
5.出願方法
出願は郵送に限ります。
出願書類を一括取り揃えて、本学所定の出願用封筒により簡易書留速達で
郵送してください。

会　場 成安造形大学
交　通 P14の地図等を参照してください。

8.選抜方法
面接試験と作品または持参物、成績証明書により、総合的に合否を決定し
ます。

6.試験会場

1.出願資格
　2年次編入学は、次のいずれかに該当する者。
（1）大学を卒業した者、または2023年3月に卒業見込みの者。
（2）短期大学または高等専門学校を卒業した者、または2023年3月に卒業

見込みの者。
（3）専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準（修業年限が2

年以上、総授業時間数が1,700時間以上）を満たす課程を修了した者、
または2023年3月に修了見込みの者。

（4）大学に1年以上（休学期間を除く）在学し、32単位以上修得した者、また
は修得見込みの者。

　2年次転入学は、次に該当する者。
（1）大学に1年以上（休学期間を除く）在学中で32単位以上修得した者、また

は修得見込みの者。

7.試験科目・時間

9.持参するもの
●受験票　●筆記用具　●作品または持参物（作品は３～５点程度）
※持参作品は、受験生本人が制作したことを証明できるように教員または
保護者による「制作証明書」を貼付してください。「制作証明書」はP12の
用紙をコピーして使用してください。

10.合格発表
合否通知は、本人宛に配達日指定郵便で送付します。
合格者には、合格通知書と入学手続書類を送付します。学内掲示は行い
ません。また、電話による合否についての問い合わせには、一切応じま
せん。

試験科目

10：00～持参作品+個別面接
（個別面接：1人約20分）

4.入学検定料
●35,000円
（1）所定の払込用紙を使用し、必要事項を記入の上、郵便局から払い込んで

ください。また、一旦納入された入学検定料は返還しません。
（2）受付局日付印を押した「振替払込受付証明書」を、出願書類の「検定料

納付票」の所定の位置に貼付してください。
（3）「振替払込請求書兼受領証」は領収書となりますので、大切に保管してください。

本学所定用紙（P9記入例参照）に必要事項を記入して
ください。

本学所定用紙（P9記入例参照）に必要事項を記入してく
ださい。上半身、無帽、正面、背景無地の3ヶ月以内に撮
影した写真（縦4㎝×横3㎝）を所定の位置に貼付してく
ださい。尚、写真の裏面には、氏名を記入してください。

在籍学校長が証明したものを１通提出してください。

在籍学校長が証明したものを１通提出してください。

在学中の者は現年次で履修中の科目、成績単位を証明
する書類を1通提出してください。

出身学校長が証明したものを１通提出してください。

④卒業（見込み）証明書
（編入学試験受験者のみ）

⑤在籍証明書
（転入学試験受験者のみ）

⑥成績証明書
（編入学試験受験者のみ）
⑦履修中成績単位証明書
（転入学試験受験者のみ）

出願資格となる出身学校での修得済（見込み）科目のシ
ラバスのコピーを提出してください。
シラバスのコピーがない科目は単位認定をすることが
出来ません。
※入手出来ない場合は必ず事前に入学広報センターに
ご相談ください。

⑧シラバス（授業概要）

3.出願書類

入学検定料を郵便局にて払い込み、収納印を受けた
受付証明書を本学所定用紙（P9記入例参照）に貼付
してください。

2023年1月 4日（水）～
2023年1月16日（月）

2023年2月 4日（土）

2023年2月15日（水）
1次：2023年2月24日（金）

2.日　程

出願期間

試験日

合格発表

入学手続〆切日

2022年11月11日（金）～
2022年11月24日（木）（必着）

1　期

2022年12月 3日（土）
予備日　12月 4日（日）

※合否通知は上記の合格発表日に届くように「配達日指定郵便」で送付します。
※受験生が多く、試験日だけで実施できない場合は、予備日にも実施します。受験生には
　受験票にて面接日を連絡します。

2022年12月12日（月）
1次：2023年  1月10日（火）

2次：2023年  1月26日（木） 2次：2023年3月 1日（水）

※面接集合時間は、本学より受験票に記載して通知します。
※持参作品についてはP11の「持参作品例について」を参照してください。

試験時間

総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域

試験科目

10：00～

持参作品+個別面接
（個別面接：1人約20分）

※面接集合時間は、本学より受験票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）
※持参作品についてはP11の「持参作品例について」を参照してください。

試験時間

地域実践領域（下記の試験科目の中から1つを選択してください）

自分のまちを紹介でき
るモノ3つ+個別面接
　（個別面接：1人約20分）

2　期

日本での最終出身校（高校・大学・専修学校等）のものを
提出してください。
①卒業した者は、卒業証明書
②卒業見込みの者は、卒業見込証明書
③現在在籍中の者は、在学証明書。（卒業見込みの者は
　②のみを提出）

日本で卒業した、または現在在籍中の最終出身学校（高
校・大学・専修学校等）の年度別成績表と出席証明書を
提出してください。出席証明書が発行できない場合は、
教育機関が「出席証明書が発行できない旨」を説明した
証明書を提出してください。

在籍学校長が証明したものを１通提出してください。

⑩日本における最終
　出身学校の成績・
　出席証明書
 （編入学試験受験者のみ）

⑪在籍証明書
（転入学試験受験者のみ）

在籍学校長が証明したものを1通提出してください。
⑫現在在籍中の大学等
　の成績証明書
（転入学試験受験者のみ）

パスポートの全ページ（スタンプのないページも含む）
のコピーを提出してください。

⑮パスポートの
　全ページの写し

在留カードの両面コピーを提出してください。
⑯在留カードの
　両面の写し

本人以外が経費支弁者となる場合（一部でも）は、必ず
提出してください。日本語または英語で書かれたもの以
外は、日本語の翻訳を添付してください。

⑰経費支弁（学費・
　生活費負担）書

④、⑤、⑥、⑰、⑱の書類は、本学Webサイトよりダウンロードするか、入
学広報センターまで請求してください。
⑨、⑩、⑬、⑭については、在籍中、もしくは在籍していた方のみ、提出
してください。

1.出願資格
　外国人留学生２年次編入学については、外国籍を有し、次の（1）から（4）
の条件をすべて満たす者。
（1） ①～④のいずれかに該当する者。
　　①日本の大学・短期大学・高等専門学校を卒業した者、または２０２３年３

月に卒業見込みの者。
②日本の大学の１年次修了者、または２０２３年３月に修了見込みの者
で、3２単位以上修得した者、および２０２３年３月までに修得見込み
の者。
③日本の専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準（修業
年限が２年以上、総授業時間数が１，７００時間以上）を満たす課程を
修了した者、または２０２３年３月に修了見込みの者。
④外国において、１４年以上の学校教育課程を修了した者、または２０２
３年３月修了見込みの者。ただし、学士または準学士、短期大学士を
取得した者に限る。

（2）入学後、授業を受けるのに充分な日本語能力を有する者。
（3）本学で入学試験が受験できる者。
（4）入学時に「留学」の在留資格が取得できる者。
外国人留学生２年次転入学については、外国籍を有し、下記の（1）と上記の
（２）から（４）の条件をすべて満たす者。
（1）日本の大学に２年以上（休学期間を除く）在学中で3２単位以上修得した

者、または修得見込みの者。
〈2期日程について〉
日本国内より応募し、出願時に「留学」の在留資格を有し、入学に際し「留学」
の在留資格が得られる者しか出願できません。

⑨日本における最終
　出身学校の卒業
　（見込み）証明書も
　しくは在籍証明書
 （編入学試験受験者のみ）

日本語学校等の日本語教育施設に在籍中（在籍してい
た）の方は、提出してください。

⑬日本語教育施設の
　卒業（見込み）証明書

日本語学校等の日本語教育施設に在籍中（在籍してい
た）の方は、その成績・出席・学習時間を証明する書類を
提出してください。

⑭日本語教育施設の
　成績・出席状況・
　学習時間証明書

2023年1月 4日（水）～
2023年1月16日（月）

2023年2月 4日（土）

2023年2月15日（水）
1次：2023年2月24日（金）

2.日　程

出願期間

試験日

合格発表

入学手続〆切日

2022年11月11日（金）～
2022年11月24日（木）（必着）

1　期

2022年12月 3日（土）
予備日　12月 4日（日）

※合否通知は上記の合格発表日に届くように「配達日指定郵便」で送付します。
※受験生が多く、試験日だけで実施できない場合は、予備日にも実施します。受験生には
　受験票にて面接日を連絡します。

2022年12月12日（月）
1次：2023年  1月10日（火）

2次：2023年  1月26日（木） 2次：2023年3月 1日（水）

2　期

本学所定用紙（P9記入例参照）に必要事項を記入して
ください。

本学所定用紙（P9記入例参照）に必要事項を記入してく
ださい。上半身、無帽、正面、背景無地の3ヶ月以内に撮
影した写真（縦4㎝×横3㎝）を所定の位置に貼付してく
ださい。尚、写真の裏面には、氏名を記入してください。

④～⑥はすべて、志願者本人が手書きの日本語で記入
してください。
経歴書は空白期間がないように記入してください。
経費支弁計画書は大学に在籍する期間の経費支弁計画
を記入してください。

⑤志望理由書

①入学願書

②写真票

③検定料納付票

3.出願書類

入学検定料を郵便局にて払い込み、収納印を受けた
受付証明書を本学所定用紙（P9記入例参照）に貼付
してください。

④経歴書

⑥経費支弁計画書

出願資格となる出身学校での修得済（見込み）科目のシ
ラバスのコピーとその日本語訳（大使館などの公的機
関や在籍している日本語学校等で、翻訳文が正確なも
のであるという証明を受けてください）を提出してくだ
さい。
シラバスのコピーがない科目は単位認定をすることが
出来ません。
※出身学校のシラバスが入手できない場合は、P10の
「8　提出用シラバスフォーム〈留学生用〉記入例につ
いて」を参考にし、本学Webサイトよりダウンロードし
た書式を利用して作成してください。
※出身学校から入手したシラバスについても、本学の
「提出用シラバスフォーム〈留学生用〉」の記入必要項
目が全て満たされていなければいけません。

⑱シラバス（授業概要）

日本語か英語に限ります。
それ以外の言語で証明されているものには、翻訳文を
添付してください。その際は、大使館などの公的機関や
在籍している日本語学校等で、翻訳文が正確なもので
あるという証明を受けてください。

⑦本国における
　最終出身学校の
　卒業（見込み）証明書
※「卒業証書」では
ありません

及び「学位証明書」

⑧本国における
　最終出身学校の
　成績証明書
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4.入学検定料
●35,000円
（1）所定の払込用紙を使用し、必要事項を記入の上、郵便局から払い込んで

ください。また、一旦納入された入学検定料は返還しません。
（2）受付局日付印を押した「振替払込受付証明書」を、出願書類の「検定料

納付票」の所定の位置に貼付してください。
（3）「振替払込請求書兼受領証」は領収書となりますので、大切に保管してください。

5.出願方法
出願は郵送に限ります。
出願書類を一括取り揃えて、本学所定の出願用封筒により簡易書留速達で
郵送してください。

会　場 成安造形大学
交　通 P14の地図等を参照してください。

6.試験会場

7.試験科目・時間

8.選抜方法
面接試験と作品または持参物、成績証明書により、総合的に合否を決定しま
す。

9.持参するもの
●受験票　●筆記用具　●作品または持参物（作品は３～５点程度）
※持参作品は、受験生本人が制作したことを証明できるように教員または
保護者による「制作証明書」を貼付してください。「制作証明書」はP12の
用紙をコピーして使用してください。

10.合格発表
合否通知は、本人宛に配達日指定郵便で送付します。
合格者には、合格通知書と入学手続書類を送付します。学内掲示は行い
ません。また、電話による合否についての問い合わせには、一切応じま
せん。

試験科目

10：00～持参作品+個別面接
（個別面接：1人約20分）

※面接集合時間は、本学より受験票に記載して通知します。
※持参作品についてはＰ11の「持参作品例について」を参照してください。

試験時間

試験科目

10：00～

持参作品+個別面接
（個別面接：1人約20分）

※面接集合時間は、本学より受験票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）
※持参作品についてはP11の「持参作品例について」を参照してください。

試験時間

地域実践領域（下記の試験科目の中から1つを選択してください）

自分のまちを紹介でき
るモノ3つ+個別面接
　（個別面接：1人約20分）

1.専修学校（専門課程）からの受験について
文部科学大臣の定める基準は、専門課程の修業年限が2年以上でかつ課程
の修了に必要な総授業時間数が1，700時間以上としています。この基準を
満たしているかが不明の場合は、在籍または修了した専修学校で確認して
ください。

2.出願時の注意事項
出願書類については､記入例を参考に､誤りのないよう記入してください｡ 
出願書類受付後の領域・コースの変更は認めません｡ 
出願書類に不足または不備のある場合は受け付けません｡
一旦受理した出願書類および入学検定料は､返却・返還しません｡
障がい等のある方で､ 受験の際に特別な配慮を希望する場合は､ 出願
前に入学広報センターに連絡してください｡
出身学校が専修学校の場合は、出願前に入学広報センターまで必ず問
い合わせてください。 
その他出願について不明な点がある場合は､下記まで問い合わせてくだ
さい｡ 
〒520-0248 滋賀県大津市仰木の里東4－3－1
成安造形大学　入学広報センター　TEL077-574-2119（直）

3.受験時の注意事項
試験会場への交通機関については､Ｐ14を参照してください｡  
試験日当日の昼食は､ 各自で用意してください｡  
受験教室は､試験日当日に発表・案内します｡ 
受験生は､日程に従って指定された試験を全て受験しなければなりません｡ 
受験生は､指定された集合時間までに集合会場（当日発表）に入室してく
ださい｡ 
受験票を忘れた者は､試験開始までに集合会場の係員に申し出て､仮受験
票の発行を得てください｡ 
指定された集合時間に40分以上遅刻した者は､受験を認めません｡なお､
公共交通機関の遅延､交通事故､その他やむを得ない事情で遅刻した者は､
集合会場の係員に申し出て指示を受けてください｡ 
試験妨害行為や､不正行為があった場合は､その受験生の受験を直ちに停
止させ､その後の受験は認めません｡
試験の前日は、下見などのために学内に入ることはできません。 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

4.受験生の宿泊案内
受験生の宿泊予約は、下記の旅行代理店で行っています。
受験生は「成安造形大学を受験する」ことを伝え、予約してください。
（行楽シーズンと重なり、毎年ホテルが混みあいます。できる限り早く
予約をしてください。）
　　　東武トップツアーズ京都支店　〈担当：有田〉
　　　　　TEL（075）361-5351　　　FAX（075）341-1878
　　　　　平日　9：30～17：30
　　　　　土日祝は休み
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