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 大　学

　　

サマーキャンパス

7/25
土

グリーンキャンパス サマーキャンパス

8/22
土

高槻キャンパス（総合情報学部）

高槻ミューズキャンパス（社会安全学部）

6/21
日

千里山キャンパス
（全13学部）

堺キャンパス
（人間健康学部）

グリーンキャンパス

6/14
日

サマーキャンパス

8/1・2      

土   日
※8/1・2 留学生対象の学部留学生入試説明会を実施予定

※オープンキャンパスのプログラムは実施の約2週間前に入学試験情報総合サイトに掲載します。

今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、選考方法等を変更する場合があります。
［大学入学試験志願者］
　関西大学入学試験情報総合サイト「Kan-Dai Web」（www.kansai-u.ac.jp/nyusi/）の「最新情報」も
　あわせて必ずご確認ください。

［大学院入学試験志願者］
　関西大学大学院入試情報サイト（www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/）の「最新情報」もあわせて必ず
　ご確認ください。

※実施日程及び形式は5月時点の予定であり、変更の可能性があります。

 大　学

　　

チャレンジキャンパス

10/3
土

 大学院

 ※進学説明会のプログラムは実施の約1カ月前に大学院入試情報サイトに掲載します。

千里山キャンパス

大学院合同進学説明会

6/20
土

11/21
土

11/14
土

大学院合同進学説明会
（要予約）

関西大学東京センター

 関西大学に来て、

 見て、体験 ！

大学・大学院、

入試のことが

よくわかる！
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大 学 現実の課題に向き合い、
「考動」を社会に還元する全13学部。

■法学政治学科

法学部
■人間健康学科
スポーツと健康コース／福祉と健康コース

人間健康学部

■総合情報学科

総合情報学部

■安全マネジメント学科

社会安全学部

■数学科　■物理・応用物理学科 基礎・計算物理コース／応用物理コース

■機械工学科 
■電気電子情報工学科 電気電子工学コース／情報通信工学コース／応用情報工学コース

システム理工学部

■建築学科　
■都市システム工学科 都市インフラ設計コース／社会システム計画コース

■エネルギー・環境工学科 エネルギー工学コース／環境化学コース

環境都市工学部

■化学・物質工学科 マテリアル科学コース／応用化学コース／バイオ分子化学コース

■生命・生物工学科 生命科学コース／生物工学コース

化学生命工学部

■総合人文学科
英米文学英語学専修／英米文化専修／国語国文学専修／哲学倫理学専修／比較宗教学専修／
芸術学美術史専修／ヨーロッパ文化専修／日本史・文化遺産学専修／世界史専修／
地理学・地域環境学専修／教育文化専修／初等教育学専修／心理学専修／映像文化専修／
文化共生学専修／アジア文化専修

文学部

■

経済学部

■商学科 
流通専修／ファイナンス専修／国際ビジネス専修／マネジメント専修／会計専修

商学部

■社会学科
社会学専攻／心理学専攻／メディア専攻／社会システムデザイン専攻

社会学部

■政策学科 ※2021年度入学生から「政治経済専修」「地域経営専修」の2専修に変更します。

※2021年度入学生から国際アジア法政策学科は「国際アジア学科」
　に名称変更します。

政治経済専修／地域経営専修

■国際アジア学科

政策創造学部

■外国語学科

外国語学部
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大学院 最新の教育環境・研究体制で学べる
13研究科・2専門職大学院。
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［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　法学・政治学専攻

法学部法学研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　文化交渉学専攻

法学部東アジア文化研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　ガバナンス専攻

法学部ガバナンス研究科

［博士課程前期課程］心理学専攻／心理臨床学専攻
［博士課程後期課程］心理学専攻

法学部心理学研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　防災・減災専攻

法学部社会安全研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　人間健康専攻

法学部人間健康研究科

法科大学院（法務研究科法曹養成専攻）
法学未修者（3年修了）コース／法学既修者（2年修了）コース

法学部会計専門職大学院（会計研究科会計人養成専攻）

［博士課程前期課程］
総合人文学専攻　 英米文学英語学専修／英米文化専修／国文学専修／哲学専修／芸術学美術史専修／
　　　　　　　　日本史学専修／世界史学専修／ドイツ文学専修／フランス文学専修／地理学専修／
　　　　　　　　教育学専修／文化共生学専修／映像文化専修

［博士課程後期課程］
総合人文学専攻　 英米文学英語学専修／国文学専修／哲学専修／史学専修／ドイツ文学専修／
　　　　　　　　フランス文学専修／地理学専修／教育学専修

法学部文学研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　経済学専攻

法学部経済学研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　商学専攻

法学部商学研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］
社会学専攻／社会システムデザイン専攻／マス･コミュニケーション学専攻

法学部社会学研究科

［博士課程前期課程］社会情報学専攻／知識情報学専攻　［博士課程後期課程］総合情報学専攻

法学部総合情報学研究科

［博士課程前期課程］
システム理工学専攻　数学分野／物理・応用物理学分野／機械工学分野／電気電子情報工学分野
環境都市工学専攻　　建築学分野／都市システム工学分野／エネルギー・環境工学分野
化学生命工学専攻　　化学・物質工学分野／生命・生物工学分野

［博士課程後期課程］
総合理工学専攻 　　　 数学分野／物理･応用物理学分野／機械工学分野／電気電子情報工学分野／建築学分野／
　　　　　　　　　　 都市システム工学分野／エネルギー・環境工学分野／化学･物質工学分野／生命･生物工学分野

法学部理工学研究科

［博士課程前期課程］［博士課程後期課程］　外国語教育学専攻

法学部外国語教育学研究科
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法と政治を学ぶことで、社会の諸問題に対して自らの意見を構築する能力を身につ
けます。異なる価値を受け入れ、論理的な分析や民主的な調整をしながら問題解決を
果たすことのできる人材を育成します。

１6専修を設置し、幅広い教養と奥深い専門知識をもって社会をリードする人材の育成を
目標に、思想・心理、歴史・地理、文学・言語、さらにはそれらを横断する学際的な教育を展
開しています。

経済活動の分析・考察を通して、国内外を問わず現代社会で起きているできごとを読
み解く力を養います。経済学を通して、社会の幅広い分野で活躍できる高い基礎力
をもった人材を養成します。

グローバル化するビジネスの世界で必要不可欠である英語と会計の実践力を備え、
さまざまな経験から物事を柔軟にとらえられる「品格ある柔軟なビジネスリーダー」の
育成を目標としています。商学の基礎知識を習得したうえで、実践的な学びを通じて
問題解決能力を身につけていきます。

経済学科
経済政策コース／歴史・思想コース／産業・企業経済コース／国際経済コース

理論と実証を通じて、社会を考察し、専門性と総合力をバランスよく身に付けることを
目標としています。学生の研究活動を促進する多彩な講義科目や実証的な実験・実習
科目、演習科目が設置され、各自の関心に応じたテーマを研究します。

国際関係、法律、政治、経済、経営、社会学などの社会科学諸分野を中心に幅広く学
びます。横断的かつ段階的な学びを通して社会における公的な問題を発見し、グロー
バルな視野から解決策を考案・実行できる人材を育成します。

外国語を通して国際社会に貢献できる人材の養成を目標として掲げています。主専攻言語
は、英語もしくは中国語とし、徹底した少人数教育や独自の海外留学プログラムにより外国
語運用能力だけでなく、異文化への理解と多文化共生力、問題解決力などを備えた「外国語
のプロフェッショナル」を育成します。

「人間にとって真に必要な健康のあり方」という新たな観点から、「こころ」と「から
だ」と「くらし」を総合的にとらえ、人間の幸福を実現するための健康に関わる諸問題
の解決手法を探究します。また、地域社会との連携による実践教育を重視します。

高度情報化社会で必要とされる多面的視野を育むため、「情報」という視点からさま
ざまな領域を総合的に探究します。文系・理系の枠組みにとらわれず自在に学び、情
報を活用するうえで必要な実践的技術を身につけます。

安全・安心な社会の創造に寄与するための実践的な学びを通じて、防災・減災対策や
事故防止、危機管理のための政策立案能力と実行力を兼ね備えた、社会貢献型人材
を育成します。

自動運転の車が高速道路を走行するなど、あらゆるものがインターネットにつながる時
代。多彩な視点をもち、今の時代に求められるシステムの構築に貢献できる研究者・
技術者を育成します。実験と講義の有機的な連携により、豊かな想像力や論理的思考
力、コミュニケーション能力を養います。

地球環境と調和のとれた産業・社会システムを備えた２１世紀の「まちづくり」を進め
るため、環境、都市デザイン、建築、社会基盤、情報、資源、エネルギー、環境化学プ
ロセスをキーワードに、都市が抱える問題を多角的に学び、より快適な未来の都市を
創造・再生できる技術者・研究者を養成します。

「もの」を原子や分子の集合体として見る眼を養い、ナノテクノロジー、バイオテクノ
ロジー、医療などさまざまな先端技術で活躍する物質を創り出す研究者・技術者を育
成。「もの」と「いのち」の共生を図る科学技術で社会の発展に貢献します。

専門職業人養成と研究者養成の双方にまたがるカリキュラムを設置。副専攻「EU-日本学教育研究プロ
グラム」の設置や韓国・嶺南大学校との「DDプログラム」実施など、国際的な学術交流を推進していま
す。大学院在学中には論文の学会誌への掲載や学会発表などの業績が求められるため、専門分野のほ
かに他専修の講義により知識を広めることが必要です。本研究科では人文学全般にわたる多様な専修
を設置し、学修・研究をきめ細かに支援します。

高度な経済学の専門知識をもつ人材を養成する「プロジェクトコース」と、研究者を養成する
「アカデミックコース」を設置。社会人や留学生を含む多様な学生のニーズに応えるため、エコノミスト系、
パブリックポリシー系、地域・国際系、歴史・社会系、企業・ファイナンス系の5つの系に広がる
カリキュラムを設け、大学院生一人一人にきめ細かい指導を行っています。また、講義・演習の開講時間帯
を夜間などにも拡大し、さまざまな入学希望者を受け入れる環境を整えています。近年は、大学院生の
キャリアサポートも重視しています。

研究者養成を目的とする「研究者養成・後期課程進学コース」と、経済社会で活躍する高度専門職業人
を養成する「高度専門職養成コース」を設置。「研究者養成・後期課程進学コース」は演習を中心に
分析フレームや研究方法を習得できるカリキュラムを用意。「高度専門職養成コース」は経験豊富な
実務家による講義を多数開設し、現代社会が求める鋭い現実感覚、柔軟な思考力、高度な専門意識な
どを兼ねそなえた高度専門職業人の育成に役立つカリキュラムを用意しています。本研究科は、理論
的知識と実践的感覚を高め、考察力・分析力・表現力の向上を図り、これからの社会が求める研究者と
高度な専門職業人を養成することをめざしています。また、データサイエンティストの育成を目的とした
DSプログラムや、2021年度からはグローバル・リテイリングに関する理論と実践を専門的に学ぶ
グローバル・リテイリング・プログラムを導入予定です。

研究者養成を目的とする「法政研究コース」、高度専門職業人の養成をめざす「企業法務コース」
「公共政策コース」、特別プログラム※により入学した留学生に対して英語で指導を行う「国際協働コース」
の4つのコースを設置し、柔軟で発展的な履修が可能なカリキュラムを用意しています。幅広い分野で活躍
する教員が、学生一人一人の関心や志望に沿って丁寧に指導します。法学部からの進学者のみならず、
社会人や外国人留学生など多彩なバックグラウンドをもつ学生が在籍し、互いに競い高め合いながら研究
を行える環境です。　　※独立行政法人 国際協力機構（JICA）や国費の留学生として来日する留学プログラム

高度な創造的能力と自立的活動力を備えた専門家の育成を目的に、理論と実践の両側面を視野に入れ
た科目を開講しています。研究科修了後の進路は、大学・研究所の研究職、学校教員や国家・地方公務
員も多く、近年では民間企業への就職者も増加しています。博士課程前期・後期課程ともに、積極的に
留学生や社会人を受け入れ、多様で国際的にもレベルの高い専門研究をめざしています。

前期課程は高度な専門知識を有する職業人“情報スペシャリスト”の養成を目的とし、「社会情報学専攻」と
「知識情報学専攻」の２専攻を設置しています。社会人の方も働きながら学べるように「昼夜開講制」を採用
し、学修の便宜を図っています。また、後期課程は急激に拡大発展しつつある情報分野における未踏の領域
に挑戦する人材“情報パイオニア”の養成を目的とし、文理総合の「総合情報学専攻」を設置しています。

前期課程は3専攻とそれらに属する各分野で構成され、21世紀の科学技術社会の発展を担う高等技
術者を養成します。幅広い知識と論理的思考力をもち、各領域での科学技術上の課題を発見し、科学的
論理に基づいてそれを解決する能力を養います。英語基準コースや欧州の大学との「DDプログラム」
の実施など、国際性を高める教育に取り組んでいます。後期課程は「総合理工学」の1専攻とし、分野を
超えて複数教員の指導を受けることができます。

文部科学省大型プロジェクト「グローバルCOEプログラム」による「文化交渉学教育研究拠点」を基盤
として、2011年度に開設されました。文化交渉学専攻のもとに「東アジアの言語と表象」「東アジアの
思想と構造」「東アジアの歴史と動態」の3領域を設置して文化交流・交渉の多彩な姿を考察し、東アジ
ア文化の国際的研究ハブになることをめざしています。また、韓国・嶺南大学校との「DDプログラム」
実施など、国際的な学術交流を推進するとともに、私立大学研究ブランディング事業とも連携して特色
ある教育研究を行っています。

問題を発見してその解決策としての政策をデザインし、実現する能力をもつ“高度公共人材”を養成。法
学・政治学・行政学・経済学・経営学などを柱とし、各分野間の連携を図った教育・研究を行います。地域環
境とアジア社会経済の発展、地域活性化政策などの問題を取り上げ、学際的かつ多面的に学修し、より
実践的な政策課題に取り組みます。

心理学専攻では、「認知・生理」「社会・産業」「発達・教育」「健康・人格」「計量・方法」の5領域を基にした
包括的な教育を行うことで、研究能力の育成に力を入れ、各現場の諸問題の解決に貢献できる人材の
育成をめざしています。心理臨床学専攻では、公認心理師として活躍できる人材の育成をめざすととも
に、実務技能だけでなく、科学的根拠に基づいた実務の展開、臨床心理学やその周辺領域の研究・開発
のためのリサーチスキルの修得にも配慮した養成課程を開設しています。

安全で安心な社会を実現するためには、人文、社会、自然科学を統合した学際的な社会安全研究領域を
新たに確立する必要があります。本研究科では「安全の学知」の集積・体系化に取り組みつつ、防災・
減災対策や事故防災、危機管理について複眼的・総合的なアプローチで探求し、理論や政策を創造する
能力を育成します。2019年度からは英語による博士後期課程、PDM（Ph.D. of Disaster Management 
Program）もスタートしています。

ヘルスプロモーションとスポーツプロモーションの2つの観点から健康で幸せなくらしについて考えてい
きます。高度専門職としての健康運動指導者や体育・スポーツの指導者、および学際的・実践的な視野
をもって人間の健康（health）と健幸（well-being）を推進する研究者を養成します。

豊かな人間性をそなえ、現代社会の諸課題解決に挑む法曹の養成をめざして2004年4月に開設。
理論と実務とのバランスをとる専門性と、優れた人権感覚をもつ人間性、また日々発生する問題に
適切に対応する創造性を兼ねそなえ、世界を視野に入れて活躍できる法曹を育み、これからの法化
社会をリードします。

世界レベルでの会計制度や監査制度へと見直しが進むなか、日本の公認会計士にも国際水準での
活躍が求められています。本学会計専門職大学院では、“世界レベルで通用する、理論と実務に習
熟した会計人”の養成を第一の目的とします。

外国語のプロフェッショナルと外国語教育学の専門家の養成に特化した研究科です。前期課程では、
外国語教育学を体系的・包括的に学び、実践に生かす「外国語教育学領域」、異文化コミュニケーション
を学際的アプローチで考究する「異文化コミュニケ－ション学領域」、通訳翻訳理論を踏まえた実践と
教育を追究する「通訳翻訳学領域」の領域を設置。後期課程では、外国語教育学の本格的な研究者
養成にも注力します。また韓国・嶺南大学校やイギリス・アストン大学との「DDプログラム」実施など、国
際的な学術交流を推進しています。　

www.kansai-u.ac.jp/global/
academics/fc_list.html



2020年度春学期入学（４月入学） 外国人留学生入学試験

入試日程および選考方法に変更が生じています。
右側のQRコードより最新情報をご確認ください。
※上記の入試日程（赤文字）は変更済みのものです。

入学試験要項

2021年度春学期入学（４月入学） 外国人学部留学生入学試験大 学

■出願資格（９月募集・１１月募集共通）　下記の（１）～（４）のすべての条件を満たす者

（１）外国籍を有する者。
（２）外国において通常の課程による１２年の学校教育を修了した者もしくは修了見込みの者

（飛び級等により12年目の課程を12年未満で修了した者を含む）。
※その他、上述の学校教育課程を修了した者または修了見込みの者として出願が認められる場合があります。

詳しくは、「入学試験要項」3ページの出願資格を確認してください。
（３）日本留学試験のうち、各学部が指定するいずれかの試験において各学部が指定する科目を受験している者。

【９月募集】
〈法学部〉◆2020年度第１回（６月実施）
〈文・社会・総合情報学部〉◆2019年度第２回（１１月実施） ◆2020年度第１回（６月実施）
〈経済学部〉◆2018年度第２回（１１月実施） ◆2019年度第１回（６月実施）

◆2019年度第２回（１１月実施） ◆2020年度第１回（６月実施）
【１１月募集】
◆2020年度第１回（６月実施） ◆2020年度第２回（１１月実施）

（４）各学部が指定する外国語検定試験のスコアまたはグレードを提出できる者。〈文・経済・商・社会・人間健康学部のみ〉
※過去２年以内に取得したものが対象となります。TOEFL ITP®テストおよびTOEIC® L&R IPテストは対象となりません。
　また、TOEFL iBT®は、Test Dateスコア（各テスト日の試験結果）のみを利用します（「MyBestTM scores」は利用しません）。 

■入学検定料　　35,000円

総合情報学部では６月募集（秋学期入学）も実施しています。
外国語学部は外国人学部留学生入学試験を実施しません。
詳細は関西大学入学試験情報総合サイト「Kan-Dai web」の「入試情報」（多様な入試）ページの入試要項でご確認ください。

■出願までのSTEP

■2020年度外国人学部留学生入学試験結果
（９月募集）

■2020年度外国人学部留学生入学試験結果
（１１月募集）

4 5

（単位：人） （単位：人）

学部

法学部
文学部

経済学部
社会学部

総合情報学部
合計

志願者数 合格者数

50 6
35 7
62 25
62 15
39 5
248 58

■入試日程

■募集学部・学科（専攻）・選考方法・試験場

学部

文学部

経済学部

商学部

政策創造学部

人間健康学部

社会安全学部

システム理工学部

環境都市工学部

化学生命工学部

合計

58

志願者数

51

65

141

80

18

12

93

79

597

合格者数

7

21

26

11

6

5

24

22

30

152

出願方法や出願書類の確認・準備

受験のための査証（ビザ）申請（海外在住者のみ）

入学試験の方法の確認・準備

データ登録・入学検定料納入・書類送付

募集月
学部 学科（専攻）

９月 11月
日本留学試験 英語検定試験

（いずれかを提出） 本学独自試験 試験場

募集時期 出願期間（データ登録・入学検定料納入・書類送付〈必着〉） 選考日 合格者発表日

法学部 法学政治学科 ○ ー ①日本語※2

②総合科目

①日本語※2

②総合科目

①日本語※2

②総合科目

①日本語※2

②総合科目

Cambridge English、
実用英語技能検定、

国際連合公用語英語検定試験、
IELTS（アカデミック・
モジュールに限る）、

TOEFL iBT®、TOEIC®L&R

TOEFL iBT®または
TOEIC®L&R 千里山キャンパス

面接

面接

面接

面接

小論文（100点）・
面接

9月： 面接
11月： －

堺キャンパス

高槻キャンパス

TOEFL iBT®または
TOEIC®L&R

TOEFL iBT®または
TOEIC®L&R

IELTS 3.5以上（アカデミック・
モジュールに限る）、

TOEFL iBT®37点以上、
TOEIC®L&R 420点以上

①日本語※2

②総合科目・数学（コース1）・
　理科（物理・化学・生物から
　2科目選択）から1科目選択

①日本語※2

②総合科目・数学（コース1または2）・
　理科（物理・化学・生物から
　2科目選択）から1科目選択

①日本語※2

②数学（コース2）
③総合科目または理科（物理・化学・
　生物から2科目選択）

①日本語※2

②数学（コース2）
③理科（物理・化学）

①日本語※2

②数学（コース2）
③理科（物理・化学）

①日本語※2

②数学（コース2）
③理科（物理・化学）

①日本語※2

②数学（コース2）
③理科（物理・化学・生物から
　2科目選択）

9月：   ①日本語※2

11月： ①日本語※2

        ②総合科目

文学部 総合人文学科 ○ ○

①日本語※2

社会学部※1

政策創造学部

人間健康学部

総合情報学部

社会安全学部

システム理工学部

環境都市工学部

化学生命工学部

経済学部

商学部

経済学科

商学科

社会学科
（社会学専攻、心理学

専攻、メディア専攻、
社会システムデザイン

専攻）

政策学科、
国際アジア学科

人間健康学科

総合情報学科

安全マネジメント学科

数学科、
物理・応用物理学科、

機械工学科、
電気電子情報工学科

建築学科、
都市システム工学科、

エネルギー・環境工学科

化学・物質工学科

生命・生物工学科

○ ○

ー ○

○ －

－ ○

－ ○

○ －

－ ○

－ ○

－ ○

－ ○

－ － －

－ － －

－

－ －

－

－ －

－ －

－ －

※1 社会学部への出願に際しては、志望専攻を第4志望まで届け出ることができます。
※2 日本留学試験の「日本語」は記述問題を含みます。

９月 2020/10/19（月）～2020/10/23（金） 2020/11/22（日） 2020/11/27（金）

11月 2020/11/25（水）～2020/12/2（水） 2021/1/10（日）

※総合情報学部は11/21（土）

2021/1/15（金）

関西大学に
問い合わせ

出願資格ありと
確認できた場合

募集要項で出願資格・出願期間を確認

出願資格の有無が不明 出願資格あり
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入試日程および選考方法に変更が生じています。
右側のQRコードより最新情報をご確認ください。
※下記の入試日程（赤文字）は変更済みのもの

です。

入学試験要項

■出願資格　下記の（１）～（４）のすべての条件を満たす者

詳細は関西大学入学試験情報総合サイト「Kan-Dai web」の「入試情報」（多様な入試）ページの入試要項でご確認ください。

2021年度春学期入学（4月入学） 外国人留学生編･転入学試験大 学

１年次（2020年度） ２年次（2021年度） ３年次（2022年度） ４年次（2023年度以降）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー 260,000 ー ー ー
授　業　料 465,000 465,000 930,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000 7,000 7,000 

校友会 基本会費 10,000 ー 10,000 20,000 ー ー
合　　計 752,000 465,000 1,217,000 1,087,000 1,067,000 1,067,000 

法・文（初等教育学専修・心理学専修以外）・経済・商・社会学部  

種別 区分
　年次（年度）

１年次（2020年度） ２年次（2021年度） ３年次（2022年度） ４年次（2023年度以降）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー 260,000 ー ー ー
授　業　料 465,000 465,000 930,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000 7,000 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 10,000 20,000 ー ー
合　　計 752,000 465,000 1,217,000 1,167,000 1,147,000 1,147,000

文学部　初等教育学専修  

種別 区分
　年次（年度）

１年次（2020年度） ２年次（2021年度） ３年次（2022年度） ４年次（2023年度以降）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー 260,000 ー ー ー
授　業　料 465,000 465,000 930,000 1,060,000 1,070,000 1,070,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000 7,000 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 10,000 20,000 ー ー
合　　計 752,000 465,000 1,217,000 1,087,000 1,077,000 1,077,000

文学部　心理学専修  

種別 区分
　年次（年度）

１年次（2020年度） ２年次（2021年度） ３年次（2022年度） ４年次（2023年度以降）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー 260,000 ー ー ー
授　業　料 475,000 475,000 950,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000 7,000 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 10,000 20,000 ー ー
合　　計 762,000 475,000 1,237,000 1,107,000 1,087,000 1,087,000

政策創造学部  

種別 区分
　年次（年度）

１年次（2020年度） ２年次（2021年度） ３年次（2022年度） ４年次（2023年度以降）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー 260,000 ー ー ー
授　業　料 651,000 651,000 1,302,000 1,432,000 1,432,000 1,432,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000 7,000 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 10,000 20,000 ー ー
合　　計 938,000 651,000 1,589,000 1,459,000 1,439,000 1,439,000

総合情報・社会安全学部  

種別 区分
　年次（年度）

１年次（2020年度） ２年次（2021年度） ３年次（2022年度） ４年次（2023年度以降）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー 260,000 ー ー ー
授　業　料 485,000 485,000 970,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000 7,000 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 10,000 20,000 ー ー
合　　計 772,000 485,000 1,257,000 1,127,000 1,107,000 1,107,000

人間健康学部

種別 区分
　年次（年度）

１年次（2020年度） ２年次（2021年度） ３年次（2022年度） ４年次（2023年度以降）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー 260,000 ー ー ー
授　業　料 746,500 746,500 1,493,000 1,624,000 1,624,000 ※※1,624,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000 7,000 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 10,000 20,000 ー ー
合　　計 1,033,500 746,500 1,780,000 1,651,000 1,631,000 1,631,000

システム理工・環境都市工・化学生命工学部    （単位：円）

種別 区分
　年次（年度）

学費・諸費大学

7

（１）外国籍を有する者で、外国において高等学校までの12年の学校教育を修了した者。
（２）下記のいずれかの条件を満たす者。

・ 外国において通常の課程による14年の学校教育を修了した者（2021年3月末日までに修了見込の者を含む）。
・ 日本の４年制大学に2021年3月までに２年以上在学（休学期間を除く）し、当該学部・学科において卒業に必要な単位のうち60単位

以上を修得している者（修得見込者を含む）。
・ 日本の４年制大学、短期大学、高等専門学校卒業者（2021年3月卒業見込者を含む）。
・ 日本の専修学校の専門課程を修了した者（2021年3月修了見込者を含む）。
・ その他、上記と同等以上の学力があると教授会の議を経て学長が認めた者。

（３）日本留学試験の「日本語（記述問題を含む）」を受験している者、または日本語能力試験 「Ｎ１」を取得している者。
※日本留学試験は◆2019年度第２回（１１月実施）または◆2020年度第１回（６月実施）の成績を対象とします。

（４）各学部が指定する外国語検定試験のスコアまたはグレードを提出できる者。
※TOEFL ITP®テストおよびTOEIC® L&R IPテストは対象になりません。文学部は過去２年以内に取得したものが対象となります。外国語学部は各検定試験の有効期限内のものが対象となります。
　また、TOEFL iBT®は、Test Dateスコア（各テスト日の試験結果）のみを利用します（「MyBestTM scores」は利用しません）。     

（注）・諸費は委託により徴収していますが、改定されることがあります。
・関西大学留学生別科を修了した者が学部に進学する場合または本学留学生別科に在学する学生が修了を待たずに引き続き学部へ進学する場合は、入学金（入学登録金）を半額とします。

※※システム理工・環境都市工・化学生命工学部において、修業年限（8学期）を超えて在学するときは、1学期あたりの学費は762,000円(年間1,524,000円)とします。これに加えて、別途、諸費が必要となります。

※文学部は初等教育学専修の募集を行いません。

■出願までのSTEP

本学独自試験 選考日・試験場英語検定試験編転入年次 日本語能力に関する検定試験学部 学科

文学部

政策創造学部

外国語学部

3年次
（心理学専修のみ2年次）

Cambridge English、
実用英語技能検定、

国際連合公用語英語検定試験、
IELTS（アカデミック・モジュールに限る）、

TOEFL iBT®、TOEIC®L&R

筆記試験
（専門科目または専門論文）、

面接

2020/11/8（日）
千里山キャンパス総合人文学科

日本留学試験
「日本語（記述問題を含む）」

または
日本語能力試験「N1」

専門論文 2020/11/7（土）
千里山キャンパス3年次政策学科、

国際アジア法政策学科

小論文（日本語によるもの）、
面接：

【日本語主専攻】
日本語のみで実施

2020/11/8（日）
千里山キャンパス

3年次
（日本語主専攻のみ）外国語学科

ー

ー

出願期間（データ登録・入学検定料納入・書類送付〈必着〉）

2020/9/17（木）～2020/9/25（金）

合格者発表日

2020/11/13（金）

■入学検定料　　35,000円

志願者数

0
0
6
6

学部

文学部
政策創造学部
外国語学部
合　　計

合格者数

0
0
3
3

出願方法や出願書類の確認・準備

受験のための査証（ビザ）申請（海外在住者のみ）

入学試験の方法の確認・準備

データ登録・入学検定料納入・書類送付

関西大学に
問い合わせ

出願資格ありと
確認できた場合

募集要項で出願資格・出願期間を確認

出願資格の有無が不明 出願資格あり

■募集学部・学科・選考方法・試験場

■入試日程

■2020年度外国人留学生編・転入学試験結果 ）人 ： 位単（

2021年度入学生の学費･諸費は未定ですので、参考までに2020年度現行のものを掲載しています。外国人学部留学生入学試験

入学金(入学登録金)については現在未定のため、参考までに2020年度現行のものを掲載しています。外国人留学生編・転入学試験

（単位：円）

２年次（2021年度） ４年次（2023年度以降）３年次（2022年度）
入学初学期 秋学期 年　間 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー ー ー
授　業　料 530,000 530,000 1,070,000 1,070,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー ー ー
会　費 7,000 ー 7,000 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 20,000 ー
合　　計 817,000 530,000 1,097,000 1,077,000

文学部2年次編・転入学  

種別 区分
　年次（年度）

３年次（2021年度） ４年次（2022年度以降）
編･転入学時 秋学期 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー ー
授　業　料 530,000 530,000 1,060,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー ー
会　費 7,000 ー 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 20,000
合　　計 817,000 530,000 1,087,000

政策創造学部3年次編・転入学  （単位：円）

種別 区分
　年次（年度） ３年次（2021年度） ４年次（2022年度以降）

入学初学期 秋学期 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー ー
授　業　料 673,500 673,500 1,347,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー ー
会　費 7,000 ー 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 20,000
合　　計 960,500 673,500 1,374,000

外国語学部3年次編・転入学 （単位：円）

種別 区分
　年次（年度）

３年次（2021年度） ４年次（2022年度以降）
編･転入学時 秋学期 年　間

学費 入　学　金 260,000 ー ー
授　業　料 510,000 510,000 1,020,000

諸費
教　育
後援会

入会金 10,000 ー ー
会　費 7,000 ー 7,000

校友会 基本会費 10,000 ー 20,000
合　　計 797,000 510,000 1,047,000

文学部3年次編・転入学  （単位：円）

種別 区分
　年次（年度）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）



春  秋  2020年度 春学期入学 ・ 秋学期入学 外国人留学生入学試験

2020年度 4月受入れ・9月受入れ 外国人研究生制度

入学時期

2021年度
秋学期入学

2021年度
春学期入学

募集月

7月募集

10月募集

12月募集

2月募集

7月募集

Webエントリー・ 
入学検定料納入期間

2020/5/15（金）～2020/5/29（金）

2020/8/20（木）～2020/9/3（木）

2020/10/22（木）～2020/11/5（木）

2021/5/20（木）～2021/6/3（木）

2020/12/17（木）～2021/1/7（木）

2020/5/22（金）～2020/5/29（金）

出願書類提出期間 試験日

2020/7/4（土）
総合情報学・社会安全・人間健康研究科

2020/10/10（土）
その他の研究科
2020/10/11（日）
2020/12/6（日）
2021/2/20（土）

2021/7/11（日）

合格者発表日

2020/7/10（金）

2020/10/16（金）

2020/12/11（金）

2021/2/26（金）

2021/7/16（金）

受入れ時期

2021年度
4月受入れ

2021年度
9月受入れ

10月募集

12月募集

2月募集

7月募集

募集月 実施研究科

全研究科

全研究科

全研究科

外国語教育学
研究科

選考方法

書類審査
・

口頭試問

博士課程前期課程・後期課程 

※1 上記出願資格のうち、博士課程前期課程の（1）・（3）・（5）および博士課
程後期課程の（1）・（4）・（5）で出願する者のみ。

※2 システム理工学専攻 物理・応用物理学分野、機械工学分野、電気電子
情報工学分野および環境都市工学専攻 建築学分野、都市システム工
学分野の志願者のみ。詳細は学生募集要項でご確認ください。

2021年度 4月受入れ・9月受入れ 外国人研究生選考大学院

研究テーマをもち、特定の研究科で指導を受け、本学大学院への進学を希望する外国人を対
象とした制度です。「外国人研究生」は正規の大学院生ではありませんが、研究科が指定した
科目を履修し、当該科目の試験に合格した場合、関西大学大学院に入学後、一定の単位数ま
で入学前既修得単位として認定される場合があります。なお、在留資格「留学」のために必要
な受講科目数は11ページの「外国人研究生 研究料」をご確認ください。

■外国人研究生制度

■出願資格
上段の 博士課程前期課程 の出願資格に準ずる。
あわせて、指導を受けることを希望する教員の承諾を得ており、研究科で定める日本語能
力を有する者。

注 外国語教育学研究科は、志望指導教員の承諾がある者に限り、日本語能力のレベルを免除します。
　 また、研究科によっては、外国人留学生入学試験と併願する場合に限り、博士課程前期課程の入学試験で求める
　 日本留学試験の点数をもって出願資格と認めます。詳細は募集要項を確認してください。

TOEIC®テストまたはTOEFL®テストのスコア提出

研究科 レベル・スコア

 社会学研究科（M） 日本語能力試験「N1」または日本留学試験「日本語(記述含む)240点以上」
文学研究科（M・D） 日本語能力試験「N2以上」または日本留学試験「日本語(記述含む)240点以上」

日本語能力試験「N1」または日本留学試験「日本語(記述含む)270点以上」

 理工学研究科（M）※2

法学研究科（M）
総合情報学研究科（M・D）※1

心理学研究科（M・D）
社会安全研究科（M・D）
人間健康研究科（M）

注 Mは博士課程前期課程、Dは博士課程後期課程を指す。

［語学能力に関する条件を出願資格に定めている研究科］
Webエントリー/入学検定料納入/出願書類の提出

出願方法や出願書類の確認・準備

受験のための査証（ビザ）申請

入学試験方法の確認・準備

募集要項で出願資格・出願期間を確認

研究テーマ・研究計画を整理

出願資格の有無が不明

志望研究科・教員を調べる

出願資格あり

■出願までのSTEP

P10

個別の
入学資格
審査

関西
大学に
問合せ

入学
資格
審査が
必要な
場合

締切日
までに
申請

出願
資格を
認定

P10

■出願までのSTEP

P10

P10

研究テーマ・
研究計画を整理

個別の
入学資格
審査

関西
大学に
問合せ

入学資格
審査が
必要な
場合

締切日
までに
申請

出願
資格を
認定

志望指導教員の
承諾を得る

募集要項で出願資格・出願期間を確認

教員を探し、連絡する

出願資格の有無が不明 出願資格あり

Webエントリー/出願書類の提出/選考料納入

志望理由書に志望指導教員の署名をもらう

出願方法や出願書類の確認・準備

受験のための査証（ビザ）申請

選考方法の確認・準備

研究科 レベル・スコア

■出願資格
［博士課程前期課程］

次の（1）～（5）のいずれかの条件を満たす者（本研究科入学までに、（1）～（4）のいずれかの条件を満たす
見込みの者を含む）

（1）外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者（注1）

（2）日本において外国人留学生として大学を卒業した者
（3）外国の大学その他の外国の学校（注2）において、修業年限が3年以上である課程を修了することにより学士の

学位に相当する学位を授与された者（平成28年文部科学省令第19号）
（4）日本において外国人留学生として専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
（5）本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。ただし、日

本において通常の課程による学校教育を受けたと認定した外国人を除く。
注1 以下の学校に在籍した者は、その期間が通算４年以内である場合に限り、出願資格（1）と同様とみなす。

・日本の学校教育法に基づく小学校・中学校・高等学校等　・日本にある外国人学校
・文部科学大臣が認定又は指定した在外教育施設

注2 教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの
又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限ります。

［博士課程後期課程］
次の（1）～（5）のいずれかの条件を満たす者（本研究科入学までに、（1）～（3）のいずれかの条件を満たす
見込みの者を含む）

（1）外国の大学院において修士の学位または専門職学位に相当する学位を得た者
（2）日本の大学院において外国人留学生として修士の学位または専門職学位を得た者
（3）国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第一条第二項に

規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、
修士の学位に相当する学位を授与された者

（4）文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）
（5）その他、本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学位を有すると認めた者で、本研究科入学

までに24歳に達する者。ただし、日本において通常の課程による学校教育を受けたと認定した外国人を除く。

法学・経済学・商学・外国語教育学・心理学・
社会安全・東アジア文化・ガバナンス・人間健康研究科

日本語能力試験「N2以上」または
日本留学試験「日本語（記述含む）240点以上」

日本語能力試験「N2以上」

日本語能力試験「N3以上」

文学・社会学研究科

総合情報学・理工学研究科

■入学検定料 35,000円

■入試日程

■選考方法・募集月
募集月（入学時期）

7
月（
春
）

10
月（
春
）

12
月（
春
）

2
月（
春
）

7
月（
秋
）

書類選考、筆記試験および口頭試問の結果を総合して合否を判定します。

筆記試験の内容

博士課程前期課程 博士課程後期課程

● ●

● ● ●

○ ●

● ●

○ ●
● ●

● ● ●

● ● ●
● ●
● ●

● ● ●

● ●
○ ○ ○

法政研究コース：専修科目１科目・選択科目１科目
企業法務コース・公共政策コース：選択科目１科目

専修科目と外国語
（英語・ドイツ語・フランス語・中国語から1カ国語を選択）

外国語（日本語）
※ 地理学専修のみ日本語または英語

専門科目と外国語（英語）        ※プロジェクトコースは専門科目のみ

専門科目と外国語（英語）
※1 システム理工学専攻 物理・応用物理学分野、機械工学分野および環

境都市工学専攻 建築学分野、都市システム工学分野は専門科目のみ
※2 システム理工学専攻 電気電子情報工学分野は筆記試験を行いません。

専門科目（商学・経営学・経済学・会計学・統計学から1科目選択）
と外国語（英語）　　　※ 高度専門職養成コースは専門科目のみ

専門科目　　※ 社会学専攻専門研究コースのみ専門科目と英語
専門科目

外国語（日本語）
専門試験
専門科目

外国語（日本語）

専門科目（日本語または英語で解答）
専門科目

外国語（英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・スペイン語・
朝鮮語から1カ国語を選択）

※ 国文学専修は日本語、地理学専修は日本語または英語

専門科目と外国語（英語）

専門科目と外国語（英語）

専門科目と英語
専門科目と英語

筆記試験は行いません。

外国語（日本語）
専門試験
専門科目
外国語（英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・

スペイン語・朝鮮語・日本語から1カ国語を選択）
専門科目と英語

－

注 ●印は博士課程前期課程および博士課程後期課程を、○印は博士課程前期課程のみを募集します。

※商学・外国語教育学研究科のみ提出必須。

■選考料 14,000円
※外国人留学生入学試験（博士課程前期課程）と併願する場

合は、「外国人研究生選考」の選考料を免除します。

■在学期間 1年間（延長を認めることがあります。）

■選考日程・募集月・実施研究科・選考方法
上段の 博士課程前期課程・後期課程 の入試日程に準ずる。
ただし、2021年度9月受入れ（7月募集）の総合情報学・社会安全・
人間健康研究科は2021年7月10日（土）に実施します。

■外国人留学生と外国人研究生の併願について
「外国人留学生入学試験（博士課程前期課程）」と「外国人研究生選考」は、併願が可
能です。併願する場合、選考時の口頭試問は同時に行います。
なお、「外国人留学生入学試験」と「外国人研究生選考」の出願書類は様式が異なり
ます。両方の募集要項を確認のうえ、間違いのないように出願準備をしてください。

併願する場合の出願書類（例：商学研究科）

9

共
通
書
類

2021年度 外国人留学生入学試験大学院 ・ 春学期入学
（4月入学）

秋学期入学
（9月入学）

研究科

法学研究科

文学研究科

経済学研究科

商学研究科

社会学研究科
総合情報学研究科

理工学研究科

外国語教育学研究科
心理学研究科（心理学専攻）

社会安全研究科

東アジア文化研究科

ガバナンス研究科
人間健康研究科

志願票（博士課程前期課程・外国人研究生の併願）

出身大学等の成績証明書

出身大学等の卒業（見込）証明書

研究科の求める日本語能力証明書の原本

在留カード/パスポートの写し

外国人研究生選考 外国人留学生入学試験

外国人研究生選考 志望理由書（所定用紙） ＜商学研究科＞ 志望理由書（所定用紙）

研究計画書外国人研究生選考 研究計画書（所定用紙）

推薦状※ ―

8

出願資格、出願書類、出願手続、選考方法等の詳細は各研究科の学生募集要項を確認してください。心理学研究科心理臨床学専攻（博士課程前期課程）および
人間健康研究科（博士課程後期課程）は外国人留学生入学試験を実施しません。理工学研究科（博士課程前期課程・後期課程）および社会安全研究科（博士課
程後期課程）には英語で学位取得をめざすプログラムが別にあります。詳細は本大学院入試情報サイトの「English-based Program」をご確認ください。



会計研究科（会計専門職大学院）

2021年度 春学期入学（4月入学） 外国人留学生入学試験大学院
出願資格、出願書類、出願手続、選考方法等の詳細は学生募集要項を確認してください。法務研究科（法科大学院）は外国人留学生入学試験を実施しません。

■入試日程

■出願資格 8ページの出願資格［博士課程前期課程］に準ずる。

［語学能力に関する条件（出願資格（1）・（3）・（5）で出願する者）］
日本語能力試験「N1」または日本留学試験「日本語（記述含む）270点以上」

■入学検定料 35,000円

■選考方法　小論文と面接

外国人留学生入学試験結果

■博士課程前期課程・後期課程 （単位：人）

2019年度秋学期入学 2020年度春学期入学
博士課程前期課程 博士課程後期課程 博士課程前期課程 博士課程後期課程

合格者数
0
1
0
0
2
1
1

1
2

0
4
0
ー
12

合格者数

■専門職学位課程 （単位：人）

2020年度春学期入学
研究科 志願者数 合格者数

会計研究科 10 2

教員情報検索・連絡方法について 個別の入学資格審査について

〔個別の入学資格審査が必要となる場合の一例〕

学生募集要項

本大学院入試情報サイトから
ダウンロードしてください。

学生募集要項

外国人
研究生選考
募集要項

10

学費・諸費大学院 2021年度

注1　関西大学を卒業した者、関西大学大学院を修了した者または本学学部生であって大学院学則第46条第1項第11号に規定する者（飛び級入試合格者）が、大学院へ進学する場合は、入学金〈入学登録金〉を徴収しません。また、大学院会計研究科学
則第26条第11号に規定する者（飛び級入試合格者）が、会計研究科（専門職大学院）へ進学する場合は、入学金〈入学登録金〉を半額とします。

注 2　関西大学留学生別科を修了した者または本学留学生別科に在学する学生が修了を待たずに引き続き学部または大学院へ進学する場合は、入学金〈入学登録金〉を半額とします。
注 3　諸費の校友会基本会費は、入学時に10,000円、次年度に20,000円（秋学期入学者については、入学翌年度の春学期に10,000円、翌春学期に20,000円）の計30,000円を委託により徴収いたします。なお、関西大学を卒業した者、関西大学大学

院を修了した者または本学学部生であって大学院学則第46条第1項第11号に規定する者（飛び級入試合格者）で、すでに納入済の方からは徴収いたしません。

長期履修学生制度として、博士課程前期課程には3年コースを設置している研究科があり、会計専門職大学院には3年コース・4年
コースがあります。長期履修学生制度の授業料は下表とは別に定められています。詳細は各研究科の学生募集要項をご確認ください。

■春学期入学
法学・文学・経済学・商学・社会学・東アジア文化・ガバナンス研究科（前期課程）

（単位：円）

人間健康研究科（前期課程） （単位：円）

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

総合情報学・社会安全研究科（前期課程）

法学・文学・経済学・商学・社会学・東アジア文化・ガバナンス・
外国語教育学・人間健康研究科（後期課程） （単位：円）

（単位：円）

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

理工学研究科（前期課程）

総合情報学・理工学・社会安全研究科（後期課程）

（単位：円）

（単位：円）

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

外国語教育学研究科（前期課程）

心理学研究科（後期課程）

（単位：円）

（単位：円）

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

心理学研究科  心理学専攻（前期課程） （単位：円）

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

[専門職学位課程］
会計研究科（会計専門職大学院） （単位：円）

区分
2021年度 2022年度以降

入学初学期 秋学期 年間

学費
入学金 ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー
合　計

文学・東アジア文化研究科（前期課程）

理工学･社会安全研究科（後期課程）文学・東アジア文化研究科（後期課程）

理工学研究科（前期課程）（単位：円）

（単位：円）

区分
2021年度 2022年度 2023年度以降
入学初学期 春学期 秋学期 1学期につき

学費
入学金 ー ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー ー
合　計

区分
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降
入学初学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 1学期につき

学費
入学金 ー ー ー ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー ー ー ー
合　計

■秋学期入学
（単位：円）

（単位：円）

外国人研究生 2021年度 研究料
【全研究科】
１期（半年）につき240,000円
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入学時期

2021年度
春学期入学

募集月

7月募集
1月募集

Webエントリー・入学検定料納入・出願期間

2020/6/15（月）～2020/6/22（月）
2020/12/23（水）～2021/1/13（水）

2020/7/5（日）
2021/1/24（日）

試験日 合格者発表日

2020/7/10（金）
2021/1/29（金）

研究科

法学研究科
文学研究科

経済学研究科
商学研究科

社会学研究科
総合情報学研究科

理工学研究科
外国語教育学研究科

心理学研究科
社会安全研究科

東アジア文化研究科
ガバナンス研究科
人間健康研究科

合　計

ー
7
ー
ー
ー
ー
1
ー
ー
ー
7
ー
ー
15

志願者数
ー
4
ー
ー
ー
ー
1
ー
ー
ー
3
ー
ー
8

合格者数
ー
2
ー
ー
ー
ー
0
ー
ー
ー
10
ー
ー
12

志願者数
ー
1
ー
ー
ー
ー
0
ー
ー
ー
7
ー
ー
8

合格者数
12
55
74
78
63
10
47
64
8
3
24
2
5

445

志願者数
4
17
20
13
17
9
36
10
2
1
12
2
5

148

合格者数
0
2
0
2
2
1
1
3
1
0
11
0
ー
23

志願者数

申請書類をもとに、これまでの学修歴が日本の大学の教育課
程に相当しているか等について審査します。個別の入学資格
審査申請の締切日は出願期間よりも１カ月ほど早く設定され
ている募集月もあります。まずは、出願を希望する研究科の募
集要項で、出願資格の有無を確認してください。出願資格の有
無を判断できない場合は、速やかに本大学院入試情報サイトの
「個別の入学資格審査」よりお問い合わせください。

・短期大学や3年制大学卒業
・小学校5年制
（大学卒業までが15年）など

関西大学大学院では、研究内容に応じた指導教員の紹介や、教
員への電子メールの転送は行っていません。興味がある分野や
テーマをもとに、研究指導を受けたいと思う教員を探し、教員へ
連絡する場合は（外国人研究生選考は全研究科で、外国人留
学生入学試験では社会学・総合情報学・理工学・心理学(心理学
専攻)・人間健康研究科が出願前に教員への連絡必須）、各自で、
直接、電子メールまたは手紙を送ってください。例えば、本大学
院入試情報サイトに公開しているInformation（デジタルパン
フレット）には各教員の研究テーマ等を掲載しています。また、
本学学術情報システムの教員検索では、所属
別検索・詳細検索・専門分野別検索・キーワー
ド検索が可能です。なお、詳細は本大学院入
試情報サイトの「教員情報検索・連絡方法」
で案内しています。

 130,000 
 364,500 
 10,000 

 504,500 

 364,500 

 364,500 

 729,000 
 20,000 

 749,000 

 130,000 
 384,500  384,500  769,000 
 10,000  20,000 

 524,500  384,500  789,000 

 130,000 
 364,500  364,500  729,000 
 10,000  20,000 

 504,500  364,500  749,000 

130,000 
489,500 489,500 979,000 
10,000 20,000 

629,500 489,500 999,000 

130,000 
569,500 
10,000 

709,500 

569,500 

569,500 

1,139,000 
20,000 

1,159,000 

130,000 
409,500 409,500 819,000 
10,000 20,000 

549,500 409,500 839,000 

 130,000 
 404,500 
 10,000 

 544,500 

 404,500  809,000 
 20,000 

 404,500  829,000 

 130,000 
 374,500  374,500  749,000 
 10,000  20,000 

 514,500  374,500  769,000 

 130,000 
 374,500 
 10,000 

 514,500 

 374,500 

 374,500 

 749,000 
 20,000 

 769,000 

 260,000 
 660,000  660,000  1,350,000 
 10,000  20,000 

 930,000  660,000  1,370,000 

130,000
364,500 364,500 364,500 364,500

10,000 20,000
494,500 374,500 364,500 384,500

区分
2021年度 2022年度 2023年度以降
入学初学期 春学期 秋学期 1学期につき

学費
入学金 ー ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー ー
合　計

130,000
569,500 569,500 569,500 569,500

10,000 20,000
699,500 579,500 569,500 589,500

130,000
364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500

10,000 20,000
494,500 374,500 364,500 384,500 364,500 364,500

区分
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度以降
入学初学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 1学期につき

学費
入学金 ー ー ー ー ー
授業料

諸費 校友会基本会費 ー ー ー ー
合　計

130,000
409,500 409,500 409,500 409,500 409,500 409,500

10,000 20,000
539,500 419,500 409,500 429,500 409,500 409,500

秋学期



留学生サポート Support for International Students 

関西大学には私費外国人留学生のみを対象にしたさまざまな奨学金があり、多数の学生が受給しています。

給付奨学金

■ 学内奨学金

多様なタイプの国際学生寮
6～7人でキッチンやラウンジ等を共有するユニットタイプ、日本人学生のルームメイトと部屋を共有するタイプおよび個室タイプと、多様な宿舎環境を
完備しています。また、主に留学生の寮生活や日常生活をサポートするレジデント・アシスタントも入寮しています。

上記に加えて、関西大学および株式会社関大パンセとの業務提携により株式会社共立メンテナンスが運営する提携国際学生寮も
あります。 
詳しくは国際学生寮ウェブサイト（www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/Dormitory/）をご覧ください。 

南千里国際プラザ留学生寮
（男女共生寮・１人部屋）

（男女共生寮・１人部屋）

※寮費等は、適宜見直します。
※寝具代は、寮雑費に含まれています。

※寮費等は、適宜見直します。
※寝具代は、寮雑費に含まれています。

南千里国際学生寮

学生交流館・秀麗寮
（男子寮・２人部屋）

ドミトリー月が丘
（女子寮・２人部屋）
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●入寮費：15,000円
●寮費：月額31,500円（光熱水費 他　含）
●寝具代：月額1,100円
●食事代（実食分）：朝250円　夕490円
■ 千里山キャンパス隣接

●入寮費：15,000円
●寮費：月額31,500円（光熱水費 他　含）
●寝具代：月額1,100円
●食事代（実食分）：朝250円　夕490円
■ 千里山キャンパスから徒歩１５分

卒業・修了後に日本での就職を希望する留学生は多く、日本の企業もグローバルに活躍できる外国人留学生の採用を希望しています。しかし、日本で就
職を遂げるためには、日本特有の選考方法や採用スケジュールを理解し、就職活動を進める必要があります。
そのために、関西大学ではさまざまなサポートを用意しています。

留学生サポート団体

【KUブリッジ】 【留学生会】

キャリアサポート Career Support
大学全体で、外国人留学生の日本での就職活動を強力にサポートします。

■ 外国人留学生のためのイベント

■ キャリアセンターでの個別相談
キャリアセンターでは、外国人留学生の皆さんの就職活動に
おける不安や悩みを個別に相談できます。

キャリアセンタープログラム

【外国人留学生の主な就職先（2016～2018年度）】

●ＩＤＥＣ株式会社　●エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
●サンゲツ　●シャープ株式会社　●ナブテスコ株式会社　●パナソニック
●プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社　●ミキハウス
●ヤマハ発動機　●ワークスアプリケーションズ　●楽天
●株式会社みずほフィナンシャルグループ　●株式会社船井総合研究所
●株式会社大林組　●株式会社島津製作所　●古河機械金属株式会社
●阪和興業株式会社　●三井物産　●住友ゴム工業株式会社　
●住友電気工業株式会社　●住友電装　●TOYO TIRE
●日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社　●日本発条
●日本毛織株式会社　●日立製作所　●日立物流　●富士ソフト株式会社
●富士通　●堀場製作所　　

学習支援 Learning Support

日本語サポートプログラム
プログラム名 内容 レベル

 

※プログラムおよび実施内容は変更する場合があります。

SUCCESS-Osakaプログラム
（文部科学省委託事業）では、
留学生の日本での就職をサポートしています！
関西大学で学ぶ留学生が、大学卒業・大学院修了後に日本社会で活躍す
る高度外国人人材として定着することを目的として、SUCCESS-Osaka
プログラムがスタートしました。
留学生の就職支援の活動には次のような特徴があります。

・日本で働くために必要な「ビジネス日本語教育」を提供します。
・日本の商習慣・ビジネスマナーの理解、日本の企業・業界研究、日本での

就職活動の理解等を含む「キャリア教育」を行います。
・企業との共同開発による「インターンシップ」の機会を提供します。

このプログラムは、多くの企業・大阪府等の地方自治体・周辺の有力大学
との連携により実施しています。

SUCCESS-Osaka webサイト
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www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/
SUCCESS-Osaka/

日本語チューター・チューティー制度

日本語会話ブラッシュアップセミナー

アカデミック・リテラシー養成講座

日本語アカデミック・ライティング個別相談

日本語アカデミック・ライティング講義
動画配信

KUブリッジは、外国人留学生と日本人の「架け橋」となるべく
国際交流活動をしているピア・コミュニティです。主には国際交
流イベントの企画・運営を行い、外国人留学生が充実した留学
生活を送れるよう同じ学生目線からサポートします。

外国人留学生による外国人留学生のためのコミュニティです。
留学生同士のネットワークを広げ、互いに支え合うきっかけを
作ります。異国の地・日本での留学生活に早く慣れることがで
きるように、さまざまなイベントを実施しています。

チューター（日本人学生）がチューティー（外国人留学生）の学習（主に日本語）や日常
生活に関する助言・協力を行います。

日本社会に順応するために必要な生活場面における日本語会話を実践形式で学びます。

学部における卒業論文や大学院レベルでのレポート作成時に必要となる日本語のア
カデミック・リテラシーを実践形式で学びます。

文章表現、参考文献の探し方および書き方、論文の構成等を配信動画で学びます。

持込論文・レポート等を用い、日本語の文章表現や構成等についてアドバイスを受け
ることができます。

初級～上級

中級～上級

上級

上級

上級

私費外国人留学生入学前予約奨学金

対象

給付期間

給付金額

新入生のうち、学業成績が優秀で、かつ本学が定める家計
基準を満たしている私費外国人留学生。（私費外国人留学
生とは、在留資格「留学」を有するもの。）
※博士課程後期課程は原則として全員に給付します

1年間

入学年度、学部・研究科により異なる

私費外国人留学生奨学金

給付期間

給付金額

２年次以上に在学するもののうち、学業成績が優秀で、かつ
本学が定める家計基準を満たしている私費外国人留学生。

（私費外国人留学生とは、在留資格「留学」を有するもの。）
※博士課程後期課程は原則として全員に給付します

1年間（再出願可）

対象

年度、学部・研究科により異なる

外国人留学生に特化した行事を多数用意しています。日本
での就職活動の進め方、応募書類の書き方、日本企業での
インターンシップの参加方法、留学生限定の合同企業説
明会等、各種イベントに参加して納得のいく進路選択をし
てください。

●入寮費：なし ●寮費：月額43,000円
●寮雑費：月額5,000円（光熱水費 他　含）
●寝具代：なし ●食事：各自用意
■ 阪急「南千里」駅徒歩５分

●入寮費：15,000円
●寮費：月額25,000円
●寮雑費：月額5,000円（光熱水費 他　含）
●寝具代：なし ●食事：各自用意
■ 阪急「南千里」駅徒歩１０分

■ 学外奨学金（大学推薦によるもの）
私費外国人留学生に対して外部の財団等が支給する奨学金で、
関西大学から対象者を財団に推薦するものです。奨学金受給希望
申請を行った学生の中から、学業成績をもとに推薦順位を決定し、
各奨学金の推薦条件を満たす上位者を推薦します。

■ 学外奨学金（公募によるもの）
外部の財団等が支給する奨学金で、学生が個人で応募するもので
す。大学に案内があるものや、学生が自分で情報を収集し、応募す
るものがあります。

留学生を対象とする奨学金の給付金額や
選考に係る成績基準等については、国際部
ウェブサイトをご確認ください。

（www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/
  from/support.php）

その他、関西大学に在学するすべての学生が
対象となる奨学金もあります。
詳細は（www.kansai-u.ac.jp/scholarship/
system.html）をご確認ください。

※寮費等は、適宜見直します。

※寮費等は、適宜見直します。
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 千里山キャンパス

［大　学］
法学部
文学部
経済学部
商学部
社会学部
政策創造学部
外国語学部
システム理工学部
環境都市工学部
化学生命工学部

［大学院］
法学研究科
文学研究科
経済学研究科
商学研究科
社会学研究科
理工学研究科
外国語教育学研究科
心理学研究科
東アジア文化研究科
ガバナンス研究科
法務研究科
会計研究科

 高槻キャンパス

総合情報学部
総合情報学研究科

 高槻ミューズキャンパス 

社会安全学部
社会安全研究科

 堺キャンパス

人間健康学部
人間健康研究科

関西地方は大阪以外にも魅力がいっぱい。
少し足を延ばせば、京都や奈良、神戸など
周辺都市へ簡単にアクセスできます。

 梅田キャンパス

未来へと飛翔する関大人の
シンボルとなる都市型拠点

“KANDAI Me RISE”
 （かんだいみらいず）

 南千里国際プラザ

留学生別科
（日本語・日本文化教育
プログラム進学コース）

Phung Ngoc Mai（フーン  ゴック  マイ）

在学生メッセージ International Student Message

理工学研究科  環境都市工学専攻  博士課程前期課程２年次生
王 索奥　 （オウ  サクオク）

国・地域 ： ベトナム国・地域 ： 中国

私の夢は自分の建築事務所を設立し、アジアで自然と文化とともに生きる建築物を設計することです。そ
のため、学部生の頃から建築学を専攻しました。学部時代に一番興味深かったのは「建築設計製図」という
授業で、自分の発想を模型、CG、図面を通して実現することに非常に達成感を得ました。大学院生になって
からは、所属する「都市設計研究室」が関わるプロジェクトやデザインコンペにより充実した日々を送ってい
ます。また、さまざまな建築プロジェクトを通じて行政関係者や他大学の方との出会いがあり、非常に勉強に
なります。将来的には、日本で就職して、建築事務所の運営方法を勉強し、建築設計の経験を積んでいきた
いと思います。

関西大学の魅力は人です。ここでは世界のたくさんの国から集まった学生が勉強しています。日頃から
留学生のコミュニティに参加したりして、さまざまな国からきた学生と接し、友好関係を築き、お互いの文化
に対する理解を深めることができます。

また、私は学部生の頃に「関西大学国際交流助成基金第三種奨学金」と「ナインティナイン・アジア留学生
奨学基金」を受給したことがあります。大学院進学後も、再び「ナインティナイン・アジア留学生奨学基金」を
いただきました。

大学での勉強は非常に重要ですが、課外の時間をよく利用して、社会経験を積み重ねることも非常に大
事だと思います。関西大学を志望する留学生の皆さん、最後まで初心を忘れずに楽しい大学生活を過ごし
てください。

私は、【ベトナムと日本の架け橋】になるという夢を持っています。品質の良い日本の商品を自国に取り入
れること、そして自国の強みである農作物を輸出し、両国の貿易の促進を実現するために、商学部の国際ビ
ジネス専修で、経営戦略や国際貿易を学んでいます。

関西大学は、日本の関西地域で知名度が高く、また法律、社会学、経営学や人文学などさまざまな教育を
展開しており、学部を越えて学びを深めることができる魅力的な大学です。学部を越えて学ぶことができる
場所は、何も授業だけではありません。関西大学には、「Mi-Room（Multilingual Immersion Room）」と
呼ばれる国際交流スペースがあります。この学習スペースには世界各国から集まった外国人留学生や日本
人学生が集まって、互いの文化の違いについて理解を深めたり、母国語以外の言語を知ることができます。
このスペースを活用して、私はたくさんの国の友達を作ることができ、充実した学生生活を送っています。

関西大学を志望する留学生の皆さん、まずは将来何をしたいのか、また夢を実現するためには何を学ぶ
べきなのか考えてみてください。関西大学にはきっとあなたが求める学びのフィールドがあると思います。目
標に向かってがんばる皆さんのことを応援しています。

 東京センター

大阪
20分

京都
60分

奈良
90分

神戸
60分

Osaka

TokyoNagoya
NaraKobe

Kyoto

Takatsuki Campus

Takatsuki Muse Campus

Senriyama Campus

Sakai Campus

Umeda Campus

Osaka



■問い合わせ
関西大学 入試センター

〒564-8680　大阪府吹田市山手町3-3-35
Tel.06-6368-1121（大代表）

 大　学  大学院
入試・高大接続グループ
www.kansai-u.ac.jp/nyusi/
Email:rgs@ml.kandai.jp

大学院入試グループ
www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/
Email:grd-adm@ml.kandai.jp

関西大学

関西大学

2020 OPEN CAMPUS
 大　学

　　

サマーキャンパス

7/25
土

グリーンキャンパス サマーキャンパス

8/22
土

高槻キャンパス（総合情報学部）

高槻ミューズキャンパス（社会安全学部）

6/21
日

千里山キャンパス
（全13学部）

堺キャンパス
（人間健康学部）

グリーンキャンパス

6/14
日

サマーキャンパス

8/1・2      

土   日
※8/1・2 留学生対象の学部留学生入試説明会を実施予定

※オープンキャンパスのプログラムは実施の約2週間前に入学試験情報総合サイトに掲載します。

今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、選考方法等を変更する場合があります。
［大学入学試験志願者］
　関西大学入学試験情報総合サイト「Kan-Dai Web」（www.kansai-u.ac.jp/nyusi/）の「最新情報」も
　あわせて必ずご確認ください。

［大学院入学試験志願者］
　関西大学大学院入試情報サイト（www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/）の「最新情報」もあわせて必ず
　ご確認ください。

※実施日程及び形式は5月時点の予定であり、変更の可能性があります。

 大　学

　　

チャレンジキャンパス

10/3
土

 大学院

 ※進学説明会のプログラムは実施の約1カ月前に大学院入試情報サイトに掲載します。

千里山キャンパス

大学院合同進学説明会

6/20
土

11/21
土

11/14
土

大学院合同進学説明会
（要予約）

関西大学東京センター

 関西大学に来て、

 見て、体験 ！

大学・大学院、

入試のことが

よくわかる！

KANSAI
U N I V E R S I T Y
GUIDE BOOK 2021
FOR INTERNATIONAL STUDENTS
留 学 生 ガ イド【 大 学・大 学 院 】




