について

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 26日（月）
〜

10 月 3日（月）
◎入学検定料納入期限
10 月 3日（月）
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 13日（木）
※Eメールで送付します

10 月 16日（日）

10月 21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

10 月 28日（金）

試験会場 試験時間

オンライン
※本学での対面での面接は実施しません

11：00～13：00
※試験の所要時間は、受験票の提示や、録
画した回答の確認などを含め、30～60
分程度です。

学部 試験方式 試験内容

国際文化

オンライン面接

オンライン面接
面接では質問に対して、自己アピールのために、これまで
の活動の写真、作品、資料などを提示して回答することが
できます。提示する資料などは、カメラで写せるものであ
れば、映像や立体物などの形式は問いません。ただし、画
面の共有やデータファイルの送信はできません。

芸術学部・デザイン学部・マンガ学部では、質問の中に、
これまでに制作した作品の提示を求める質問があります。
提示する作品の形式は問いませんが、カメラで写せるもの
に限ります。動画作品の場合は、再生のための機器を準備
し、映像がカメラに写るように再生してください。オンラ
イン面接時に画面やファイルを共有することはできません
ので、事前にポートフォリオにまとめる等して、面接時に
提示できるように準備をしておいてください。

自己推薦書・学びの計画書（事前提出）
これまでの活動等を含めた自己推薦書と学びの計画書につ
いて、この入試要項に綴じられた本学指定の様式（Ｃ票・
Ｄ票）に記入して提出してください。
※ワープロソフトを使用した文書の提出も可能です。

メディア表現

人間環境デザインプログラム

芸術

デザイン

マンガ
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オンライン面接は、大学から送信されるメールを受け取り、試験ページヘアクセスすることで開始しま
す。面接者による複数の質問が動画で再生されますので、1問ずつ制限時間内に回答（録画）してくだ
さい。すべての質問に回答（録画）したら試験は完了です。

■試験当日の流れ
①試験日当日 10:30~11:00 の間に、入学検定料納入時に入力されたメールアドレス宛に、受験の案
内メールが届きます。案内メールに記載のURL から試験ページヘアクセスしてください。
②面接者からの質問が再生されます。（質問内容は文字でも表示されます。）複数の質問に対して、1
問ずつ制限時間内に回答（録画）してください。
③録画した内容を確認して、送信する。録画は 2回まで撮り直しが可能です。
④すべての質問について回答（録画）、送信が完了したら、試験は終了です。
⑤試験は、11:00～13:00 の間に完了してください。13:00 を過ぎると受験できません。

■確認事項
受験にはスマートフォン、タブレット、パソコン（カメラ、マイク、スピーカーが付いていること）の
いずれかの機器が必要になります。録画をする際に画面がブレないように、スタンドなどを利用して機
器を固定してください。

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
※以下のOSとブラウザの組み合わせを利用した場合は、専用アプリは不要ですが、動作環境に
おいて専用アプリでの利用を推奨します。
�iOS 13 以上と Safari
�Android 5.0 と Chrome

【PC で受験される場合】
OS：Windows 10 以上（Windows 10 はMicrosoft がサポートしているリリースに限る）、
OS X 10.11 以上、Windows 7
Web ブラウザ：Google Chrome（最新版）、Firefox（最新版）、Safari 11 以上、
Edge 16 以上(Windows 10 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。

受験について
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③受験する場所
受験者以外の者がいない部屋で、騒音や障害物が無く、十分に明るい環境で受験してください（公
園、インターネットカフェ、レストランなどは不可）。

④服装
服装は自由ですが、受験票の写真と本人を照合しますので、帽子やサングラス等の顔が隠れるもの
は身に付けないでください。

⑤受験票を印刷しておく
受験時に本人確認を行いますので、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。

オンライン面接入試の練習
オンライン面接入試は、練習用の質問（実際の入試での質問とは異なります）を準備しますので、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）
で案内します。

機器や環境が用意できない場合
受験に必要な機器やインターネット環境を自分で準備できない場合は、出願期間（9月 26日～10月
3日）に入学グループに連絡してください。
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■A～D票は、本学ウェブサイトの資料請求ページ（https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions/request.html）
からもダウンロード・印刷が可能です。

※ 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。
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。

■海外帰国生徒

出願書類

提出書類 内 容 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 自己推薦書 あなたのこれまでの活動実績や制作実績、またその成果について、
具体的な内容を 800字程度（上限 1200 字）で記述してください。 【C票】

4 学びの計画書

国際文化学部

あなたは国際文化学部でどのようなことが学びたい
ですか。その理由とともに述べてください。また、
大学で学んだことはどのようにあなたの将来につな
がるか、自由に考えて、800字～1200 字で記述し
てください。その際、本学ウェブサイトの学部紹介
ページ（https://www.kyoto-seika.ac.jp/edu/culture/）
に目を通してください。

【Ｄ票】

メディア表現学部

あなたの志望する学科・コースで、在学中に学びた
いことやチャレンジしたいことについて、その内容
と理由について、800字程度（上限 1200 字）で
記述してください。

人間環境デザイ
ンプログラム

芸術学部

デザイン学部

マンガ学部

あなたが志望するコースを受験しようと思った
「きっかけ」となった作品または作家について、ど
こに惹かれたかを述べた上で、それを踏まえて、大
学 4年間で何を学びたいのかを 800字～1200 字
で記述してください。
※作品・作家は複数でも構いません

5
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

6 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。
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■A～D票は、本学ウェブサイトの資料請求ページ（https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions/request.html）
からもダウンロード・印刷が可能です。

※ 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。
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。

■社会人
提出書類 内 容 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 自己推薦書 あなたのこれまでの活動実績や制作実績、またその成果について、
具体的な内容を 800字程度（上限 1200 字）で記述してください。 【C票】

4 学びの計画書

国際文化学部

あなたは国際文化学部でどのようなことが学びたい
ですか。その理由とともに述べてください。また、
大学で学んだことはどのようにあなたの将来につな
がるか、自由に考えて、800字～1200 字で記述し
てください。その際、本学ウェブサイトの学部紹介
ページ（https://www.kyoto-seika.ac.jp/edu/culture/）
に目を通してください。

【Ｄ票】

メディア表現学部

あなたの志望する学科・コースで、在学中に学びた
いことやチャレンジしたいことについて、その内容
と理由について、800字程度（上限 1200 字）で
記述してください。

人間環境デザイ
ンプログラム

芸術学部

デザイン学部

マンガ学部

あなたが志望するコースを受験しようと思った
「きっかけ」となった作品または作家について、ど
こに惹かれたかを述べた上で、それを踏まえて、大
学 4年間で何を学びたいのかを 800字～1200 字
で記述してください。
※作品・作家は複数でも構いません

5 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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「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。

■受験票の印刷
•10月 13日（木）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、手元に準備しておいてください。
•本学からのメールが届かない、受験票の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。

■出願書類の送付
•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。
•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。
•大学窓口では持込みによる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

出願から入学手続までの流れ

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 26 日（月）9:00～
10 月 3日（月）23:59 まで P.9 を参照してください。
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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

入学検定料納入について

■合否について

合否発表

合否結果は、10月 21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

•合否結果に関する問い合わせには一切応じられません。

■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 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は、入学試験の合格を取り消します。
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■入学手続金納入
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。

■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「第１クォーター授業料」「同窓会費」「教
育後援会費」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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■入学金・授業料

入学手続時納入金

国際文化学部

1クォーターごとの授業料

年間授業料 1,086,000 円 1,186,000 円 1,550,000 円 1,579,000 円

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

デザイン学部
マンガ学部
人間環境デザインプログラム

国際文化学部

入学手続時納入金

入学金

授業料（第 1クォーター分）

同窓会費（終身会費）

教育後援会費（4年分）

200,000 円

10,000 円

40,000 円

271,500 円 296,500 円 387,500 円 394,750 円

521,500 円 546,500 円 637,500 円 644,750 円

メディア表現学部 芸術学部

内
訳

271,500 円 296,500 円 387,500 円 394,750 円

1,336,000 円 1,436,000 円 1,800,000 円 1,829,000 円

※授業料は 4回に分けての納入となります

年間授業料

初年度納入金

■ノートパソコン等の購入について
入学予定者に対しては、オンライン講義の受講や専門科目における課題制作等のために、入学前に各
自でノートパソコン等の購入をお願いする予定です。指定のモデルや購入金額、購入時期等について
は、学科・コースごとに異なります。詳細については合格者に案内します。

■入学後の授業料納入について
本学では年間の授業を 4期に分けて行うクォーター制を導入しています。入学後の授業料は、クォー
ターごとに設けられた納入期日までに、それぞれ年間授業料の 4分の 1の金額を納入します。

第 1クォーター
入学手続時に納入
※2年次から 4月末納入

第 2クォーター
7 月末納入

第 3クォーター
10 月末納入

第 4クォーター
1 月末納入

学費
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■受験者対象の奨学金

奨学金の名称 金額 対象者 採用人数 申請方法

資格取得特待生

減免

200,000 円
※入学後の授業料を減免

下記いずれかの資格を有する者
1. 英検の 2級または 2級以上を受験して、CSE 2.0
1,950 点以上

2. TOEIC L&R+S&W 1,150 点以上
3. TOEFL-iBT 42 点以上
4. GTEC 960 点以上
5. IELTS アカデミックモジュール 4.0 以上
※資格の有効期限は、取得日が 2023 年 4月 1日から遡って
3年以内であるものに限ります。ただしスコアに有効期限
がある場合は 2023 年 4月 1日時点で有効であること
※TOEFL-iBT は Test Date スコアを活用するものとし、My
Best スコアは活用しません

上限なし 対象基準を満たす申請者全員
を採用
※申請方法は本学ウェブサイトを
ご確認ください。

奨学金：https://www.kyoto-
seika.ac.jp/about/scholarship/

■高等教育の修学支援新制度
「高等教育の修学支援新制度」は、修学意欲がありながらも、経済的な理由により進学が困難な学生
の経済的負担の軽減を目的とした、国による支援制度です。この制度には、授業料等の減免と給付型
奨学金の２つの制度があり、対象者は２つの支援を同時に受けることができます。支援を受けるため
には、まず現在在籍する学校等を通じて日本学生支援機構（JASSO）給付型奨学金に申請し、「採用
候補者決定通知」の交付を受けることと、所定の手続を行うことが条件となります。詳しくは文部科
学省ウェブサイト「高等教育の修学支援新制度」を確認してください。

■入学後の奨学金
本学では入学後に申請できる各種の奨学金制度（成績優秀奨学金、海外プログラム学修奨励奨学金等）
を設けています。詳しい情報は本学ウェブサイト（学生生活/奨学金ページ）を確認してください。

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。
•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
本学では、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。

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：最大年間授業料の 1／4 の額を減免

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

その他の注意事項
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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）

2023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 / Surname 名 / Given name

　　　　―　　　　  ― 　　　　―　　　　  ―

※パスポート表記（ヘボン式）

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





2023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。

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
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 / Surname 名 / Given name

フリガナ

  海外帰国生徒　  ・　  社会人





C票
※大学使用欄

2023年度  京都精華大学  海外帰国生徒・社会人入学試験
自己推薦書

1. あなたのこれまでの活動実績や制作実績、またその成果について、具体的な内容を800字程度
（上限1200字）で記述してください。
Wordなどで作成する場合は、A4用紙に印刷し、1ページ目にこの用紙を添付してください。

※該当するものに○をしてください
志望試験種別

必ず入学希望者ご本人の自筆で、ご記入ください。

海外帰国生徒　 ・　 社会人

志望学部・学科・コース

氏　名

姓 / Surname 名 / Given name

フリガナ

100

200





600

700

400

500

300





1100

1200

900

1000

800





D票
※大学使用欄

1. 記述していただく内容は、志望学部によって異なります。P.6～7の出願書類の「学びの計画書」の
内容を確認し、記述してください。
Wordなどで作成する場合は、A4用紙に印刷し、1ページ目にこの用紙を添付してください。

※該当するものに○をしてください
志望試験種別

必ず入学希望者ご本人の自筆で、ご記入ください。

海外帰国生徒　 ・　 社会人

志望学部・学科・コース

氏　名

姓 / Surname 名 / Given name
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お問合せ先
　電話受付時間　平　日 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


