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関西学院大学
総合型選抜 入学試験要項

共通別冊子
2023年度

関西学院大学 入学センター
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町⚑番1 5 5号
ＴＥＬ ( 0 7 9 8 ） 5 4 － 6 1 3 5 （直通）

〈対象となる入学試験〉
探究評価型入学試験
グローバル入学試験
学部特色入学試験

スポーツ選抜入学試験

新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験内容等に変更が生じた場合は、
本学ホームページ内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。

■入試情報サイト：https://www.kwansei.ac.jp/admissions/index.html
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総合型選抜 入学試験要項 共通別冊子目次

⚑．出願方法P. 2

⚒．インターネット出願と提出書類郵送の流れP. 3

⚓．入学検定料の支払い方法P. 6

⚔．受験にあたっての注意事項P. 7

⚕．合否照会P. 10

⚖．入学手続P. 11

⚗．奨学金P. 12

⚘．本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字P. 12

⚙．入学金、学費・その他の諸費P. 13

10．キャンパスマップP. 15

11．キャンパスへのアクセスP. 16

本冊子とあわせて総合型選抜※の各入学試験要項も必ずご確認ください。
※探究評価型入学試験・グローバル入学試験・学部特色入学試験・スポーツ選抜入学試験

＜ 総合型選抜※入学試験要項 ＞
https://www.kwansei.ac.jp/admissions/admissions_004780.html



⚑．出 願 方 法

総合型選抜はインターネットによる出願となります。各入学試験要項および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けます。出願の流れは以下の通りですので、本冊子と各入学試験要項をよく読み、出
願登録ならびに提出書類の郵送を行ってください。

出願の流れ

調査書など提出書類の取り寄せ
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。

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：https://www.kwansei.ac.jp/
admissions/admissions_004780.html　

Step 2

受験ポータルサイト「UCARO」への会員登録
UCAROサイト：https://www.ucaro.net/

Step 1 Step 4

Step 5

Step 3

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）

提出書類の郵送

Step 6

出 願 完 了

インターネット出願サイト：
https://www.webshutsugan.com/kwansei-kakushu/

※Step1『受験ポータルサイト「UCARO」への会員登録』は、Step4でも可能です。
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「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・入試結果の集計・分析、入学者選抜方法の調査・研究
・学生支援業務（奨学金業務等）
・入学者選抜方法及び大学教育の改善
・大学の管理運営（各種調査・分析、事業企画等）
・関西学院大学入学後の連絡
のために利用し、安全管理のために必要な措置を講じています。

入学後に提出された各種個人情報については、
・大学教育の改善
・大学の管理運営（各種調査・分析、事業企画等）
・学生支援業務（奨学金業務等）
のために利用し、安全管理のために必要な措置を講じています。

例えば、上記の目的のため、外部の事業者に業務を委託する場合がありますが、外部の事業者と個人情報の
取扱が適切に行われるよう契約を結んだうえで、当該事業者に対して個人情報を提供します。
集計、分析、調査、研究等（以下「調査等」といいます。）に用いる場合においても、個人が特定される形で

調査等の結果が公表されることはありません。
また、上記のとおり提供された個人情報の内、学生の氏名・住所・電話番号および保証人の氏名・住所・電

話番号については、会員等への案内、機関誌送付を目的として、以下の団体と共同利用いたします。これら共
同して利用する個人データの管理について責任を有する者は 関西学院大学長 です。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きます。

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。



⚒．インターネット出願と提出書類郵送の流れ
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※事前に入試日程・提出書類等の詳細を各入学試験要項にて確認してください。 https://www.kwansei.ac.jp/admissions/

関学  入試 検索

※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。

インターネット出願（操作方法、入学検定料の支払方法）ヘルプデスク
TEL 03-5952-3902 10：00～18：00（出願期間内のみ受付）

Step 3 UCAROにログインする

Step 4 利用規約・個人情報の取扱いに関する同意条項を確認

［ご用意いただくもの］
●UCAROに登録しているメールアドレス、パスワード
●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）

●提出書類郵送用封筒（市販：角⚒）
●写真データ（出願アップロード用）※郵送不要
●各入学試験で指定されている提出書類

Step 1 インターネット出願サイトにアクセス※ https://www.webshutsugan.com/kwansei-kakushu/

Step 8へつづく

「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。

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。

Step 2 出願登録を開始

Step 5 志望情報を入力
志望情報（入試制度・学部・学科・課程・専修・コース・専攻など）を選択し、入学検定料を確認したら、[次
へ]ボタンを押してください。間違いのないように慎重に登録してください。

Step 6 個人情報を入力
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、大学からの通知等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. 12「本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字」を確認してくださ
い。

※受験票・合否通知書は、志願者の住所宛に郵送します。ただし、志願者が海外在住の場合は、保護者（父
または母、あるいは近親者）宛に郵送します。保護者も海外在住の場合は、日本に在住する近親者の連絡
先を登録してください。

（UCARO登録済の方）
メールアドレスとパスワードを入力し、「UCARO
ログイン」を選択する。（画像①）

（UCARO未登録の方）
「UCARO会員登録」を選択し、画面の指示にした
がい、メールアドレス、ニックネーム、パスワード、
個人情報等を入力する。（画像②）

Step 7 出願内容の確認
入力した志望情報と個人情報について確認し、問題なければすべての確認用チェック欄にチェックし、
[次へ]ボタンを押してください。

UCARO（ウカロ）の操作方法に関するお問い合せ先（ヘルプデスク）
TEL 03-5952-2114 10:00～18:00（土日祝も受付）
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Step 8 提出書類の確認
提出書類について確認し、［提出書類について確認]にチェックを入れ、［次へ]ボタンを押してください。
※写真のアップロード方法は Step⚙を参照してください。

Step 9 写真データをアップロード ※郵送の必要はありません
◆ STEP 1
「出願写真に関する注意事項」および以下＜アップロードする写真の注意点＞を読み、[ファイル選択]ボタ
ンを押してパソコンやスマートフォンの端末に保存されている写真画像を選択してください。その後、[写
真の加工に進む]ボタンを押してください。
◆ STEP 2
ドラッグによる画像位置の移動や、回転、拡大・縮小、明るさの調整などができます。画面の指示にしたがっ
て操作し、[切り抜く]ボタンを押してください。
◆ STEP 3
最後に確認事項をよく読み、すべてにチェックを入れたら、[出願写真として提出する]ボタンを押してくだ
さい。

これで写真のアップロードは完了です。

Step 10 決済情報を入力
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。

出願番号

「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、送信され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。
※入学検定料の納入前であれば「出願内容を確認・変更する（ログイン）」（インターネット出願サイトトッ
プページ）より出願内容の変更が可能です。

Step 11 出願登録の完了

＜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⚓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)｡
・写真は本サイト以外での加工・補正をしないでください（再掲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。
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Step 12 提出書類の郵送
◆ STEP1 出願登録完了画面にある[宛名ラベルを印刷する]ボタンを押す
◆ STEP2 宛名ラベル（右図）を開いて印刷する
◆ STEP3 市販の角⚒封筒に貼付する
◆ STEP4 貼付した封筒に提出書類を封入する
◆ STEP5 以下の送付先※に簡易書留速達で郵送する

※宛名ラベル（右図）には送付先が印字されているので記入は不要。

※｢プリンターを所有していない」、「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」のいずれかに該当し、
宛名ラベルの印刷ができない方は、市販の角⚒封筒に宛名ラベルの内容を記入してください。
※海外から郵送する場合は、必ず追跡確認できる方法で送付してください。

送付先 ※入学試験によって送付先が異なります。

〒662-8501
兵庫県西宮市上ケ原一番町⚑－155
関西学院大学 入学センター

（○○入学試験 △△学部）宛

〒539-8691
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

（○○入学試験 △△学部）

以上で出願は完了です。後日、郵送される受験票にて、出願内容を確認してください。

Step 14 出願完了

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。

入学検定料をお支払いの前に、必ず出願内容に誤りがないか確認してください。（入金完了前であれば変更が可能です）

Step 13 入学検定料の支払い（詳細は次頁をご覧ください）

＜送付先①＞
・グローバル入学試験（Ⅲ.帰国生徒入学試験）
・学部特色入学試験
（神学部・国際学部・理学部・工学部・生命環境学部・建築学部）
・スポーツ選抜入学試験

＜送付先②＞
・探究評価型入学試験
・グローバル入学試験（Ⅰ．国際的な活躍を志す者を対象とした入学試験）

（Ⅱ．インターナショナル・バカロレア入学試験）
・学部特色入学試験
（文学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・教育学部・総合政策学部）

インターネット出願・提出書類郵送に関する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. 12「本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字」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以下まで連絡してください。
関西学院大学入学センター TEL：0798-54-6135



⚓．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

（マルチコピー機）

出願情報が正しければ
「確認」「印刷」ボタンを押す

端末より申込券が出るので 30 分以内に
レジにて入学検定料を現金にて支払う

出願情報が正しければ
「確認」「印刷」ボタンを押す

端末より申込券が出るので 30 分以内に
レジにて入学検定料を現金にて支払う

注意事項を確認

代金支払い /チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）

レジで店員に
「インターネットの支払」

と伝える

レジにて入学検定料を
現金にて支払う

「オンライン決済番号」を入力「オンライン決済番号」を入力

レジにて入学検定料を
現金にて支払う

現金またはキャッシュカードを選択して、入学検定料を支払う

都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協などの
ネットバンキングを利用することができます。事前に金融機関にて
申し込みが必要です。また、楽天銀行、auじぶん銀行、PayPay銀
行、住信SBIネット銀行でも支払うことができます。事前に金融機
関にて口座の開設が必要です。

＜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～⚗万円未満 1,343円
⚗万円～10万円未満 1,773円
10万円以上 2,076円

※画面は変更される場合があります。



⚔．受験にあたっての注意事項

⚑．新型コロナウイルス感染症対策にともなうお願い
⑴ 日頃から「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指消毒をはじめ

とした基本的な感染症対策を徹底し、体調管理を心がけてください。
⑵ 試験当日は、自宅を出る前に、発熱、喉の痛み、咳、鼻水、頭痛、身体のだるさ等の症状がある場合

は、新型コロナウイルス感染の恐れがありますので、受験をご遠慮願います（追試験・再試験は行い
ません）。

⑶ 試験当日はマスクを持参し、本人確認時と昼食時以外は、必ずマスクを着用（鼻と口の両方を確実に
覆うこと）してください。なお、着用済みマスクは試験場内で廃棄しないでください。

⑷ 正門付近・試験会場への入退場時・トイレ利用時は、特に密な状態になります。そのような状況を極
力避けるため、一定間隔を空けて順番を待つなど、善処してください。

⑸ 試験会場への入退場時は、入口に設置している速乾性アルコール製剤にて手指を消毒してください。
⑹ 昼食が必要な場合は、持参して自席でとってください。本学内の食堂などの施設は利用できません。
⑺ 休憩時間や昼食時等を含め、他者との接触、不要な会話は控えてください。
⑻ 試験会場の換気を行うため、扉や窓などを開放することがあります。体温調整ができるよう、上着な

ど必要な衣服を持参してください。
⑼ 試験会場からの退場後は、なるべくまっすぐ帰宅し、帰宅後はまず手洗いうがいをしてください。

⚒．試験当日の来場などの諸注意
⑴ 試験会場への来場

① 必ず電車・バス等の公共交通機関を利用してください。自家用車・バイクでの来場はできません。
キャンパス周辺での乗下車はご遠慮ください｡ また、各キャンパスへの来場については、以下も
参照してください。
【西宮上ケ原キャンパス】
試験当日は、阪急電鉄「甲東園」駅が大変混雑しますので、阪急電鉄「仁川」駅も利用してくだ
さい。また、両駅からキャンパスまでの道路も大変混雑しますので、時間に余裕を持ってお越し
ください。
【西宮聖和キャンパス】※第一次審査（筆記審査：⚙月24日（土））は、西宮上ケ原キャンパスで実施
試験当日は、阪急電鉄「門戸厄神」駅および駅からキャンパスまでの道路が大変混雑しますので、
時間的に余裕を持ってお越しください。
【神戸三田キャンパス】※第一次審査（筆記審査：⚙月24日（土））は、西宮上ケ原キャンパスで実施
試験当日は関西学院休日ダイヤのため、バスの本数が少なくなっています。交通機関の運行ダイ
ヤにご注意ください。各自でバス時刻を確認し、時間に余裕を持ってお越しください。

② 交通機関の状況を考慮し、試験開始時刻に遅れないように注意してください。
③ キャンパス内に付添者用の控室はありません。
④ 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、試験や合否発表の延期等の措
置をとることがあります。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、試験時間を確保するために休憩時間を調整することがあります。前述した理由等により、第
一次審査（筆記審査：⚙月24日（土））を実施できない場合は、2022年10月⚑日（土）に延期し
て実施します｡ なお、延期に伴う個別の対応は一切いたしません。

⑤ 受験のために日本に渡航（帰国）される方は、政府の措置に則り、十分余裕を持って、日本に渡
航（帰国）してください。

⑵ 試験会場への入場・着席について
① 受験票は必ず携行してください。万一紛失したり忘れた場合は、係員に申し出てください。
② 指定された試験会場には、各試験開始の20分前までに集合し、着席しておいてください。なお、

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。
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⚓．試験当日に持参するものおよび試験中に使用を認めないもの
⑴ 持参するもの

① 受験票
② 筆記用具

HB の黒鉛筆（シャープペンシルは HB0.5mm 以上の芯であれば使用可）と消しゴム（プラス
チック製）を持参してください。万年筆・ボールペン・サインペン・マーカーなどは使用できま
せん。また、筆記用具の貸し出しは行いません。

③ 時計
辞書や電卓等の機能があるもの・通信機能があるもの（ウェアラブル端末等）・それらの機能の
有無が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものは使用できません。

④ その他、各入学試験および各学部から指定されたもの等
各入学試験要項や第二次審査（第一次審査合格者に対してのみ実施）に関する通知において、持
参物の指示がある場合は持参し、また、使用を許可されているものがある場合は、係員の指示に
従って使用してください。

【備考】
試験中は、前述した②・③・④以外のものを机上に置いたり、使用することはできません。ただし、
鉛筆キャップ、ケースから出したシャープペンシルの芯、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（袋
または箱から中身だけ取り出したもの）、目薬は必要に応じて机上に置いたり、使用することができ
ます。消毒液については、答案の汚損や他の受験生への影響等が考えられるため、設置や試験中の使
用は認めません。手指の消毒が必要な場合は試験開始前および終了後に行ってください。

⑵ 試験中に使用を認めないもの
定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む）・コンパス・そろばん・電卓類（計算機能や翻訳機能を持
つ時計、漢字用の電卓類を含む）等の補助具・筆箱・下敷・耳栓など

⑶ その他留意事項
① 携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末などの通信機器、携帯音楽プレーヤー等の音楽機

器については、試験会場内での使用を禁止します（携帯電話等を時計として使用することはでき
ません）。時限ごとに携帯電話・スマートフォン等の電源が切れていることを確認しますので、
必ずアラームを解除のうえ、電源を切っておいてください。なお、かばんの中で携帯電話などが
鳴った場合は、本人の了解を得ずにかばんを試験会場の外に持ち出すことがあります。

② 英文字や地図等がプリントされている洋服、膝掛、マスク等は着用しないでください。着用して
いる場合には、脱いでいただく場合があります。

⚔．試験中の諸注意および不正行為
⑴ 試験中の諸注意

すべて本学の指示に従ってください。また、試験の途中で退場することはできません。ただし、気分
が悪いなど身体の調子がよくない場合は、係員に申し出てください（咳が続くなど身体の調子が悪い
と本学が判断した場合、声を掛けることがあります）。

⑵ 不正行為
以下の行為は不正行為として取り扱いますので注意してください。不正行為であると判断した場合、
直ちに試験の中止・退場を指示し、当該年度の入学試験のすべてを無効とします（入学検定料の返還
はいたしません）。不正行為の疑いがある場合には、注意もしくは事情を聴取することがあります。
その際に要した試験時間の延長はできません。また、他の受験生に迷惑と判断される行為がある場合
は、不正行為とみなすことや別室受験を指示するなどの措置を講じることがあります。
・試験会場において、本学の指示に従わないこと。
・カンニング（カンニングペーパー、参考書、他の受験者の答案を見ること、他の人から答えを教わ
ること等）をすること。

・使用を認められていないもの（前述のとおり）を使用すること。
・試験中に、他の受験生に対し答えを教える等の行為をすること。
・受験生以外の者が、受験生本人になりすまして試験を受けること。
・その他、本学が不正行為とみなす行為 など
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⚕．その他の注意事項
⑴ 受験環境

① 試験会場内は静穏な環境の保持に努めておりますが、生活騒音（日常生活において通常起こりう
る騒音等）や、係員が試験実施上必要な指示・説明・巡回を行うことに伴って生じる音等が発生
する場合があります。また、隣席の受験生の用便や、体調不良による入退室等のため、係員の指
示により、席を立つよう指示することがあります。これらに対して、特別な対応はいたしません。
なお、試験中に受験とは関係のないチャイム等が聞こえる可能性がありますが、当該試験会場の
運営に関係はありません。
【生活騒音】
風音・雨音・雷鳴、航空機・自動車・バイク・鉄道の騒音、通過する緊急自動車のサイレン、工
事の音、廃品回収や物売りの類およびイベント等のアナウンス、動物の鳴き声、空調や照明等・
試験会場となる施設が通常発する音、他の受験者や係員の発する音（咳・くしゃみ・ためいき・
鼻をすする音・筆記具を使用する際の音等） など

② 試験会場の設備（机、椅子、空調、照明、音響設備等）の違いなどは、合否判定の際、一切考慮
しません。

⑵ 紛失・忘れ物について
物品を紛失した場合には、各試験会場の係員に申し出てください。なお、試験終了後は、以下にお問
い合わせください。一定期間保管した後、持ち主が現れない場合は、本学の規程により処分いたします。
【問い合わせ先】
＜第一次審査（筆記審査：⚙月24日（土））＞

⇒ 入学センター（TEL 0798-54-6135）
＜第二次審査＞

⇒ 各学部事務室（P. 16下部に記載の「各学部問合せ先」）
⑶ 不測の事態が発生した場合の対応

不測の事態の発生により入学試験に変更が生じる場合があります。変更が生じた場合、本学入試情報
サイトに対応措置を告知します。

入試情報サイト：https://www.kwansei.ac.jp/admissions/index.html
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⚕．合 否 照 会

正式な合否発表は、「合否通知書」の発送（合否発表日当日に速達で発送）をもって行いますが、受験生の
便宜を考慮し、受験ポータルサイト「UCARO」上で合否結果を発表します。確認方法の詳細は、以下のとお
りです。
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40001
スポーツ選抜入学試験

40001

スポーツ選抜入学試験

UCARO（ウカロ）の操作方法に関するお問い合せ先（ヘルプデスク）
TEL 03-5952-2114 10:00～18:00（土日祝も受付）

（注意事項）
⚑．合否照会サービス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。
⚒．電話による合否に関する問い合わせには一切応じません。
⚓．サービス開始後は、アクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合は、しばらく時間をおいて
から再度アクセスしてください。

⚔．ご利用される端末（パソコン・スマートフォン等）の性能やインターネットへの接続方法などで、表示に時間
がかかる場合があります。

⚕．ご利用される端末（パソコン・スマートフォン等）の設定によっては、画像のずれ・文字化けなどが発生する
場合があります。その場合は、ブラウザを調整してください。



⚖．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〉

以下の所定期間内に、入学金を納入してください。詳細は、合格通知書に同封される「入学手続のご案内」
にしたがってください。

入学試験名称 対象学部 合否発表日 入学手続Ⅰ
の期間

探究評価型入学試験 全学部

11/11(金) 11/11(金)
～11/18(金)

グローバル入学試験
Ⅰ.国際的な活躍を志す者を対象とした入学試験 全学部
Ⅱ.インターナショナル・バカロレア入学試験 全学部

Ⅲ.帰国生徒入学試験
文・社会・法・商・人間福祉・
国際・教育・総合政策・理・
工・生命環境・建築学部

学部特色入学試験
神・文・経済・商・人間福祉・
国際・教育・総合政策・理・
工・生命環境・建築学部

スポーツ選抜入学試験 全学部

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「電信扱」による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。

⑵ 入学手続Ⅱ〈Web申請および学費・その他の諸費の納入〉
「入学手続Ⅱ」の詳細は、2023年⚒月中旬頃に入学手続Ⅰ完了者へ郵送にてご案内します。
Web 申請期間と学費・その他の諸費の納入期間は、以下のとおりです。
〈Web申請〉
申請期間：2023年⚒月14日(火)～⚓月⚓日(金) 午後⚓時まで
〈学費・その他の諸費の納入〉
納入期間：2023年⚒月14日(火)～⚓月10日(金)
【〈Web申請〉期限についての留意事項】
〈Web申請〉と〈学費・その他の諸費の納入〉は、上述のとおり申請・納入期間が異なります。〈Web申請〉
の期間は、〈学費・その他の諸費の納入〉の期間よりも約⚑週間短くなっていますのでご注意ください。
万が一、所定の期間内に申請を完了しない場合、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。

⑶ 入学式
2023年⚔月⚑日(土)、⚔月⚓日(月) 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（国家統一試験等の成績評価証明書の

み返却可）。
⚓．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）です。なお、土曜日・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（P.16下部に記載の「各学部問合せ先」参照）してください。
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⚗．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。
2023年度奨学金は未定ですが、ご参考として『奨学金ガイド2022』を以下URLにてご確認いただけます。

URL：https://www.kwansei.ac.jp/students/students_010801.html

⚘．本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字

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、この手続きの有無に関わらず、

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。
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⚙．入学金、学費・その他の諸費

2023年度入学生の学費・その他の諸費は未定です。なお、2022年度入学生の学費・その他の諸費は次のとおりです。
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（注意事項）
※⚑ 文学部文化歴史学科地理学地域文化学専修に所属する者は、第⚒学年度以降に実験実習費を納入するものとします

（2022年度年額35,000円）。
※⚒ 社会学部において第⚓学年度以降に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（2022年度

年額25,000円）。
※⚓ 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（2022年度年額8,000円）。このため入学手続Ⅱ

の額は584,000円、初年度秋学期納入金は566,000円となります。
※⚔ 総合政策学部において特定のプログラムを履修する者は、実験実習費（2022年度年額15,000円）を別途徴収します。
※⚕ 理学部数理科学科に所属する者に限り実験実習費は異なります（2022年度年額59,000円）。このため入学手続Ⅱの額

は742,000円、初年度秋学期納入金は724,000円となります。
※⚖ 法学部に限り研究雑誌費にかえて、法政学会購読料を含む法政学会費を納入するものとします。〈内訳：購読料2,000

円、会費1,000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16,000円を納入

するものとします（合計48,000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

神学部
文学部

文化歴史学科
文学言語学科

文学部
総合心理科学科 社会学部 法学部 経済学部 商学部 人間福祉学部 国際学部 教育学部 総合政策学部 理学部 工学部 生命環境学部 建築学部

（単位：円）

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

入学手続Ⅱ（学費・その他の諸費） 477,000 476,500 567,000 476,000 477,950 476,000 477,500
※3
585,000 630,750 633,000 655,000

※5
762,000 762,000 762,000 763,500

初年度秋学期納入金（納入期限11月⚙日) 459,000 458,500 549,000 458,000 459,950 458,000 459,500
※3
567,000 612,750 615,000 637,000

※5
744,000 744,000 744,000 745,500

初年度納入金合計 1,136,000 1,135,000 1,316,000 1,134,000 1,137,900 1,134,000 1,137,000 1,352,000 1,443,500 1,448,000 1,492,000 1,706,000 1,706,000 1,706,000 1,709,000

②初年度納入金の内訳

神学部
文学部

文化歴史学科
文学言語学科

文学部
総合心理科学科 社会学部 法学部 経済学部 商学部 人間福祉学部 国際学部 教育学部 総合政策学部 理学部 工学部 生命環境学部 建築学部

（単位：円）

学

費

入学金◎ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

授業料 728,000 728,000 859,000 728,000 728,000 728,000 728,000 898,000 983,000 983,000 986,000 1,117,000 1,117,000 1,117,000 1,117,000

実験実習費 ―
※1

23,000
※2

― ― ―
※3
10,000 ― 5,000

※4
45,000

※5
99,000 99,000 99,000 99,000

教育充実費 182,000 182,000 209,000 182,000 182,000 182,000 182,000 218,000 235,000 235,000 235,000 266,000 266,000 266,000 266,000

学費計Ⓐ 1,110,000 1,110,000 1,291,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,326,000 1,418,000 1,423,000 1,466,000 1,682,000 1,682,000 1,682,000 1,682,000

そ
の
他
の
諸
費

研究雑誌費 2,000 1,000 1,000 ―
※6

3,000 ― 3,000 2,000 1,500 1,000 2,000 ― ― ― 3,000

後援会費
※7

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

同窓会入会金
※8
◎ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

生協出資金
※9
◎ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

学生自治会費 ― ― ― ― 900 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の諸費計Ⓑ 26,000 25,000 25,000 24,000 27,900 24,000 27,000 26,000 25,500 25,000 26,000 24,000 24,000 24,000 27,000

初年度納入金合計Ⓐ＋Ⓑ 1,136,000 1,135,000 1,316,000 1,134,000 1,137,900 1,134,000 1,137,000 1,352,000 1,443,500 1,448,000 1,492,000 1,706,000 1,706,000 1,706,000 1,709,000
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○⚑ 文系学部は神学部・文学部（文化歴史学科・文学言語学科）・社会学部・法学部・経済学部・商学部を示します。
○⚒ 理系学部は理学部・工学部・生命環境学部・建築学部を示します。
○⚓ その他の諸費の金額は2023年度以降は未定です。
○⚔ 文学部（文化歴史学科）、社会学部、総合政策学部では、前頁脚注※1、※2、※4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）
⚑．｢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、◎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）

2022年度入学生の⚔年間の学費
第⚑学年 第⚒学年 第⚓学年 第⚔学年

（単位：円）

入学金◎ 200,000 ― ― ―

授業料

文系学部 728,000 898,000 898,000 898,000
文学部（総合心理科学科） 859,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000
人間福祉学部 898,000 1,062,000 1,062,000 1,062,000
教育学部 983,000 1,143,000 1,143,000 1,143,000
国際学部 983,000 1,143,000 1,143,000 1,143,000
総合政策学部 986,000 1,146,000 1,146,000 1,146,000
理系学部 1,117,000 1,273,000 1,273,000 1,273,000

実験実習費

文学部（総合心理科学科） 23,000 52,000 52,000 52,000
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
教育学部 5,000 5,000 5,000 5,000
総合政策学部（総合政策学科・国際政策学科・都市政策学科） 45,000 45,000 45,000 45,000
総合政策学部（メディア情報学科） 45,000 70,000 70,000 70,000
理系学部（理学部数理科学科除く） 99,000 99,000 99,000 99,000
理学部（数理科学科） 59,000 59,000 59,000 59,000

教育充実費

文系学部 182,000 212,000 212,000 212,000
文学部（総合心理科学科） 209,000 243,000 243,000 243,000
人間福祉学部 218,000 254,000 254,000 254,000
教育学部 235,000 275,000 275,000 275,000
国際学部 235,000 275,000 275,000 275,000
総合政策学部 235,000 275,000 275,000 275,000
理系学部 266,000 310,000 310,000 310,000

学費合計

文系学部 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000
文学部（総合心理科学科） 1,291,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000
人間福祉学部（社会福祉学科・社会起業学科） 1,326,000 1,326,000 1,326,000 1,326,000
人間福祉学部（人間科学科） 1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000
教育学部 1,423,000 1,423,000 1,423,000 1,423,000
国際学部 1,418,000 1,418,000 1,418,000 1,418,000
総合政策学部（総合政策学科・国際政策学科・都市政策学科） 1,466,000 1,466,000 1,466,000 1,466,000
総合政策学部（メディア情報学科） 1,466,000 1,491,000 1,491,000 1,491,000
理系学部（理学部数理科学科除く） 1,682,000 1,682,000 1,682,000 1,682,000
理学部（数理科学科） 1,642,000 1,642,000 1,642,000 1,642,000
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総合体育館

至門戸厄神

入学センター

第２教授研究館
（新館）

Ⅰ
号
館

全
学
共
用
棟（
工
事
中
）

全
学
共
用
棟（
工
事
中
）

全
学
共
用
棟（
工
事
中
）

関西学院幼稚園関西学院幼稚園関西学院幼稚園

ゲーンズハウスゲーンズハウスゲーンズハウス

２号館２号館２号館
のりば・おりばのりば・おりば
（新大阪・新三田・三ノ宮方面から／ゆき）（新大阪・新三田・三ノ宮方面から／ゆき）
のりば・おりば
（新大阪・新三田・三ノ宮方面から／ゆき）

Ⅷ号館
（2022年8月共用開始予定）（2022年8月共用開始予定）（2022年8月共用開始予定）
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目
丁
３
園
学

キャンパスアクセスマップ

関西学院
大学

コンビニエンス 
ストア

■西宮上ケ原キャンパス■西宮聖和キャンパス ■神戸三田キャンパス

西宮北口
キャンパス

宝塚
キャンパス

新幹線
JR
阪急電鉄
阪神電鉄
神戸電鉄

北神急行
地下鉄
大阪モノレール
神姫バス
関学エクスプレス（直通バス）

桃山台

大阪梅田
キャンパス

大
阪
梅
田
駅

大阪梅田大阪梅田大阪梅田

大阪梅田

＜西宮上ケ原キャンパス＞神学部・文学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・国際学部 ＜西宮聖和キャンパス＞教育学部 ＜神戸三田キャンパス＞総合政策学部・理学部・工学部・生命環境学部・建築学部

＊途中、新神戸駅を経由する便もあり。

＊途中、千里ニュータウン（桃山台駅）を経由。

神姫バス（関学エクスプレス＊48分、特急バス68分）

神姫バス（関学エクスプレス＊59分、高速バス61分）

3分

8分 28分 6分 9分

42分 15分

神姫バス（KG Link）

神戸電鉄
有馬・三田線

神戸電鉄
公園都市線 神姫バス

〈西宮上ケ原キャンパス〉
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

----------------- 各学部問合せ先 -----------------
神 学 部 0798-54-6200 経 済 学 部 0798-54-6204
文 学 部 0798-54-6201 商 学 部 0798-54-6205
社会学部 0798-54-6202 人間福祉学部 0798-54-6844
法 学 部 0798-54-6203 国 際 学 部 0798-54-6072

〈神戸三田キャンパス〉
〒669-1330 兵庫県三田市学園上ケ原⚑番

------------------- 各学部問合せ先 -------------------
総合政策学部 生命環境学部 ＜⚕学部共通＞
理 学 部 建 築 学 部 079-565-7601
工 学 部

〈西宮聖和キャンパス〉

〒662-0827 兵庫県西宮市岡田山7-54

教育学部 0798-54-6503


