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留学生支援

同志社大学
〒602-8580 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入
国際センター留学生課
TEL：075-251-3257 FAX：075-251-3123
Access

京都府京都市

今出川キャンパス：地下鉄 今出川駅 徒歩1分、京阪線 出町柳駅 徒歩15分

KYOTO

京田辺キャンパス：近鉄 興戸駅 徒歩15分、 近鉄 新田辺駅 バス10分
近鉄 三山木駅 バス7分、 JR 同志社前駅 徒歩10分

「国際文化都市」京都で学ぶ
「国際主義」が教育理念。英語による授業
のみで学位が取得できるコースも開設。
1875年に、日本人として初めて欧米の高
等教育機関から学位を取得した国際人とし
て知られる新島襄が、同志社英学校として
設立しました。
「キリスト教主義」
「自由主義」
「国際主義」を教育理念に、現在は、14学
部16研究科を有する総合大学となり、学生
数約29,000名のうち約1,500名を世界各国か
らの外国人留学生が占めています。
キャンパスは、日本の歴史的な都として名
高い京都に２つあります。京都中心部、京
都御所の北側に位置する今出川キャンパス
は、同志社大学誕生の地であり、５つの国
の重要文化財、２つの登録有形文化財に
指定された建物のある伝統的なキャンパスで

す。今出川キャンパスでは、神学部、文学部、
社会学部、法学部、経済学部、商学部、
政策学部、グローバル地域文化学部の学
生が学んでいます。一方、京都府南部に
位置する京田辺キャンパスは、緑豊かな自
然に包まれ、79万㎡という広大な敷地に、
最新の施設・設備を有しているキャンパス
です。ここでは、文化情報学部、理工学部、
生命医科学部、スポーツ健康科学部、心
理学部、グローバル・コミュニケーション学
部の学生が学んでいます。
文学部・社会学部・法学部・経済学部・
商学部・政策学部の６学部では、2011年、
外国人留学生対象の「国際教養コース」を
設けた「国際教育インスティテュート」を開設
しました。英語による授業のみで学位が取

得できるほか、さまざまなニーズを持った留
学生の希望に沿えるよう「日本の社会・文
化コンセントレーション」「日本の経済・ビジ
ネスコンセントレーション」
「日本の法・政策
と国際協力コンセントレーション」の３コンセン
トレーションを軸に、充実したプログラム提供
を行っています。
また、本学に在学するすべての外国人留
学生へ日本語および日本文化を教授するた
めの「日本語・日本文化教育センター」を設
置しています。一人ひとりの能力に合わせて
学べる９段階のレベル別クラス編成をとった
「日本語科目」をはじめ、「日本語・英語演
習科目」
、本物の日本・京都を学ぶ「日本
事 情 科目」や、「国 際 事 情 科目」を設け、
国際主義教育のさらなる推進のために、充
実した教育支援を行っています。

★奨学金
ほぼ全ての外国人留学生に対して20 〜 100％の授業料が減
免となる奨学金を設けています。同志社大学独自の奨学金以外
にも、文部科学省奨学金、日本学生支援機構奨学金、地方公共
団体の奨学金、その他民間団体奨学金等もあります。
★生活支援
学内外の住居斡旋機関の紹介、借り上げ宿舎および大学寮の
提供などを実施しています。
学内の保健センターでは診療（内科）や定期健康診断、カウ
ンセリングセンター（英語対応可能）ではメンタルサポートを
行っています。
★就職支援
キャリアセンターにおいて、就職のための情報提供や相談を
行うほか、外国人留学生向けに「ビジネス日本語講座」や「就
職ガイダンス」などのガイダンスやセミナー等も実施していま
す。また、経験豊富なアドバイザーが外国人留学生一人ひとり
の希望・適性にふさわしい就職の実現を目指して全面的にサ
ポートを行っています。
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第1年次出願者
出願資格
※1

神
外国籍を有し、以下の 検定料
英文・哲・美学芸術・
文
３項目を満たす者。
文化史・国文
〈学部独自試験実施学部〉
社会･社会福祉･メディア･ １. 外国において学校教 ：15,000円
社会
産業関係・教育文化
育における12年の課 〈その他の学部〉
法律・政治
法
程を修了した者、お ：10,000円
よび2019年３月末日ま
経済
経済
でに修 了 見 込 みの 出願期間
商（商学総合コース）
商
者。
政策
政策
〈Ⅰ期入試〉
文化情報
文化情報
２. 独立行政法人日本学
2018/8/23（木）〜 9/5（水）
インテリジェント情報工・
生支援機構による「日 17時（日本時間）必着
情報システムデザイン・
本留学試験」のうち、 〈Ⅱ期入試〉
電気工・電子工・
入試要項に記載する 2018/11/12（月）〜 11/21（水）
機械システム工・
試験において各学部
17時（日本時間）必着
理工
エネルギー機械工・
が指定する科目を受
機能分子・生命化
験した者。
化学システム創成工・
試験日（学部独自試験）
環境システム
３. 英語能力を証明する 〈Ⅰ期入試〉
数理システム
ことが できる者（ ①
2018/10/13（土）
医工・医情報・
TOEFL-iBT テス 〈Ⅱ期入試〉
生命医科
医生命システム
ト、
②TOEFL ITP
2019/1/12（土）
スポーツ健康科 スポーツ健康科
テスト、③TOEIC
LISTENING
AND
心理
心理
READINGテスト、④
グローバル・ グローバル・
IELTS（アカデミック・
コミュニケー コミュニケーション
（日本語コース）
ション
モジュール）
のいずれ
グローバル
かのスコア票）。
グローバル地域文化
※２
※２
地域文化

合計

受験者数

学科名

855,000 149,000

1,204,000

0

0

855,000 149,000

1,204,000 32 16

855,000 149,000

1,204,000 114 32

855,000 149,000

1,204,000 25 19

855,000 149,000
855,000 149,000
855,000 149,000

1,204,000 74 27
1,204,000 90 30
1,204,000 30 19
1,302,000 11 17

入学金 授業料

神

2018年
留学生

合格者数

学部名

2019年度 初年度納付金
（単位：円）
教育
実験
充実費 実習費

912,000 160,000

30,000

※３

200,000
1,208,000 225,000

78,000

1,711,000 108 22

1,208,000 225,000

20,000

1,653,000

1,208,000 225,000

78,000

1,711,000 29

9

912,000 160,000

50,000

1,322,000 19

3

952,000 168,000

25,000

1,345,000 25

3

952,000 168,000

1,320,000 45 29

855,000 149,000

1,204,000 17

※１ 第３年次出願者の出願資格は「2019年度学部外国人留学生入学試験要項」で確認してください。
※２ 詳細は「2019年度学部外国人留学生入学試験要項」で確認してください。
※３ 初年度納付金「合計」金額：これ以外に、学部・学科により諸費（学会費等）が必要となります。詳細は入試要項で確認してください。
●大学院 募集研究科・専攻、出願期間、試験日、試験科目など、具体的なことは2018年6月下旬発行予定の「2019年度大学院外国人留学生入学試験要項」で確認してください。
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留学
留学体験記
オウ

汪

本学では、日本人学生と外国人留学生が共に参加し
てお互いの文化を知り、交流を深めるさまざまな機会を提
供しています。2013年10月からは留学生課学生スタッフと
し て SIED（シ ード：Student Staﬀ for Intercultural
Events at Doshisha）を組織し、さまざまな国際交流イ
ベントを企画、運営しています。
2017年度は、新入留学生歓迎行事として、国際交流
ラウンジにて交流を深める「オープンラウンジ」や在学生と
共にキャンパスを探索する「Scavenger Hunt」
、古都の
自然や文化を体験する「京都散策」・「京扇子作り体験」
等を行いました。
その後も一年に渡り「和菓子つくり体験」・「禅体験」・
「浴衣散策」・「宝塚観劇」の和文化体験や「グローバル
企業訪問」・「ガムラン体験」
・「各国料理体験」等の国
際文化体験をはじめとする多種多様な企画を実施し、ま
た、学食とのタイアップにより東南アジアのローカルフードも
メニュー化しました。
日常企画としても、お昼休みに日・英・中・韓語で会
話する「Lunch Talk」や「Speak Up!」
、各国の留学生
が自国の言語・文化を教える「Let s Learn Languages
of the World!」
「異文化Trip」等により積極的に交流し
ています。
様々な企画により学内の国際交流・異文化理解を推
進していますので、同志社大学留学生課SIEDのWeb
ページを是非ご覧ください。
（http://ois.doshisha.ac.jp/international̲exchange/
sied.html）

ブンライ

文磊 さん

文学研究科
博士課程（後期課程）

五年前、上海の古書店において、偶然日本絵画に関
する図録を見つけました。しばらく読んでみたところ、
子どもの頃からずっと絵画のことが好きであった私
は、金泥で描かれ光っている大和絵の独特な魅力に興
味をそそられ、日本に留学し東洋美術史を研究するこ
とを強く決心しました。二年前、同志社大学大学院に
合格し、雪舟の作品を中心に、中国の宋・元・明の絵
画と比較しながら、室町時代の水墨画を研究しはじめ
ました。研究については、美学芸術学専攻の自由で学
術的な雰囲気の中で、先生方のご指導や先輩達からの
アドバイスをたくさんいただき、美を気付かせること、
さらにそれを文章で表す能力を身につけました。二年
間の研究成果がまとまり、今年、修士論文を提出しま
した。また、生活については、同志社大学からのサポー
トを沢山いただきました。同志社大学の方々のお蔭で、
学園生活だけでなく、私生活もとても順調でした。今
年の三月に修士の学位を取り、四月に同志社で博士課
程に進学しました。将来立派な学者になることを目指
し、引き続き精進したいと思います。
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2019年度 学部外国人留学生 入学試験ガイド
検定料
出願期間
試験日

留学生
VOICE

留
留学生ピアサポーター・
チューターによる支援制度
チ

外国人留学生の修学および生活上の相談に応じたり、
会話のパートナーとして異文化交流を深めたりする「留学
生ピアサポート制度」を設けています。本学の正規学生
がサポーターとなり、外国人留学生の学生生活が実りあ
るものとなるよう支援します。
また、「留学生学習・研究支援チューター制度」は大
学院に在籍する留学生を対象とし、留学生の専門分野
における学習・研究成果の向上のサポートをしています。

同志社大学 国際センター Facebook
https://www.facebook.com/DoshishaU.IC

