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　　　　　　　　　　┌─博士前期課程──芸術専攻
　　　　　　　　　　│
　┌─芸術研究科──┤
　│　　　　　　　　│
　│　　　　　　　　└─博士後期課程──芸術専攻
　│
　│

　大　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌─デザイン専攻
　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│
　学　├─デザイン研究科──修士課程──┤
　│　　　　　　　　　　　　　　　　│

　院　│　　　　　　　　　　　　　　　　└─建築専攻
　│
　│
　│　　　　　　　　┌─博士前期課程──マンガ専攻
　│　　　　　　　　│
　├─マンガ研究科─┤
　│　　　　　　　　│
　│　　　　　　　　└─博士後期課程──マンガ専攻
　│
　│
　└─人文学研究科───修士課程────人文学専攻

アドミッションポリシー
次のような人物を求め、広く国内外から受け入れます。

◆芸術研究科博士前期課程
芸術研究科の各専門領域に強い関心を持ち、各専門領域
を学ぶ上でベースとなる表現・研究活動歴を有し、将来
その領域において研究・実践を行う明確な意志を持つ者。

◆デザイン研究科修士課程
デザイン研究科デザイン専攻あるいは建築専攻の専門領
域に強い関心を持ち、将来その領域において研究・実践
を行う明確な意志を持つ者。

◆マンガ研究科博士前期課程
＊理論系
マンガ・アニメーションの先行研究をめぐる基礎知識、
および学術論文の作成能力を持つ者。広義のマンガ領域
に強い関心を持ち、将来その領域において研究・実践を
行う明確な意志を持つ者。
＊実技系
マンガ領域における専門知識・技能について理解する能
力があり、作品制作において高い構想力を持つ者。将来
その領域において研究・実践を行う明確な意志を持つ者。

◆人文学研究科修士課程
人文学研究科の研究領域に強い関心を持ち、将来その領
域において研究・実践を行う明確な意志を持つ者。

◆芸術研究科博士後期課程
芸術領域、デザイン領域、メディア領域の研究に強い関
心を持ち、将来学術研究者として新たな研究の領域を摸
索していくことに強い意志を持つ者、研究・制作面にお
いて自立的に活動を実践するための能力を有する者。

◆マンガ研究科博士後期課程
1）�マンガ・アニメーションに関する高度な表現の技術
や理論を研究しようとする者。

2）�学術論文を執筆するための基礎学力とマンガ・アニ
メーションの先行研究における幅広い知識を持ち、
他領域との接続や融合による多角的な視点で研究す
る能力を有する者。

3）�自立して創作、研究活動を持続し、文化の創造と発
展に寄与しようとする者。

京都精華大学大学院の構成
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募集人員
■博士前期課程・修士課程
研究科 専攻 領域 募集人員

芸 術 芸術

〈実技系〉
洋画
日本画
立体造形
陶芸
染織
版画
映像
〈理論系〉
芸術理論

20 名

1 期　14 名

2 期　6名

デザイン

デザイン

〈実技系〉
ビジュアルデザイン
イラスト
グラフィックデザイン
デジタルクリエイション
プロダクトデザイン
〈理論系〉
デザイン理論

10 名

1 期　5名

2期　5名

建築
〈実技系〉
建築

5名
1期　3名

2期　2名

マ ン ガ マンガ

〈実技系〉
マンガ実技
〈理論系〉
マンガ理論

20 名
1 期　14 名

2 期　6名

人 文 学 人文学 人文学 10 名
1 期　5名

2期　5名

■博士後期課程
研究科 専攻 募集人員

芸 術 芸術 5名

マ ン ガ マンガ 4名
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出願登録期間

博士前期課程・修士課程 1期 博士前期課程・修士課程 2期 博士後期課程

出願書類
提出期限

書類審査
合否発表日

試験日・
会場

合否発表日

入学手続
締切日

2020 年
9/4（金）9:00 ～
9/10（木）18:00
※マイページで
登録してください

2021 年
1/5（火）9:00 ～
1/19（火）18:00
※マイページで
登録してください

2020 年
10/27（火）9:00 ～
11/5（木）18:00
※マイページで
登録してください

入学検定料の
支払い後～
9/11（金）
※当日消印有効
※海外から送る場合
9/11 （金）本学必着

入学検定料の
支払い後～
1/20（水）
※当日消印有効

入学検定料の
支払い後～
11/6（金）
※当日消印有効
※海外から送る場合
11/6（金） 本学必着

9/30（水）12:00 ～
※マイぺージで
確認してください

2/10（水）12:00 ～
※マイぺージで
確認してください

10/28（水）12:00 ～
※マイぺージで確認してください
※同日「合格通知」を発送します

3/2（火）12:00 ～
※マイぺージで確認してください
※同日「合格通知」を発送します

12/4（金）12:00 ～
※マイぺージで確認してください
※同日「合格通知」を発送します

10/17（土）
京都精華大学

2/24（水）
京都精華大学

11/28（土）
京都精華大学

11/27（金） 3/10（水） 12/17（木）

入学試験スケジュール

書類審査

※２期入試は、海外在住留学生の方は出願できません。（留学生は国内在住の方のみ出願可） 

受験票
発行日

10/9（金）12:00 ～
※マイぺージから
印刷してください

2/15（月）12:00 ～
※マイぺージから
印刷してください

11/18（水）12:00 ～
※マイぺージから
印刷してください

入学試験スケジュール

◎入学検定料（35,000 円）
　支払期限

9/10（木）23:59

◎入学検定料（35,000 円）
　支払期限

1/19（火）23:59

◎入学検定料（35,000 円）
　支払期限

11/5（木）23:59
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出願資格
■博士前期課程・修士課程　Master’s Course
国内学生の出願資格
2021 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
2021 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（1）（2）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 年度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
※ �2020 年度の日本語能力試験（JLPT）、日本留学試験（EJU）の中止により受験できなかった
者で、出願時点で上記 (1)(2) を満たしていない場合は、本学が実施する日本語試験の受験を申
請し、合格することで出願資格「日本語能力」について認められます

※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、「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）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
※�出席状況を証明できない場合は、1年間あたりの平均修得単位数が［卒業要件単位÷修業年数］以上であ
ること
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■博士後期課程　Doctoral Course
国内学生の出願資格
2021 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）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

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.�6 を参照してください。

外国人留学生の出願資格
2021 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）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
※�出席状況を証明できない場合は、1年間あたりの平均修得単位数が［卒業要件単位÷修業年数］以上であ
ること

（Ｄ）事前面談
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.�6 を参照してください。
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●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、インターネット出願ガイダンスページ（http://www.guide.52school.com/guidance/
net-kyoto-seika/）から「博士前期・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郵送してください。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。

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、インターネット出願ガイダンスページ（http://www.guide.52school.com/guidance/
net-kyoto-seika/）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郵送してください。
※事前面談を受けていない場合、出願ができません。

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・修士課程　英語による指導希望」または「博士後期課程　事前面談希望」
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（P.9 を参照し、Word データで作成すること）
・研究計画書（P.9 を参照し、Word データで作成すること）
・TOEFL-iBT の成績証明書（博士前期・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・修士課程 1期志願者：2020 年 8 月 18 日（火）受信分まで
博士後期課程志願者� ：2020 年 8 月 31 日（月）受信分まで
博士前期・修士課程 2期志願者：2020 年 11 月 30 日（月）受信分まで
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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・
修士課程志願者

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
22 歳以上の者

博士後期課程志願者
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 https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions）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
試チームに簡易書留で郵送してください。
（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：2020 年 8 月 18 日（火）必着
博士後期課程志願者� �：2020 年 8 月 31 日（月）必着
博士前期課程・修士課程 2期志願者：2020 年 11 月 30 日（月）必着

・審査結果の通知
申請者宛に郵送で通知します。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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出願書類一覧
出願時点での状況によって提出書類が異なります。下記の案内に従って提出書類を確認してください。

STEP 01  自分の出願者種別コード（A ～ I）を確認してください。
京都精華大学
に在籍中の者
※研究生除く

日本の 4年制大学
（京都精華大学含
む）を卒業した者

海外の 4年制大学
を卒業した者

出願時点
での状況

国内学生 A C

外国人
留学生

日本国内在住者
在留資格が「留学」 B D G
在留資格が「留学」以外（※） E H
海外在住者 F I

※�在留資格が「留学」以外の者とは、出願時点で「永住者」「定住者」「家族滞在」等で、入学後に「留学」の在留資格を取得予定の方
のことを指します。「短期滞在」の方は海外在住者となります。
「永住者」「定住者」「家族滞在」等の在留資格を有し、本学入学に際しても在留資格を変更しない方は、国内学生として受験してく
ださい。

STEP 02  必要な出願書類を確認してください。

NO 書類種別
出願者種別コード

A B C D E F G H I
1 経歴書 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 志望理由書 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 研究計画書 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 学歴を証明する書類 ● ● ● ● ● ● ●
5 修学内容を証明する書類 ● ● ● ● ● ● ●
6 学生証 ● ● △1 △1 △1

7 パスポート △2 ● △2 ● ● ● ● ● ●
8 在留カード △2 ● △2 ● ● ● ●
9 日本での学修状況証明書類 ● ●
10 写真票 ● ●
11 日本語能力証明書類※1 ● ● ●

△1…京都精華大学に研究生として在籍している者は提出
△2…留学以外の在留資格を有し、国内学生として受験する者は提出（パスポートは取得者のみ）
※ 1　博士前期課程・修士課程志願者のみ提出

上記 1～11 までの書類に加えて、研究科別に次の書類も提出してください。

NO 書類種別

博士前期課程・修士課程 博士後期課程

芸術研究科 デザイン研究科 マンガ研究科 人文学研究科
芸術
研究科

マンガ
研究科

芸術専攻 デザイン専攻
建築
専攻

マンガ専攻 人文学専攻 芸術
専攻

マンガ
専攻

実技 理論 実技 理論 実技 実技 理論 1期 2期
12 ポートフォリオ ● ● ● ●
13 研究成果物 ● ● ● ● ●
14 プレゼンテーション方法事前申告書 ● ●
15 プレゼンテーション事前提出物 △ △
16 博士後期課程�事前面談書 ● ●

●…必須
△…研究科の指示により必須
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STEP 03  出願書類の内容・様式を確認してください。 指定様式（PDF）はインターネット出願ガイダンスページから取得できます。
NO 書類種別 摘要 様式

1 経歴書 志願者本人が黒ペンを使って直筆で記入してください（鉛筆やフリクションペンは不可）。
本学指定の
書式

2 志望理由書
次の 2項目について、各 400 字以内で述べてください。
（1）京都精華大学大学院を志望した動機
（2）京都精華大学大学院修了後の進路

出願時に
マイページ
で登録

※郵送は不要

3 研究計画書

次の 3項目について、指定字数以内で述べてください。
（1）入学後の研究課題（テーマ）…100 字以内
（2）�これまでの研究活動…博士前期（修士）課程＝ 600 字以内　博士後期課程＝ 1,600 字以

内
（3）入学後の研究計画…博士前期（修士）課程＝ 600 字以内　博士後期課程＝ 1,600 字以内

出願時に
マイページ
で登録

※郵送は不要

4
学歴を証明する
書類

出願資格を証明する下記いずれかの書類を提出してください。
（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
※�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）から入手できる学歴認証報告書（英語版を印刷したもの）の提出でも
認めます。

原本

5
修学内容を証明
する書類

上記 4の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）を提出してください。
※�在学中の者は、出願開始日以降に発行された最新の証明書を提出してください。
※�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）から入手できる成績認証報告書（英語版を印刷したもの）の提出でも認め
ます。

原本

6 学生証
京都精華大学・大学院に在籍中の者は、学生証のコピーを提出してください。
※京都精華大学に研究生として在籍中の者も同様に提出してください。

写し

7 パスポート
顔写真のページのコピーを提出してください。
※�提出するパスポートとは別の国籍のパスポートで入国したことがある人は、そのコピーと国
籍離脱の証明書（戸籍謄本）も提出してください。

写し

8 在留カード
表面と裏面の両方のコピーを提出してください。
※裏面が無記入の場合でも必ずコピーを提出してください。

写し

9
日本での学修状
況証明書類

出願時点で在学している日本の学校の次のすべてを提出してください。
証明書は出願期間内に発行されたものを提出してください。
・在学証明書　※No.�4 で提出する学校と同じ場合、提出は不要です。
・成績証明書　※No.�5 で提出する学校と同じ場合、提出は不要です。
・出席状況を証明する書類　※短期大学、4年制大学で発行されない場合、提出は不要です

原本

10 写真票 顔写真（縦 4�cm×横 3�cm）をのりで貼ってください。
本学指定の
書式

11

日本語能力証明
書類
※�博士前期課程・
修士課程志願者
のみ提出

（1）�日本語能力試験（JLPT）の場合…合格結果通知書、日本語能力認定書、成績証明書のい
ずれか

（2）�日本留学試験（EJU）の場合…成績通知書、成績証明書のいずれか
※�博士前期課程・修士課程志願者で、事前に面談し英語による指導を受けることを認められ
た者は、指導教員からサインをもらった事前面談書とTOEFL-iBT の成績証明書を提出す
ること。
※�2020 年度の JLPT、EJUの中止により受験できなかった者で、上記（1）（2）を提出で
きない場合は、「日本語試験受験申請書」（本学指定の様式）に次のいずれかの証明書類を
添えて提出してください。
・�日本語能力試験マイページの「2020 年度�出願情報画面」を印刷したもの
・�日本留学試験の「2020 年度�出願証明書」の写し
※証明書類が提出できない場合は、入試チームにご相談ください

写し
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NO 書類種別 摘要 様式

12 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、本学大学院での研究内容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。
ただし、次の領域に出願する場合は、以下の要件を満たしたうえで、作成してください。
・立体造形
　作品 5点以上を写真で掲載すること。
・陶芸
　作品 5点以上を写真で掲載すること。
・映像
　映像作品を提出する場合は、DVD-R またはCD-R で提出すること。
・建築
　調査・研究論文を含むこと。
・マンガ実技
　以下 a）〜 c）のうち、1つ以上を含めること。
　a）イラスト　作品 3点以内
　b）カートゥーン　作品 3点以内
　c）ストーリーマンガ　30 ページ以内
※ポートフォリオは合格発表後、大学より志願者に返送します。

A4サイズ
のファイル

13 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、コピー可。
「卒業論文に代わるもの」とは 12,000�字以上（英語の場合は 7,000�words�以上）の卒業論文
に相当するレポート（A4�用紙、書式自由）とする。
記述言語は、日本語あるいは英語とし、ワープロソフト使用が望ましい。「卒業論文」もしく
は「卒業論文に代わるもの」の冒頭に論文要旨（日本語 800�字以内、英語 300�words�以内、
論文本文の文字数に含めない）を記すこと。

写し

14
プレゼンテー
ション方法事前
申告書

口述試験におけるプレゼンテーションの方法を次のなかから選択して事前に申告してください
（複数選択可）。
（1）作品　（2）ポートフォリオ　（3）論文
なお、作品を選択する者は、作品各点について概要（技法・材質・サイズ等）を記述してく
ださい。

本学指定の
書式

15
プレゼンテー
ション事前提出
物

上記 14 において、ストーリーマンガ作品または論文を選択した者に限り、下記要領で成果物
を提出してください。
（1）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コピー（A4 サイズ）

1点
（2）論文…次のうち、いずれか 1点

・修士論文のコピーとその要約（2,000 字程度）
・研究成果を示す刊行物のコピー等（製本状態のものは受付けられません）

写し

16
博士後期課程事
前面談書

指導教員からサインをもらった事前面談書を提出してください。事前面談についての詳細は、
P.�6 を参照してください。

本学指定の
書式

【注意事項】
○�証明書は、日本語または英語で表記されていることが望ましいです。それら以外の言語で表記されている証明書を提出され、大学側
でその記載内容を解読できない場合は、事後に日本語または英語の翻訳の追加提出を求めることがあります。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。
○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。

【その他】
2021 年度博士前期課程・修士課程 1期入試受験者が 2期入試に出願する場合、No.�1〜11 の提出は不要です。ただし、「留学」の在留
資格を持つ留学生の場合、No.�9「日本での学修状況証明書類」は 2期入試出願時にも提出してください。
また、記載内容の変更や更新等が発生した場合には、それらの書類を再度提出してください。
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選考方法について
博士前期課程・修士課程
一次審査（書類選考）
博士前期課程・修士課程では、提出書類にて一次審査を行います。
提出書類はP.�8〜10 で内容をよく確認したうえで提出してください。

二次審査（試験）
一次審査合格者は、二次審査として試験を行います。試験の結果により最終合否を判定します。
※一次審査にて不合格となった方は二次審査を受験することはできません。
各研究科の試験概要は、以降の該当ページで確認してください。

領域 試験概要

芸術研究科　　　博士前期課程〈実技系〉1期・2期共通 P.�12

芸術研究科　　　博士前期課程〈理論系〉1期・2期共通 P.�13

デザイン研究科　修士課程〈実技系〉1期・2期共通 P.�14

デザイン研究科　修士課程〈理論系〉1期・2期共通 P.�15

マンガ研究科　　博士前期課程〈実技系〉1期・2期共通 P.�16

マンガ研究科　　博士前期課程〈理論系〉1期・2期共通 P.�17

人文学研究科　　修士課程 1期 P.�18

人文学研究科　　修士課程 2期 P.�19

博士後期課程
博士後期課程では、提出書類による一次審査はありません。試験の結果により、合否を判定します。
ただし、出願開始日までに「事前面談」を行う必要があります。詳細はP.�6 を参照してください。
各研究科の試験概要は以降の該当ページで確認してください。

領域 試験概要

芸術研究科　　　博士後期課程 P.�20

マンガ研究科　　博士後期課程 P.�21
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芸術研究科　博士前期課程〈実技系〉
試験概要（1 期・2 期共通）
一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、小論文、面接、作品審査および出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

洋　画

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 5点、スケッチ作品（スケッチブック 1冊にまとめたもの）

日本画

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 5点

立体造形

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】なし

陶　芸

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 2点以上

染　織

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 5点

版　画

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 5点以上

映　像

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 5点
※映像等の場合は、作品を再生できるノートパソコン等を持参してください

【小論文における注意事項】
解答する言語は出願時に「日本語」　または　「英語」を選択してください。出願後の変更は認められません。
辞書および電子辞書の持ち込みは不可です。

【作品審査における注意事項】
・作品審査は出願時に提出したポートフォリオおよび当日持参作品により行います。
・作品を提示する上で必要なノートパソコン等の機材の持ち込みを認めます。なお、本学では作品・機材の受取り、返送、機材の
貸出しは行いませんので各自でご用意ください。

【面接における注意事項】
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　10：10

試験科目	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00

小論文 �
面接および
作品審査 10：30〜12：00（90分）

小論文

13：00〜　順次終了

面接および作品審査
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一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、論述、英語、口述試験ならびに出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

芸術理論

①論述
②英語
英文和訳または英作文を試験当日に選択してください。
③口述試験
研究成果や研究計画について 15 分程度の口頭発表を行い、その後、質疑応答を行います。

【論述における注意事項】
解答する言語は出願時に「日本語」　または　「英語」を選択してください。出願後の変更は認められません。
辞書および電子辞書の持ち込みは不可です。

【英語における注意事項】
辞書の持ち込み可。ただし、電子辞書の持ち込みは不可です。

【口述試験における注意事項】
・口頭発表する上で必要なノートパソコン等の機材や作品の持ち込みを認めます。なお、本学では作品・機材の受取り、返送、機材
の貸出しは行いませんので各自でご用意ください。
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　10：10

試験科目	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00

論述 英語 口述試験
10：30〜12：00（90分）

論述

13：00〜14：00（60分）

英語

14：20〜　順次終了

口述試験

芸術研究科　博士前期課程〈理論系〉
試験概要（1 期・2 期共通）
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一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、小論文、面接、作品審査および出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

ビジュアルデザイン

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 5点

プロダクトデザイン

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 5点

建築

①小論文
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�作品 3点

【小論文における注意事項】
解答する言語は出願時に「日本語」または「英語」を選択してください。出願後の変更は認められません。
辞書および電子辞書の持ち込みは不可です。

【作品審査における注意事項】
・作品審査は出願時に提出したポートフォリオおよび当日持参作品により行います。
・作品を提示する上で必要なノートパソコン等の機材の持ち込みを認めます。なお、本学では作品・機材の受取り、返送、機材の貸
出しは行いませんので各自でご用意ください。

【面接における注意事項】
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　10：10

試験科目	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00

小論文 �
面接および
作品審査 10：30〜12：00（90分）

小論文

13：00〜　順次終了

面接および作品審査

デザイン研究科　修士課程〈実技系〉
試験概要（1 期・2 期共通）
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一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、論述、英語、口述試験および出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

デザイン
理論

①論述
②英語
英文和訳または英作文を試験当日に選択してください。
③口述試験
研究成果や研究計画について 15 分程度の口頭発表を行い、その後、質疑応答を行います。

【論述における注意事項】
解答する言語は出願時に「日本語」　または　「英語」を選択してください。出願後の変更は認められません。
辞書および電子辞書の持ち込みは不可です。

【英語における注意事項】
辞書の持ち込み可。ただし、電子辞書の持ち込みは不可です。

【口述試験における注意事項】
・口頭発表する上で必要なノートパソコン等の機材や作品の持ち込みを認めます。なお、本学では作品・機材の受取り、返送、機材
の貸出しは行いませんので各自でご用意ください。
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　10：10

試験科目	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00

論述 英語 口述試験
10：30〜12：00（90分）

論述

13：00〜14：00（60分）

英語

14：20〜　順次終了

口述試験

デザイン研究科　修士課程〈理論系〉
試験概要（1 期・2 期共通）
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マンガ研究科　博士前期課程〈実技系〉
試験概要（1 期・2 期共通）
一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、小論文、面接および作品審査の結果、ならびに出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

マンガ

①小論文およびイメージ画
小論文を作成し、その小論文の内容を象徴あるいは説明するイメージを描いてください。
②面接および作品審査
個人面接形式
【当日持参作品】�ポートフォリオに含めた、以下 a）〜 c）のいずれか 1つ以上の原本を持参してく

ださい。
a）イラスト　作品 3点以内
b）カートゥーン　作品 3点以内
c）ストーリーマンガ　30 ページ以内の作品 1点

【小論文における注意事項】
解答する言語は日本語です。
辞書および電子辞書の持ち込みは不可です。

【イメージ画における注意事項】
イメージ画を作成するための鉛筆（2B以上）、消しゴム、鉛筆削りを持参してください。鉛筆削り用具は小型で手動のものに限りま
す。忘れた場合の用具の貸し出しは行いません。

【作品審査における注意事項】
・作品審査は出願時に提出したポートフォリオおよび当日持参作品により行います。
・作品を提示する上で必要なノートパソコン等の機材の持ち込みを認めます。なお、本学では作品・機材の受取り、返送、機材の貸
出しは行いませんので各自でご用意ください。

【当日持参作品における注意事項】
a）〜 c）はいずれもオリジナル作品に限ります。既成の作品・キャラクターを利用・借用した作品（二次創作等）は、その行為自
体が批評性を伴う創作である場合を除き、オリジナル作品とは認めません。

【面接における注意事項】
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　10：10

試験科目	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00

小論文および
イメージ画

面接および
作品審査 10：30〜12：00（90分）

小論文およびイメージ画

13：00〜　順次終了

面接および作品審査
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一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、口述試験、出願書類および卒業論文から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

マンガ�
理論

①口述試験
出願時に提出した「卒業論文」　あるいは　「卒業論文に代わるもの」の研究成果や研究計画について
の口頭発表を行い、その後、質疑応答を行います。
マンガ領域を理論的に研究する上で、必要とする語句、用語、概念等について口述試験を行います。

【口述試験における注意事項】
・口頭発表する上で必要なノートパソコン等の機材の持ち込みを認めます。なお、本学では機材の受取り、返送、機材の貸出しは行
いませんので各自でご用意ください。
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　10：10

試験科目	 9:00	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00

口述試験
10：30〜　順次終了

口述試験

マンガ研究科　博士前期課程〈理論系〉
試験概要（1 期・2 期共通）
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一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、学科、論述、面接および出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

人文学

①学科
基礎領域（哲学・歴史・文学・社会・文化・環境・メディア等）の中から基礎的用語を選択し、400
字から 800 字程度で説明をする。
②論述
①の学科試験で選択した基礎的用語を用いて、社会の諸問題や様々な文化現象について 1,600 字から
2,000 字程度で論述する。
※�①、②について解答する言語は「日本語」または「英語」から出願時に選択してください。出願後
の変更は認められません。
③面接
個人面接形式

【学科における注意事項】
辞書および電子辞書の持ち込みは不可です。

【論述における注意事項】
辞書および電子辞書の持ち込みは不可です。
解答は形式に留意しながら、論旨を分かりやすく説明すること。論旨は自身の考えをもとに、十分に説得的であることが求められま
す。

【面接における注意事項】
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　10：10

試験科目	 10:00	 11:00	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00

学科 論述 面接
10：30〜12：00（90分）

学科

13：00〜15：00（120分）

論述

15：10〜　順次終了

面接

人文学研究科　修士課程
試験概要（1 期）
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人文学研究科　修士課程
試験概要（2 期）
一次審査合格者を対象に以下の二次審査（試験）を行います。
試験では、面接、出願書類および卒業論文等から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

人文学
①面接
個人面接形式

【面接における注意事項】
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

時間割
集合時間　12：30

試験科目	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00	 17:00	 18:00

面接
13：00〜　順次終了

面接
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外国語、口述試験、プレゼンテーションおよび出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

芸術

①外国語
「英語」あるいは「日本語」の試験を行います。以下に準じて出願時に登録してください。

英語を受験する者
・日本の大学を卒業した者　　　・日本の大学院を修了した者
日本語を受験する者
・外国の大学を卒業した者　　　・外国の大学院を修了した者
・国の内外に関わらず、学位を取得した論文または作品を英語で記述した者

②口述試験
15 分程度のプレゼンテーションを行い、その後、質疑応答を行います。
【プレゼンテーションの素材】以下の a）b）から 1つ以上選択してください。
a）作品…「修士作品」あるいは「それに代わる成果物」
b）論文…「修士論文」あるいは「それに代わる成果物」※出願時に提出

【外国語における注意事項】
・辞書の持ち込み可。ただし、電子辞書の持ち込みは不可です。

【口述試験】
・各自が出願時に提出した研究計画書をもとに、研究計画について説明を行う。また、各自が制作した作品もしくは論文等について
プレゼンテーションを行う。なお、作品については試験日当日に提出、論文等については出願時に提出のこと。
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

a）作品について
・原則として修士作品、もしくは修士作品に相当するものとします。
・制作の全容が紹介でき、かつ持参できるものであれば点数、形式、サイズ、重量の指定はありません。
・本学での作品の受け取り、ならびに返送は一切行いません。搬入、搬出は試験当日、各自の責任のもと行ってください。
・作品がデジタルデータの場合、再生可能なパソコン、ハードウェア等を各自で準備してください。本学ではパソコン、ハードウェ
ア等の準備を行いません。プロジェクターは設置されています。
・作品の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。

作品の搬入について

搬 入 日：試験当日
時　　間：10：00〜12：00
搬入場所：試験当日に指定します。
【搬入における注意事項】
搬入、管理は各自の責任のもと行ってください。本学での作品の受け取り、ならびに返送は一切行いません。

b）論文について
・修士論文のコピー（提出見込みのものを含む）とその内容の要約（2,000 字程度）、あるいは研究成果を示す刊行物のコピー等（製
本状態のものは受付けられません）を出願書類に同封し、提出すること。
・論文についてプレゼンテーションを行う場合、再生可能なパソコン、ハードウェア等を各自で準備してください。本学ではパソコ
ン、ハードウェア等の準備を行いません。プロジェクターは設置されています。

時間割
集合時間　12：40

試験科目	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00	 17:00	 18:00

外国語 口述試験
13：00〜14：00（60分）

外国語

14：30〜　順次終了

口述試験

芸術研究科　博士後期課程
試験概要
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マンガ研究科　博士後期課程
試験概要
外国語、口述試験、プレゼンテーションおよび出願書類から総合的に評価し、入学者を選抜します。

領域 試験内容

マンガ

①外国語
「英語」　あるいは　「日本語」の試験を行います。以下に準じて出願時に登録してください。

英語を受験する者
・日本の大学を卒業した者　　　・日本の大学院を修了した者
日本語を受験する者
・外国の大学を卒業した者　　　・外国の大学院を修了した者
・国の内外に関わらず、学位を取得した論文または作品を英語で記述した者

②口述試験
15 分程度のプレゼンテーションを行い、その後、質疑応答を行います。
【プレゼンテーションの素材】以下の a）b）から 1つ以上選択してください。
a）作品…「修士作品」あるいは「それに代わる成果物」
b）論文…「修士論文」あるいは「それに代わる成果物」

【外国語における注意事項】
・辞書の持ち込み可。ただし、電子辞書の持ち込みは不可です。

【口述試験における注意事項】
・各自が出願時に提出した研究計画書をもとに、研究計画について説明を行う。また、各自が制作した作品もしくは論文等について
プレゼンテーションを行う。なお、作品については試験日当日に提出、論文等については出願時に提出のこと。
・留学生については本人が持つ日本語能力も確認します。

a）作品について
原則として修士作品、もしくは修士作品に相当するものを提出すること。
＊ストーリーマンガ作品は事前に提出すること。
＊作品（ストーリーマンガ作品を除く）は試験日当時に持参して提出すること。
・作品がデジタルデータの場合、再生可能なパソコン、ハードウェア等を各自で準備してください。本学ではパソコン、ハードウェ
ア等の準備を行いません。プロジェクターの設置はしています。

b）論文について
・修士論文のコピー（提出見込みのものを含む）とその内容の要約（2,000 字程度）、あるいは研究成果を示す刊行物のコピー等（製
本状態のものは受付けられません）を出願書類に同封し、提出すること。
・論文についてプレゼンテーションを行う場合、再生可能なパソコン、ハードウェア等を各自で準備してください。本学ではパソコ
ン、ハードウェア等の準備を行いません。プロジェクターの設置はしています。

時間割
集合時間　12：40

試験科目	 12:00	 13:00	 14:00	 15:00	 16:00	 17:00	 18:00

外国語 口述試験
13：00〜14：00（60分）

外国語

14：30〜　順次終了

口述試験
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出願の流れ

出願書類を
確認・準備する

STEP1

STEP1

STEP2 STEP3 STEP4
インターネットで
出願を登録する

入学検定料
を納入する

出願書類を
郵送する

出願書類を確認・準備する

STEP2

①

②

③

インターネットで出願を登録する

京都精華大学の入試情報ページにアクセスします。

マイページを登録します。

▲画面下の「マイページを初めてご登録の方」から進んでくださ
い。登録したメールアドレスにマイページ仮登録完了のメールが
届きますので、メール本文のURL にアクセスして本登録を行っ
てください。

▲マイページ（エントリー・出願）から進んでください。

④

個人情報を入力します。

⑤

顔写真を登録します。

⑥

出願する入試制度を選択します。

出願内容を選択します。

出
願
完
了

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

▲「住所種別」は、現在の住所をもとに選択してください。受験の
ために一時的に来日している方は、「海外在住者」を選択してくだ
さい。

▲顔写真は入試当日の本人照合、入学後の学生証として利用し
ます。注意事項を確認して登録を行ってください。▲「基本情報の登録・確認」をクリックします。

▲「顔写真登録」をクリックします。

▲「出願（エントリー）登録」をクリックします。

▲入試種別は出願期間中に表示されます。

▲志望研究科・専攻、試験科目、試験会場を選択してください。

▲インターネット出願ガイダンスページ

はじめに、必要な出願書類を P. 8 ～ 10 にて確認・準備してください。
志望理由書と研究計画書は、インターネットでの出願登録時に入力してく
ださい。本学指定様式の経歴書（A 票）、写真票（B 票）、プレゼンテーショ
ン方法事前申告書（C 票）等は、出願登録の手順を進めると表示されます。
出願登録の操作法等については、インターネット出願ガイダンスページで
も説明しています。
http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/

出願の流れ
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出願の流れ

出願書類を
確認・準備する

STEP1

STEP1

STEP2 STEP3 STEP4
インターネットで
出願を登録する

入学検定料
を納入する

出願書類を
郵送する

出願書類を確認・準備する

STEP2

①

②

③

インターネットで出願を登録する

京都精華大学の入試情報ページにアクセスします。

マイページを登録します。

▲画面下の「マイページを初めてご登録の方」から進んでくださ
い。登録したメールアドレスにマイページ仮登録完了のメールが
届きますので、メール本文のURL にアクセスして本登録を行っ
てください。

▲マイページ（エントリー・出願）から進んでください。

④

個人情報を入力します。

⑤

顔写真を登録します。

⑥

出願する入試制度を選択します。

出願内容を選択します。

出
願
完
了

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

▲「住所種別」は、現在の住所をもとに選択してください。受験の
ために一時的に来日している方は、「海外在住者」を選択してくだ
さい。

▲顔写真は入試当日の本人照合、入学後の学生証として利用し
ます。注意事項を確認して登録を行ってください。▲「基本情報の登録・確認」をクリックします。

▲「顔写真登録」をクリックします。

▲「出願（エントリー）登録」をクリックします。

▲入試種別は出願期間中に表示されます。

▲志望研究科・専攻、試験科目、試験会場を選択してください。

▲インターネット出願ガイダンスページ

はじめに、必要な出願書類を P. 8 ～ 10 にて確認・準備してください。
志望理由書と研究計画書は、インターネットでの出願登録時に入力してく
ださい。本学指定様式の経歴書（A 票）、写真票（B 票）、プレゼンテーショ
ン方法事前申告書（C 票）等は、出願登録の手順を進めると表示されます。
出願登録の操作法等については、インターネット出願ガイダンスページで
も説明しています。
http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/

▲はじめに表示される「出願予定入試」で「大学院入学試験」を選択
してください。

「受験区分」で、「国内学生として受験する方」「留学生として受験す
る方」のいずれかを選択してください。これによって、以降で選択で
きる入試種別が変わります。
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出願の流れ 入学検定料の納入
⑦ 個人情報を確認します。

⑧ 出願内容を確認します。

⑩

▲「マイページ」の「出願履歴確認」をクリックすると、これま
で申し込んだ入試一覧が表示されます。

※出願完了通知メール本文の「検定料お支払いサイト
URL」からも決済専用サイトにアクセスできます

次のページでお支払い方法ごとの流れを紹介しています。

入学検定料を納入する前であれば、手順⑤からやり直してくだ
さい。（古い登録を消去することはできませんので、使用せずに
そのままにしてください）
入学検定料納入後の変更は受け付けておりませんのであらかじ
めご了承ください。
出願登録後に住所等の変更がある場合は、入試チームまでご連
絡ください。

※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( 火 ) ～ 1/3( 日 )）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ガイダンスページでも
ご確認いただけます。
http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/faq

入学検定料のお支払い方法を確認します。 出願登録内容を確認するには 登録内容を修正したいとき

操作に関するお問い合わせ
志願受付操作サポート窓口
TEL：0120-752-257
受付期間：2020/9/1( 火 ) ～ 2021/3/31( 水 )
毎日 9：00 ～ 20：00

入試制度に関するお問い合わせ
京都精華大学 入試チーム
TEL：075-702-5100
受付時間：9：00 ～ 17：30（土曜・日曜・祝日を除く） 
E-mail：nyushi@kyoto-seika.ac.jp

⑪ 出願完了画面が表示されます。

▲出願登録が完了すると、「インターネット出願完了」通知メー
ルが届きます。メール本文の「検定料お支払いサイトのURL」
をクリックすると検定料のお支払い手続きへ進みます。
整理番号は入試に関するお問合せの際に必要になります。

１．提出書類一覧
提出が必要な書類が表示されます。「印刷ページ」をクリック
すると PDF が表示されますので、各自で印刷してください。

２．検定料のお支払い
クリックすると入学検定料のお支払い手続へ進みます。

手順の確認ができたら、画面下の「終了する」をクリックして
ください。書類提出一覧と検定料のお支払い画面は、マイペー
ジの「出願履歴確認」でいつでも確認することができます。

STEP3 入学検定料を納入する
マイページ「出願完了画面」の「検定料のお支払い」をクリックすると、「決済専用サイト」へ進みます。お支払い方法を選択して、納入手
続を行ってください。納入期限は入試種別ごとに定められた支払期限日の 23:59 までです。支払期限を過ぎると納入することができません。
入学検定料の他に支払手数料 990 円が必要です。
出願登録、入学検定料の支払い、出願書類の提出（提出不要の場合は除く）がすべて完了すると出願が確定となります。いったん納入された
入学検定料は返還いたしません。

決済専用サイトマイページ（出願完了画面）

▲出願内容に間違いがないかを確認してください。修正する場
合は、画面下の「戻る」をクリックしてやり直してください。

▲お支払い可能な方法を事前にご確認ください。確認したら、「登
録」を選択してください。
※海外から納入する場合は、クレジットカードのみ選択できます。

▲手順③で入力した個人情報が表示されます。間違いがないか
を確認してください。修正する場合は、手順③の「基本情報の
登録・確認」に戻って修正した上で、あらためて出願登録をや
り直してください。

※海外から納入する場合は、クレジットカードのみ選択できます。

▲志望理由書、研究計画書を入力してください。各入力欄の文字
数には上限があり、改行は 1文字としてカウントされます。また、
入力途中のテキストは保存されませんのでご注意ください。
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入学検定料の納入出願の流れ 入学検定料の納入
⑦ 個人情報を確認します。

⑧ 出願内容を確認します。

⑩

▲「マイページ」の「出願履歴確認」をクリックすると、これま
で申し込んだ入試一覧が表示されます。

※出願完了通知メール本文の「検定料お支払いサイト
URL」からも決済専用サイトにアクセスできます

次のページでお支払い方法ごとの流れを紹介しています。

入学検定料を納入する前であれば、手順⑤からやり直してくだ
さい。（古い登録を消去することはできませんので、使用せずに
そのままにしてください）
入学検定料納入後の変更は受け付けておりませんのであらかじ
めご了承ください。
出願登録後に住所等の変更がある場合は、入試チームまでご連
絡ください。

※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( 火 ) ～ 1/3( 日 )）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ガイダンスページでも
ご確認いただけます。
http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/faq

入学検定料のお支払い方法を確認します。 出願登録内容を確認するには 登録内容を修正したいとき

操作に関するお問い合わせ
志願受付操作サポート窓口
TEL：0120-752-257
受付期間：2020/9/1( 火 ) ～ 2021/3/31( 水 )
毎日 9：00 ～ 20：00

入試制度に関するお問い合わせ
京都精華大学 入試チーム
TEL：075-702-5100
受付時間：9：00 ～ 17：30（土曜・日曜・祝日を除く） 
E-mail：nyushi@kyoto-seika.ac.jp

⑪ 出願完了画面が表示されます。

▲出願登録が完了すると、「インターネット出願完了」通知メー
ルが届きます。メール本文の「検定料お支払いサイトのURL」
をクリックすると検定料のお支払い手続きへ進みます。
整理番号は入試に関するお問合せの際に必要になります。

１．提出書類一覧
提出が必要な書類が表示されます。「印刷ページ」をクリック
すると PDF が表示されますので、各自で印刷してください。

２．検定料のお支払い
クリックすると入学検定料のお支払い手続へ進みます。

手順の確認ができたら、画面下の「終了する」をクリックして
ください。書類提出一覧と検定料のお支払い画面は、マイペー
ジの「出願履歴確認」でいつでも確認することができます。

STEP3 入学検定料を納入する
マイページ「出願完了画面」の「検定料のお支払い」をクリックすると、「決済専用サイト」へ進みます。お支払い方法を選択して、納入手
続を行ってください。納入期限は入試種別ごとに定められた支払期限日の 23:59 までです。支払期限を過ぎると納入することができません。
入学検定料の他に支払手数料 990 円が必要です。
出願登録、入学検定料の支払い、出願書類の提出（提出不要の場合は除く）がすべて完了すると出願が確定となります。いったん納入された
入学検定料は返還いたしません。

決済専用サイトマイページ（出願完了画面）

▲出願内容に間違いがないかを確認してください。修正する場
合は、画面下の「戻る」をクリックしてやり直してください。

▲お支払い可能な方法を事前にご確認ください。確認したら、「登
録」を選択してください。
※海外から納入する場合は、クレジットカードのみ選択できます。

▲手順③で入力した個人情報が表示されます。間違いがないか
を確認してください。修正する場合は、手順③の「基本情報の
登録・確認」に戻って修正した上で、あらためて出願登録をや
り直してください。

※海外から納入する場合は、クレジットカードのみ選択できます。

▲志望理由書、研究計画書を入力してください。各入力欄の文字
数には上限があり、改行は 1文字としてカウントされます。また、
入力途中のテキストは保存されませんのでご注意ください。

マイページ「出願完了画面」の「検定料のお支払い」をクリックすると、「決済専用サイト」へ進みます。お支払い方法を選択して、納入手
続を行ってください。納入期限は入試種別ごとに定められた支払期限日の 23:59 までです。支払期限を過ぎると納入することができません。
入学検定料 35,000 円の他に支払手数料 990 円が必要です。
出願登録、入学検定料の支払い、出願書類の提出（提出不要の場合は除く）がすべて完了すると出願が確定となります。いったん納入された
入学検定料は出願資格を満たさなかった場合等を除き、返還いたしません。詳しくは P. 30「入学検定料の返還」をご確認ください。

・ 「出願内容の確認」をクリックすると、手順⑧の「出願内容確
認画面」が表示されます。

・ 「出願完了画面」をクリックすると、手順⑪の「出願完了画面」
が表示されます。提出書類の印刷、検定料のお支払い手続へ進
むことができます。

・ 「確認メール」をクリックすると、「インターネット出願完了」
通知メールが再送されます。
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入学検定料の納入

送付先　〒606-8588　京都市左京区岩倉木野町 137　「京都精華大学 入試チーム」行
Kyoto Seika University Admissions Office 137 Iwakura-Kino-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8588 JAPAN

STEP4 出願書類を郵送する

Address

イインンタターーネネッットトババンンキキンンググでで納納入入すするる場場合合
お支払い方法で「ネットバンキング」を選択してください。支払いを
行う金融機関を選択し、画面の指示に従って手続を進めてください。
お支払いが完了すると、納入完了の通知メールが届きます。

ククレレジジッットトカカーードドでで納納入入すするる場場合合
お支払いクレジットカード」を選択してください。クレジットカード
をご用意いただき、画面の指示に従って手続を進めてください。お支
払いが完了すると、納入完了の通知メールが届きます。支払いには下
記のカードブランドが利用できます。

※海外から納入する場合はクレジットカードのみ選択できます。

出願書類の郵送・受験票について

Famiポート

支払い内容
確認

「代金支払い」
を選択

「番号入力画面
 に進む」
を選択

収納番号の左5桁
「20020」を入力

「収納番号の右12桁」
を入力

ファミリーマートローソン
ミニストップ

Loppi

「各種番号を
お持ちの方」
を選択

「電話番号」
を入力

支払い内容
確認

「お支払い受付番号」
を入力

店頭レジ

支払い内容
確認

レジで
「インターネット
支払」と伝える

セイコーマート

店頭レジ
レジで

「オンライン決済」
と伝える

タッチパネルに
「お客様番号」

を入力

タッチパネルに
「オンライン決済番号」

を入力

支払い内容
確認

デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストア

セブン-イレブン

店頭レジ
レジで

「インターネット
代金支払」と伝える

「払込票番号」
を伝える

レジで検定料を現金で支払う※

領収書（レシート形式）を必ず受け取る 取扱明細兼領収書を必ず受け取る

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は

30分以内にレジにて支払ってください。

Pay-easy
利用ATM

収納機関番号
「58171」
を入力

「お客様番号」
を入力

利用明細票を
必ず受け取る

支払い内容
確認

「現金」または
「キャッシュカード」
を選択し支払う※

「確認番号」
を入力

「税金・料金払い
込み」など
を選択

ATMコ ン ビ ニ

※ATMを利用する際、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

ココンンビビニニエエンンスススストトアアままたたはは PPaayy--eeaassyy（（ペペイイジジーー））対対応応のの銀銀行行 AATTMM でで納納入入すするる場場合合

〈国内在住者〉 〈海外在住者〉

ABC01S001

セイカ　ハナコ

精華　花子
学校推薦型選抜 B日程
2020年11月15日（日）
基礎科目：学科（英語・国語）
11：00～13：00（10：30集合）
CB01M001
芸術学部　造形学科
CB01B001
デザイン学部　イラストコース

受験票を印刷する
受験票は入試種別ごとに設けられた発行日以降に「マイページ」で印刷することができます。本学からは受験票を発送しませんので、
各自で印刷をして試験当日に持参してください。受験票には、座席番号、受験番号、試験日、集合時間、志望研究科などが記載されて
います。あらかじめご確認ください。

※コンビニの納入手順は 2020 年 4月時点のものです。変更される場合がありますので予めご了承ください。

▲お支払い方法で「コンビニ」または「ATM（ペイジー）」を選択して、「お支払い情報取得」ボタンをクリックしてください。
下記の手順に従って、各コンビニまたは金融機関で入学検定料をお支払いください。お支払いが完了すると、納入完了の通知メールが届きます。

座席番号と受験番号の違い
座席番号は試験科目ごとに付け
られる 9桁の番号です。
受験番号は志望学科・コースご
とに付けられる8桁の番号です。
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出願書類の郵送・受験票について入学検定料の納入

送付先　〒606-8588　京都市左京区岩倉木野町 137　「京都精華大学 入試チーム」行
Kyoto Seika University Admissions Office 137 Iwakura-Kino-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8588 JAPAN

STEP4 出願書類を郵送する

Address

イインンタターーネネッットトババンンキキンンググでで納納入入すするる場場合合
お支払い方法で「ネットバンキング」を選択してください。支払いを
行う金融機関を選択し、画面の指示に従って手続を進めてください。
お支払いが完了すると、納入完了の通知メールが届きます。

ククレレジジッットトカカーードドでで納納入入すするる場場合合
お支払いクレジットカード」を選択してください。クレジットカード
をご用意いただき、画面の指示に従って手続を進めてください。お支
払いが完了すると、納入完了の通知メールが届きます。支払いには下
記のカードブランドが利用できます。

※海外から納入する場合はクレジットカードのみ選択できます。

出願書類の郵送・受験票について

Famiポート

支払い内容
確認

「代金支払い」
を選択

「番号入力画面
 に進む」
を選択

収納番号の左5桁
「20020」を入力

「収納番号の右12桁」
を入力

ファミリーマートローソン
ミニストップ

Loppi

「各種番号を
お持ちの方」
を選択

「電話番号」
を入力

支払い内容
確認

「お支払い受付番号」
を入力

店頭レジ

支払い内容
確認

レジで
「インターネット
支払」と伝える

セイコーマート

店頭レジ
レジで

「オンライン決済」
と伝える

タッチパネルに
「お客様番号」

を入力

タッチパネルに
「オンライン決済番号」

を入力

支払い内容
確認

デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストア

セブン-イレブン

店頭レジ
レジで

「インターネット
代金支払」と伝える

「払込票番号」
を伝える

レジで検定料を現金で支払う※

領収書（レシート形式）を必ず受け取る 取扱明細兼領収書を必ず受け取る

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は

30分以内にレジにて支払ってください。

Pay-easy
利用ATM

収納機関番号
「58171」
を入力

「お客様番号」
を入力

利用明細票を
必ず受け取る

支払い内容
確認

「現金」または
「キャッシュカード」
を選択し支払う※

「確認番号」
を入力

「税金・料金払い
込み」など
を選択

ATMコ ン ビ ニ

※ATMを利用する際、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

ココンンビビニニエエンンスススストトアアままたたはは PPaayy--eeaassyy（（ペペイイジジーー））対対応応のの銀銀行行 AATTMM でで納納入入すするる場場合合

〈国内在住者〉 〈海外在住者〉

ABC01S001

セイカ　ハナコ

精華　花子
学校推薦型選抜 B日程
2020年11月15日（日）
基礎科目：学科（英語・国語）
11：00～13：00（10：30集合）
CB01M001
芸術学部　造形学科
CB01B001
デザイン学部　イラストコース

受験票を印刷する
受験票は入試種別ごとに設けられた発行日以降に「マイページ」で印刷することができます。本学からは受験票を発送しませんので、
各自で印刷をして試験当日に持参してください。受験票には、座席番号、受験番号、試験日、集合時間、志望研究科などが記載されて
います。あらかじめご確認ください。

※コンビニの納入手順は 2020 年 4月時点のものです。変更される場合がありますので予めご了承ください。

▲お支払い方法で「コンビニ」または「ATM（ペイジー）」を選択して、「お支払い情報取得」ボタンをクリックしてください。
下記の手順に従って、各コンビニまたは金融機関で入学検定料をお支払いください。お支払いが完了すると、納入完了の通知メールが届きます。

座席番号と受験番号の違い
座席番号は試験科目ごとに付け
られる 9桁の番号です。
受験番号は志望学科・コースご
とに付けられる8桁の番号です。

・ 出願書類は入試種別ごとの提出期限内に「京都精華大学入試チーム」宛に郵送してください。
・ 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。
・ 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。
・ 入試チーム窓口での受付時間は、月～金曜日（祝日除く）9：00～17：30 です。※事務局開室時間は変更される可能性がありますので、

事前に本学ウェブサイトをご確認ください。

任意の封筒を使い、「〇〇入試出願書類在中」と記
入して、国際宅配便（EMS、DHL、UPS、FedEx 等）
で発送してください。

市販の角 2 サイズの封筒に表に宛名ラベルを貼っ
て、「簡易書留速達」にて郵送してください。
※ 入試チーム窓口に提出する場合も封筒に宛名ラ

ベルを貼り付けてください。

▲ マイページの「受験票（参加票）印刷」を
クリックしてください。
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受験について

持参物について
各試験中に使用できるものは次のとおりです。持参物の貸出しは行っていませんので、忘れないようにご注意ください。

論述・学科・小論文 黒鉛筆またはシャープペンシル（H、F、HB、B）、プラスチック製消しゴム

面接・作品審査
・口述試験

各研究科で指定されたものを持参してください。詳しくは各研究科の試験概要ページをご確認ください。

イメージ画
※マンガ研究科
博士前期課程
〈実技系〉

鉛筆（2B以上）、消しゴム（練り消しゴム含む）

日本語試験
※受験申請者のみ対象

黒鉛筆またはシャープペンシル（H、F、HB、B）、プラスチック製消しゴム
※辞書の持ち込みは不可

共通
時計（辞書、電卓、インターネット接続機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの、
キッチンタイマー、大型のものは不可）、鉛筆削り（電動式・大型のものは不可）、
ハンカチ、目薬、ティッシュペーパー（袋や箱から中身だけ取り出したもの）

服装について
服装は自由です。上履きは不要です。

試験当日
・�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。
・�不正行為を行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。
・�試験会場へのアクセスは公共交通機関を利用してください。本学へは、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。
・�本学が実施する日本語試験の試験時間については、本学ウェブサイト（入試情報）、マイページで案内します。

新型コロナウイルス等の感染症対策について
・試験会場では、必ずマスクを着用してください。
・試験室に入室する前に、設置されているアルコール手指消毒剤を使用してください。
・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。
・�京都精華大学会場では、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。
・�京都精華大学会場では、受験生への付き添いが必要な場合に備えて控室を用意します。付き添い者には受験生と同様の感染予防をお
願いします。
・�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。
・�体調管理について
　試験会場において検温は行いませんが、必ず当日に自宅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。

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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京都精華大学 〒606-8588　京都市左京区岩倉木野町137
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入学検定料の返還
■出願書類審査において、出願資格なしと判定された場合の入学検定料返還
出願書類審査において、出願資格なしと判定された場合、本人からの申請により、入学検定料から手数料
1,000 円を差し引いた金額を返還します。該当者には申請用紙を送付しますので、返還を希望する方は期
限内に入試チームまでご返送ください。なお、提出された出願書類は原則として返還しません。
入学検定料返還申請期限：�出願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。
返還パターンの例

志願者の出願手続状況 本学による出願書類確認 返還対象

出願登録・入学検定料納入・出願書類提出
のすべてを完了

出願受付完了 ×

出願資格なし
※受験することができません

○

出願書類に不備あり
（書類不足、画像不鮮明、記載内容の不一致等）
※�不備が解消しない場合は受験することができ
ません

×

出願登録・入学検定料納入までを完了
出願書類未提出

※受験することができません
×

■ 新型コロナウイルス等の感染症にかかり、入学試験を欠席した場合の入学検
定料返還または振替受験申請

学校保健安全法で出席停止が定められている新型コロナウイルス等の感染症にかかり、治癒していない場
合、その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、原則として入学試験の受験をご遠
慮願います。
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・修士課程 1期から 2期への変更のみです。

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〉
ガイダンスページ（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　京都精華大学入試チーム
問合せ先　京都精華大学入試チーム
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その他受験上の配慮について
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ヶ月前までに入試チームに相談してください。
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。

自然災害等の被災者を対象とした救援措置
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、入試チームまでご連絡ください。

対象条件と減免基準について
対象条件
本学の入学試験に出願する方、もしくは入学試験に合格し、入学手続を行おうとする方で、下記のすべて
に該当する方
①保護者等学費支弁者が災害救助法適用地域に居住し被災された方
②保護者等学費支弁者およびその家屋が下記の被災状況に該当する場合
③被災に伴う経済的困窮により進学に著しく支障のある方

減免基準

被災状況 入学検定料 入学金 授業料

1．�災害により学費支弁者が亡くなられた場合

全額を免除 全額を免除
入学年度の
年間授業料の
1/4 を免除

2．�災害により学費支弁者の居住家屋が全壊（全焼）または
半壊（半焼）・床上浸水し、今後の居住が不可能になられ
た場合

申請方法
提出書類
①「自然災害等の被災者を対象とした救援措置申請書」( 本学指定の様式）
本学ウェブサイトにて適時掲載しますので、ダウンロードして利用してください。
②学費支弁者の被災状況に関する証明書類（罹災証明書等）
③学費支弁者の解雇、倒産、破産等を証明する書類（解雇通知や退職証明書、破産手続開始通知書等）
※申請書類に記載の個人情報は、本救援措置に係る業務のみに利用します。

申請期限
原則として入試種別ごとの出願書類提出期限までとします。
※入学試験出願後に対象となった場合はご相談ください

選考方法
提出書類をもとに被災状況や経済的困窮度等を総合的に審査し、本学教職員で構成する選考委員会の議を
経て学長が選考します。

選考結果の通知について
本人宛に郵送にて通知します。
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合格発表
博士前期課程・修士課程　一次審査（書類選考）の合否発表について
博士前期課程・修士課程一次審査（書類選考）の合否結果は「マイページ」の「合否照会」で確認してく
ださい。書類審査合否発表日の 12:00 に発表します。郵送による通知は行いません。

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。入試種別ごとの合格発表日の 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ガイド等を、「マイページ」に登録された住所宛に合格発表日に
特定記録・速達で郵送します。不合格または試験をすべて欠席した場合は、郵送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

合否の判定方法
次の方法により、得点上位者から順に合格者を決定します。
・受験された研究科単位で合否を判定します。
・各試験科目には、合格基準とする最低点は設けません。
・学科試験において、著しく平均点に差が生じた場合は得点調整を行うことがあります。

本学が実施する日本語試験を受験した場合
日本語試験で本学が定める基準点を満たし、受験科目が合格圏内となった場合、合否判定は「合格」とな
ります。
日本語試験で本学が定める基準点を満たさなかった場合、受験科目が合格圏内であっても、合否判定は「不
合格」となります。

追加合格について
入学手続きの状況によって追加合格が発生する場合があります。この場合は「マイページ」では通知せず、
本人宛に個別に通知します。
なお、追加合格に関する問い合わせには一切応じられません。

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 2021 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。

▲�マイページの「合否照会」をク
リックしてください。

合格発表 入学手続

※合否結果に関する問い合わせには一切応じられません

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。入試種別ごとの合格発表日の 12:00 から発表します。
合格者には合格通知書および入学手続ガイド等を「マイページ」に登録された住所宛に特定記録・速達で郵送します。不合格または試験を
すべてを欠席した場合は郵送による通知は行いません。

合格者には、合格通知書とともに「入学手続ガイド」を送付します。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

（参考）入学手続時納入金納入用紙

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
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ください。詳細は合格通知に同封します。

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ガイダンスページ（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、2021 年 3 月 31 日（水）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、学
金（200,000 円）を除く「前期 1 期授業料」を返還します。
インターネット出願ガイダンスページ（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
2021 年 3 月 11 日（木）（必着）までに提出された場合：3 月 31 日（水）までに返還
2021 年 3 月 12 日（金）から 3 月 31 日（水）（必着）までに提出された場合：4 月 30 日（金）までに返還

▲マイページの「合否照会」をク
リックしてください。

▲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。

研究科
博士前期課程・修士課程〈1期〉 芸術・デザイン・マンガ・人文学

芸術・デザイン・マンガ・人文学
芸術・マンガ博士後期課程

博士前期課程・修士課程〈2期〉

提出期限

2020 年 10 月 31 日（土）
2020 年 12 月 8日（火）
2021 年 3月 6日（土）

▲�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。
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合格発表 入学手続

※合否結果に関する問い合わせには一切応じられません

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。入試種別ごとの合格発表日の 12:00 から発表します。
合格者には合格通知書および入学手続ガイド等を「マイページ」に登録された住所宛に特定記録・速達で郵送します。不合格または試験を
すべてを欠席した場合は郵送による通知は行いません。

合格者には、合格通知書とともに「入学手続ガイド」を送付します。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

（参考）入学手続時納入金納入用紙

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
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ください。詳細は合格通知に同封します。

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ガイダンスページ（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、2021 年 3 月 31 日（水）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、学
金（200,000 円）を除く「前期 1 期授業料」を返還します。
インターネット出願ガイダンスページ（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
2021 年 3 月 11 日（木）（必着）までに提出された場合：3 月 31 日（水）までに返還
2021 年 3 月 12 日（金）から 3 月 31 日（水）（必着）までに提出された場合：4 月 30 日（金）までに返還

▲マイページの「合否照会」をク
リックしてください。

▲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。

研究科
博士前期課程・修士課程〈1期〉 芸術・デザイン・マンガ・人文学

芸術・デザイン・マンガ・人文学
芸術・マンガ博士後期課程

博士前期課程・修士課程〈2期〉

提出期限

2020 年 10 月 31 日（土）
2020 年 12 月 8日（火）
2021 年 3月 6日（土）

入学手続

振振  込込  金金
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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）

対象
・�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
・�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
※�日本学生支援機構（JASSO）「文部科学省外国人留学生学習奨励費」との併給は可能

採用人数
20 名
（学部生を含む国内学生と留学生の合計人数）

選考方法（抜粋）
提出書類（計画書）および面接により選考

時期
入学後に選考
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学費減免
〈国内学生大学院学費減免〉
金額（年間）
■博士前期・修士課程
年間授業料の 1/2 の額
（当該年度の後期 1期・2期授業料を減免）
■博士後期課程
年間授業料の 3/4 の額
（当該年度の前期 2期、後期 1期・2期授業料を減免）

対象
博士前期・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
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

成績
■博士前期・修士課程
1 年生：成績要件不要
2年生：・�所定の単位数を前年度までに修得している者（16 単位）

・�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

■博士後期課程
1 年生：成績要件不要
2、3年生：・�所定の単位数を前年度までに修得している者（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
■博士前期・修士課程
4 名
■博士後期課程
3 名

選考方法（抜粋）
提出書類と成績により選考

時期
入学後に選考

35



〈私費外国人留学生大学院学費減免〉
金額（年間）
■博士前期・修士課程
年間授業料の 1/2 の額
（当該年度の後期 1期・2期授業料を減免）
■博士後期課程
年間授業料の 3/4 の額
（当該年度の前期 2期、後期 1期・2期授業料を減免）

対象
博士前期・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
家計：・�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

※日本学生支援機構（JASSO）「文部科学省外国人留学生学習奨励費」との併給は可能

成績
■博士前期・修士課程
1 年生：成績要件なし
2年生：・�所定の単位数を前年度までに修得している者（16 単位）

・�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

■博士後期課程
1 年生：成績要件なし
2、3年生：・�所定の単位数を前年度までに修得している者（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
■博士前期・修士課程
10 名
■博士後期課程
2 名

選考方法（抜粋）
提出書類と成績により選考

時期
入学後に選考
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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〉・デザイン研究科〈実技系〉・マンガ研究科〈実技系〉

本学卒業生・修了生 本学卒業生・修了生以外
入学金 免除  �200,000 円

1 年次　前期 1期授業料  �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
初年度納入金（入学手続時納入金含む） 1,050,000 円 1,250,000 円

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

入学金 免除  �200,000 円
1 年次　前期 1期授業料  �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

□博士後期課程
芸術研究科・マンガ研究科

本学卒業生・修了生 本学卒業生・修了生以外
入学金 免除  �200,000 円

1 年次　前期 1期授業料  �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

■�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 2020 年度実績です。2021 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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Q & A
Q 出願は完了したが、受験票が届かない。

Ⓐ 受験票は大学から郵送していません。
指定された受験票発行日以降に、各自でマイページから印刷してください。

Q 出願登録は完了したが、確認メールが届かない。

Ⓐ メールの受信設定等の不備が考えられます。設定を見直すか、マイページ内の「出願（エントリー）履歴確認」
から状況を確認してください。
「申し込み一覧」に出願した入試種別が表示されていれば、出願は完了しています。二重登録しないように注
意してください。

Q 入学検定料の入金を完了したが、確認メールが届かない。

Ⓐ メールの受信設定等の不備が考えられます。設定を見直すか、マイページ内の「出願（エントリー）履歴確認」
から状況を確認してください。「お支払い方法」に入金日が表示されていれば、入金は完了しています。

Q 出願登録完了後に個人情報の修正がしたい。

Ⓐ 出願登録完了後の修正はマイページから行えません。
大学（075-702-5100）へ連絡してください。

Q 出願登録内容の追加または変更がしたい。

Ⓐ 【入学検定料を支払う前】
出願登録の手続を初めからやり直すことにより、変更が可能です。
【入学検定料を支払った後】
追加および変更は一切受け付けません。

Q 出願し、書類審査に合格しましたが、受験しませんでした。入学検定料は返還されますか。

Ⓐ 出願が完了した後は、入学検定料は返還しません。

Q 京都精華大学会場では、試験当日にスクールバスは運行していますか？

Ⓐ 地下鉄烏丸線国際会館駅より無料のスクールバスを運行しています。
運行時間は本学Webサイトを確認してください。同伴者の方も利用できます。

Q 複数の研究科を併願することはできますか？

Ⓐ 同じ試験日程で実施される研究科・専攻・領域で併願することはできません。
なお、博士前期・修士課程において 1期入試の判定結果にかかわらず 2期入試に出願することが可能です（留
学生は国内在住者のみ）。

Q 京都精華大学会場への自家用車の乗り入れはできますか？

Ⓐ 自家用車の乗り入れはできません。
構内には駐車スペースがありませんので、公共交通機関を利用してください。
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2020 年度入試結果（外国人留学生含む）

芸術研究科

課程 専攻 志願者 合格者

博士前期 芸術 51 32

博士後期 芸術 4 2

デザイン研究科

課程 専攻 志願者 合格者

修士
デザイン 102 13

建築 23 8

マンガ研究科

課程 専攻 志願者 合格者

博士前期

マンガ
実技系

68 15

マンガ
理論系

5 2

博士後期 マンガ 3 1

人文学研究科（1 期入試）

課程 専攻 志願者 合格者

修士 人文学 4 2

人文学研究科（2 期入試）

課程 専攻 志願者 合格者

修士 人文学 3 2
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インフォメーション
インターネット出願ガイダンスページについて
インターネット出願ガイダンスページでは下記について案内しています。
「マイページ」で出願登録を行う前にご利用ください。

①利用案内・手続要領　インターネット出願手続に関する説明
②出願書類・発送要領　以下の様式がダウンロードできます

対象 様式 用途

博士前期
修士課程

日本語試験受験申請書（留学生）
2020 年度の EJU、JLPT 中止により受験で
きなかった者で、本学が実施する日本語試験
の受験を希望する場合

事前面談書（博士前期・修士課程英語による
指導を希望する者）

英語による指導を希望する場合

博士後期
課程

事前面談書（博士後期課程） 博士後期課程の出願

プレゼンテーション方法事前申告書 博士後期課程の出願

共通

経歴書（大学院） 大学院入試の出願

写真票（海外在住者） 海外に在住する留学生の出願

書類遅延願 出願書類の遅延提出を申請する場合

個別の入学資格審査申請書（大学院） 個別の入学資格審査の申請する場合

入学検定料返還または振替受験申請書
感染症により受験を取りやめた者が、入学検
定料の返還または振替受験を申請する場合

入学手続時納入金振替申請書
入学手続きを完了した者が、本学の別の入試
で合格した研究科への入学に変更する場合

入学辞退届および入学手続時納入金返還依頼
書

入学手続きを完了した者が、入学辞退を申し
出る場合

③入学検定料の支払い方法　学検定料お支払いの詳しい説明
④よくある質問・お問合せ
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インフォメーション

入試チーム
TEL ： 075-702-5100　　Eメール ： nyushi@kyoto-seika.ac.jp

電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）9：00～17：30

学生支援チーム
TEL：075-702-5101　Eメール： gakusei@kyoto-seika.ac.jp

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

経理チーム
TEL ： 075-702-5120　Eメール：keiri@kyoto-seika.ac.jp

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。

インターネット出願ガイダンスページ
（http://www.guide.52school.com/guidance/net-kyoto-seika/）
では下記について掲載しています。
「マイページ」で出願登録を行う前にご利用ください。

①利用案内・手続要領　インターネット出願手続に関する説明
②出願書類・発送要領　以下の本学様式がダウンロードできます
・書類遅延願
・推薦書
・資格取得特待生申請書（国内学生）
・経歴書 (A 票・留学生）
・写真票 (B 票・留学生）
・経歴書 ( 院 A 票・大学院）
・写真票 ( 院 B 票・大学院）
・プレゼンテーション方法事前申告書 ( 院 C 票・大学院 )
・入学検定料返還申請書
・入学手続時納入金振替申請書
・入学辞退届および入学手続時納入金返還依頼書

③入学検定料の支払い方法　学検定料お支払いの詳しい説明
④よくある質問・お問合せ

■ お問合せ先

入試について

奨学金について

学費・入学手続について

資料請求について



京都精華大学　教学グループ入試チーム
〒 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/
海外からのお問合せは E メールをご利用ください。

京都精華大学　大学院 
KYOTO SEIKA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL

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
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