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募集人員／アドミッションポリシー

入試日程

入学検定料

総合型選抜 Ⅰ期A日程・B日程（オープンキャンパス参加型）

総合型選抜 Ⅱ期（学力・実技型）

総合型選抜 Ⅲ期（プレゼンテーション型／面接重視型）

総合型選抜 Ⅳ期（面接重視型）

学校推薦型選抜 公募推薦 前期（学力・実技型）

学校推薦型選抜 公募推薦 後期（面接重視型）

学校推薦型選抜 専門学科・総合学科特別推薦

一般選抜 前期A日程

一般選抜 前期B日程

一般選抜 後期

大学入学共通テスト利用選抜 前期

大学入学共通テスト利用選抜 後期

インターネット出願の流れ

インターネット出願Q&A

試験会場

受験上の注意等

合否発表

入学手続・納入金

奨学金

下宿案内

エントリーシート兼講義レポート

志望理由書

推薦書

自己推薦書

I N D E X

募集人員
入試区分

募集人員

合 計
建築学部 芸術学部
建築学科 デザイン・工芸学科

総合型選抜

Ⅰ期 オープンキャンパス
参加型

A日程 48名 18名 30名

B日程 23名 8名 15名

Ⅱ期 学力・実技型 27名 15名 12名

Ⅲ期 プレゼンテーション型／面接重視型 7名 5名 2名

Ⅳ期 面接重視型 3名 2名 1名

学校推薦型選抜

専門学科・総合学科特別推薦 10名 5名 5名

公募推薦
前期 学力・実技型 28名 20名 8名

後期 面接重視型 8名 5名 3名

指定校推薦 他 21名 15名 6名

一般選抜
前期

A日程 38名 30名 8名

B日程 20名 15名 5名

後期 7名 5名 2名

大学入学共通テスト利用選抜
前期 7名 5名 2名

後期 3名 2名 1名

合　計 250名 150名 100名

注意点 ① 本学の講義はすべて日本語です。
　　　 ② 在留資格に関する手続きは各自で行ってください（代理申請は行いません）。
　　　 ③ 合格後の在留資格について不明な点がある場合は、入国管理局等へ確認してから出願してください。

●外国人留学生は総合型選抜もしくは一般選抜で出願してください。※総合型選抜Ⅱ期（学力・実技型）、一般選抜で出願の場合は、別途面接を課します。

建築学部

建築学部建築学科は、大学の理念、教育目的を理解するとともに建築学部の教育目的・方針に沿って常に自己の可能性を追究していく持続性や熱意を持ち合わせ、
真摯に学業に励むことのできる素養を持った以下のような学生を求める。

1. 建築を通して、未来を切り拓いていこうとする夢と情熱を持っている人。
2. 知的好奇心に富み、建築やその関連分野の専門職業人として、社会の発展に貢献したい心を持った人。
3. 自主的に学ぶ姿勢と柔軟な思考を持ち、建築やその関連分野で優れた才能を有する人、あるいは持ちたいという情熱を有する人。
4. 常に他者を尊重する姿勢と協調性に富み、リーダーシップを発揮することのできる人、あるいは組織の中で必要とされる素養を有する人。
5. 本学の建築専門領域を含めた教育課程を学修するための基礎的な学力とコミュニケーション力を身につけた人。
　あるいは本学の教育課程を通じて前述の能力を身につける可能性を有する人。

1. 大学の理念、教育目的を理解するとともに芸術学部の教育目的・方針に沿ってデザインや工芸を通して、未来を切り拓いていこうとする夢と
　情熱を持っている人。
2. 知的好奇心に富み、芸術分野などの専門職業人として、社会の発展に貢献したい人。
3. 自主的に学ぶ姿勢と柔軟な思考を持ち、芸術分野で優れた才能を有する人、あるいは持ちたいという情熱を有する人。
4. 常に他者を尊重する姿勢と協調性に富み、リーダーシップを発揮することができる人。
5. 本学の芸術分野全般の教育課程を学修するための基礎的な学力とコミュニケーション力を身につけた人。
　あるいは本学の教育課程を通じて前述の能力を身につける可能性を有する人。

  芸術学部

芸術学部デザイン・工芸学科は、常に自己の可能性を追究していく持続性と熱意を持ち合わせ、真摯に学業に励むことのできる素養を持った
以下のような学生を求める。

大学の理念、教育目的を理解し、常に自己の可能性を追究していく持続性と熱意を持ち合わせ、真摯に学業に励むことのできる素養を持った、
以下のような学生を求める。

1. 未来を切り拓いていこうとする夢と情熱を持っている人。
2. 知的好奇心に富み、建築や芸術分野などの専門職業人として、社会の発展に貢献したい人。
3. 自主的に学ぶ姿勢と柔軟な思考を持ち、芸術分野で優れた才能を有する人。
4. 常に他者を尊重する姿勢と協調性に富み、リーダーシップを発揮することができる人。
5. 本学の教育課程を学修するための基礎的な学力とコミュニケーション能力を身につけた人。

アドミッションポリシー
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入試日程 入学検定料
試験種別 入学検定料

総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜 35,000 円

大学入学共通テスト利用選抜 15,000 円

［割引制度A］

再出願割 同一入試の異なる区分に再出願する場合は15,000円

学部併願割 建築学部と芸術学部の併願は＋5,000円
※総合型選抜Ⅰ期（オープンキャンパス参加型）は学部併願不可

学校推薦型 公募推薦 後期
35,000円 → 15,000円

同じ試験種別なので
再出願割が適用される

一般 前期
35,000円

試験種別が違うので
再出願割は適用されない

学校推薦型
公募推薦 前期
35,000円

再チャレンジ

再チャレンジ

（例）

入試区分
出願期間

試験日 試験
会場

合否
通知日

入学手続締切日

エントリー
受付期間

試験日
出願可否通知

発送日
第一次 第二次

総
合
型
選
抜

Ⅰ
期

オープン
キャンパス

参加型

A
日
程

8/22（月）
～9/1（木）9/10（土）9/15（木） 9/20（火）

～9/30（金）

京都
（本学）

11/1（火） 11/11（金） 12/9（金）
B
日
程

9/5（月）
～9/18（日）9/25（日）9/29（木） 10/1（土）

～10/14（金）

Ⅱ
期 学力・実技型 9/20（火）～10/6（木） 10/15（土）

Ⅲ
期

プレゼン
テーション型

10/31（月）～11/10（木） 11/19（土） 11/25（金） 12/9（金） 2023年
1/27（金）

面接重視型

Ⅳ
期 面接重視型 　　　　　　 2023年

2/27（月）～3/9（木）

2023年
3/15（水） オンライン 2023年

3/17（金）
2023年
3/23（木）

学
校
推
薦
型
選
抜

公
募
推
薦

前
期

学力・
実技型 10/20（木）～11/4（金） 11/12（土）

 京都（本学） 
東京

名古屋
岡山
福岡

12/1（木） 12/16（金） 2023年
1/27（金）

後
期

面接
重視型 11/24（木）～12/8（木） 12/17（土） 京都

（本学）
12/22
（木）

2023年
1/13（金）

2023年
2/17（金）

専門学科・
総合学科特別推薦 10/20（木）～11/4（金） 11/12（土） 京都

（本学） 12/1（木） 12/16（金） 2023年
1/27（金）

一
般
選
抜

前期

A
日
程

　　　　　　 　　　　　 2023年
12/20（火）～1/18（水）

2023年
1/24（火）   京都（本学）

東京
名古屋

岡山
福岡

2023年
2/3（金）

2023年
2/14（火）

2023年
3/9（木）

B
日
程

　　　　　　 　　　　　  2023年
12/20（火）～2/2（木）

2023年
2/13（月）

2023年
2/17（金）

2023年
2/24（金）

後期 　　　　　　 2023年
2/3（金）～2/24（金）

2023年
3/2（木）

京都（本学）
東京
岡山

2023年
3/10（金）

2023年
3/23（木）

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

利
用
選
抜

前期 　　　　　　 　　　　　  2023年
12/20（火）～2/2（木）

本学の
独自試験

なし

2023年
2/17（金）

2023年
2/24（金）

2023年
3/9（木）

後期 　　　　　　  2023年
2/3（金）～3/3（金）

本学の
独自試験

なし

2023年
3/10（金）

2023年
3/23（木）

※各試験地とも京都（本学）会場と同一日程、同一問題で実施しますので、試験地による有利・不利はありません。
※芸術学部の選択科目である実技試験（鉛筆デッサン）は、京都（本学）･東京･名古屋の3会場のみの実施となりますのでご注意ください。

［割引制度B］

同時出願割 重複している出願期間内に2つ以上の入試区分をまとめて出願するとおトク！

a. 総合型選抜＋学校推薦型選抜の同時出願の場合、一方の検定料が10,000円

一般 前期A日程
35,000円

＋5,000円 55,000円

45,000円

割引後＋5,000円

一般 前期B日程
35,000円 → 10,000円

さらに学部併願割を
組み合わせると

総合型 Ⅲ期
35,000円

＋5,000円 55,000円

45,000円

割引後＋5,000円

学校推薦型 公募推薦 前期
35,000円 → 10,000円

さらに学部併願割を
組み合わせると

b. 一般選抜で同時出願の場合、一方の検定料が10,000円

割引適用出願期間：10月31日（月）～11月4日（金）

割引適用出願期間：12月20日（火）～2023年1月18日（水）

c. 一般選抜＋大学入学共通テスト利用選抜の同時出願は、共通テスト利用が無料！
　 さらに、共通テスト利用の学部併願も無料！

（例）

一般 後期
35,000円

大学入学共通テスト利用 後期
15,000円 → 無料

2学部併願も無料
35,000円

割引適用出願期間：2023年2月3日（金）～2月24日（金）

一般 前期A日程
35,000円

大学入学共通テスト利用 前期
15,000円 → 無料

2学部併願も無料
35,000円

割引適用出願期間：12月20日（火）～2023年1月18日（水）

一般 前期B日程
35,000円

大学入学共通テスト利用 前期
15,000円 → 無料

2学部併願も無料
35,000円

割引適用出願期間：12月20日（火）～2023年2月2日（木）

一般 前期A日程
35,000円

一般 前期B日程
35,000円 → 10,000円

大学入学共通テスト利用 前期
15,000円 → 無料

2学部併願も無料
45,000円

割引適用出願期間：12月20日（火）～2023年1月18日（水）

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願

インターネット出願
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総合型選抜 Ⅰ期A日程・ B日程（オープンキャンパス参加型）

35,000円

■ 入学検定料

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払
いと出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷
できるようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮
小はせずに、A4サイズで印刷してください。

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

① エントリーシート兼講義レポート（本学所定の書式）
　　※P.30、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを用いて、手書きで記入してください。
　　※顔写真（縦4cm×横3cm）を所定位置に貼付

② 志望理由書（本学所定の書式）
　　※P.32、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを用いて、手書きで記入してください。

③ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。

■ エントリー時提出書類

外国人留学生は別途書類が必要（P.18「外国人留学生の出願に
ついて」をご確認ください）です。
出願前に入試センター（075-525-1515）までご連絡ください。

● エントリーついて（送付方法・宛先）

　エントリー時提出書類は、エントリー受付期間内に必ず簡易書留・速達で
　郵送するか、オープンキャンパス参加時に提出してください。
　※封筒の種類に指定はありません。

〈送付先〉
〒605-0991京都市東山区川端通七条上ル 
京都美術工芸大学 入試センター　総合型選抜エントリー受付係

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

次の各項のいずれかに該当する者。

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

次の各項のいずれかに該当する者。

総合型選抜 Ⅱ期（学力・実技型）

数学 小論文 鉛筆デッサン

集合時間 9：45 11：15 12：45

試験時間 10：00～11：00 11：30～12：30 13：00～16：00

■ 試験時間割

・1学部のみ出願 … 35,000円 … 40,000円・2学部に出願
■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

Ⅱ
期 学力･実技型 9/20（火）～10/6（木）

　　　　　　　　         消印有効
10/15（土） 11/1（火）

［第一次］

11/11（金）

［第二次］

12/9（金）

京都
（本学）

インターネット出願

■ 選考方法
学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

建築学部
選択

2科目から1科目

数学 数学Ⅰ・数学A 60分
100点

小論文 与えられた文章や図表について、自分の意見や考えを述べる。（600～800字） 60分

必須 書類審査 調査書、志望理由書（600字程度） ─ 50点

芸術学部
選択

2科目から1科目

鉛筆デッサン 支給されたモチーフ（3点）を卓上に自由に配置し、鉛筆で写実的に描写する。 180分
100点

小論文 与えられた文章や図表について、自分の意見や考えを述べる。（600～800字） 60分

必須 書類審査 調査書、志望理由書（600字程度） ─ 50点

※2学部併願の場合は、小論文を必ず選択してください。

学部 必須／選択 試験内容 内容 試験時間 配点

全学部
必須 個人面接 ①志望動機　②将来への希望・進路　③高校生活について

④部活動　⑤趣味・特技　⑥得意科目　⑦長所　など 15分程度 100点

必須 書類審査 調査書、志望理由書（600字程度） ─ 50点

■ 選考方法 ※面接時間については、エントリー受付期間終了後に別途ご案内します。

■ 入試日程 ※出願を許可された方のみ（専願）

入試区分 エントリー
受付期間 試験日 出願可否通知

発送日 出願期間 合否通知日 入学手続
締切日 試験会場

Ⅰ
期

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
参
加
型

A日程
8/22（月）

　～9/1（木）
　　　　　  　 必着

9/10（土） 9/15（木） 9/20（火）

　～9/30（金）
　　　　　   消印有効

11/1（火）

［第一次］

11/11（金）

［第二次］

12/9（金）

京都
（本学）

B日程
9/5（月）

～9/18（日）
　　　　　  　 必着

9/25（日） 9/29（木） 10/1（土）

～10/14（金）
　　　　　   消印有効

エ
ン
ト
リ
ー

エ
ン
ト
リ
ー

出
願

出
願

インターネット出願

インターネット出願

※A日程で出願不可となった方は、志望学部を変更すればB日程に再エントリー可能です。

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 志望理由書（本学所定の書式）
　　※P.32、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを用いて、手書きで記入してください。

④ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

■ エントリーから出願・合格までの流れ

オープンキャンパス
-KYOBI LIVE-
に参加

エントリー書類を
受付期間に提出

出願の「可否」
を通知

出願手続
  ※出願を許可された方のみ

合格発表試験
（個人面接）

外国人留学生は別途書類が必要（P.18「外国人留学生の出願に
ついて」をご確認ください）です。
出願前に入試センター（075-525-1515）までご連絡ください。
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総合型選抜 Ⅲ期（プレゼンテーション型／面接重視型） 総合型選抜 Ⅳ期（面接重視型）

■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

・1学部のみ出願
・再出願（1学部）

… 35,000円

… 1 5,000円

… 40,000円

…20,000円

・2学部に出願
・再出願（2学部）

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

次の各項のいずれかに該当する者。

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

次の各項のいずれかに該当する者。

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

Ⅲ
期

プレゼン
テーション型

10/31（月）～11/10（木）
　　　　　　         　　    消印有効

11/19（土） 11/25（金）
［第一次］

12/9（金）

［第二次］
2023年

1/27（金）

京都
（本学）

面接重視型

インターネット出願

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

Ⅳ
期 面接重視型

2023年

2/27（月）～　　3/9（木）
　　　　　　　             消印有効

        2023年

3/15（水）　　　　　　　　　

   2023年

3/17（金）

　　  　　2023年

3/23（木）
オンライン

インターネット出願

■ 入試日程

■ 選考方法 ※面接時間については、出願期間終了後に別途ご案内します。

学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

全学部
必須 個人面接 ①志望動機　②将来への希望・進路　③高校生活について

④部活動　⑤趣味・特技　⑥得意科目　⑦長所　など 15分程度 100点

必須 書類審査 調査書、志望理由書（600字程度） ─ 50点

■ 選考方法

学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

全学部
必須 個人面接 ①志望動機　②将来への希望・進路　③高校生活について

④部活動　⑤趣味・特技　⑥得意科目　⑦長所　など 15分程度 100点

必須 書類審査 調査書、志望理由書（600字程度） ─ 50点

面接重視型 ※面接時間については、出願期間終了後に別途ご案内します。

プレゼンテーション型

学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

全学部
必須 プレゼンテーションと

質疑応答

クラブ活動、ボランティア活動、学校行事、趣味・特技などテーマは自由です。
本学で建築や芸術を学ぶ意欲をアピールしてください。資料や作品（内容・
形式は問いません）のある人はぜひ持参してください。

15分程度 100点

必須 書類審査 調査書、志望理由書（600字程度） ─ 50点

※実施時間については、出願期間終了後に別途ご案内します。

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 志望理由書（本学所定の書式）
　　※P.32、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを用いて、手書きで記入してください。

④ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 志望理由書（本学所定の書式）
　　※P.32、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを用いて、手書きで記入してください。

④ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

・1学部のみ出願
・再出願（1学部）

… 35,000円

… 1 5,000円

… 40,000円

…  20,000円

・2学部に出願
・再出願（2学部）

・学校推薦型（公募推薦 前期）と同時出願 …………… 45,000円（合計）※割引適用出願期間：10月31日（月）〜11月4日（金）

外国人留学生は別途書類が必要（P.18「外国人留学生の出願に
ついて」をご確認ください）です。
出願前に入試センター（075-525-1515）までご連絡ください。

外国人留学生は別途書類が必要（P.18「外国人留学生の出願に
ついて」をご確認ください）です。
出願前に入試センター（075-525-1515）までご連絡ください。
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学校推薦型選抜 公募推薦 前期（学力・実技型） 学校推薦型選抜 公募推薦 後期（面接重視型）

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 推薦書（本学所定の書式）
　　※P.34、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを使用してください。

④ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 推薦書（本学所定の書式）
　　※P.34、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを使用してください。

④ 自己推薦書（本学所定の書式）
　　※P.36、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを用いて、手書きで記入してください。

⑤ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。 

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

・1学部のみ出願
・再出願（1学部）

… 35,000円

… 1 5,000円

… 40,000円

…20,000円

・2学部に出願
・再出願（2学部）

■ 選考方法 ※面接時間については、出願期間終了後に別途ご案内します。

学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

全学部
必須 個人面接 ①志望動機　②将来への希望・進路　③高校生活について

④部活動　⑤趣味・特技　⑥得意科目　⑦長所　など 15分程度 100点

必須 書類審査 調査書 ─ 50点

■ 選考方法
学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

建築学部

選択
2科目から1科目

数学 数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ・数学B＜数列・ベクトル＞
1科目
60分

1科目
100点

英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く）

必須 書類審査 調査書 ─ 50点

芸術学部

選択
2科目から1科目

鉛筆デッサン 支給されたモチーフ（3点）を卓上に自由に配置し、鉛筆で写実的に描写する。 180分

100点

英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く） 60分

必須 書類審査 調査書 ─ 50点

※2学部併願の場合は、英語を必ず選択してください。

❶高等学校もしくは中等教育学校を2022年3月に卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を2022年3月に修了した者、および2023年3月修了見込みの者。

次の各項のいずれかに該当し、出身学校長が推薦する者。

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を2022年3月に卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を2022年3月に修了した者、および2023年3月修了見込みの者。

次の各項のいずれかに該当し、出身学校長が推薦する者。

■ 出願資格

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

公募推薦
後期 11/24（木）～12/8（木）

　　　　　　　　　　 消印有効
12/17（土） 12/22（木）

［第一次］
2023年

1/13（金）

［第二次］
2023年

2/17（金）

京都
（本学）

インターネット出願

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

公募推薦
前期 10/20（木）～11/4（金）

　　　　　　　　　　 消印有効
11/12（土） 12/1（木）

［第一次］

12/16（金）

［第二次］
2023年

1/27（金）

京都（本学）※

東京※･名古屋※･
岡山･福岡

※ 実技（鉛筆デッサン）は
　 京都・東京・名古屋の3会場のみ

インターネット出願

・1学部のみ出願 … 35,000円 … 40,000円・2学部に出願
■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

… 45,000円（合計）・総合型（Ⅲ期）と同時出願
※割引適用出願期間：10月31日（月）〜11月4日（金）

英語 数学 鉛筆デッサン

集合時間 9：45 11：15 12：45

試験時間 10：00～11：00 11：30～12：30 13：00～16：00

※東京･名古屋･岡山･福岡の各会場については、出願期間終了後に別途ご案内いたします。

公募推薦前期（学力・実技型）と専門学科・総合学科特別推薦は同一試験日のため併願できません。注意事項

■ 試験時間割 ［京都（本学）会場］
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一般選抜  前期A日程学校推薦型選抜 専門学科・総合学科特別推薦

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

  専門学科・
総合学科
特別推薦

10/20（木）～11/4（金）
　　　　　　　　　　 消印有効

11/12（土） 12/1（木）
［第一次］

12/16（金）

［第二次］
2023年

1/27（金）

京都
（本学）

インターネット出願

❶高等学校もしくは中等教育学校の専門学科または総合学科（職業教育を主とする学科）を2023年3月に
　卒業見込みの者で、次の①②のいずれかに該当する者。
　①建築、インテリア、デザイン、美術、工芸に関する学科に在籍する者。
　②総合学科において、建築、インテリア、デザイン、美術、工芸に関する専門科目を主に履修した者。
❷全体の学習成績の状況が建築学部は3.8以上、芸術学部は3.5以上の者。
❸本学を第一志望とする者。

次の各項の全てに該当し、出身学校長が推薦する者。

■ 出願資格

35,000円

■ 入学検定料

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 推薦書（本学所定の書式）
　　※P.34、または本学受験生応援サイトよりダウンロード・印刷したものを使用してください。

④ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

公募推薦前期（学力・実技型）と専門学科・総合学科特別推薦は同一試験日のため併願できません。注意事項

学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

全学部

必須 プレゼンテーション
クラブ活動、ボランティア活動、学校行事、趣味・特技などテーマは自由で
す。本学で建築やデザイン・工芸を学ぶ意欲をアピールしてください。資料
や作品（内容・形式は問いません）のある人はぜひ持参してください。

10分程度
100点

必須 個人面接 ①志望動機　②将来への希望・進路　③高校生活について
④部活動　⑤趣味・特技　⑥得意科目　⑦長所　など 10分程度

必須 書類審査 調査書 ─ 50点

■ 選考方法

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

前
期 A日程

　　　　　　　　 2023年

12/20（火）～1/18（水）
　　　　　　　　　     消印有効

2023年

1/24（火）

2023年

2/3（金）

［第一次］
2023年

2/14（火）

［第二次］
2023年

3/9（木）

京都（本学）※

東京※･名古屋※･
岡山･福岡

※ 実技（鉛筆デッサン）は
　 京都・東京・名古屋の3会場のみ

インターネット出願

■ 試験時間割 ［京都（本学）会場］

※東京・名古屋・岡山・福岡の各会場については、出願期間終了後に別途ご案内いたします。

・1学部のみ出願 … 35,000円 ・2学部に出願 … 40,000円

■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

・A日程とB日程の両方に同時出願する場合 …………45,000円
※割引適用出願期間：12月20日（火）〜2023年1月18日（水）

…45,000円（共通テスト利用は無料） ・A日程とB日程の両方、さらに大学入学共通テスト利用選抜に同時出願する場合
※割引適用出願期間：12月20日（火）〜2023年1月18日（水）

・A日程と大学入学共通テスト利用選抜の両方に同時出願する場合 ………………35,000円（共通テスト利用は無料）
※割引適用出願期間：12月20日（火）〜2023年1月18日（水）

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

次の各項のいずれかに該当する者。

■ 選考方法
学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

建築学部

必須 数学 数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ・数学B＜数列・ベクトル＞

1科目
60分

1科目
100点選択

2科目から1科目

英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く）

国語 国語総合（古文・漢文を除く）

芸術学部
選択

3科目から1科目

鉛筆デッサン 支給されたモチーフ（3点）を卓上に自由に配置し、鉛筆で写実的に描写する。 180分

1科目
100点英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く） 1科目

60分国語 国語総合（古文・漢文を除く）

※2学部併願の場合は、国語か英語を必ず選択してください。

① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

■ 出願書類

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

国語 数学 英語 鉛筆デッサン

集合時間 9：45 11：15 13：15 12：45

試験時間 10：00～11：00 11：30～12：30 13：30～14：30 13：00～16：00

外国人留学生は別途書類が必要（P.18「外国人留学生の出願に
ついて」をご確認ください）です。
出願前に入試センター（075-525-1515）までご連絡ください。
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一般選抜  前期B日程 一般選抜  後期

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

前
期 B日程

　　　　　　　　 2023年

12/20（火）～2/2（木）
　　　　　　　　      消印有効

2023年

2/13（月）

2023年

2/17（金）

［第一次］
2023年

2/24（金）

［第二次］
2023年

3/9（木）

京都（本学）※

東京※･名古屋※･
岡山･福岡

※ 実技（鉛筆デッサン）は
　 京都・東京・名古屋の3会場のみ

インターネット出願

■ 入試日程

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日 試験会場

後期
2023年

2/3（金）～2/24（金）
　　　　　　　　 消印有効

2023年

3/2（木）

2023年

3/10（金）

2023年

3/23（木）

京都（本学）※

東京※･岡山
※ 実技（鉛筆デッサン）は
　 京都・東京の2会場のみ

インターネット出願

英語 数学 鉛筆デッサン

集合時間 9：45 11：15 12：45

試験時間 10：00～11：00 11：30～12：30 13：00～16：00

■ 試験時間割 ［京都（本学）会場］

■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

…35,000円（共通テスト利用は無料）・一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の両方に同時出願する場合
※割引適用出願期間：2023年2月3日（金）〜2月24日（金）

・1学部のみ出願
・再出願（1学部）

… 35,000円

… 1 5,000円

… 40,000円

…20,000円

・2学部に出願
・再出願（2学部）

■ 選考方法
学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

建築学部
選択

2科目から1科目

数学 数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ・数学B＜数列・ベクトル＞ 1科目
60分

1科目
100点英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く）

芸術学部
選択

2科目から1科目

鉛筆デッサン 支給されたモチーフ（3点）を卓上に自由に配置し、鉛筆で写実的に描写する。 180分 1科目
100点英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く） 60分

※2学部併願の場合は、英語を必ず選択してください。

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

次の各項のいずれかに該当する者。

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可　
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

※東京・岡山の各会場については、出願期間終了後に別途ご案内いたします。■ 試験時間割 ［京都（本学）会場］

※東京・名古屋・岡山・福岡の各会場については、出願期間終了後に別途ご案内いたします。

・1学部のみ出願 … 35,000円 ・2学部に出願 … 40,000円

… 15,000円・再出願（1学部） …20,000円・再出願（2学部）

■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

・A日程とB日程の両方に同時出願する場合 …………45,000円
※割引適用出願期間：12月20日（火）〜2023年1月18日（水）

…45,000円（共通テスト利用は無料） ・A日程とB日程の両方、さらに大学入学共通テスト利用選抜に同時出願する場合
※割引適用出願期間：12月20日（火）〜2023年1月18日（水）

・B日程と大学入学共通テスト利用選抜の両方に同時出願する場合 ………………35,000円（共通テスト利用は無料）
※割引適用出願期間：12月20日（火）〜2023年2月2日（木）

■ 出願資格

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

次の各項のいずれかに該当する者。

■ 選考方法
学部 必須／選択 試験科目 内容 試験時間 配点

建築学部
選択

3科目から2科目

数学 数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ・数学B＜数列・ベクトル＞

1科目
60分

1科目
100点英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く）

国語 国語総合（古文・漢文を除く）

芸術学部
選択

3科目から1科目

鉛筆デッサン 支給されたモチーフ（3点）を卓上に自由に配置し、鉛筆で写実的に描写する。 180分

1科目
100点英語 コミュニケ－ション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ（リスニング除く） 1科目

60分国語 国語総合（古文・漢文を除く）

※2学部併願の場合は、国語か英語を必ず選択してください。

① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可
　  ※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

■ 出願書類

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

国語 数学 英語 鉛筆デッサン

集合時間 9：45 11：15 13：15 12：45

試験時間 10：00～11：00 11：30～12：30 13：30～14：30 13：00～16：00

外国人留学生は別途書類が必要（P.18「外国人留学生の出願に
ついて」をご確認ください）です。
出願前に入試センター（075-525-1515）までご連絡ください。

外国人留学生は別途書類が必要（P.18「外国人留学生の出願に
ついて」をご確認ください）です。
出願前に入試センター（075-525-1515）までご連絡ください。

13 14



大学入学共通テスト利用選抜  前期 大学入学共通テスト利用選抜  後期

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可　※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

④ 令和5年度大学入学共通テスト成績請求票（Web入学志願票の所定位置に貼付）

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

■ 出願書類
① Web入学志願票
② 写真
　・最近3カ月以内に撮影したもの（カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
　・Web入学志願票に貼付、もしくはデータをアップロード
　  ※私服・制服どちらでも可　※スマートフォンで撮影したものも可
　  ※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下

③ 調査書等（出身学校に請求）
　　※詳しくはP.18「事前に準備しておく書類について」をご確認ください。
　　※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
　　※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

④ 令和5年度大学入学共通テスト成績請求票（Web入学志願票の所定位置に貼付）

要注意

・Web上での出願登録完了後、入学検定料のお支払いと
出願書類の郵送が必要です。

・Web入学志願票は、入学検定料お支払い後に印刷でき
るようになります。

・ダウンロードしたPDFファイルは、ページの拡大･縮小は
せずに、A4サイズで印刷してください。

・1学部のみ出願 … 15,000円 … 20,000円・2学部に出願
■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

…35,000円（共通テスト利用は無料）・一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の両方に同時出願する場合
※割引適用出願期間はP.04参照

・1学部のみ出願
・再出願（1学部）

… 15,000円

… 15,000円

… 20,000円

…20,000円

・2学部に出願
・再出願（2学部）

■ 入学検定料 ※入学検定料の割引制度はP.04参照

…35,000円（共通テスト利用は無料）・一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の両方に同時出願する場合
※割引適用出願期間はP.04参照

■ 選考方法
学部 必須／選択 教科 科目 選抜方法 配点

建築学部

必須 数学 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」 2科目とも受験した場合は高得点のどちらか1科目 100点

選択

国語 「国語（近代以降の文章）」

左の4教科7科目から高得点の1科目 100点
地理歴史 「世界史B」「日本史B」「地理B」

理科 「物理」「化学」

外国語 「英語」

芸術学部 選択

国語 「国語（近代以降の文章）」

左の5教科9科目から高得点の2教科2科目 1科目
100点

地理歴史 「世界史B」「日本史B」「地理B」

数学 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」

理科 「物理」「化学」

外国語 「英語」

※英語はリスニングの配点100点を50点満点に換算、リーディングの配点100点を50点満点に換算し、計100点満点で合否判定に使用します。

■ 選考方法
学部 必須／選択 教科 科目 選抜方法 配点

全学部 選択

国語 「国語（近代以降の文章）」

左の5教科9科目から高得点の2教科2科目 1科目
100点

地理歴史 「世界史B」「日本史B」「地理B」

数学 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」

理科 「物理」「化学」

外国語 「英語」

※英語はリスニングの配点100点を50点満点に換算、リーディングの配点100点を50点満点に換算し、計100点満点で合否判定に使用します。

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日

前期 　　　　　　　　　　  2023年

12/20（火）～2/2（木）
　　　　　　　　      消印有効

本学の独自試験なし
2023年

2/17（金）

［第一次］
2023年

2/24（金）

［第二次］
2023年

3/9（木）

■ 入試日程

インターネット出願

入試区分 出願期間 試験日 合否通知日 入学手続締切日

後期 2023年

2/3（金）～3/3（金）
　　　　　          消印有効

本学の独自試験なし
2023年

3/10（金）

2023年

3/23（木）

■ 入試日程

インターネット出願

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者（但し、外国人留学生は除く）。

■ 出願資格
次の各項のいずれかに該当する者。

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月修了見込みの者。
❸学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
　および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者（但し、外国人留学生は除く）。

■ 出願資格
次の各項のいずれかに該当する者。

15 16



インターネット出願の流れ

■ 必要なインターネット環境

PC ブラウザ
Windows

Microsoft Edge（最新バージョン）
Google Chrome（最新バージョン）
Firefox（最新バージョン）

※セキュリティソフトをインストールしている場合、イ
ンターネット出願が正常に動作しない場合があり
ますのでご注意ください。

　また、セキュリティソフトに関する設定方法につい
ては、各メーカーのサポートセンターに問い合わせ
てください。

Mac OS Safari（ 最新バージョン）

スマートフォン・タブレット
Android 5.0 以上（Android Chrome 最新バージョン）

iOS 10.0 以上（Safari 最新バージョン）

※ブラウザの設定について（どのウェブブラウザでも以下の設定を行ってください）
・Java Scriptを有効にする。 
・Cookieを有効にする。
※メールアドレスについて…出願登録の際、メールアドレスの入力が必要です。フリーメール（GmailやYahoo!メールなど）や携帯電話のアドレスで構いませんが、携帯メールの場合はドメイン（@kyobi.ac.jp、@postanet.jp）を受信
指定してください。出願登録完了時・入学検定料支払い完了時・受験票作成完了時には、登録したメールアドレスに確認メールが自動送信されます。

出願登録完了後、入学検定料を支払い、必要書類を郵送しなければ出願は完了しません。

インターネット出願は24時間受付可能ですが、入学検定料の支払いは出願期間内（営業時間はコンビニの店舗に
よって異なります）に行ってください。できるだけ余裕をもって出願するようにしてください。

出願に必要な書類等を準備する

入学検定料を納入する 出願書類を印刷し郵送する 受験票を印刷する

インターネット出願用アカウントを作成し出願登録する
STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4 STEP 5

要注意

入試区分

インターネット出願

試験日
出願期間 入学検定料

払込期限

出願時提出書類
郵送締切日

出願期間
最終日消印有効

総合型選抜

Ⅰ期
オープン

キャンパス
参加型

A日程 9/20（火）～ 9/30（金）

出願期間内

※出 願 登 録 期
間 最 終日の 振
込 最 終 時 間は
17:00 までとな
りますので注意
してください。

9/30（金）消印有効
※出願前に実施

B日程 10/1（土）～ 10/14（金） 10/14（金）消印有効

Ⅱ期 学力・実技型 9/20（火）～ 10/6（木） 10/6（木）消印有効 10/15（土）

Ⅲ期
プレゼンテーション型

10/31（月）～ 11/10（木） 11/10（木）消印有効 11/19（土）
面接重視型

Ⅳ期 面接重視型 2023年2/27（月）～ 3/9（木） 2023年3/9（木）消印有効 2023年3/15（水）

学校推薦型
選抜

専門学科・総合学科特別推薦 10/20（木）～ 11/4（金） 11/4（金）消印有効 11/12（土）

公募推薦
前期 学力・実技型 10/20（木）～ 11/4（金） 11/4（金）消印有効 11/12（土）

後期 面接重視型 11/24（木）～ 12/8（木） 12/8（木）消印有効 12/17（土）

一般選抜
前期

A日程 12/20（火）～ 2023年1/18（水） 2023年1/18（水）消印有効 2023年1/24（火）

B日程 12/20（火）～ 2023年2/2（木） 2023年2/2（木）消印有効 2023年2/13（月）

後期 2023年2/3（金）～ 2/24（金） 2023年2/24（金）消印有効 2023年3/2（木）

大学入学
共通テスト

利用選抜

前期 12/20（火）～ 2023年2/2（木） 2023年2/2（木）消印有効
本学独自の個別試
験は実施しません。

後期 2023年2/3（金）～ 3/3（金） 2023年3/3（金）消印有効

※出願手続きは①出願登録②入学検定料の支払い③出願書類の提出によって完了します（①②③のいずれかが行われなかった場合は出願が受け付けられません）。
【注意】③は、出願期間内であれば、本学まで持参することも可能です。ただし、事務取扱時間内（平日9:00〜17:00）に限ります。

出願に必要な書類等を準備する
STEP 1

■ 事前に準備しておく書類について 下記の書類は、出願の前に準備しておく必要があります。
発行、準備に時間のかかるものもありますので、早めに用意してください。

志望理由書
総合型選抜に出願する場合（Ⅰ期以外）

※本学所定の書式（P.32、または本学受験生応援サイトよりダウンロード･
印刷したもの）を使用。

調査書等（再提出不要）

受験資格者 必要な書類

高等学校卒業（見込）者 調査書（出願前3カ月以内に発行し、厳封したもの）

高等学校卒業程度認定試験
（旧大学入学資格検定試験）合格者または見込者

合格成績証明書（合格者）

合格見込証明書（見込者）

大学・短期大学・専門学校等卒業
または卒業見込者

成績証明書

卒業証明書または卒業見込証明書

高等学校を卒業した者と同等以上の
学力があると本学において認めた者

本学指定の調査書
※入試センターまでお問い合わせください

※総合型選抜Ⅰ期（オープンキャンパス参加型）はエントリー時に提出。
※一度に複数の出願をする場合は、共通する提出書類（調査書等）は1通で結構です。
※再出願の場合は、調査書等の再提出は不要です。

全入試区分共通

※本学所定の書式（P.34、P.36または本学
受験生応援サイトよりダウンロード･印刷
したもの）を使用。

■ 公募推薦（前期）または
　 専門学科・総合学科特別推薦････････････････････
■ 公募推薦（後期）･･････････････

推薦書 1 通
推薦書 1 通、自己推薦書 1 通

推薦書・自己推薦書
学校推薦型選抜に出願する場合

（消せるボールペン［フリクションなど］は不可）

必要書類 （a）入学志願書（日本人学生と同一）
　　　　 （b）住民票（在留に関する事項、国籍、在留カード番号を含むもの）
　　　　 （c）外国人留学生履歴書（指定の用紙を本学からお送りします）

（d）母国における卒業証明書
（e）成績証明書（和文もしくは英文）
（f）日本語能力を証明するもの（日本語能力試験認定結果および
          成績に関する証明書、日本語学校の卒業証明書等）

外国人留学生の出願について外国人留学生の出願について（出願前に入試センターまでご連絡ください）

大学入学共通テスト成績請求票（私立大学･公私立短期大学用）
大学入試センターから交付された

『令和 5 年度大学入学共通テスト成績請求票（私立大学･公私立短期大学用）』

大学入学共通テスト利用選抜に出願する場合

顔写真

※私服・制服どちらでも可　※スマートフォンで撮影したものも可
※写真をアップロードする場合は、JPEGファイル（.jpgまたは.jpeg）のみ、ファイル容量は最大3MB以下
※貼り付ける場合は裏面に氏名と生年月日を明記

・最近3カ月以内に撮影したもの
 （カラー、上半身、脱帽、正面、背景なし、縦画像）
・Web入学志願票に貼付（縦4cm×横3cm）、
　もしくはデータをアップロード

全入試区分共通

※Ⅰ期はエントリー時に提出

■ 必要書類一覧 チェックリスト 送付する前に必ず必要な書類等を確認して、確認欄に□してください。

総合型
選抜

学校推薦型選抜 専門学科・
総合学科
特別推薦

一般選抜
大学入学

共通テスト
利用選抜

備考
公募推薦

前期
公募推薦

後期

Web入学志願票 □ □ □ □ □ □ 出願登録・入学検定料支払い完了後、
ダウンロードして印刷

顔写真 □ □ □ □ □ □ Web入学志願票に貼付、またはインターネット
出願システム「Post＠net」にアップロード

調査書等    □※ □ □ □ □ □ 出身学校に請求
※詳しくは上記「調査書等」をご覧ください。

志望理由書    □※ — — — — — 本学所定の書式（P.32、または本学受験生応援
サイトよりダウンロード・印刷したもの）

推薦書 — □ □ □ — — 本学所定の書式（P.34、または本学受験生応援
サイトよりダウンロード・印刷したもの）

自己推薦書 — — □ — — — 本学所定の書式（P.36、または本学受験生応援
サイトよりダウンロード・印刷したもの）

令和5年度大学入学
共通テスト成績請求票 — — — — — □ Web入学志願票の所定位置に貼付
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入学検定料を納入する（コンビニを選択した場合のみ）

STEP 3

要注意 出願期間内（最終日の17:00まで)に、下記の通り入学検定料をお支払いください。期限を過ぎますと、
登録された内容での入学検定料支払いができなくなります。

■ コンビニ

代金お支払い    発券から
30分以内にレジへ

レジで番号を
お知らせください

    発券から
30分以内にレジへ

印刷した「払込票」を渡す
またはレジで番号を

お知らせください

Web画面に表示された
「オンライン決済番号」

デイリーヤマザキ
ヤマザキ

デイリーストア

Web画面に表示された
「受付番号」

「受付番号」を入力

レジで
「インターネット支払い」と

お知らせください。

※お客様側レジ操作画面に
入力案内が出ますので、
以下操作を行ってください。

セイコーマート
ローソン

ミニストップ

Web画面に表示された
「受付番号」

「各種番号をお持ちの方」
ボタンを押す

「受付番号」を入力 「電話番号」を入力

「お申込みした電話番号」
を入力

支払内容の確認画面が
表示されるので、

「OK」ボタンを押す

Loppi（ロッピー）

「申込券」発券

「払込票」を印刷
またはWeb画面に表示
された「払込票番号」

セブン‐イレブン

※下記操作手順は一部省略されています。実際の画面の案内に従って操作してください。店頭端末の操作

払込手数料 入学検定料が2万円未満 600円（税込）

入学検定料が2万円以上 900円（税込）

● 入学検定料の他に別途、払込手数料が必要です。
● コンビニ設置の ATM はご利用いただけません。
● 一度納入した入学検定料は、理由の如何にかかわらず返金しません。
● 入学検定料支払いの領収書は提出不要です。控えとして保管してください。

「第2番号（注文番号）」を
入力

「第1番号（企業コード）」を
入力

注意事項を確認し、
「同意して進む」ボタンを

押す

支払内容を確認し、
「確認」ボタンを押す

「代金支払い／チャージ」
ボタンを押す

マルチコピー機

「申込券」発券

Web画面に表示された
第1番号（企業コード）
第2番号（注文番号）

ファミリーマート

「番号入力」ボタンを押す

インターネット出願用アカウントを作成し出願登録する
STEP 2

下記手順に従ってアカウントを作成してください。

① メールアドレス・パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックすると、登録したメールアドレスに
　 認証コードが届きますので、入力しログインしてください。
② ログイン後、画面に「京都美術工芸大学」の校名が表示された場合は、大学名をクリックしてください。

下記手順に従ってログインし、お気に入り学校の登録をしてください。■ ログイン

① 京都美術工芸大学の受験生応援サイトにアクセス。

② 「インターネット出願」をクリックして出願ページを開きます。
③ インターネット出願システム「Post@net」のログイン画面より「新規登録」ボタンをクリック。
④ 利用規約に同意した後、メールアドレス・パスワードを入力して「登録」ボタンをクリック。
⑤ 入力したメールアドレス宛てに、仮登録メールが届きます。
⑥ 仮登録メールの受信から60分以内にメール本文のリンクをクリックして登録を完了させて
　ください。
⑦ ログインの際には、登録したメールアドレスに認証コードが届きますので、入力しログイン
　してください。

https://www.kyobi.ac.jp/examination/

■ アカウント作成 受験生応援サイト

ログイン画面

画面の『出願登録』ボタンをクリック後、画面の指示に従って登録してください。■ 出願登録

POINT 1 志願者情報の入力・確認画面では、必ず入力した内容（特に生年月日・電話番号・住所）に誤りがないか、
十分に確認してください。
志願者情報の確認画面を過ぎると内容の変更ができません。

POINT 2 支払方法「コンビニ」の場合は、支払番号確認画面に支払いに必要な番号が表示されます。
STEP3 の支払い時に必要ですので、必ずメモしてください。

コンビニ受付番号（6～13桁）

要注意 入学検定料の支払い後は、出願学科および試験会場・入試区分等の変更は認めません。
（コンビニの場合は、入学検定料を支払う前であれば、すでに登録した内容を中止し、「Post@net」へログインし、再度出願登録を行うことで、変更が可能です。）

重要
出願確認・支払完了メールが届かない場合、インターネット出願システム「Post@net」にログインし、「出願内容一覧」より京都美術工芸大学の
「出願内容を確認」から下記の情報を確認できます。
●出願登録した内容　●入金状況　●支払番号確認画面（「コンビニ」で支払い期限を過ぎていない場合のみ）

入
試
区
分
の
選
択

支払方法
『コンビニ』を

選択する

支払方法
『クレジットカード』

を選択する

出
願
内
容（
試
験
日
・
学
科
・
試
験
会
場
）の
選
択

志
願
者
情
報（
氏
名
・
住
所
・
ア
ン
ケ
ー
ト
等
）の
入
力

出
願
内
容
の
確
認

画面を印刷、またはスクリーン
ショット等で保存

支払いに必要な番号です。
必ずメモしてください。

支払番号確認画面

入金後、支払完了
メールが届く

STEP 3

STEP 4（支払完了メールが届く）

カード情報を入力し、
決済完了
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出願手続の注意事項

●出願登録後は、入試区分、試験日、学科、試験会場、受験科目等の変更はできません。
●出願内容に虚偽があれば、合格後でも入学を取り消すことがあります。
●出願書類は郵送で受け付けるものとし、出願時提出書類郵送締切日（消印有効）以後のものは一切受け付けません。
●出願書類に関して不明な点がある場合には、入試センターに問い合わせてください（Tel.075-525-1515）。
●入学検定料の支払い前に誤りに気づいた場合は、入学検定料を納入せずに新たに登録を行ってください（入学検定料を納入していない

登録内容は自動で無効となります）。なお、一旦納入された入学検定料は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。

インターネット出願Q&A
自宅にパソコンやプリンターがない場合は
出願できませんか？

お持ちのスマートフォン ･ タブレットでも出願することができ
ます。プリンターがない場合は、コンビニのコピー機等をご
活用ください。

メールアドレスがない場合は
どうしたらいいですか？

メールアドレスは、携帯電話やフリーメール（Gmail、Yahoo!
メール等）でも構いません。ご登録いただいたアドレスには、

「出願確認」、「支払完了」、「デジタル受験票がダウンロード
いただけます」メール等が送信されますので、必ず登録して
ください。携帯電話のアドレスの場合はドメイン（＠ kyobi.
ac.jp、@postanet.jp）を受信設定してください。

氏名や住所の漢字が、
登録の際にエラーになってしまいます。

氏名や住所等の個人情報を入力する際に、JIS 第１水準・第
２水準以外の漢字は登録エラーになる場合があります。その
場合は、代替の文字を入力してください。〈例〉髙木→高木、
山﨑→山崎、（ローマ数字）Ⅲ→３

ポップアップがブロックされ
画面が表示できません。

GoogleツールバーやYahoo!ツールバー等ポップアップブロッ
ク機能を搭載しているツールバーをインストールしている場
合、ポップアップ画面が表示されないことがあります。イン
ターネット出願サイトPost@net（home.postanet.jp、www.
postanet.jp）のポップアップを常に許可するよう設定してくだ
さい。

出願確認メール・支払完了メールが届きません。

出願登録完了時、入学検定料支払い完了時にメールを送信
します。メールが届かない場合は、登録したメールアドレス
に誤りがないか、また携帯電話のアドレスの場合はドメイン

（＠ kyobi.ac.jp、@postanet.jp）を受信設定できているか確
認してください。メールが届いてない場合でも、インターネッ
ト出願システム「Post@net」にログインし、「出願内容一覧」
より本学の「出願内容を確認」から確認することができます。
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登録時のメールアドレスを忘れてしまいました。

メールアドレスを忘れた場合、個人情報保護の観点から、電話
やメールなどでアカウント情報をお伝えすることができません。
普段お使いのメールアドレスを登録いただくことを推奨します。

コンビニでの支払いに必要な番号を忘れました。

インターネット出願システム「Post@net」へログインし、「出願
内容一覧」より京都美術工芸大学の「出願内容を確認」を
選択すると、支払番号の確認画面についても再表示できます。
なお、支払期限を過ぎると、登録した内容での入学検定料の
お支払いができなくなります。

出願登録後に出願内容を
変更することはできますか？

入学検定料支払い後の出願学科および試験会場・入試区分
等の変更はできません。間違いのないよう、出願登録時によ
く確認してください。クレジットカード支払いの場合、出願
登録と同時に入学検定料の支払いが完了しますので、特に注
意してください。コンビニの場合、入学検定料を支払う前で
あれば既に登録した出願情報を破棄し、もう一度、最初から
出願登録を行うことで変更可能です。その場合、再度、出
願登録を行った際のアカウント情報と支払いに必要な番号を
使って、出願書類の郵送と入学検定料の支払いを行う必要
があります。
※登録済みの住所・氏名・電話番号等に誤りや変更が生じた場合は、入試
センターまでご連絡ください。

Web 入学志願票が
印刷（表示）できないのですが？

入学検定料のお支払いはお済みですか？ Web 入学志願票は
入学検定料お支払完了後にダウンロード・印刷が可能になり
ます。出願内容一覧で状態が「決済済」になっていることを
確認してください。

郵送した出願書類が届いたかどうか確認できますか？

受験票を印刷する前に出願書類の配達状況を確認したい場
合は、簡易書留の「郵便追跡サービス」を利用してください。

2 回目の出願の場合も、もう一度すべての
出願書類を提出する必要がありますか？

再出願の場合、調査書等の再提出は不要です。

Q
A

Q
A

出願書類を印刷し郵送する
STEP 4

出願期間終了後、必要書類の受理、入学検定料の入金が確認されると、数日後に「デジタル
受験票がダウンロードいただけます」メールが届きます。

① インターネット出願システム「Post@net」にログインし、「出願内容一覧」より京都美術
工芸大学の「出願内容を確認」を選択。「Web入学志願票ダウンロード」「封筒貼付用
宛名シートダウンロード」をクリックして、それぞれのPDFファイルをダウンロードします。

 ② ①のPDFファイルをページの拡大・縮小はせずにA4サイズで印刷してください。
 ③ 印刷したWeb入学志願票と、調査書などの必要書類を同封して郵便局窓口から簡易

書留･速達で郵送してください。封筒貼付用宛名シートの出力ができない場合は、直
接封筒に記入してください。

下記手順に従ってWeb入学志願票、封筒貼付用宛名シートを印刷してください。書類準備

封筒貼付用宛名シートの出力ができない場合は、
郵便番号・住所・氏名を記入して、
必要書類を右記の送付先に簡易書留・速達で郵送してください。

〒 605-0991
京都市東山区川端通七条上ル
京都美術工芸大学 入試センター 行

出願書類在中

受験票を印刷する
STEP 5

受験票準備 下記手順に従ってデジタル受験票を印刷してください。

STEP１～STEP４をすべて出願期間内に完了することによって、出願が正式に受理され、受験票が発行されます。
（出願登録・入学検定料支払い・出願書類提出のいずれかが行われなかった場合は、出願が受け付けられません。）

※出願の期限については、「出願期間」を十分に確認の上、できるだけ余裕をもって出願してください。

要注意

市販の角2封筒に

封筒貼付用宛名シートを

貼り付けて必要書類を

封入してください。

キャンパス窓口で出願を受け付けます

郵送が間に合わない場合

京都東山キャンパス西館1F入試センターまで
お越しください。

〈受付時間〉 平日 9：00～17：00

必要書類

① インターネット出願システム「Post@net」にログインし、「出願内容一覧」より
京都美術工芸大学の「出願内容を確認」を選択。「デジタル受験票ダウンロード」
をクリックして、PDF ファイルをダウンロードします。

 ② ①のPDFファイルをページの拡大・縮小はせずにA4サイズで印刷してください。
 ③ 試験当日に必ず受験票を持参してください。
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●各会場へは、時間に余裕を持ってご来場ください。また、公共交通機関をご利用ください。

福岡会場

名駅カンファレンスセンター 
5階
〒450-0002 
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22-4 
名駅前みどりビル

■各線「名古屋」駅桜通口徒歩7分
　ユニモール（地下街）12番出口すぐ
■地下鉄「国際センター」駅徒歩1分
　ユニモール（地下街）14番出口すぐ

名古屋会場

JR博多シティ会議室 10階
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
JR博多シティ10階（博多駅直結）

■JR「博多」駅 阪急百貨店側（博多口）
　エレベーターで10階へ

岡山国際交流センター 5階
〒700-0026 
岡山県岡山市北区奉還町2丁目2番1号

■JR「岡山」駅運動公園口（西口）から
　徒歩3分

岡山会場

岡山駅岡
山
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー NHK

岡山
ビック
カメラ

セブン-イレブン

岡山国際交流センター

京都東山キャンパス
〒605-0991 京都府京都市東山区川端通七条上ル

■JR・近鉄・地下鉄「京都」駅から徒歩約15分
■京都駅中央口から市バス206号系統・208号系統で約7分、
  「七条京阪前」下車すぐ
■京都駅八条口からプリンセスラインバスで約7分、「京阪七条」下車すぐ
■京阪「七条」駅下車、6番出口すぐ

京都（本学）会場

社
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京都駅

京都東山キャンパス

東京会場

東京駅

JPタワー

グラントウキョウ
サウスタワー

三菱ビル

三菱一号館
美術館

二重橋前駅

三菱UFJ
信託銀行
本店ビル

パレスホテル
東京

地下鉄三田線
大手町駅

丸ビル

和田倉
噴水公園

大手町駅

新丸ビル
（新丸の内ビルディング）

新丸の内ビルディング 10階
（京都アカデミアフォーラム内）
〒100-6510 
東京都千代田区丸の内1-5-1

■JR「東京」駅丸の内中央口より
　徒歩1分  
■千代田線「二重橋前」駅より
　徒歩2分
■三田線「大手町」駅より徒歩1分
■丸の内線「東京」駅から直結
■東西線「大手町」駅より徒歩4分
■半蔵門線「大手町」駅より徒歩8分
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中比恵
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JR博多シティ会議室

受験上の注意等試験会場
受験当日の注意事項会場案内

●入学試験当日は受験票に記載した集合時間までに来場してく
ださい。また、天候等による交通機関の乱れに注意し、余裕を
持って行動してください。

●受付を済ませたら、入試係員の指示に従って試験室に入室して
ください。

●携帯電話、スマートフォンの電源はあらかじめ切っておいてくだ
さい。

●試験終了後は速やかに退出してください。試験開始30分を過
ぎての入室は、いかなる場合においても認めません。

入室・退室

●試験に必要な持ち物は、受験票と筆記用具です。
●万一、受験票を忘れた場合は、受付にて係員に申し出てくださ

い。
●実技試験には、指定の用具を持参してください。
●携帯電話、スマートフォン、電卓、コンパス、電子辞書等は使用

できません。
●時計は各自ご用意ください。ただし、音の出るものや通信・記

憶・計算・機能が備わっているものは使用できません。

持ち物

個 人 情 報 の
取 り 扱 い に
つ い て

●試験の開始や終了等は試験監督の指示に従ってください。
●受験を途中で棄権した場合、所定の科目数を受験しなかった

場合は無効となります。
●事前に出願書類で届け出た受験科目を受験してください。届け

出た受験科目以外を受験した場合、無効となります。
●不正行為が発覚した場合は、退出を命じ、それまでに受験した

試験および以後の試験のすべてを無効とします。
●やむを得ない場合を除き、試験中の退出は認めません。
●試験問題・解答用紙・原稿用紙・成果物は持ち帰ることができ

ません。

試験

●学外試験会場は受付開始前に入場することはできませんので
ご了承ください。

●昼食は各自ご用意ください。また、学外試験会場で出したごみ
類は各自でお持ち帰りください。

●学外試験会場では、試験会場への直接の問い合わせはご遠慮
ください。問い合わせが必要な場合には、入試センターに電
話をしてください（075-525-1515）。

その他

新型コロナウイルス感染症への本学の対応について

●試験は全て対面で実施する予定ですが、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、面接を伴う試験を対面方式とオンライン
方式の選択制にする可能性もあります。

●試験日の7日程度前から、毎朝などに体温測定を行い、体調の変化の有無を確認するようにしてください。また、試験日の2週間程度前
から発熱・咳等の症状がある方はあらかじめ医療機関を受診してください。

●新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断できない方や、試験日直前に保健所等から濃厚接触者に該当する
とされた方の受験はできません。入試センター（075-525-1515）までご相談ください。

●試験当日は必ずマスクを着用してください。また、試験室への入退室にあたっては手指のアルコール消毒を行ってください。
●試験室の換気のため、窓の開放等を行う時間帯があります。上着など暖かい服装を持参してください。
●その他、試験会場・試験監督者の指示に従ってください。

京都美術工芸大学は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令を遵守すると
ともに、適法かつ適正に個人情報を取り扱います。受験生の皆さんの個人情報については、出願処理、
試験実施、合格発表、入学手続処理および学籍発表までの入学手続作業、学内における統計的資
料作成に使用し、入学手続完了者については、入学後の在学生情報としても使用します。

身体に障がいがある場合等の出願・受験について

視覚・聴覚・肢体に障がいがある場合等の受験については、入学試験時の配慮内容および入学後の修学について事前相談を行っていま
す。出願に先立ち、必ず、出願開始日またはエントリー開始日の2週間前までに入試センターへご連絡ください。なお、複数の入試区分に
出願される場合は、その都度申し出ていただく必要があります。

※入学試験時の配慮が可能な試験場は、原則として京都（本学）会場のみとなります。

※必要に応じ、診断書の提出を求めることがあります。
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入学手続・納入金合否発表
入学手続

●入学手続は入学時納入金の納入および「入学手続書類 」の提出をもって完了します。
●合格 者には、「合格通 知」とともに入学手続書類を送付します。
●詳細は同封する「入学手続要項」に記載します。
●入学手続の日程については、P.03の「入試日程」を参照してください。

入学辞退について

入学手続後に入学を辞退する場合は、2023年3月31日（金）17：00までに入試センターへ電話（075-525-1515）の上、辞退届に必要
事項を記入し、本学発行の「入学許可書」を添えて返送してください。入学辞退手続き完了後に、入学金を除く納入金を返金します。ただ
し、振込手数料は受験生の負担となりますのでご了承ください。

追加合格

一般選抜（後期）入学手続締切日の入学手続状況により入学定員に満たない場合は、追加合格により欠員を補充します。追加合格の
連絡は、2023年3月24日（金）に候補順位の上位より順次Web入学志願票（入学願書）に記載された電話番号に連絡します。

納入金の納入方法

入学時納入金を完 納して、手続完了となります。
入学時納入金とは、「入学金」「前期授業料」「教育充実費」「諸費（校 友会費・学生自治 会費）」を指します。

納入には、 2通りの方式  があります。

入学金と前期授 業 料、教育 充実費、諸費を2段階に分けて納入。■ 2段階納入方式

第一次手続 第一次入学手続締切日までに「入学金」を納入。

第二次手続 第二次入学手続締切日までに「前期授業料または通期授業料」「教育充実費」「諸費」を納入。

■ 一括納入方式

第一次入学手続締切日までに「入学時納入金（入学金・前期授業料または通期授業料･教育充実費・諸費）」を一括で納入。

【注意】
※一般選抜（後期）、大学入学共通テスト利用選抜（後期）の合格者は一括納入方式のみです。
※第一次手続を完了していない場合、第二次手続を行うことはできません。
※一旦納入された「入学金」の返還はいたしません。
※指定期日までに手続を行わない場合は入学を辞退したものとみなします。

※希望する学科･領域ごとの道具代（製図用具等）や材料代および演習授業で用いる道具代等は、別途個人負担となります。

合否発表日当日の午前10時にインターネットにより合否を発表します。

合格者にのみ「合格通知書」および「入学手続書類」を郵送します。不合格者には郵送での通知はありません。

●ノートパソコン等の購入について
入学時に大学指定のノートパソコン等の購入が必要です。購入費用は約180,000円を予定しています。
また、ソフトやアプリ代として12,500円（年度ごと）必要です。

■ 2023年度納入金

学部・学科 区分
初年度納入金

入学時納入金 後期納入金 計

全学部・全学科

入学金 150,000円 ― 150,000円

授業料 595,000円 595,000円 1,190,000円

教育充実費 180,000円 180,000円 360,000円

諸費
校友会費（入学時のみ、終身会費含む） 40,000円 ― 40,000円

学生自治会費（年額） 5,000円 ― 5,000円

計 970,000円 775,000円 1,745,000円

インターネットによる合否確認について

③合格の場合 ④不合格の場合①必要項目の入力 ②入力内容の表示

スマートフォンまたは、パソコンで合否の確認ができます。

インターネット出願システム「Post@net」へログインし、「出願内容一覧」より京都美術工芸大学の「合否結果照会」を選択します。

受験内容を確認し、間違いなければ「はい」をクリックして、合否結果を確認してください。

※実際の画面と見た目が異なる場合があります。

https://www.postanet.jp/gouhi/012622/
以下のURLからアクセスすることもできます。

■■選抜 ■■選抜
●●学部

■■選抜
●●学部

■■選抜
●●学部

■■選抜
●●学部

入試区分 合否通知（発送）日 合否システム利用日時

総合型選抜

Ⅰ期
オープン

キャンパス
参加型

A日程

11/1（火） 11/1（火）10:00 ～ 11/8（火）17:00B日程

Ⅱ期 学力・実技型

Ⅲ期
プレゼンテーション型

11/25（金） 11/25（金）10:00 ～ 12/2（金）17:00
面接重視型

Ⅳ期 面接重視型 2023年3/17（金） 2023年3/17（金）10:00 ～ 3/24（金）17:00

学校推薦型選抜

専門学科・総合学科特別推薦 12/1（木） 12/1（木）10:00 ～ 12/8（木）17:00

公募推薦
前期 学力・実技型 12/1（木） 12/1（木）10:00 ～ 12/8（木）17:00

後期 面接重視型 12/22（木） 12/22（木）10:00 ～ 12/29（木）17:00

一般選抜
前期

A日程 2023年2/3（金） 2023年2/3（金）10:00 ～ 2/10（金）17:00

B日程 2023年2/17（金） 2023年2/17（金）10:00 ～ 2/24（金）17:00

後期 2023年3/10（金） 2023年3/10（金）10:00 ～ 3/17（金）17:00

大学入学共通テスト
利用選抜

前期 2023年2/17（金） 2023年2/17（金）10:00 ～ 2/24（金）17:00

後期 2023年3/10（金） 2023年3/10（金）10:00 ～ 3/17（金）17:00

●発表後5日を過ぎても「合格通知」が届かない場合は、入試センター（075-525-1515）に問い合わせてください。
●学内掲示は行いません。また、電話による問い合わせは一切受け付けておりません。
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奨学金

本学では、信販会社（株式会社ジャックス）と提携し、保護者の経済的負担を軽減するために、年間の授業料を簡単な手続で借入できる教育ローンを準備しています。

ただし、金融機関の信用調査がありますので、その結果によっては借入ができない場合もあります。

▼提携信販会社の教育ローン

※利用される方は、「株式会社ジャックス コンシュマー デスク」Tel.0120-338-817まで直接お問い合わせください。

利用対象 契約者 利率 返済方法

授業料のみ（大学が発行する学
費納入書に記載されている授業
料額）

本学に入学・在学される方の親権
者かつ安定収入のある方

年率2.5%（期間中固定金利）
※金利は金融情勢によって変動します。
　予めご了承ください。

在学中は金利のみの支払い。返
済期間は最長15年まで選択でき
ます（繰上げ返済も可能）。

▼国の教育ローン（日本政策金融公庫）
利用対象 融資限度額 融資対象

本学に入学･在学される方の保護者または本人
で、年間収入が990万円（事業所所得者につい
ては790万円）以内の方

学生1人につき
350万円以内

●大学納入金（入学金・授業料など）
●受験にかかった費用（入学検定料／受験時の交通費・宿泊費など）
●住宅にかかる費用（アパートの敷金・家賃など）
●教科書代、道具代、通学費用など

利率 返済期間 お問い合わせ先

年率1.80%（2022年5月現在）
※金利は金融情勢によって変動します。

予めご了承ください。
18年以内

詳細は日本政策金融公庫各支店またはお近くの
相談センターへ問い合わせてください。

「国の教育ローンコールセンター」  0570-008656
（受付時間：月〜金 9:00~21:00 土 9:00~17:00）

奨学金の種類 種別 金額 対象 給付方法

総合型選抜入試
教育支援奨学金

給付 15万円 総合型選抜入試に合格し、芸術学部に入学される方全員

初年度納入金より
減免する方法で給付

専門学科・総合学科
特別推薦入試奨学金

給付 15万円 専門学科・総合学科特別推薦入試に合格し、入学される方全員

ファミリー・紹介
入学奨学金

給付 15万円
各種入試合格者のうち本学院卒業生のご子息・ご息女、卒業生または
在学生の兄弟姉妹の方、本学院卒業生の紹介の方
※出願時の申請のみに適用となります。

入試奨学金

奨学金の種類 種別 金額 対象 採用人数 選考方法 給付方法

新入生特待生
給付奨学金
（1年次対象）

給付
上限

20万円

入学者（新1年生）の内、
希望者で選考試験の
成績優秀者

若干名
入学後に特待生給付
選考試験（学科試験）
を実施

初年度納入金のうち、後期
授業料納入額より減免する
方法で給付

成績優秀者
給付奨学金

（2〜4年次対象）

給付
上限

20万円
優秀な成績を収めた
2〜4年生

若干名
（最大2回までの

給付に限る）
前年度のGPAを審査

各学年の後期授業料納入
額より減免する方法で給付

入学後に利用できる学内奨学金

利用を希望される方は、在籍中の高校で予約採用を申し込まれることをおすすめします。日本学生支援機構奨学金

種 類 種 別 金 額 選考基準等

第一種奨学金
貸与

（無利子）
自宅生  54,000円（最高月額）
自宅外  64,000円（最高月額）

対象学生 : 経済的理由により就学が困難で、人物・学業が優秀な学生
返済方法 : 卒業後、最長20年以内の分割返済

第二種奨学金
貸与

（有利子）

20,000円〜120,000円までの間で
希望する金額を10,000円単位で選択

（貸与途中での月額変更も可能）

対象学生 : 第一種奨学金よりゆるやかな基準で選考される
返済方法 : 卒業後、最長20年以内の分割返済

［貸　与］

種 類 金額/月額(カッコ内は自宅外通学の場合)　 授業料・入学金の減免 選考基準等

給付奨学金
第Ⅰ区分 : 38,300円(75,800円)　
第 Ⅱ区分 : 25,600円(50,600円) 
第Ⅲ区分 : 12,800円(25,300円)

左記の支援区分に応じて、給付奨学
金の受給とセットで授業料・入学金の
減免制度を受けることができます。  ※2

対象学生 : 経済的理由により修学が困難で、

　　　　　人物・学業が優秀な学生

※1）Ⅰ〜Ⅲの区分は世帯の所得金額に基づく支援区分で、区分ならびに通学形態(自宅通学・自宅外通学)に応じて給付金額が決まります。 
※2）本学の場合は、授業料は70万円、入学金は15万円を上限とし、支援区分に応じて減免を受けることができます。 
給付奨学金の詳細については、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

※1

［給　付］

他の建築系大学では在学中に取得できない「二級建築士・木造建築士」や「インテリアプランナー」資格の在学中取得をサポートするための奨学金制度です。

「 建 築 士」 資 格 の 在 学 中 取 得 を めざ す 方 へ

京都建築大学校の特別課程に入学するための

受験料・入学金・教材費が別途必要です。

詳しくはオープンキャンパスなどで説明します。

受験資格取得講座

108万円

受験対策講座 ※

52万円

「インテリアプランナー」資格の在学中取得をめざす方へ

インテリアプランナー受験対策講座（3年次）の授業料52万円を奨学金として全額給付 返還不要

※但し、半期ごとに継続審査があります。

建築士受験資格取得講座（1・2年次）・
受験対策講座※（3年次）の授業料160万円を奨学金として全額給付 返還不要

大学独自の奨学金

奨学金・学資ローン

教育ローン

キャリアサポート建築士•インテリアプランナー支援奨学金
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下宿案内
本学では、他府県から京都に来て学びたいという人や閉門時間ぎりぎりまで作品作りに没頭したいという人のために大学までの通

学に便利なマンション・アパートを、下宿紹介業務委託先の（株）学生情報センターや（株）共立メンテナンスを通じて紹介してい

ます。安全性にもしっかりと配慮した物件を多数ご案内していますので、希望される方は直接お問い合わせください。また、オープ

ンキャンパスでは説明会や相談会で詳しい説明を聞くこともできます。

〒604-8187 
京都府京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 
京都御池第一生命ビルディング 8階
9:00～17:30

住 所

受 付 時 間

食事付き・家具家電付き学生会館のご案内
食事付きの学生寮をご希望される方向けに、（株）共立メンテナンス運営の学生会館Ｄormyをご案内しています。
詳細は学生会館Dormyのウェブサイトをご覧ください。希望される方は直接お問い合わせください。

https://dormy-kyoto.com/学生会館Dormyウェブサイト お問い合わせ

0120-07-3656

希望する日程に
チェック を
入れてください。

参加した日に
チェック を
入れてください。

美 術 研 究 所・予 備 校 名

3月27日 5月29日 6月19日
7月17日 7月31日 8月11日
8月28日

Ⅰ期Ａ日程
Ⅰ期Ｂ日程

建築学部
建築学科

芸術学部
デザイン・工芸学科

デザイン領域
工芸領域

写真貼付欄

美術

志望する学部・学科・領域にチェック を入れてください。

建築

9月18日

2023年度 京都美術工芸大学 総合型選抜 エントリーシート兼講義レポート

志望学部・学科

国立・公立

部活動、ボランティア活動、取得資格・検定等

出身学校
学 校 名

学校所在地

卒業（見込）年
または、高卒認定
合格（見込）年

生年月日

連 絡 先

住　所

氏　名

設　置 市立・私立

その他

入 試 区　分 オープンキャンパス
参加日

歳

課 題

学 科

（消せるボールペン［フリクションなど］は不可）

（株）共立メンテナンス

24時間対応管理サービス!
防犯カメラやオートロックなど充実のセキュリティ !

（株）学生情報センター京都駅前店

〒600-8216
京都市下京区烏丸通七条下ルニッセイ京都駅前ビル2F

【4～9月】10：00～17：00 
【10～1月】平日10：00～1700・土日祝9：00～18：00 
【2～3月】9：00～18：00

4～1月は水曜日（祝日除く）、2～3月は無休

住 所

営 業 時 間

定 休 日

お問い合わせ

0120-194-749

設備等 家貨

共同下宿…一部室内設置（トイレ・お風呂・キッチン等）を入居者で共同利用する物件 15,000円～

ワンルームマンション（3点ユニット）トイレおよび洗面台を浴室内に設置した間取り 29,000円～

ワンルームマンション（セパレート）…トイレと浴室が独立した間取り 44,500円～

京都東山キャンパス周辺の賃貸物件の概ねの賃料相場

https://s.749.jp/kyobi/京都美術工芸大学専用住まい検索サイト
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2023年度 京都美術工芸大学 総合型選抜 志望理由書

（消せるボールペン［フリクションなど］は不可）
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（消せるボールペン［フリクションなど］は不可）
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