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ミッションステートメント Mission Statement

関西学院大学

関西学院は、キリスト教主義に基づく「学びと探究の共同体」として、ここに集うすべての者が生涯をかけて取り
組む人生の目標を見出せるよう導き、思いやりと高潔さをもって社会を変革することにより、スクールモットー
Mastery for Service （奉仕のための練達）を体現する、創造的かつ有能な世界市民を育むことを使命とします。

国際教育・協力センター
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号
TEL:0798-51-0952 FAX:0798-51-0954

Access

兵庫県西宮市

HYOGO

試験科目

文

日本語による小論文、
書類審査※２、面接

社会

書類審査※２、面接

法 ※１

書類審査※２、面接

経済 ※１

書類審査※２、面接

学

費

○入学金
200,000
〇授業料（30%減免後）
543,900（文系Ａ）
637,000（人間福祉）
683,900（文系Ｂ）
759,500（理工）

募集定員
若干名
若干名
第1次入試・第2次
入試それぞれ若干名
第1次入試・第2次
入試それぞれ若干名

外国語（英語・フランス語・
若干名
ドイツ語のうち１科目選択）、 ○その他の学費・諸費
商
書類審査※２、面接
207,000 〜 242,000（文系Ａ）
252,000 〜 254,000（人間福祉）
各学科若干名
人間福祉 ※１ 書類審査※２、面接
260,000 〜 288,000（文系Ｂ）
396,000（理工）
第1次入試・第2次
国際 ※１
書類審査※２、面接

教育

※文系Ａ…文･社会･法･経済･商
第１次入試 ：
文系Ｂ…教育･国際･総合政策
日本語による小論文、面接
第２次入試 ：
書類審査※２、面接

総合政策 ※１ 書類審査※２、面接
理工

※上記は2018年度入学生分。
2019年度は未定。
単位：円

書類審査※２

2019年4月入学
研究科

関西学院は、1889年にアメリカ・南メソヂスト監督教会の宣教師

9月6日（木）
2月22日（金）23日（土）

文学研究科

M 【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
M・D 【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

9月5日（水）
2月26日（火）

社会学研究科

M 【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
M・D 【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

9月4日（火）、5日（水）
2月20日（水）、21日（木）

法学研究科

M・D 2019年2月8日（金）〜 2019年2月15日
（金）

2月22日（金）

経済学研究科

M 【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
M・D 【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

9月22日（土）
2月23日（土）

商学研究科

M 【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
M・D 【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

9月10日（月）、11日（火）
2月19日（火）、20日（水）

言語
コミュニケーション
文化研究科

第1次入試、第2次
入試それぞれ若干名
教育学研究科

※1 法学部・経済学部・人間福祉学部・国際学部・総合政策学部は第1次入試のみソウルで試験を実施
しています。詳細は2019年度関西学院大学外国人留学生入学試験要項を参照して下さい。
※2 書類審査の内容は各学部によって異なります。詳細は2019年度関西学院大学外国人留学生入学試験
要項を参照して下さい。
☆神学部はＡＯ入学試験として、外国人留学生を対象とした入試を実施しています。

試験日

M 【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
M・D 【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

人間福祉研究科

第1次入試・第2次
入試それぞれ若干名

出願期間

神学研究科

P

（水）
〜 6月13日
（水） 6月30日（土）
2018年秋入学：2018年6月6日
2019年春入学：
【1次】2018年11月7日（水）〜 11月14日（水） 12月1日（土）
【2次】2019年1月23日（水）〜 1月30日（水） 2月16日（土）

【1次】2018年8月16日（木）〜 8月23日（木）
M 【2次】2018年11月1日（木）〜 11月8日（木）
【3次】2019年1月31日（木）〜 2月7日（木）
D

入試 合計15名

第1次入試・第2次
入試 合計20名

W.R.ランバスによって創立されました。ランバスは、世界各地で

大学院外国人留学生入試
課程

経営戦略研究科
（国際経営コース）

理工学研究科
総合政策研究科
国際学研究科

9月8日（土）
11月24日（土）
2月23日（土）

【2018年秋入学】2018年6月7日
（木）
〜 6月14日
（木） 6月30日（土）
【2019年春入学】2019年1月31日
（木）
〜 2月7日
（木） 2月22日（金）

M・D

【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

9月6日（木）、7日（金）
2月21日（木）、22日（金）

M

【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

9月5日（水）、6日（木）
2月21日（木）、22日（金）

2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

D

2月21日（木）、22日（金）

【2018年秋入学】2018年7月3日
（火）
〜 7月11日
（水） 8月1日（水）
M・D
【2019年春入学】2019年2月8日
（金）
〜 2月15日
（金） 2月27日（水）
M

【1次】2018年7月6日（金）〜 7月13日（金）
【2次】2019年2月1日（金）〜 2月8日（金）

M 【1次】2018年8月22日（水）〜 8月29日（水）
M・D 【2次】2019年2月8日（金）〜 2月15日（金）

教育や医療活動を行い、グローバル・サーバント（世界への奉仕者）
としての生涯を送りました。今日、関学は、
「世界市民」というラ
ンバスの生き方を現代に受け継ぎ、積極的に国際交流・国際貢献
に取り組んできました。関西学院大学の外国人留学生は約700人、
協定を締結している海外の大学は約170校。こうした環境のもとで
世界的に社会貢献する人間を育成しています。

Spirit and internationalism of Lambuth
Kwansei Gakuin was founded in 1889 by Dr. W. R. Lambuth, a
missonary of the Methodist Episcopal Church, South, USA. Lambuth conducted educational and medical activities in many parts
of the world and led a life as a Global Servant (a servant to the
world). Today, Kwansei Gakuin has inherited Lambuth s way of
life as a world citizen and actively engaged in international
exchange and international contribution. Kwansei Gakuin has
about 700 international students and about 170 partner universities overseas. Under this environment, we develop persons who
globally contribute to the society.

7月28日（土）
2月23日（土）
9月12日（水）
2月22日（金）

☆経営戦略研究科・言語コミュニケーション文化研究科・総合政策研究科（Dのみ）は一般入試と
して実施しています。

●English Program（Please visit our homepage for details.）
Bachelor's Program in the School of International Studies
The goal is to educate students who will be fully equipped to understand and analyze
issues in the field of international affairs. Depending on their interest, students enter
either the North American Studies Course or the Asian Studies Course. Both courses
comprise three different study fields. The School offers a full range of specialized
courses in English.

3
Features

1. Courses taught in English & small group seminars
2. Building Japanese language proﬁciency
3. A faculty advisor assigned to each student

Inquire: kgusis@kwansei.ac.jp

Master's Program in the Graduate School of Policy Studies (International Studies & Development)
Providing training to students to enable them to contribute in international organizations, this program places emphasis on practical training, which will deal with
peacekeeping, the protection of human rights, and international development.
Lectures and seminars by leaders of international organizations such as the UN will
give students insights into the challenging issues being faced in the world today.

3
Features

1. Faculty from a variety of disciplines and regions
2. Fostering experts who can play an important role in
the global community
3. Diversiﬁed opportunities for research exchanges

Inquire: spswebmaster@ml.kwansei.ac.jp

1. Daytime MBA course for international students and new graduates
2. The ﬁrst MBA program in the Kansai-region
3. Oﬀers student exchange programs with Business Schools overseas
4. Strong job placement record with foreign aﬃliated companies

Doctoral program in the Business School

3 Specialized Study Programs
Management Program
Marketing Program
Finance Program

応募資格 Qualiﬁcations
学部・大学院
undergraduates and
graduates

学部
undergraduates

Inquire: imc@kwansei.ac.jp

The Business School also offers a Doctoral program taught only in English.

Program of "Integrated Science and Technology" for International Students〔September admission also available〕
The aim of this program is to expose young scientists to state-of-the-art research
skills and in-depth knowledge of advanced biology, chemistry and physics to harness the potential of biotechnology. The international program encompasses Masters
programs, while emphasizing research that directly benefits society and the environment. Students are expected to enroll in these courses sequentially in order to obtain
Master’ s degrees. An extended program for Doctor’ s degree is also connected.

3
Features

1. Focus on Environmental Bioscience,
Materials Science and Environmental Chemistry
2. Designed curriculum to accept students
from various ﬁelds
3. Great opportunity to touch Japanese culture

Inquire: EngMS@kwansei.ac.jp

ソン

孫

ジャクカ

若嘉さん

所属：商学部 2年生
出身：中国

関西学院大学での勉学及び課外活動を通して
私が得られた一番の力は、ものごとを受け入れ
る時の国際的視野です。
私は大学とは学問をするところだと思ってい
ます。学問をするためには、まず受容的な心を
持って、広く世界のあらゆる文化、現象を受け
入れることが必要だと思います。それがあって
初めて自分のしたい分野の学問への理解が深
まっていくのではないかと私は感じます。
関西学院大学はスーパーグローバール大学に
選ばれ、学生が異文化に触れる機会、つまり国
際交流の機会を多く提供しています。これらの
機会を活かし、今まで知らなかった文化と触れ
合い、それを受け入れることを通して、私は広
い国際的な視野を手に入れることができまし
た。関西学院大学には、これらの経験を通して、
スクールモットーの Mastery for Service を
実現する世界市民として世界に旅立っていこう
とする学生が多く在籍しており、毎日いい刺激
を受けながら生活しています。

●授業料減免および奨学金（2018 年度時点） Tuition Reduction and Scholarship for International Students（For 2018）

MBA program in the Business School〔September admission also available〕
The Business School (part of the Institute of Business and Accounting) offers an International Management Course (IMC), which is taught only in English.

4
Features

留学生
VOICE

創業者ランバスの精神と国際性

●日本語による課程（募集要項および必要書類は本学HPよりダウンロードできます）

学部名

their life missions, and cultivates them to be creative and capable world citizens who embody its motto, Mastery for Service, by transforming society with compassion and integrity.

阪急神戸線「西宮北口」で阪急今津線に乗り換え、
「甲東園」下車、徒歩15分、或いはバスで5分

2019年度入学 学部外国人留学生入学試験
出願期間：第１次入試
18 9/12（水）〜 9/19（水）
第２次入試
18 11/13（火）〜 11/20（火）
※第２次入試実施学部は法学部・経済学部・国際学部・教育学部・
総合政策学部・理工学部のみ
試 験 日：第１次入試
18 10/27（土）
第２次入試
18 1/12（土）

Kwansei Gakuin, as a learning community based on the principles of Christianity, inspires its members to seek

大学院
graduates

経済援助 Financial Support

備考 notes

授業料の 30％を減免
30% tuition reduction

条件を満たした学部・大学院に在籍する外国人留学生全員
All undergraduate and graduate international students at KGU

年額 10 万円を支給
An annual sum of 100,000 yen

総合政策学部に在籍する私費外国人留学生全員
All international students registered in the School of Policy Studies

授業料の 20％相当額を支給
An amount equivalent to
20% of the tuition

新入生は原則全員採用、
２年生以上は２年生以上の全外国人留学生数の 50％を採用
All ﬁrst year students. 50% of second year students and above.

授業料の 50％相当額を支給
An amount equivalent to
50% of the tuition

入学前予約採用（入学試験の成績により選考、合格者の 40％を採用）
Tentative Selection Pending University Entrance
（40% of the successful candidates; selected based on entrance exam results）

授業料の 35％相当額を支給
An amount equivalent to
35% of the tuition

入学後採用（入学前予約採用者を除く全外国人留学生の 60％を採用）
Selection after University entrance
（60% of all international students excluding candidates of
Tentative Selection Pending University Entrance）

