2021 年度 京都芸術デザイン専門学校 留学生募集要項【国外入試】
1.募集学科・コース
学科

コース・専攻
ビジュアルデザインコース
・グラフィックデザイン専攻

・Web デザイン専攻

・イラストレーション専攻

・グッズデザイン専攻

・動画専攻

キャラクターデザインコース
クリエイティブデザイン学科

コミックイラストコース

（2 年制）

インテリアデザインコース

※専門学校卒業資格「専門士」付与

・デザイン専攻

・コーディネート専攻

・雑貨家具専攻

ファッションクリエイトコース
ハンドメイドコース
※どのコースにおいても、出願時に専攻を選択することはできません。入学後、一定期間学習ののち、専攻を選択します。
※外国籍の方が本校を受験する場合は、外国人留学生入学試験のみとなります。京都芸術大学との併願は可能ですが、科目型選抜Ⅰ期Ⅱ期の併願
制度は利用できません。

2.出願資格
●外国籍を有し、次のいずれかの条件を満たしている者
①日本国外において 12 年以上の学校教育を修了、または 2021 年 3 月に修了見込みの者
②上記と同等の学力があると認められる者
●出願時に「留学」の在留資格(見込み)を有し入学時に「留学」の在留資格が得られる者
●上記①②のいずれかに該当する者で、下記の条件を満たしている者
・日本語能力試験（JLPT）N2 以上を取得している者もしくは入学までに取得予定の者
・日本留学試験（EJU）
「日本語」のうち、聴解・聴読解・読解を合計 200 点以上取得の者もしくは入学までに取得予定の者
※入学時に日本語能力試験（JLPT）N2 以上、日本留学試験（EJU）200 点以上を取得していない場合は入学取消となります。

3.外国人留学生試験 選考の流れ
今後の流れは以下の手順に沿って行います。

出願書類の提出

出願書類を

Skype による

選考試験

国際便で郵送

事前面談

(作文、面接)

4.出願期間・入学試験日程
出願期間

第1次

第2次

第3次

事前面談期間

2020 年

2020 年

10 月 01 日(木)

10 月 19 日(月)

～10 月 17 日(土)

～10 月 31 日(土)

2020 年

2020 年

10 月 19 日(月)

11 月 9 日(月)

～11 月 7 日(土)

～11 月 28 日(土)

2020 年

2020 年

11 月 9 日(月)

12 月 7 日(月)

～12 月 5(土)

～12 月 24 日(木)

選考日

合否通知

2020 年 11 月 7 日(土)

2020 年 12 月 5 日(土)

選考後、10 日以内に
合否を通知

2021 年 1 月 16 日(土)

※各コースとも定員になり次第、募集を締め切らせていただきますので、ご了承ください。

5.出願書類の提出
下記の＜出願書類＞を参考に、出願期間内に出願書類を京都事務局にメールでお送りください。確認後、出願受付をお知らせし
ます。その後、こちらの案内に従って国際郵便にて原本を郵送してください。
京都事務局 cdc@office.kyoto-art.ac.jp
件名「国外留学生出願」
、本文に 「氏名」
「 フリガナ」 「入学希望コース(第一希望、第二希望)」「国籍」
、出願書類を添付
※cdc@office.kyoto-art.ac.jp

からのメールを受信できる設定に変更してください。

※オンラインストレージ Online Storage

(例；Google Drive、One Drive、Drop Box など)をご活用ください。保存先の共有リ

ンクをメールでお知らせください。こちらを出願メールとして扱います。
※メールに添付する場合は、添付ファイルの容量を 5MB 以内にしてください。ファイルが大きくなる場合は、メールを 2 回に
分けるなどしてお送りください。
※書類の発行や翻訳文の用意、国際郵便は大変時間がかかります。出願書類の準備は計画的に行ってください。
【注意点】
●証明書類は 3 ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
（写真も 3 ヶ月以内に撮影したものに限ります）
●提出された書類はいかなる理由においてもお返しすることはできません。
●追加で書類提出を求める場合があります。
●消えるボールペンを使用しないでください。
＜出願書類＞

①～⑬をご確認ください。

書類詳細名

注意点
(本校所定用紙 1～5 ページ)

①

入学願書

・願書 1 ページの指定された場所に、顔写真をはがれないように貼り付けてください。
・特待生制度を希望する場合は、希望欄を必ず記入してください。
(本校所定用紙 6 ページ)
・留学経費支弁とは志願者が本校を卒業するまでの期間、本人が学業を続けられるだけの学費と生活費

②

留学経費支弁誓約書

をあわせた金額の援助を定期的に行うことです。
・経費支弁者が直筆で記入をしてください。代筆は認めません。
・日本語、英語以外の場合は必ず日本語の翻訳文を添付してください。
(本校所定用紙 7 ページ)

③

健康診断証明書

・健康診断を受診の上、病院にて記入をしてもらってください。
・日本語、英語以外の場合は必ず日本語の翻訳文を添付してください。翻訳文は、公的機関または在籍
している日本語教育施設で翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。

④

⑤

アンケート
写真 3 枚
（同一のものに限る）

(本校所定用紙 8 ページ)
記載されている指示に従い、記入をしてください。
・上半身、脱帽、正面、背景なし、縦 4.0 ㎝×横 3.0 ㎝で枠なし、最近 3 カ月以内に撮影したものを用
意してください。写真の裏面に氏名・志望コースを必ず記入してください。
・1 枚は、入学願書 1 ページの指定された場所にはがれないように貼付し、2 枚は同封してください。
・日本語、英語以外の場合は必ず日本語の翻訳文を添付してください。翻訳文は、公的機関または在籍

⑥

最終学歴を証明する
卒業証明書

している日本語教育施設で翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。
・中国の大学(※大専を含む)の卒業者は、「教育部学位与研究生教育発展中心(CDGDC)」または「全国
高等学校学生信息諮詢与就業指導中心(CHESICC)」発行の学歴の認証書原本を提出してください。
・日本の高等学校を卒業している場合は事前にご相談ください。

⑦

⑧

最終学歴における

・注意点は⑥と同じ

成績証明書

・日本の高等学校で取得した科目がある場合は、該当する高等学校の成績証明書を提出してください。

日本語能力を

日本語能力試験（JLPT）もしくは日本留学試験（EJU）の合格や成績を証明する書類のコピーを提出

証明する書類

してください。※EJU は有効期間内（2 年）のものを提出
・顔写真が印刷されているページ、出入国歴の分かるページのコピーを全て提出してください。

⑨

パスポートのコピー

・5 回以上渡航歴がある場合は「出入国記録証明書」も一緒に提出してください。日本語、英語以外の
場合は必ず日本語の翻訳文を添付してください。

日本語教育施設

⑩

過去に日本語教育施設に通っていた方は提出してください。

成績証明書
日本語教育施設

⑪

過去に日本語教育施設に通っていた方は提出してください。

卒業（見込）証明書

・経費支弁者の留学経費の支払い能力を証明する書類を提出してください。

留学経費支弁者の

⑫

例）昨年度の収入証明書と資産証明書

収入証明書・資産証明書

など

・日本語、英語以外の場合は必ず日本語の翻訳文を添付してください。翻訳文は、公的機関または在籍
している日本語教育施設で翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。
20,000 円を下記本校指定口座に振込・送金、又は留学エージェントにお預け下さい。
【送金先】Swift Code：BOTKJPJT
Bank Name：MUFG Bank, Ltd.

⑬

Branch：KYOTO BRANCH

Bank Address：Shimogyo-ku, Kyoto City,

選考料

Kyoto JAPAN

600-8008

Account No：431-3338652 GAKKOUHOUJIN URYUYAMAGAKUEN
Address：2-116, URYUYAMA, KITASHIRAKAWA, SAKYO-KU, KYOTO, JAPAN
※必ず志願者名で振込・送金すること。※現地、日本で発生する手数料等は全て送金人が負担すること。

6.事前面談
留学生国外入試では Skype を用いて京都事務局と事前面談を受けていただきます。
※「出願資格」を満たしていないと本校が判断した場合は、事前面談をお断りすることがあります。ご了承ください。
＜面談申し込み方法＞
出願書類を郵送後、京都事務局にメールにて面談の申し込みをしてください。日程については、調整のうえ京都事務局からご
連絡いたします。※「出願書類
京都事務局

問合せ番号」は、国際郵便の郵便追跡が可能な番号を入力してください。

cdc@office.kyoto-art.ac.jp

件名「国外留学生事前面談希望」
、本文に 「氏名」
「 フリガナ」 「入学希望コース」
「Skype ID」「出願書類

問合せ番号」

＜面談内容＞
学校やご希望のコースに関して個別でご説明いたします（30～60 分程度を予定）
。※事前面談では合否判定はしません。

7.選考方法
・書類審査

・作文審査 ・面接審査

※瓜生山学園海外事務所にて選考を実施する場合があります。それ以外の方は別途ご連絡いたします。
※作品審査はいたしません。面接審査時に自分を推薦するために作品を持参することは認めています。
※面接・作文審査では日本語によるコミュニケーション能力を確認します。

8.合格発表
合否は郵送で通知いたします。

※合否結果について電話・メールによる問合せは一切受け付けておりません。

9.入学手続き
合格通知と学費振込依頼書類一式を同封してお送りします。合格通知発行後、2 週間程度を目安に学費入金期間を設けています。
期日までに振込みがない場合、合格を辞退したと判断いたします。やむを得ず期日までに振込みができない場合は、必ず期日までに相談を
してください。入金確認が出来次第、「入学許可書」を発行します。「入学許可書」は入学を許可する書類です。
※「入学許可書」発行後、「留学査証」の発給が受けられなかった場合は、入学取消となります。予めご了承ください。

10.学費
クリエイティブデザイン学科

1 年生

2 年生

前期

後期

前期

後期

支払い時期

合格時

2021 年 8 月

2022 年 2 月

2022 年 8 月

入学金

150,000

-

-

-

授業料

600,000

600,000

600,000

600,000

自治会費・学生災害傷害保険

11,610

-

-

-

卒業関係費

-

-

15,000

-

合計

761,610

600,000

615,000

600,000

※別冊 2021 募集要項 13～14 ページを必ずご確認ください。
※教材費として 1 年間で 20,000～80,000 円程度必要です。（コースにより異なります）インターンシップ実施対象者は年間保険料 250 円
が別途必要です。
※卒業関係費は卒業に関わる手続き、同窓会費などの費用が含まれます。
※支払い方法は、年間学費一括支払い方法と半期学費支払い方法の 2 種類があります。合格時に両方のご案内をお送りしますので、
確認の上、適切な支払い方法を選んでください。
【ノート型パソコンの購入について】
京都芸術デザイン専門学校では授業時間内で使用するため、ノート型パソコンの購入をお願いしています。本校が指定した業者から購入をし
ていただきますので、自身で購入をしていただく必要はありません。
・ビジュアルデザインコースでは、250,000 円程度（Mac パソコン、Adobe ソフト一式、ウィルスソフト 他）
・キャラクターデザインコースでは、250,000 円程度を予定（パソコン、ソフト代込、調整中）
・コミックイラストコースでは、200,000 円程度（Windows パソコン、Adobe ソフト一式、ウィルスソフト ペンタブレット 他）
・インテリアデザインコースでは、200,000 円程度（Windows パソコン、Adobe ソフト一式、ウィルスソフト 他）
・ファッションクリエイトコースでは、180,000 円程度(Windows パソコン、ソフト一式、ウィルスソフト 他)
・ハンドメイドコースでは、180,000 円程度(Windows パソコン、ソフト一式、ウィルスソフト 他)
※価格については、年度により異なります。合格後、個別に通知いたします。事前に知りたい場合はスタッフに確認してください。
※すでにパソコンをお持ちの場合も、仕様によっては、新たに購入をお願いすることになります。ご了承ください。

11.合格・入学辞退を検討する場合
合格者の中で京都芸術大学、または他大学、短期大学、専門学校に合格し、本校への入学辞退を希望する場合は、必ず本校まで連絡
してください。辞退する場合は「入学辞退届」の提出が必要です。入学年の 3 月末までに本校に入学辞退を申し出た場合は学費（入学金を
除く）を返還いたします。振込手数料は本人負担となります。返金について詳細は、別冊 2021 募集要項 14 ページを参照してください。

12.入学後のサポート
●下宿先の相談
多くの留学生を担当している下宿斡旋業者を学校から紹介します。
下宿先を探したい場合は、学校に連絡をしてください。また、
『留学生住宅総合補償』という制度に加入をすると学校が物件の
保証人となることができます。
（ただし、加入料として 8,000 円が必要です。
）
※『留学生住宅総合補償』は使える物件と使えない物件があります。事前に下宿斡旋業者に確認をしましょう。
●定期健康診断の実施
留学生にとって外国の不慣れな社会で言葉もうまく通じないまま、病気やけがをすることは大変不安なことです。
また、留学生活を充実したものにするためには、健康であることが第一条件となります。本校では、健康上の問題の早期発見と
健康の保持・増進を目的として、4 月に定期健康診断を実施しています。
●健康相談・学生相談（カウンセリング）
本校には保健センター(人間館 B1F)が設置されており、専門のスタッフがみなさんの健康上の問題やさまざまな悩みなどについ
て、相談を受け付けています。

13.特待生制度
●入学金免除特待生 入学金 150,000 円を免除
【京芸デポイント取得特待生】 ※専願入学者のみ対象
・応募資格：オープンキャンパスや学校説明会に参加をして京芸デポイント(＊)を 5 ポイント以上取得した者
・提出書類：入学願書の特待生制度希望欄に必要事項を記入し、「京芸デポイントカード」を同封して出願してください
●京芸デ特待生
【新入生対象特待生制度】 300,000 円の奨学金を給付する制度 （採用人数：若干名） ※専願入学者のみ対象
AO 入試、推薦入試、留学生入試合格者の中で、人物に優れ、将来の目的を明確に持って合格に入学した方に対し、
学業成績・出席状況を考慮した選考を実施します。
※日本国内での実施になります。当日会場に来られない方は申し込みできませんのでご注意ください。
・応募資格

京芸デポイント 5 ポイント取得者

・給付額/給付時期

1 年次終了時に 300,000 円を奨学金として給付

(次ページへ続く)

(13.特待生制度 続き)
・給付条件
(1) 選考試験で特待生として選抜されること。
(2) 1 年次前期の出席率など特待生規定の条件を満たしていること。
・定員

若干名

(昨年実績

・選考方法

書類審査

・試験会場

京都芸術デザイン専門学校 （京都府京都市左京区北白川上終町 3）

・応募締切

2020 年 12 月 24 日（木）

・選考日

2021 年 1 月 23 日（土） ※集合時間などについては事前に受験票を送付します。

・選考結果

選考後 1 週間程度で発送

作文審査

6 名)
面接審査

※特待生試験では、作品審査は一切いたしません。

【在校生対象特待生制度】 150,000 円の奨学金を給付する制度 （採用人数：若干名）
1 年終了時に年間出席日数、成績、課外活動などを総合して優秀者を選抜し、選考を実施します。
・選抜条件
出席日数・成績が優良であり、課外活動で優れている。また、明確な目標を持ち日々の学校生活において学生全体の模範となること。
・給付額/給付時期
1 年終了時に 150,000 円が奨学金として給付されます。
※選考方法など詳細は入学後のオリエンテーションにて改めてお伝えします。

(＊)【京芸デポイントとは】
京都で開催されている京都芸術デザイン専門学校独自の受験生対象イベントに参加された方全員にポイントカードをプレゼントします。
各イベントに参加する度にポイントを加算。合計 5 ポイント以上を獲得された方は(1)～(3)の特典が受けられます。
(1)入学金（150,000 円）の免除
(2)5 ポイント毎にコピックスケッチもしくは、マスキングテープを 1 点プレゼント
(3)京芸デ特待生試験の受験資格

学校法人瓜生山学園
＜京都事務局＞京都芸術デザイン専門学校

京都芸術デザイン専門学校

問合せ先

広報課

〒606-8252 京都市左京区北白川上終町 3
【TEL】+81-75-722-9231

【FAX】+81-75-712-0021

【URL】http://www.cdc.ac.jp/ 【E-mail】cdc@office.kyoto-art.ac.jp
＜韓国ソウル事務所＞
#1514, Suseo Hyundai Venturevill, 10, Bamgogae-ro 1-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06349 KOREA
【TEL】+82-(0)70-7012-8260 【E-mail】seoul@office.kyoto-art.ac.jp
＜台北事務所＞
10041 台北市忠孝西路一段 50 號 12 樓之 8
TEL: +886-975-922-905 【E-mail】c-wu@office.kyoto-art.ac.jp
＜中国大陸上海事務所＞
200031

200001 中国上海市南京東路石譚弄 89 号 213 室

【TEL】+86-156-1801-0354

【E-mail】shanghai@office.kyoto-art.ac.jp
併設校：京都芸術大学

京都文化日本語学校

