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大阪府吹田市・
高槻市・堺市

関西大学

募集

OSAKA

西日本最大の都市に位置する、創立130年を超える日本屈指の私立大学
給付型奨学金を延べ200名以上の留学生が受給（2017年度実績）

申請者のほぼ全員を対象に授業料減免を実施

対象 学部・研究科正規課程に在籍する私費外国人留学生、かつ本学の定

対象 学部・研究科正規課程に在籍し、在留資格「留学」を有

給付奨学金受給者数

受給者

授業料減免採択率（2017年度実績）

申請者

271名 512名

98.0%

外国人留学生対象奨学金と学内奨学金（成績優秀者向け）
の併給者を含む延べ数

採択者592名／申請者604名

学生寮
大学（千里山キャンパス)周辺に4つの学生寮を設置しています。
留学生の日常生活をサポートするため、全ての寮にレジデント・アシスタントが入寮しています。
（男子寮・ツインルーム ※一部シングルルーム有り）

（シングルルーム）

含）

●食事代：各自用意

■阪急「南千里」駅徒歩５分

※寮費・寮雑費は毎年度見直します。
※寝具代は寮雑費に含まれています。

南千里国際学生寮

（シングルルーム）

●入寮費：15,000円
●寮

費：月額25,000円
●寮雑費：月額５,000円（光熱水費他 含）
●寝具代：なし ●食事代：各自用意
■阪急「南千里」駅徒歩10分
※寮費・寮雑費は毎年度見直します。
※寝具代は寮雑費に含まれています。

キャリアサポート

卒業後に、日本での就職を希望する留学生は多く、日本企業もグローバルに
活躍できる外国人留学生の採用を希望しています。しかし、日本で就職をする
ためには、日本特有の選考方法や採用スケジュールを理解する必要があります。
そのために様々なプログラムを用意しています。

■キャリアセンタープログラム

・外国人留学生のためのイベント
外国人留学生に特化した就活対策講座やインターンシップ、企業説明会など、行事
を多数用意しています。
・キャリアセンターでの個別相談
キャリアセンターでは、外国人留学生の皆さんの就職活動における不安や悩みを個別
に相談できます。
webサイト http://www.kansai-u.ac.jp/career/index.html

■文部科学省委託事業「留学生就職促進プログラム」SUCCESS-Osaka
URL: http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/SUCCESS-Osaka/

法学部、文学部、
経済学部、社会学部、
総合情報学部

試験日

合格者発表日
2018年
10月26日（金）

法学部、文学部、経済学部、
〈法・政策創造・社会安全・システム理工・環境都市エ・化学生命工学部〉
2018年
商学部、政策創造学部、
出願書類及び「日本留学試験」の成績をあわせて考査して選抜。
2019年
人間健康学部、社会安全学部、
11月19日（月） 2019年 〈文学部〉出願書類、面接、「日本留学試験」の成績、英語検定試験のスコアまたはグレードをあわせて考査して選抜。
システム理工学部、
〜11月26日（月） １月13日（日）〈経済学部〉出願書類、「日本留学試験」の成績、英語検定試験のスコアをあわせて考査して選抜。
１月18日（金）
環境都市工学部、
（必着）
〈商・人間健康学部〉
出願書類、
面接、
「日本留学試験」
の成績、
英語検定試験のスコアをあわせて考査して選抜。
化学生命工学部

博士課程前期課程・後期課程

外国人留学生入試日程
Webエントリー・
入学検定料納入期間

出願期間

入学時期

募集月

研究科

2018年度
秋入学

７月募集

文学・理工学・
東アジア文化研究科

2018年５月18日（金）
〜６月１日（金）

2018年５月25日（金）
〜６月１日（金）

10月募集

全研究科

2018年８月24日（金）
〜９月７日（金）

2018年８月31日（金）
〜９月７日（金）

12月募集

外国語教育学研究科

2018年10月26日（金）
〜11月９日（金）

2018年11月２日（金）
〜11月９日（金）

2月募集

全研究科

春入学

試験日

合格者発表日

2018年７月８日（日）

2018年
７月13日（金）

総合情報学・社会安全研究科
2018年10月６日（土）
その他の研究科
2018年10月７日（日）

2019年度

2018年12月21日（金）〜 2019年１月11日（金）

2018年
10月12日（金）

2018年12月９日（日）

2018年
12月14日（金）

2019年２月23日（土）

2019年
３月１日（金）

※10月募集の経済学・社会学研究科は博士課程前期課程のみ実施します。
また、人間健康研究科（博士課程後期課程）では、出願資格を満たす場合、
「一般入学試験」において募集します。

会計研究科（会計専門職大学院） 外国人留学生入試日程
試験日

合格者発表日

募集月

Webエントリー・入学検定料納入・出願書類提出期間

7月募集

2018年６月18日（月）〜 ６月25日（月）

2018年７月８日（日）

2018年７月13日（金）

2019年度

10月募集

2018年10月10日（水）〜 10月17日（水）

2018年10月28日（日）

2018年11月２日（金）

春入学

1月募集

2019年１月８日（火）〜 2019年１月15日（火）

2019年１月27日（日）

2019年１月31日（木）

3月募集

2019年２月18日（月）〜 ２月25日（月）

2019年３月９日（土）

2019年３月14日（木）

入学時期

含）

夕480円

From
留学生
別科

留学生別科では
情報活用能力も養成

ドミトリー月が丘

●入寮費：25,000円
●寮 費：月額31,500円（光熱水費他

■ 出願期間
入学時期

出願期間

2019年4月入学

2018/9/7
（金）
〜10/1
（月）

2019年9月入学

2019/4/5
（金）
〜 5/1
（水）

備

考

※留学生別科入学日までに日本国内の
他の日本語教育機関に在籍した期間
が１年を超える者は、原則として出願
できません。

■ 入学データ（合格者人数）

（女子寮・ツインルーム）

志願者

含）

私は社会学部社会学科社会システムデザイン専攻
に所属しており、３年次からは、行動経済学を研究
されている先生のゼミで人の行為と社会の結びつき
について勉強しています。関西大学は、自然に囲ま
れた綺麗な環境にありながら、交通上の利便性も非
常に高く、また図書館も利用しやすく、勉強に集中
できる環境です。関西大学では台湾人のOB会があ
るため、色々お話する機会もあり、入学するときに思っ
ていた不安はすぐに解消されました。その他にもサ
ポート団体である留学 生会やKUブリッジを通じ、
色々と支援をしていただいています。また、留学生
チン
ソウ エン
就職促進プログラムにも参加し、企業のモニターイベ
沈 宗遠さん ントや就職活動のための講座を受けています。文部
科学省からの学習奨励費も受給していて、充実した
国籍：台湾
学生生活を送ることができています。将来は、日本
の企業で就職したいと思います。さらに日本語能力
社会学部社会学科
を向上させ、まだ知らない日本の文化にもっと触れ、
社会システムデザイン 希望する企業に就職できるよう勉強に励みたいと思
専攻3年次生
います。日本の大学生活は母国の学校とまったく違
うと思いますが、関西大学は留学生が安心できる環
境が整っています。関西大学でお待ちしています。

77
123
62

2017年4月入学生
2017年9月入学生
2018年4月入学生

●寝具代：年額9,720円
●食事代（実食分）
：朝240円 夕480円
■千里山キャンパスから徒歩15分

留学生
VOICE

選考方法

〈法学部〉出願書類及び「日本留学試験」の成績をあわせて考査して選抜。
2018年
〈文学部〉出願書類、面接、
「日本留学試験」の成績､英語検定試験のスコアまたはグレードをあわせて考査して選抜。
９月６日（木） 2018年 〈経済学部〉出願書類、面接、「日本留学試験」の成績､英語検定試験のスコアをあわせて考査して選抜。
〜９月14日（金） 10月21日（日）〈社会学部〉出願書類、面接、「日本留学試験」の成績、英語検定試験のスコアをあわせて考査して選抜。
（必着）
〈総合情報学部〉出願書類、面接、小論文、
「日本留学試験」の成績をあわせて考査して選抜。

合格者

62
75
52

■ 修了後データ（2017年度合格実績）

関西大学留学生別科では、日本語や学術活動の基
礎となる能力を養うだけでなく、ICT（情報通信技術）や
eラーニングを活用し、情報活用能力を身に付けられる
のが大きな特徴です。最新の設備を備えた施設で、総
合的なコンピュータ―・リテラシーや情報リテラシーも同
時に養成しています。さらに別科生は、関西大学の総
合図書館やITセンターなどの施設利用はもちろん、クラ
ブ活動参加など、関西大学の一学生としての活動がで
きます。大学の講義を受講するための十分な日本語能
力を有する別科生は、別科在学中に、本学の学部・
大学院研究科の一部授業科目を聴講・履修することも
可能です。別科生が引き続き本学の学部・大学院研
究科に進学を希望する場合、留学生別科特別入試や
入学金の半減など、さまざまな支援制度を利用すること
もできます。

学部

正規
課程

非正規
課程
正規
課程
非正規
課程
短期 正規
大学 課程
大学院

大学全体で、外国人留学生の日本での就職活動を
強力にサポートします。

●入寮費：25,000円
●寮 費：月額31,500円（光熱水費他

●寝具代：年額9,720円
●食事代（実食分）
：朝240円
■千里山キャンパス隣接

出願期間

学部名

※3月募集では、出願資格を満たす場合、
「一般入学試験」において募集します。

学生交流館・秀麗寮

南千里国際プラザ留学生寮

外国人留学生入試日程・選考方法

※日本留学試験は、全学部で利用しており、試験回・科目について学部ごとに設定。入学試験要項を参照のこと。
９月募集と同日程で文学部・政策創造学部および外国語学部で外国人留学生編・転入試を行います。

める申請資格を満たしている者。
（標準修業年限を超えた者を除く）

する私費外国人留学生で、規定の学業成績を満たす者。

●寝具代：なし

11月

給付奨学金

授業料減免

●入寮費：なし
●寮 費：月額43,000円
●寮雑費：月額５,000円（光熱水費他

2019
年度
春入学

募集

＜千里山キャンパス＞阪急千里線「関大前」駅下車、徒歩約5分。
＜高槻キャンパス＞ＪＲ京都線「摂津富田」駅または「高槻」駅下車、高槻市営バス約20分。
＜高槻ミューズキャンパス＞ＪＲ京都線「高槻」駅下車、徒歩約7分。または阪急京都線「高槻市」駅下車、徒歩約10分。
＜堺キャンパス＞南海電鉄高野線「浅香山」駅下車、徒歩1分。
＜南千里国際プラザ＞阪急千里線「南千里」駅下車、徒歩約5分。

留学生サポート

入学時期 募集月

9月

入試センター 入試広報グループ TEL:06-6368-1121（大代表）
千里山キャンパス：〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
高槻キャンパス：〒569-1095 大阪府高槻市霊仙寺町2-1-1
高槻ミューズキャンパス：〒569-1098 大阪府高槻市白梅町7-1
堺キャンパス：〒590-8515 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-11-1
南千里国際プラザ：〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1-2-20

Access

学部

関西大学：8名 桜美林大学：1名 大阪観光大学：4名 追手門学院大学：1名
関西学院大学：2名 吉備国際大学：1名 京都産業大学：2名 京都精華大学：2名
近畿大学：5名 神戸学院大学：2名 神戸芸術工科大学：1名 帝京大学：1名
帝塚山大学：1名 東海大学：2名 福岡大学：1名 東大阪大学：1名
立教大学：1名 立命館大学：3名 龍谷大学：1名 流通科学大学：1名
University of Cambridge ：1名 University of Durham：1名
デジタルハリウッド大学（科目等履修生）
：1名
関西大学：11名 大阪工業大学：1名 関西学院大学：1名
九州大学：1名 神戸大学：1名 立教大学：1名 立命館大学：1名
関西大学（研究生）
：1名 千葉大学（研究生）
：1名
北海道大学（研究生）：1名
大阪芸術大学短期大学部：1名

南千里国際プラザ留学生寮
留学生別科では、最新の設備を整
えた教育施設に留学生寮を併設して
います。寮には、留学生別科の希望
者全員が入寮することができ、関西大
学の学生が「レジデント・アシスタント」
として共に生活しながら、留学生の日
学生とレジデント・アシスタントの
常生活をサポートしています。
寮内での交流の様子

