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入学試験ガイド

京都外国語大学
入試センター
〒615-8558 京都府京都市右京区西院笠目町6
TEL: 075-322-6035 FAX:075-322-6241

ル企業まで幅広く活躍できる人材を養成しま
す。
◇経験で成長、挑戦で飛躍するプロジェクト
国 際 貢 献 学 部 の 核 と な る 学 び「コ ミ ュ ニ
ティエンゲージメント」は、教室で学んだ理
論をもとに学生自身がプロジェクトを計画
し、世界中のコミュニティ（地域社会）で人々
との協働を通じて本物の問題解決や社会貢献
に取り組みます。語学力や学問的知識はもち
ろん、社会人として必要とされる知識を高め、
グローバルなつながりを築きます。

国際観光文化都市・京都で学ぶ
キャンパスライフの舞台は、日本を代表する古
都です。留学生と日本人学生が協働して実社会の
課題に取り組む「PBL（Project-Based Learning）
」
の授業も数多く開講しており、問題発見・解決能
力を育むとともにコミュニケーション力を高めます。

留学生
VOICE

伍

俊達 さん

試験日
・
試験地
合格発表日

募集要項
配布時期

●外国語学部
◇徹底的な多言語・多文化教育
日本語学科では、語学や日本の歴史・文化
などを学ぶとともに、多言語を学べる本学な
らではの環境を活かし、ひとつの言語圏にと
らわれない豊かな国際感覚を身につけます。
世界の19言語から興味や関心に応じてさまざ
まな言語を学び、複数の言語や国に対する理
解を深めることができます。また、日本語能
力の強化が必要な学生には「日本語インテン
シブ」が用意されているため、日本語能力の
底上げも可能です。

グローバル化の進展によって世界的な競争が激化し、
社会から求められる人材のスキルもどんどん高まって
います。自分が将来どのような人間になりたいかを模
索している時に、京都外大が新設する国際貢献学部の
ことを知りました。私は日本語だけでなく英語力も向上
させたいと考えていたので、迷わず受験。現在は、主
に国際関係について学んでいます。学科の仲間たちは
皆とてもフレンドリーで、すぐに仲良くなりました。日
本人学生やさまざまな国籍の留学生と勉強を教え合う
など、有意義なキャンパスライフを送っています。

2019年２月14日（木）

採用人数

象

大学２〜４年次生（外国語学部 日本語学科）

各学年2名

大学２〜４年次生（国際貢献学部）

学科毎に各学年3名

支給額
30万円（単年度）

８月上旬（本学入試センターへ直接請求）E-mail：nyushi@kufs.ac.jp

【選考方法】《Ａ日程》
日本語、作文の成績および面接により総合的に合否を判定
《Ｂ日程・Ｃ日程》
「日本留学試験『日本語』」または「日本語能力試験Ｎ１」の成績および面接により総合的に合否を判定

外国語学部 日本語学科 外国人留学生入学試験〈国外在住〉
入試区分

Ａ日程

2019年１月12日（土）〜１月16日（水）

合格発表日

2019年１月11日（日）

2019年２月１日（金）

入学手続期限

2019年２月１日（金）

募集要項配布時期

2019年２月８日（金）

８月上旬（本学入試センターへ直接請求）

【出願資格】 入学試験概要をご確認ください
【選考方法】 事前に与えられた課題作文（日本語）
、
「日本留学試験『日本語』
」または「日本語能力試験N１」の成績および提出された書類により総合的に合否を判定

国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科・グローバル観光学科
Ａ日程

入試区分

Ｃ日程

出願方法･期間 【郵送出願のみ】2018年10月１日（月）〜10月10日（水）【郵送出願のみ】2019年１月７日（月）〜１月11日（金）【郵送出願のみ】2019年２月12日（火）〜２月18日（月）
［第１次選考］出願資格審査
2019年１月25日（金）結果発表
［第２次選考］2019年２月６日（水）本 学

［第１次選考］出願資格審査
2018年10月27日（土）結果発表
［第２次選考］2018年11月17日（土）本 学
2018年11月24日（土）

2019年２月14日（木）

募集要項
配布時期

８月上旬（本学入試センターへ直接請求）

E-mail：nyushi@kufs.ac.jp

後援会奨学金

大学1・2 年次生（外国人留学生入試により入学し、
「留学」「永住者」「宗教」等の在留資格を有する人）

5名

15万円（単年度）

【出願資格】 入学試験概要をご確認ください

5名

10万円（単年度）

【選考方法】《Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程共通》
出願書類および面接により総合的に合否を判定

若干名

当該年度の授業料の
50%を限度として減額

30名
20名

国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科・グローバル観光学科

特に成績優秀な外国人留学生を対象に入学金を免除（入学後に相当額を返金）します。
出願時に下記の基準を満たした者を対象とします。

2019年３月14日（木）

試験科目・ ［第１次選考］出願資格審査
配点・時間 ［第２次選考］面接（英語を含む個人面接）

【募集人員】 グローバルスタディーズ学科
グローバル観光学科

入学金免除制度

［第１次選考］出願資格審査
2019年２月26日（火）結果発表
［第２次選考］2019年３月４日（月）本 学
2019年３月８日（金）

［第１次］2019年２月25日（月）
［第２次］2019年３月14日（木）

15万円（単年度）

大学１〜４年次生（在留資格「留学」を有する人）

外国人留学生入学試験〈国内在留〉

Ｂ日程

各学年2名

私費外国人留学生授業料減額

E-mail：nyushi@kufs.ac.jp

【募集人員】 国内在留の募集人員に含む

大学１〜４年次生（在留資格「留学」を有する人）

大学１〜３年次生

Ｂ日程

2018年11月26日（月）〜12月４日（火）

出願期間

校友会奨学金

校友会「輝く星となる学生」奨学金

2019年３月14日（木）

［第１次選考］出願資格審査
［第２次選考］面接（日本語）

入学手続 ［第１次］2018年12月７日（金）
［第２次］2019年１月11日（金）
期限
対

2019年３月８日（金）

［第１次］2019年２月25日（月）
［第２次］2019年３月14日（木）

【出願資格】 入学試験概要をご確認ください

試験日
・
試験地

給費奨学金（参考：2018年度）
森田基金奨学金

2018年11月24日（土）

［第１次選考］出願資格審査
2019年２月26日（火）結果発表
［第２次選考］2019年３月４日（月）本 学

【募集人員】 12名

合格発表日

称

Ｃ日程

［第１次選考］出願資格審査
2019年１月25日（金）結果発表
［第２次選考］2019年２月６日（水）本 学

［第１次選考］出願資格審査
100点・60分
試験科目・ ［第２次選考］日本語
作文（日本語）100点・60分
配点・時間
面接（日本語）

KYOTO

国際貢献学部
グローバルスタディーズ学科 １年次生
出身国：中国 出身高校：広東省深圳市宝安第一外国語学校

名

［第１次選考］出願資格審査
2018年10月27日（土）結果発表
［第２次選考］2018年11月17日（土）本 学

入学手続 ［第１次］2018年12月７日（金）
期限
［第２次］2019年１月11日（金）

建学の精神「言語を通して世界の平和を」を礎に、
「本物の学び」を提供。
●国際貢献学部（2018年4月開設）
◇グローバル社会で行動・実践する力を養成
2018年4月、多 言 語・教 養・コ ミ ュ ニ テ ィ
エンゲージメントの3つを教育の柱に掲げた
新学部「国際貢献学部」を設置。グローバル
な視点と高度な語学力、幅広い教養を備えた
人材を養成する「グローバルスタディーズ学
科」と、
「多文化間交流」としての観光を政策・
ビジネスとして学び、グローバルな視点から
観光の今日的な課題を理解する「グローバル
観光学科」の2学科で、国際機関からグローバ

Ｂ日程

Ａ日程

入試区分

出願方法･期間 【郵送出願のみ】2018年10月１日（月）〜10月10日（水）【郵送出願のみ】2019年１月７日（月）〜１月11日（金）【郵送出願のみ】2019年２月12日（火）〜２月18日（月）

京都府京都市

ＪＲ「京都」駅烏丸口から市バス28系統、
八条口から市バス71系統に乗車、
「京都外大前」で下車。
（ともに所要乗車時間約30分）
阪急電車京都線「西院」駅から西へ徒歩約15分。

Access

外国語学部 日本語学科 外国人留学生入学試験〈国内在留〉

入試区分

外国人留学生入学試験〈国外在住〉

Ａ日程

Ｂ日程

2018年11月26日（月）〜12月４日（火）

2019年１月12日（土）〜１月16日（水）

検定試験・基準

合格発表日

2019年１月11日（日）

2019年２月１日（金）

外国語学部 日本語学科

日本留学試験の「日本語」320点以上および「総合科目」160点以上、日本語能力試験N1（144点以上）のいずれかを超
える得点相当

入学手続期限

2019年２月１日（金）

2019年２月８日（金）

国際貢献学部
グローバルスタディーズ学科

TOEIC（L&R）730点、TOEFL iBT 68点、IELTS 5.5のいずれかを超える得点相当

国際貢献学部 グローバル観光学科

TOEIC（L&R）650点、TOEFL iBT 61点、IELTS 5.5のいずれかを超える得点相当、かつ日本留学試験の「日本語」
240点以上および「総合科目」120点以上、日本語能力試験N1（108点以上）のいずれかを超える得点相当

対象学部・学科

出願期間

募集要項配布時期

８月上旬（本学入試センターへ直接請求）

E-mail：nyushi@kufs.ac.jp

【募集人員】 国内在留の募集人員に含む
【出願資格】 入学試験概要をご確認ください
【選考方法】 事前に与えられた課題作文（グローバルスタディーズ学科は英語、グローバル観光学科は日本語）、
「日本留学試験『日本語』および『総合科目』
」、
「日
本語能力試験」の成績、「TOEIC」等の成績（英語を母語とする者を除く）および提出された書類により総合的に合否を判定

