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関西学院大学アドミッション・ポリシー

世界を視野におさめ、他者（ひと）への思いやりと社会変革への気概を持ち、高い

識見と倫理観を備えて自己を確立し、自らの大きな志を持って行動力を発揮する

ʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡを体現する世界市民を育成することが関

西学院のミッションです。

関西学院大学は、このミッションに共感し、大学での学びや諸活動の中で、自分へ

の挑戦をし続ける意欲にあふれ、さまざまな適性を有する多様な背景をもった学生・

生徒を世界のあらゆる地域から受け入れます。そのために、これまでに培われた確か

な基礎学力、活動や経験を通じて身に付けた資質、能力、学ぶ意欲や人間性などを、

多様な入試制度により多元的に評価することを基本的な方針としています。

関西学院創設者W. R. ランバス

文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験
アドミッション・ポリシー

関西学院のスクールモットーはʠMastery for Serviceʡ。これは、第⚔代院長C.J.L.ベーツ宣教師が学生たちに与

えた言葉で、「奉仕のための練達」と訳されています。わかりやすく言えば、「人々に奉仕できる、社会に役立つ知

識と人間性を、自らの主体性を持って磨き上げよ」ということです。関西学院大学では、その教育目的を具現化で

きる、意欲に満ちた受験生を求めています。

特に、本学で学ぶにふさわしい知識・技能、思考力・判断力・表現力（知識・技能を含む）を有しているだけで

なく、文化芸術活動・ボランティア活動という多様な能力や、様々な経験や活動を通じて身につけた豊かな人間性

をもった学生を求めています。人間福祉学部人間科学科では、人間を「こころ（スピリチュアリティ）」と「身体」

の両面からとらえ、「こころ」や「身体」を病む人や悲しみの中にある人に寄り添い、人々の QOL（いのちの質・

生活の質）を支える人材を受け入れます。

出願資格として、英語検定試験スコアCEFR B1レベル以上を有する者と設定しています。



⚑．募集人員・選考日程

学部 学科
（コース）

募集
人員 出願期間 第一次審査 第一次審査

合格発表日

第二次審査
⽯
⽰
第一次審査⽱

⽲合格者のみ
合格発表日

人間福祉
学部

社会福祉学科 若干名

2020年
⚙月⚑日(火)
～⚙月11日(金)

⚙月26日(土)

10月⚒日(金) 10月17日(土) 11月⚒日(月)
社会起業学科 若干名

人間科学科 若干名

国際学部 国際学科 ⚕名※1

教育学部
教
育
学
科

幼児教育学コース 50名※1

10月⚙日(金) 10月31日(土) 11月13日(金)初等教育学コース 20名※1

教育科学コース 10名※1

※⚑ 学部特別選抜入学試験との合計

⚒．出願登録期間・入学検定料納入期間・提出書類送付期間

出願登録期間※1 入学検定料納入期間 提出書類送付期間※2

2020年⚙月⚑日(火)⚙時～
⚙月11日(金)23時迄

2020年⚙月⚑日(火)⚙時～
⚙月11日(金)23時59分迄

2020年⚙月⚑日(火)⚙時～
⚙月11日(金)消印有効

病気・負傷や障がい等のために、受験および入学後の修学に際して配慮を希望する志願者は、⚗月27日(月)
までに「入試課」（TEL：0798-54-6135）へ申し出てください。
※⚑ 出願登録はインターネット上で行います。
※⚒ 海外から出願する場合は、出願期間内必着です。提出書類は、出願期間内に必着できるよう余裕を持っ

て準備してください。各国の郵便事情は一切考慮しません。なお、送付の際は、追跡確認が可能な方法
で送付してください。

⚓．入 学 検 定 料

入学検定料：35,000円
入学検定料納入後の出願内容の変更、出願の取消しはできません。
＜入学検定料の支払い方法について＞
P. 17「入学検定料の支払い方法」を参照のうえ、本学ホームページ「インターネット出願」から出願内容
を登録した後で入学検定料を納入してください。
入学検定料の支払方法として「クレジットカードで支払う」か「コンビニ、金融機関ATM【Pay‒easy】、ネッ
トバンキング【Pay‒easy】のいずれかで支払う」のどちらかを選択できます。

＜入学検定料支払い手数料＞
入学検定料の他に手数料が必要です。手数料は支払い方法、検定料金額ごとに異なります。詳しくは、P. 17
「入学検定料支払い手数料について」をご参照ください。

（注意事項）
⑴ 入学検定料納入後の出願内容の変更、登録の取り消しはできません。ただし、住所・氏名等に誤りがあれ

ば速やかに高大接続センター入試課（TEL 0798-54-6135）までご連絡ください。
⑵ いったん納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。
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⚔．受 験 票 交 付

提出された出願書類に基づき、出願資格を確認し、出願資格を満たしている者に対して、「受験許可証」と
して受験票を送付します。第一次審査の⚒日前までに受験票が未着の場合は、高大接続センター入試課（TEL
0798-54-6135）までお問い合わせください。

⚕．出願資格について

各学部募集要項を参照してください。
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新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験要項に変更が生じた場合は、本学ホームページ内の
入試情報サイトに変更内容を掲載します。出願前には必ずご確認ください。
関西学院大学入試情報サイト内掲載リンク https://www.kwansei.ac.jp/2021oshirase



⚖．各 学 部 募 集 要 項

人間福祉学部

募集人員
社会福祉学科 若干名
社会起業学科 若干名
人間科学科 若干名

出願資格
関西学院大学人間福祉学部を第一志望とし、強く入学を希望する者で、以下の⑴、⑵、⑷に該当する者。なお
人間科学科志望者については⑶にも該当する者。合格した場合は本学に入学することが条件となります。

⑴ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、もしくは2021年⚓月に卒業見込みの者。通常の課程による
12年の学校教育を修了した者、もしくは2021年⚓月に修了見込みの者。または、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2021年⚓月31
日までにこれに該当する見込みの者。

⑵ 【社会福祉学科】
高等学校入学後に、ボランティア活動、または、文化・芸術活動において、優れた実績を持つ者。
注意事項：①ボランティア活動には、地域社会や海外での社会貢献活動を含む。

②ボランティア活動は、学校行事を除いた、継続した活動であること。
③スポーツの競技実績は、ボランティア活動、及び、文化・芸術活動に含まれない。

【社会起業学科・人間科学科】
高等学校入学後に文化・芸術活動、社会貢献活動〈ボランティア活動や地域活動など〉などにおいて優れ
た実績を持つ者。
注意事項：①ボランティア活動には、地域社会や海外での社会貢献活動を含む。

②スポーツの競技実績は、ボランティア活動、及び、文化・芸術活動に含まれない。

⑶ 人間科学科を志望する場合に特に求められる要件
人間理解に対し、特にこころ（スピリチュアリティ）の視点からのアプローチに興味がある者（具体的に
は、死生学、悲嘆学、生命倫理学などの授業やフィールドワークを通して、人生の意味やいのちの尊厳、
こころのあり方などに関わる理論や実践を学ぶことを希望し、その領域での研究や活動に関心があるな
ど）。詳細については、人間福祉学部人間科学科ホームページの『人間科学科で学ぶ「こころ（スピリチュ
アリティ）」について』（https://www.kwansei.ac.jp/s_hws/s_hws_009853.html）に掲載しているパンフ
レット及び映像を参照すること。

⑷ 本学が指定する英語検定試験のスコア※ CEFR B1レベル以上を有する者。
※文部科学省（平成30年⚓月）発表の『各資格・検定試験と CEFR との対照表』に記載のあるもので、
正規スコアとする。また、各民間試験運営機関が定める有効期限内のものに限る。
詳しくは本学入試情報サイト（https://www.kwansei.ac.jp/kgcefr）をご確認ください。

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書（厳封）
⚕．資料説明表と添付資料
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 11～16をご参照ください。
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選考方法
【第一次審査】
書類審査、筆記審査（英語論述審査・日本語小論文）の結果を総合的に評価。

【第二次審査】
＜第一次審査合格者のみ＞
面接審査（個人面接・口頭試問含む）を行い、提出書類および第一次審査の結果と合わせて総合的に評価。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】
選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：⚑時限 10：00～11：00 英語論述審査

⚒時限 13：00～14：30 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時
※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。また、合格者には第二次審査に関する通知も同時に行
います。インターネットによる「合格者受験番号案内」については P. 18をご参照ください。

【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）
選考日：2020年10月17日(土)
時 間：10：00～

面接審査（個人面接・口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｇ号館（当日掲示）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時
※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。また、合格者には入学手続書類も同封します。イン
ターネットによる「合格者受験番号案内」については P. 18をご参照ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、人間福祉学部事務室または試験会場の係員
に申し出てください。

・審査当日はそれぞれ試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、その他不可抗
力による事故等が発生した場合、試験開始時刻の繰り下げ、試験や合格発表の延期等の措置をとることがあり
ます。ただし、それによって生じた受験生の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。試験開始時刻を繰り下げた場合、最終終了時刻も変更になり得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。
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国際学部

募集人員
⚕名 （学部特別選抜入学試験との合計人数）

出願資格
関西学院大学国際学部を第一志望とし、強く入学を希望する者で、以下⑴～⑶に該当する者。合格した場合は
本学に入学することが条件となります。

⑴ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、もしくは2021年⚓月に卒業見込みの者。通常の課程による
12年の学校教育を修了した者、もしくは2021年⚓月に修了見込みの者。または、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2021年⚓月31
日までにこれに該当する見込みの者。

⑵ 高等学校入学後に、文化・芸術活動の分野において、競技会やコンクール・展覧会などで入賞するなどの
優れた実績を有する者。
※スポーツの競技実績・ボランティア活動は、文化・芸術活動の対象には含まない

⑶ 本学が指定する英語検定試験のスコア※CEFR B1レベル以上を有する者。
※文部科学省（平成30年⚓月）発表の『各資格・検定試験と CEFR との対照表』に記載のあるもので、
正規スコアとする。また、各民間試験運営機関が定める有効期限内のものに限る。
詳しくは本学入試情報サイト（https://www.kwansei.ac.jp/kgcefr）をご確認ください。

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書（厳封）
⚕．資料説明表と添付資料
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 11～16をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査・筆記審査（英語題材論述方式・日本語小論文）の結果を総合的に評価します。

【第二次審査】
＜第一次審査合格者のみ＞
面接審査（個人面接・口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価。
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選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】
選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：⚑時限 10：00～11：30 英語題材論述方式

⚒時限 13：00～14：30 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時
※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。また、合格者には第二次審査に関する通知も同時に行
います。インターネットによる「合格者受験番号案内」については P. 18をご参照ください。

【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）
選考日：2020年10月17日(土)
時 間：11：00～

面接審査（口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｇ号館（国際学部／ IS 棟）（当日指示）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時
※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。また、合格者には入学手続書類も同封します。イン
ターネットによる「合格者受験番号案内」については P. 18をご参照ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、国際学部事務室または試験会場の係員に申
し出てください。

・審査当日はそれぞれ試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、その他不可抗
力による事故等が発生した場合、試験開始時刻の繰り下げ、試験や合格発表の延期等の措置をとることがあり
ます。ただし、それによって生じた受験生の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。試験開始時刻を繰り下げた場合、最終終了時刻も変更になり得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。
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教育学部

募集人員
幼児教育学コース 50名
初等教育学コース 20名
教育科学コース 10名
（学部特別選抜入学試験との合計人数）

出願資格
関西学院大学教育学部を第一志望とし、強く入学を希望する者で、以下⑴～⑷に該当する者。合格した場合は
本学に入学することが条件となります。

⑴ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、もしくは2021年⚓月に卒業見込みの者。通常の課程による
12年の学校教育を修了した者、もしくは2021年⚓月に修了見込みの者。または、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2021年⚓月31
日までにこれに該当する見込みの者。

⑵ 次の①もしくは②に該当する者。
① 将来、教員や保育士となる強い意志を有する者。
② 教育・保育における課題に積極的にかかわろうとする強い意志を有する者。

⑶ 高等学校入学後に文化芸術活動、継続的な社会貢献活動（ボランティア活動、地域活動など）において優
れた実績を有し、その実績を入学後の学びに生かす意欲がある者。

⑷ 本学が指定する英語検定試験のスコア※CEFR B1レベル以上を有する者。
※文部科学省（平成30年⚓月）発表の『各資格・検定試験と CEFR との対照表』に記載のあるもので、
正規スコアとする。また、各民間試験運営機関が定める有効期限内のものに限る。
詳しくは本学入試情報サイト（https://www.kwansei.ac.jp/kgcefr）をご確認ください。

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書（厳封）
⚕．資料説明表と添付資料
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 11～16をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査、筆記審査（英語論述審査、課題小論文審査）の結果を総合的に評価。

【第二次審査】
＜第一次審査合格者のみ＞
グループディスカッション・個人面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価。
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選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】
選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：⚑時限 10：00～11：00 英語論述審査

⚒時限 13：00～14：30 課題小論文審査
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚙日(金) 午前⚙時
※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。また、合格者には第二次審査に関する通知も同時に行
います。インターネットによる「合格者受験番号案内」については P. 18をご参照ください。

【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）
選考日：2020年10月31日(土)
時 間：第一次審査合格者に送付する「第二次審査のご案内」にてお知らせします。
場 所：西宮聖和キャンパス
合格者発表：11月13日(金) 午前⚙時
※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。また、合格者には入学手続書類も同封します。イン
ターネットによる「合格者受験番号案内」については P. 18をご参照ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、教育学部事務室または試験会場の係員に申
し出てください。

・審査当日はそれぞれ試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、その他不可抗
力による事故等が発生した場合、試験開始時刻の繰り下げ、試験や合格発表の延期等の措置をとることがあり
ます。ただし、それによって生じた受験生の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。試験開始時刻を繰り下げた場合、最終終了時刻も変更になり得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。
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⚗．出 願 方 法

文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験はインターネット出願です。各学部が指定する提出書
類は本学入試情報サイトからダウンロードいただきます。出願の流れは下記の通りですので、出願希望の方は
P. 12～P. 17をよく読み、出願登録ならびに書類の郵送を行ってください。

出願の流れ

P.12
P.13

P.16

調査書など必要書類の取り寄せ
出願期間前までに関係機関に対して請求し、取り寄せておいてください。

各学部提出書類のダウンロードと記入
本学入試情報サイトからダウンロードしてください。

入試情報サイトURL：https://www.kwansei.ac.jp/admissions/

出願登録、写真アップロードと検定料の支払い
（インターネット出願）

各学部提出書類の郵送

出 願 完 了

P.15

P.17
〜

「志願者の個人情報の保護について」
関西学院大学では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、出願に際して志願者から提供された個人情報

については、志願者への連絡や入学準備、入学試験データとして利用し、安全管理のために必要な措置を講じ
ています。
なお、出願時に志願者から提供された個人情報は、関西学院大学に入学された後、入学者データとして利用

いたします。
また、関西学院大学への入学に際しては、下記の団体が、会員等への案内、機関誌送付を目的として、合格

者データおよび入学後に教育・研究のために使用するデータから、学生の氏名・住所・電話番号および保証人
の氏名・住所・電話番号を関西学院大学と共同して利用いたします。なお、これらの関係団体についても個人
情報の取扱いについては関西学院大学と同様の安全管理措置を講じています。

関西学院大学と入学許可者の個人情報を共同して利用する団体

関西学院同窓会 同窓・学生の親睦団体であり、入学者に学生会員となっていただきます。

関西学院後援会
関西学院大学、聖和短期大学、関西学院高等部、関西学院千里国際高等部、関西
学院中学部、関西学院千里国際中等部、関西学院初等部の保証人・保護者で構成
される後援組織であり、保証人・保護者の方々にご加入いただいています。

関西学院大学生活協同組合 学生、高中部の保護者、教職員の出資金をもとにして、学生・生徒、教職員の経
済面・文化面での生活向上をサポートする組織です。
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⚘．提出書類と提出書類記入上の注意
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⚑ 提出書類のダウンロード（印刷） ※2020年⚖月中旬から下旬にアップ予定

提出書類は本学 HP 入試情報サイト（下記 URL）からダウンロードし、必要事項を記入したうえで提出して
ください。用紙サイズはA⚔縦版で統一してください。紙質は問いませんが、カラー用紙は不可とします。

〈URL：https://www.kwansei.ac.jp/admissions/〉

⚒ 提出書類一覧と記入上の注意

【提出書類一覧】
① 調査書（厳封)※1

詳細は P. 13「調査書（厳封）について」をご参照ください。

② 英語検定試験証明書
合格証、スコア表等は原本のコピーでも結構です。スコア等が載っているインターネットの画面を印刷
したものは認めません。

③ 自己推薦書※2

各学部「所定用紙」に記載されている設問もしくは質問について記述してください。
志願者本人自筆に限ります。

④ 学びの計画書※2

各学部「所定用紙」に記載されている設問もしくは質問について記述してください。
志願者本人自筆に限ります。

⑤ 資料説明表・添付資料
『所定用紙』に「自己推薦書」等に記載した活動内容や業績、資格等を証明する資料を貼付または添付
してください。
※すべての活動には、その活動実績を証明する資料（合格証、新聞記事、賞状等、いずれもコピー可）
が必要です。資料がない場合は、その活動を評価対象としません。

※⚑ 調査書保管期限を過ぎ、発行できない場合、「卒業証明書」を提出してください。
※⚒ 記入にあたっては楷書、数字は算用数字で、所定欄に黒ボールペンか黒インクのペンで丁寧に記入し

てください（消せるボールペンは不可）。なお、誤って記入した場合は、二重線を引いて訂正印を押
し、正しく書き直してください。
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出願書類の虚偽記載について

出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、受験および入学の資格を取り消します。

⚓ 調査書（厳封）について

Ａ）高等学校、中等教育学校卒業見込者および卒業者
文部科学省指定様式。高等学校において「高等学校生徒指導要録」に基づき、出願前⚓カ月以内に作成
し、厳封したものを提出してください。卒業見込者については、第⚓学年⚑学期までの学習成績の状況に
て作成してください。なお、卒業者で調査書が発行できない場合は「卒業証明書」を提出してください。
（注）「学習成績の状況」については、高等学校卒業見込の者は第⚓学年⚑学期（または前期）まで、卒

業した者は第⚓学年修了時までのものとします。⚒学期制の高等学校において、第⚓学年前期まで
のものの提出が不可能な場合は、第⚒学年修了時までのものとします。調査書は高校⚓年間（高等
学校卒業見込の者は第⚓学年⚑学期、または前期まで）の成績をもれなく記載したものを提出して
ください。留学した場合は留学先の高校の成績を添付してください。

Ｂ）高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者および大学入学資格検定合格者
下記の（イ）（ロ）の書類を提出してください。
合格者
（イ）「合格証明書」または「合格証書を複写（コピー）したもの」
（ロ）「合格成績証明書」
合格見込者
（イ）「合格見込成績証明書」

Ｃ）外国の高等学校卒業（見込）者または修了（見込）者
下記の(イ)～(ハ)の書類を提出してください。海外から出願する場合、提出書類は出願期間内必着でご
送付ください。なお、提出する証明書の使用言語は日本語または英語とします。それ以外の場合は、出
身学校・公的機関（大使館、中国においては公証処）等による和訳または英訳が必要です。海外の公証
役場による証明は認めません。
（イ）外国の高等学校の「卒業（見込）または修了（見込）証明書」「卒業証書（Diploma）」のコピー

を提出する場合は、必ず原本から正しく複製されたもの〈Certified true copy〉であることの証
明を出身高等学校から受けたものを提出してください。その証明がないものは無効です。

（ロ）外国の高等学校の「成績証明書」
（ハ）日本の高等学校で取得した科目がある場合は、日本の高等学校の「調査書」もしくは「成績証

明書」



MEMO



⚙．インターネット出願と提出書類郵送の流れ
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※１ インターネット出願サイト（ 月中旬ごろ公開予定）
　　 デザイン・文言等は変更になる場合があります。

※２ 提出書類として郵送する必要はありません。
　　 写真はアップロードに必要です。

Step 1

Step 2

Step 3

「利用規約」および「個人情報
の取扱い」を読み、［同意条項
に同意する］を選択し、［次へ］
ボタンを押してください。

利用規約・個人情報の取扱いに
関する同意条項を確認

志望情報（学部（コース）など）を選択し、
入学検定料を確認の上、［次へ］ボタンを
押してください。

Step 5

画面の指示にしたがい、各項目を入力し
て［次へ］ボタンを押してください。氏名
や住所などは、間違いがあると受験票が
届かない可能性があるため、正しく入力
してください。氏名に正しい漢字が入力
されない場合、P.18「本学入学後の氏
名表記に使用可能な漢字について」をご確認ください。

Step 6

Step 7

提出

提出 必要

Step 8

Step 9

メールアドレス確認画面にメール
アドレスを入力後、［認証キーを
取得する］ボタンを押すと、入力
されたメールアドレス宛に「認証
キー通知メール」が配信されます。

「認証キーの入力」の欄に届いた
認証キーを入力してください。

迷惑メール対策のためドメイン指
定受信をしている場合は、ドメイ
ン（@kwansei.ac.jp）を受信可能な設定に変更してください。

※携帯メール等のドメインの設定方法は携帯電話各社のホームペー
ジでご確認ください。

※登録したメールアドレスに出願情報の登録完了通知メールおよび
入学検定料の入金完了通知メールを送信します。

※「認証キー」は「認証キーを取得する」をクリックした後、 分以
内に入力してください。 分を経過すると無効になりますので、
改めて認証キーを取得してください。

メールアドレスを登録し認証キー
を取得Step 4

●クレジットカード
　（入学検定料をクレジットカードで支払う場合）
●調査書または証明書
●提出書類郵送用封筒（市販：角 ）

●写真１枚※（デジタル写真）
　　出願 カ月以内に撮影したもの
●各学部が指定する提出書類

※1 https://www.webshutsugan.com/kwansei/

入試日程一覧の下にある［出願する］
ボタンを押してください。

インターネット出願（操作方法・支払方法）に関する問合わせ先
ヘルプデスク TEL 0570-06-5124 10:00～18:00（出願期間内のみ受付）
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提出Step 12

Step 14

Step 13

Step 9

※本ページ右下の〈アップロードする写真の注意点〉をご確認ください。

Step 11

出願番号（受験番号ではありま
せん）が発行されるので、必ず、
メモをとるか画面を印刷してく
ださい。
●出願番号は、出願登録後に
出願情報を確認する場合と、
提出書類を郵送する際に必要
です。
●出願登録完了後、登録された
メールアドレスに出願内容が
記載されたメールが送信され
ますので、必ず内容を確認し
てください。また、メールは必ず保管しておいてください。
●コンビニ・金融機関ATM【Pay easy】・ネットバンキング【Pay easy】
を選択した場合は、入学検定料の支払いに必要な決済番号もメモしてく
ださい。

出願登録完了画面にある［宛名ラベルを印刷する］
ボタンを押して、宛名ラベル 右図 を開いて印
刷し、市販の角 封筒に貼付してください。
その封筒に提出書類を封入し、以下の送付先に
簡易書留速達で郵送してください。

入学検定料の支払いは、以下のいずれかの方法で行ってください。
①コンビニ　　②金融機関ATM【Pay easy】
③ネットバンキング【Pay easy】　　④クレジットカード
※いったん納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還の
請求には応じません。
※入学検定料納入後の出願内容の変更、出願の取消しは一切認めま
せんのでご注意ください。

※「プリンタを所有していない」
　「スマートフォン・タブレットから操作している」
　「印刷できない」のいずれかに該当する方は、封
筒（角2）の裏面に出願番号、氏名、本人連絡先
住所を記入してください。

Step 10

支払い方法として、「クレジットカー
ドで支払う」か「コンビニ、金融機
関ATM【Pay easy】、ネットバンキ
ング【Pay easy】のいずれかで支払
う」のいずれかを選択してください。
選択・入力ができたら、 出願登録を
完了する ボタンを押してください。

注意
この時点では、支払いは未完了です。
Step13にて支払いを完了してください。

（文化芸術 ○○学部）

日本郵便 新大阪郵便局留

関西学院大学 入学試験事務局 インターネット出願係

539－8691

〈アップロードする写真の注意点〉
写真は、出願画面からアップロードして提出してください（提出書類と
して写真を郵送する必要はありません）。
●出願前３カ月以内に撮影したもので、上半身正面向き、脱帽、背景は
無地のものとします（カラー写真が望ましい）。
●デジタル写真は加工・補正をしないでください（再提出をお願いする場合
　があります）。
●拡張子はJPEG、推奨サイズはVGA（640×480サイズ）です。
※入学が許可された場合には、学生証や教務情報等に使用します。卒業
するまで使用するのに相応しい服装としてください（制服以外が望ましい）。

※学生証の写真は原則として卒業まで変更できませんが、状況により、
変更を認める場合があります。
　写真の変更を希望する場合は、入学後に所属学部事務室へ申し出てくだ
さい。所属学部が必要性を認めた場合、写真変更のうえ、学生証を再発行
します。写真の変更には、学生証再発行手数料（2,000円）が必要です。



10．入学検定料の支払い方法
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力入を」号番認確「」号番様客お「」号番関機納収「

利用可能な金融機関の一例
・ゆうちょ銀行　・三菱UFJ銀行
・みずほ銀行　　・三井住友銀行
・りそな銀行／埼玉りそな銀行　他

Q & A
Ｑ.自宅にパソコンがないのですが出願可能ですか？
Ａ.図書館など公共施設のパソコンでもインターネット環境があれば出願は可能です。また、スマート
フォン、タブレット端末からも出願が可能です。

Ｑ.メールアドレスがない場合でも出願登録可能ですか？
Ａ.出願にはメールアドレスが必須です。さらに、登録完了及び入学検定料入金完了の確認メールを送
信するためにも使用します。メールアドレスは、スマートフォンや携帯電話、フリーメール
（Gmail、Yahoo !メールなど）でも構いません。ただし、メール受信設定でドメイン設定を行って
いる場合はメールが届かないことがありますので、ドメイン(@kwansei.ac.jp)を受信設定してくだ
さい。

Ｑ.氏名・住所に正しい漢字が登録できません。
Ａ.P. 18「本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字について」を確認してください。

Ｑ.出願登録後、入力内容の誤りに気がついたのですが、変更できますか？
Ａ.入学検定料の納入前であれば、「出願内容の確認・変更画面」（インターネット出願サイトトップペー
ジ）より変更を行うことが可能です。入学検定料納入後の出願内容の変更・取消は一切できません。
ただし、住所・氏名等に誤りがあれば速やかに入試課（下記）まで連絡してください。

関西学院大学 高大接続センター 入試課 TEL 0798-54-6135

■入学検定料支払い手数料について
入学検定料の他に、⚑回の出願ごとに手数料が必要です。
手数料は支払い方法、検定料金額ごとに異なります。

コンビニ､金融機関 ATM【Pay‒easy】､ネットバンキング【Pay‒easy】

入学検定料 手数料
⚕万円未満 440円
⚕万円以上 660円

クレジットカード

入学検定料 手数料
⚓万円未満 513円
⚓万円以上～⚕万円未満 903円
⚕万円以上～⚗万円未満 1,343円
⚗万円以上～10万円未満 1,773円
10万円以上 2,076円



11．インターネットによる「合格者受験番号案内」

受験生のみなさんの便宜を図るため、補助的な手段としてインターネットによる「合格者受験番号案内」を
実施します。以下の関西学院大学入試情報サイトにアクセスしてください。

https://www.kwansei.ac.jp/admissions/
関西学院大学入試情報サイトに合格者受験番号案内のページが表示されます。

※上記の見間違いを理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
ご利用の環境により、表示に時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
その場合、しばらく時間をおいてから再度アクセスしてください。

12．入 学 手 続

合格者は所定の期間内に入学手続（ⅠおよびⅡ）を完了してください。
⑴ 入学手続Ⅰ〈入学金の納入〉

下記所定期間内に、所定の振込依頼書を用いて入学金を納入してください。詳細は、合格通知に同封され
る入学手続書類にしたがってください。

〈人間福祉学部・国際学部〉
2020年11月⚒日(月)～11月10日(火)

〈教育学部〉
2020年11月13日(金)～11月20日(金)

所定の振込依頼書を用いて入学金を銀行等の金融機関の窓口から振込みによって納入してください。
ATMおよびインターネットバンキングによる振込みは受け付けません。ゆうちょ銀行・郵便局からの振
込みもできません。取扱金融機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印
まで有効です。なお、金融機関により出納日付の取扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合に
は、事前に金融機関にご確認ください。

本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字について
本学のシステムで使用可能な漢字は、原則として JIS 第⚑・⚒水準（計6,355字）のみ※1※2※3です。ただし、

本学入学後の氏名表記について、特に JIS 第⚑・⚒水準の漢字以外の使用を希望する場合は、合格通知書に同
封する「入学手続きのご案内」に記載のURL より『学籍氏名表記修正願』をダウンロードし、「入学手続Ｉ」
期間内に提出（最終日消印有効）することで、該当漢字を「外字｣※4として使用することが可能です。
なお、外字は本学システム内でしか表示・印刷できないため、以下⑴、⑵のような不都合が生じる可能性が

あることを予めご了承ください。
⑴ メール等、学外とやり取りする文書やデータ等で外字を使用すると、相手の PCでは表示されなかったり、

文字化けを起こしたりすることがあります。
⑵ 本学システムを学外から使用する際、外字箇所が表示されなかったり、文字化けを起こしたりすることが

あります。
※⚑ システム上の画面表示だけでなく、本学の発行する全ての文書や帳票、卒業証明書・成績証明書等

の各種証明書も対象です。
※⚒ 卒業時に発行する学位記（卒業証書および修了証書）については、所定の期間に所属学部事務室に

申請することにより、戸籍・パスポート等、公的な証明書に記載の漢字を使用することが可能です。
本件の詳細は、入学後、所属学部事務室にお問い合わせください。

※⚓ インターネット出願フォームでもJIS 第⚑・⚒水準以外の漢字が入力できないよう制限しています。
※⚔ 文字によっては、新規外字作成の対象とせず、本学の基準に基づき類字（同義の代字）に読み替え

ることがあります。読み替えの結果については、入学式当日に配付される学生証に印字された氏名
表記を確認してください。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／文化芸術要項／
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⑵ 入学手続Ⅱ〈学費・その他の諸費の納入およびWeb申請〉
入学手続Ⅱの期間は2021年⚒月12日(金)～⚓月10日(水)までです。ただし、Web 申請期限については「K.
G.合格者 Navi」上で⚓月⚔日(木)午後⚓時までとします。詳細は2021年⚒月中旬に入学手続Ⅰ完了者へ
郵送にて連絡します。

⑶ 入学式
2021年⚔月⚑日(木)、⚔月⚒日(金) いずれかの予定 全学部 西宮上ケ原キャンパス

⑷ 注意事項
⚑．所定の期間内に入学手続（ⅠおよびⅡ）を完了しない場合は、入学の意思がないものとみなし入学許

可を取り消します。
⚒．いったん納入された入学金および提出書類は返還いたしません。
⚓．各学部の窓口事務取扱時間は、平日は午前⚙時30分から午後⚓時まで（午前11時30分から午後⚐時30

分を除く）、土曜日は午前⚙時30分から午前11時までです。なお、日曜日・祝日は休業です。
⚔．入学手続Ⅰ完了後、入学手続Ⅱまでの期間に住所等連絡先に変更が生じた場合は、必ず入学予定学部

事務室に連絡してください。
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13．学費・その他の諸費について

2021年度入学生の学費・その他の諸費は未定です。なお、2020年度入学生の学費・その他の諸費は次のとお
りです。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／文化芸術要項／
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（注意事項）
※⚑ 人間福祉学部人間科学科に所属する者に限り実験実習費は異なります（2020年度年額8,000円）。このため入

学手続Ⅱの額は580,500円、初年度秋学期納入金は562,500円となります。
※⚒ 教育学部教育学科幼児教育学コース及び初等教育学コースに所属する者は、実験実習費を納入するものとし

ます（2020年度年額5,500円）。
教育学部教育学科教育科学コースに所属し、特定の授業科目を履修する者は、実験実習費を納入するものと
します（2020年度年額5,500円）。

※⚓ 入学と同時に全入学生の保証人の方々には、関西学院後援会に入会いただきます。
※⚔ 入学と同時に全入学生は同窓会学生会員となります。第⚒学年～第⚔学年時には毎年同窓会終身会費10,000

円を納入するものとします（合計30,000円）。
同窓会入会金・同窓会終身会費は退学、除籍時に同窓会において全額の返還を受けることができます。

※⚕ 学生のための福利厚生団体として関西学院大学生活協同組合があり、入学生全員に組合員となっていただき
ます。
生協出資金は入学辞退時あるいは卒業、退学、除籍時に、生協において全額の返還を受けることができます。

① 初年度納入金 （単位：円）

人間福祉学部 国際学部 教育学部

入学手続Ⅰ（入学申込金または入学金） 200,000 200,000 200,000

入学手続Ⅱ（学費・その他の諸費） ※1 581,500 627,250 627,000

初年度秋学期納入金（納入期限11月⚙日) ※1 563,500 609,250 609,000

初 年 度 納 入 金 合 計 1,345,000 1,436,500 1,436,000

② 初年度納入金の内訳 （単位：円）

人間福祉学部 国際学部 教育学部

学

費

入 学 金 ◎ 200,000 200,000 200,000

授 業 料 891,000 976,000 976,000

実 験 実 習 費 ※1 10,000 ― ※2

教 育 充 実 費 218,000 235,000 235,000

学 費 計 Ⓐ 1,319,000 1,411,000 1,411,000

そ
の
他
の
諸
費

研 究 雑 誌 費 2,000 1,500 1,000

後 援 会 費 ※3 6,000 6,000 6,000

同 窓 会 入 会 金 ※4◎ 2,000 2,000 2,000

生 協 出 資 金 ※5◎ 16,000 16,000 16,000

学 生 自 治 会 費 ― ― ―

そ の 他 の 諸 費 計 Ⓑ 26,000 25,500 25,000

初年度納入金合計Ⓐ＋Ⓑ 1,345,000 1,436,500 1,436,000



14．奨 学 金

関西学院大学では、返済義務のない支給型奨学金のほか、貸与型奨学金など、数多くの奨学金制度を独自で
設けています。
2020年度奨学金については、奨学金ガイド2020（右下のQRコードからもアクセス可）をご参照ください。
なお、2021年度の奨学金は未定です。
■奨学金ガイド2020 URL：https://www.kwansei.ac.jp/students/students_010801.html
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○⚑ その他の諸費の金額は2021年度以降は未定です。
○⚒ 教育学部では、前頁脚注※⚒に応じて、実験実習費が別途必要になります。
○⚓ 国際学部では、在学中に海外留学（短期・中期・長期）に参加し、所定の単位を取得することが卒業の条

件となっています（留学費用が別途必要になります）。
（注意事項）
⚑．前頁「②初年度納入金の内訳」の学費・その他の諸費は年間納入額を示しています。
⚒．学費・その他の諸費は、次の⚒期に分けて納入するものとします。ただし、前頁◎印については入学時の
み納入していただきます。

春学期（⚔月⚑日～⚙月19日） 納入期限⚕月19日まで（初年度のみ入学手続期間に納入）
秋学期（⚙月20日～⚓月31日） 納入期限11月⚙日まで（10月中旬頃に納入用紙を郵送します）

2020年度入学生の⚔年間の学費 （単位：円）

第⚑学年 第⚒学年 第⚓学年 第⚔学年

入 学 金 200,000 ― ― ―

授 業 料
人間福祉学部 891,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000

国際学部・教育学部 976,000 1,136,000 1,136,000 1,136,000

実験実習費
人間福祉学部(社会福祉学科・社会起業学科） 10,000 10,000 10,000 10,000

人間福祉学部(人間科学科） 8,000 8,000 8,000 8,000

教育充実費
人間福祉学部 218,000 254,000 254,000 254,000

国際学部・教育学部 235,000 275,000 275,000 275,000

学 費 合 計

人間福祉学部(社会福祉学科・社会起業学科） 1,319,000 1,319,000 1,319,000 1,319,000

人間福祉学部(人間科学科） 1,317,000 1,317,000 1,317,000 1,317,000

国際学部・教育学部 1,411,000 1,411,000 1,411,000 1,411,000



15．Ｑ ＆ Ａ

Ｑ⚑．他大学との併願は可能ですか。文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験内での併願は可能で
すか。

文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験は、関西学院大学の志望学部を第一志望とし、入学
を強く希望する者のみが出願できます。したがって、他大学と併願していただいて構いませんが、関西学院
大学に合格すれば本学へ入学することが条件となります。また、複数学部への出願はできません。出願でき
る学部・学科（コース）はひとつです。

Ｑ⚒．文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験に出願する場合、関西学院大学の他の各種入学試験と
の併願はできますか。

併願できません。ただし、総合選抜入学試験の出願期間が11月以降となる学部については、条件を満たす
ことで出願可能です。詳しくは総合選抜入学試験要項を確認してください。

Ｑ⚓．文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験で合格した学生と他の学生では入学後に違いがありま
すか？

本学では入学試験方式の違いによる学生の区別はしていません。
したがって修学上の特別措置等もありません。

Ｑ⚔．社会人の資格で受験を考えていますが、受験できる学部はありますか？

社会人枠を設けていませんが、大学入学資格を有し、各学部が定める出願資格がある方であれば、受験す
ることが可能です。

Ｑ⚕．外国の高等学校の場合、調査書の代わりに何を提出すればよいのでしょうか。

下記の書類を提出してください。
・卒業（見込）または修了（見込）証明書
卒業証書（Diploma）のコピーを提出する場合は、原本から正しく複製されたもの〈Certified true copy〉
であることの証明を出身高等学校から受けたあと、提出してください。

・成績証明書（在籍期間すべて）
・日本の高等学校で修得した単位がある場合は、日本の高等学校の調査書もしくは成績証明書
※提出する証明書の使用言語は日本語または英語とします。
それ以外の場合は、出身学校・公的機関（大使館、中国においては公証処）等による和訳または英訳
が必要です。海外の公証役場による証明は認めません。

※海外から出願する場合、提出書類は出願期間内必着でご送付ください。

Ｑ⚖．私はボランティア活動をしており、出願を考えています。書類などはどのようなものを提出すればよいで
しょうか？

文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験は自らの実績をアピールする入試です。そのため、
ボランティア活動をしたという客観的な資料（新聞の切り抜きなど）を提出していただく必要があります。
無い場合は、その活動をよく知っている方に活動内容・時間数を含んだ証明をもらうようにしてください。
証明がない場合はその活動等を評価対象としません（なお、国際学部の出願資格では、ボランティア活動を
評価対象と定めていません）。
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