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京都精華大学では教学経営における３つの方針（学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針）
を定め、教育活動を展開しています。

学士課程の目的（学則第 1 条）
広く知識を授けるとともに、深奥な学問芸術を研究・教授し、よりよき社会人としての人間形成を行うことを目的
とする。

教育目標（目指すべき人材像）
京都精華大学は、日本国憲法および教育基本法を貫き、世界人権宣言の背骨をなす「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います。この考えのもと、社会の課題を克服し、全人類が幸福に共生する地球社会
を築く人間の形成を目標としています。

3 つのポリシー

ディプロマポリシー
（学位授与の方針）

カリキュラムポリシー
（教育課程編成の方針）

アドミッションポリシー
（入学者受入れの方針）

領域１ 知識・理解・技能
1. 多様性を理解する力
人類の文化、社会と自然に関する幅広い
知識と多角的な視点を身につけている

2. 専門知を活用する力
特定の学問分野における知識・技能を体
系的に理解し、その分野に固有の視座や
思考方法を身につけている

京都精華大学は、学位授与の方針に掲げる知識・技能などを
修得させるために、全学教養科目、全学専門科目、学部専門
科目およびその他必要とする科目を体系的に編成し、講義、
演習、実習等を適切に組み合わせた授業を開講します。また、
科目のナンバリングおよびカリキュラム・マップにより、カ
リキュラムの体系を明示します。

教育内容、教育方法、評価について以下のように定めます。

1. 教育内容
（1）全学教養科目
全学教養科目は、専門教育を相対化しその社会的意義と本質
を捉える力を伸ばすため、様々な学問領域にわたる教養科目
を配置します。

（2）全学専門科目
全学専門科目（副専攻、コラボレーション）では、芸術・文
化の専門性に加えて、専門的能力を社会に展開し、役立てる
ための科目を配置します。

（3）学部専門科目
学部専門科目では、専門分野の基礎から専門的知識・技能や
主体的に取り組む態度を修得し、それらを総合的に活用する
力を養うため、体系的に科目を配置します。

2. 教育方法
（1）学生の主体性を伸ばすため、能動的学修の視点を取り
入れた教育方法を実施します。

（2）授業内・外の学修時間を考慮した授業内容を設計します。
（3）学修ポートフォリオの作成指導により、学生の自律的
な学修を支援します。

3. 学修成果の評価
本学では、学位授与の方針に掲げる能力・資質およびこれら
の総合的な活用力の修得状況を、「学部・学科レベル」「科目
レベル」の 2 つのレベルで把握し、評価します。
各レベルの評価の実施方法は、以下のとおりとします。
①学部・学科レベルの評価は、学部学科所定の教育課程にお
ける卒業要件達成状況（単位取得、GPA）、進級要件達成状
況（単位取得、GPA）により行います。
②科目レベルの評価は、シラバスで提示された科目の学修目
標に対する評価により行います。

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

領域２ 思考・判断・表現
1. 論理的に思考し判断する力
自ら設定した課題について、多角的な視
点から論理的かつ客観的に分析・考察し、
解決できる

2. 考えを表現する力
修得した知識・技能・態度を基に、知性
と感性を適切に表現できる

3.  多様な人と 
コミュニケーションする力

社会的な文脈を判断して、他者に自分の
考えを伝達できる

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. 他者と協働する力
自らの個性や適性を活かして行動し、目
標を持って多様な人々と協働できる

2. 社会と他者に貢献する力
修得した知識や技能を適用し、社会の課
題解決に貢献できる

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

京都精華大学の 3つの方針



国際文化学部

人文学科 ※

択
選
ら
か
次
年
２

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 ※

択
選
ら
か
次
年
２ 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 メディア表現学科 ※

択
選
ら
か
次
年
２ メディア情報専攻

イメージ表現専攻

音楽表現専攻

芸術学部 造形学科 ※

択
選
ら
か
次
年
２

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

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
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 ※

人間環境デザインプログラム ※

　※入試の実施単位

募集人数 各学科・コース 若干名

募集学部・学科・コース 海外帰国生徒・社会人入学試験共通
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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）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試資格を有する者 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
※個別の入学資格審査を受けるには期限内に申請が必要です

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 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
※個別の入学資格審査を受けるには期限内に申請が必要です

（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 https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions）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）
・申請期限 2020 年 8月 31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、出願資格「学齢」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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海外帰国生徒・社会人入学試験共通
■試験日程

■試験会場・時間

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

■試験内容

※1）試験で使用可能な持参物について

鉛筆またはシャープペンシル（H、F、HB、B)、消しゴム、鉛筆削り用具
（注 1）鉛筆、シャープペンシルは黒に限ります。鉛筆削り用具は小型で手動のものを可とし、大型や電動のものは不可とします
（注 2）辞書の持ち込みは不可です

※2）作品を持参できない場合に限り、写真の提出を認めています。

【作品審査における注意事項】
□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。試験当日に持参してください。
□映像作品の再生等で機材が必要な場合、各自で準備してください。

試験について

試験会場 集合時間 試験時間

京都精華大学
受験票に記載します

※国際文化学部、メディア表現学部、人
間環境デザインプログラムは9:30集合

受験票に記載します
※国際文化学部、メディア表現学部、人間
環境デザインプログラムは10:00より開始

入学検定料支払期間 書類提出期間 試験日 合否発表日 入学手続締切日

9 月 14 日（月）
～9月 23日（水）

9月 14日（月）
～9月 24日（木）
※当日消印有効
※海外から送る場合
9/24 本学必着

10 月 18 日（日） 10月 23日（金） 11月 10日（火）

学部 試験内容 備考

国際文化 ①小論文 ※１
②面接

試験① 10:00～11:00
試験② 11:30～順次終了メディア表現

芸術

面接・作品審査

作品審査について

志願者が制作した作品をまとめたポートフォリオと
作品の実物を２～３点持参してください。※２
集合時間は受験票をご確認ください。

デザイン

マンガ

人間環境デザインプログラム
①小論文 ※１
②面接

試験① 10:00～11:00
試験② 11:30～順次終了
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■出願書類 社会人

※1 日本語または英語以外で書かれている場合は、駐日外国公館・在外公館等の公的機関による法定翻訳または在籍校（日本語
学校を含む）による公印つき翻訳（日本語または英語）を添付してください。
なお、大学等に在学中で、卒業見込み証明書（または在学証明書）、および出願時点での成績証明書を提出する場合は、入
学手続時に卒業証明書および最終の成績証明書を提出する必要があります。

※2 海外の学校が発行する証明書類の原本を取り寄せることができない場合、写しの提出を認めます。ただし、合格後の入学手
続時に必ず原本を提出することを条件とします。

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

■出願書類 海外帰国生徒

出願書類

提出書類 注意事項 指定様式

1 入学志願票 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 志望理由書 志願者本人が直筆で記入してください。 【C票】

4
学歴証明書類
および成績証明書
※1

□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
※2

5 パスポート 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を提出してください。 写し

提出書類 注意事項 指定様式

1 入学志願票 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 志望理由書 志願者本人が直筆で記入してください。 【C票】

4 学歴証明書類
※1

□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
※2
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■出願書類に関する注意事項
•出願書類の受け取り状況に関する問い合わせには応じられません。到着確認は引受番号、追跡番号な
どにより行ってください。
•引受番号、追跡番号の控えは、郵便事故などによる不着の際に必要となりますので、大切に保管して
ください。
•指定の期日までに出願書類の提出と入学検定料の支払いが完了されなかった場合、出願が認められま
せん。
•出願書類に不備があった場合、出願が認められません。
•出願書類に虚偽が確認された場合、出願を取り消します。
•出願手続き完了後は、志望学科・コースを変更することができません。
•出願書類の提出状況等の確認のため、電話やメールで連絡する場合があります。
•出願手続き完了後は、理由を問わず入学検定料を返金しません。ただし、書類審査の結果、出願資格
を満たしていなかった場合を除きます。該当者には本学から返還手続についてお知らせします。
•提出された書類は原則として返却しません。
•大学窓口では書類の受付を行っていません。

■日本国内から送付する場合
市販の角 2サイズの封筒に「海外帰国生入試または社会人入試・出願書類在中」と記入して、「簡易書
留・速達」にて郵送してください。
送付先 〒６０６－８５８８ 京都市左京区岩倉木野町１３７ 京都精華大学 教学グループ 入試チーム宛
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）で発送してください。

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

■入学検定料

「入学検定料」を入学検定料支払期間内に支払ってください。出願書類を郵送後、入学検定料の支払い
が完了されない場合、出願が認められません。
※海外から支払う場合は、クレジットカードのみ利用可能です

■受験票
•10月 13日（火）に入学検定料支払い手続き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。
•受験票は印刷して、当日必ず持参してください。
•本学からのメールが届かない、受験票が印刷ができない等が生じた場合は、入試チームまでご連絡く
ださい。

出願手続

入学検定料 入学検定料支払期間 支払方法

35,000 円
※手数料 990 円が別途必要です

9月 14 日（月）9:00～
9月 23日（水）23:59 まで P 6を参照してください。
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提出方法、出願書類の詳細はP4~5をご確認ください。

※海外から支払う場合は、クレジットカードのみ利用可能です
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■試験当日の注意
●受験票、各試験での指定持参物、筆記用具、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）
※受験票を忘れた場合は係員に申し出てください。受験票の再発行には学生証などの身分証明証が
必要です。

●服装は自由です。上履きは必要ありません。
●試験室は、試験当日に会場で案内します。
●受験票に記載された集合時間・試験時間を確認してください。会場では受験番号を机上に掲示して
いますので、受験票に記載された受験番号を確認して着席してください。
●試験開始から 30分を超えて遅刻した場合、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。
●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、最寄駅周辺での合否通知等の受付勧誘や下宿紹介等の案内は、本学とは一切関係ありま
せん。十分注意してください。
●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。
●障害等があり、受験時や入学後に特別配慮を希望する志願者は試験日の 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）により配慮が必要と
なった場合も連絡してください。
●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。
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試験会場

京都精華大学 〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137
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京都精華大前駅
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烏丸御池駅

国際会館駅

京都駅

京都精華大学
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エディオン

ローソン

コーナン

駅
館
会
際
国

同志社中・高

3番出口

スクールバス
乗り場

スクールバス乗り場

京都 京都市営地下鉄烏丸線　20分
スクールバス　10分

スクールバス　10分

京都市営地下鉄東西線　4分

JR東海道本線 新快速　29分

阪急京都線 特急　40分

近鉄奈良線 特急　36分

JR東海道本線　9分

JR東海道本線 新快速　52分

京都市営地下鉄烏丸線　14分

京都市営地下鉄烏丸線　20分

京都市営地下鉄烏丸線　16分

京都市営地下鉄烏丸線　20分

叡山電鉄鞍馬線　17分

叡山電鉄鞍馬線　17分

京阪本線 特急　4分

京阪本線 特急　54分

二条京都主要駅から

大阪から

三条

大阪

梅田

淀屋橋

近鉄奈良奈良から

滋賀から

兵庫から

大津

三ノ宮

国際会館

スクールバス　10分国際会館

学
大
華
精
都
京

京都精華大前

京都精華大前

国際会館

烏丸御池

出町柳

京都

烏丸→四条

出町柳

京都

7

試験会場
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■合否について

■その他の注意事項
•出願書類に虚偽の記載が見つかったり、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。

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

合否発表

合否結果は、10月 23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本学から入学志願票に記載された住
所宛に送付します。それ以外への送付は受け付けません。
本学ウェブサイト入試情報 https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions
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入学手続
合格者には、合格通知書とともに「入学手続ガイド」を送付します。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

②

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。
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。
国際学費決済サービス「Flywire」③
　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。

（参考）入学手続時納入金納入用紙

入学手続時納入金の振替
入学手続を完了した合格者が、新たに別の入試種別で合格した学部・学科・コースへの入学に変更を希望する場合は、下記の要領で振替手
続をしてください。
インターネット出願ガイダンスページ（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、
入学金（200,000 円）を除く「前期 1期授業料」「諸費」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

入学手続
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■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）の返還を受け付けますので、次の要領で手続を行っ
てください。
※大学入学共通テスト利用入試は入学検定料返還の対象となりません。
■申請方法：次の書類を提出期限内に提出してください。

①入学検定料返還または振替受験申請書〈本学指定様式〉
ガイダンスページ（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（以下の内容が記載されているもの）の写し
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：欠席した入試の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。

■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

■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

□申請方法
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。

その他の受験上の配慮について

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
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学費 海外帰国生徒・社会人共通
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Q.１
出願手続きを完了した後、志望学科・コース
の変更はできますか。

Q.２
出願は完了しましたが、受験票が届きません。

Q.３
出願しましたが、受験しませんでした。入学
検定料は返還されますか。

Q.４
試験会場に昼食をとる場所はありますか。

Q.５
試験会場に付添い者の控室はありますか。

Q.６
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。

Q.７
受験結果の確認方法がわかりません。

入試に関するQ＆A
A.１
出願手続き完了後は内容の変更はできません。

A.２
受験票は大学から郵送していません。指定さ
れた発行日に、入学検定料支払い時に入力さ
れたメールアドレス宛に、PDF ファイルで
送付します。受験票はご自身で印刷の上、当
日持参してください。メールが届かない、印
刷ができない等が生じた場合は、入試チーム
までご連絡ください。

A.３
出願が完了した後は、入学検定料は返還しま
せん。

A.４
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。

A.５
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。

A.６
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。また、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。

A.７
受験結果は、本学のウェブサイト（入試情報）
で発表します。また、合格者には合格通知書
を送付します。
本学ウェブサイト（入試情報）
https://www.kyoto-seika.ac.jp/admissions
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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）

2021年度  京都精華大学  海外帰国生徒・社会人入学試験

※該当するものに○をしてください

志望試験種別

入 学 志 願 票

志望学部・学科・コース

氏　名 続 柄

住　所

自宅電話番号

〒

（姓） （名）

　　　　―　　　　  ― 　　　　―　　　　  ―

※パスポートをお持ちの方は
　それに記載のもの

氏　名

英字表記

生年月日 性別 男  ・  女

（姓） （名）

Surname Given name

フリガナ

保護者住所・連絡先

携帯番号

メールアドレス

携帯番号

メールアドレス

   海外帰国生徒　  ・　  社会人

フリガナ

※海外在住の場合は、英字で住所を記入してください

※外国籍の場合は英字で記入
　してください

※海外在住の場合は英字で
　住所を記入してください



あ



2021年度  京都精華大学  海外帰国生徒・社会人入学試験

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

（職歴も同様）

B票
※大学使用欄

経 歴 書

年　　ヶ月

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

所 在 地
※国名・県名

修 学 期 間
※西暦で記入すること

修学 年月

小学校 年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

年　　月 ～ 　　  年　　月
在籍
退学

卒業
休学

年　　ヶ月

通算修学年月

■職歴・社会的経歴等（職歴や社会活動等を記入してください）

勤務先・活動内容等 所 在 地 在 籍 期 間 在籍年月

年　  月 ～ 　　年　  月

年　  月 ～ 　　年　  月

年　　ヶ月

年　　ヶ月

年　  月 ～ 　　年　  月 年　　ヶ月

※該当するものに○をしてください
志望試験種別

氏　名
（姓） （名）

フリガナ

  海外帰国生徒　  ・　  社会人



あ



C票
※大学使用欄

2021年度  京都精華大学  海外帰国生徒・社会人入学試験

   海外帰国生徒　  ・　  社会人
※該当するものに○をしてください

志望試験種別

志 望 理 由 書

志望学部・学科・コース

氏　名
（姓） （名）

フリガナ

1. 京都精華大学を志望した動機、および研究したいテーマ・内容について述べてください。

2. 京都精華大学卒業後の進路について希望を述べてください。

3. これまでに取得した資格・記録・活動・経験などを述べてください。



あ



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。 

進学相談について
本学のオープンキャンパスでは、大学紹介、入学試験、キャンパスツアー、個別相談会を実施して
います。事前申込みは不要です。ぜひご参加ください。

オープンキャンパス日程
2019 年
　6 月 2 日（日）
　7 月 27 日（土）～ 28 日（日）
　9 月 15 日（日）
2020 年
　2 月 16 日（日）
　3 月 22 日（日）

イベントの詳しい内容は入試情報サイトをご確認ください。
URL : https://meets-seika.jp

お問合せ先
　電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）9：00 ～ 17：30

入学試験について
　入試チーム
　TEL：075-702-5100　Eメール：nyushi@kyoto-seika.ac.jp

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

学費・入学手続について
　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　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




