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校名変更のお知らせ
　本学園は 1971年に嵯峨美術短期大学を設置し、2001年には京都嵯峨芸術大学を設置す
るとともに嵯峨美術短期大学を京都嵯峨芸術大学短期大学部と名称変更して、今日まで数
多くの卒業生を輩出してまいりました。このたび、学園創立の精神に立ち返り、学園の理
念、目的を見直し、昨今の芸術系大学を取り巻く環境を分析した上で、学園の将来構想に
ついて検討を重ねた結果、さらなるステップアップへのきっかけとして、2017年 4月より
設置校名を「京都嵯峨芸術大学」から「嵯峨美術大学」に、「京都嵯峨芸術大学短期大学部」
から「嵯峨美術短期大学」に、それぞれ変更いたしました。
　幅広い領域に展開してゆく総合芸術大学が増えつつある一方で、本学園は視覚芸術であ
る美術、デザインを深く究める関西唯一の美術大学として、美の最高学府として、美を通
して人を賢くしたい、目覚めさせたい、元気にしたいという思い。これらに合致する名称
としては「嵯峨美術大学」ならびに「嵯峨美術短期大学」が最も自然であろうという結論
に達しました。本学園ではこの校名変更をきっかけに、より美術、デザインを深く究める
べく、新たな教育方法の開発、多様な教育方法への対応を進めてまいります。新生「嵯峨 
美」の創造を、教職員が一丸となって推し進めてまいりますので、ご理解のうえ、ご協力
賜りますようお願い申し上げます。
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志願者調書 ･･･ 様式７
身元保証書 ･･･ 様式８
学費支弁に関する誓約書 ･･･ 様式９
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■一般・外国人留学生共通

入学試験日程

出願期間
試験日時
試験会場

合格発表日
入学手続締切日

＜ 1次＞ ＜ 2次＞

前
期

２０１７年
１０月２日（月）～
１０月１４日（土）
※消印有効

２０１７年
１０月２２日（日）
１０：００～
本学

２０１７年
１０月２８日（土）

２０１７年
１１月２４日（金）

２０１８年
２月５日（月）

後
期

２０１８年
２月５日（月）～
２月１４日（水）
※消印有効

２０１８年
２月２３日（金）
１０：００～
本学

２０１８年
３月７日（水）

２０１８年
３月２２日（木）

※外国人留学生のための編入学試験は前期日程のみです。後期試験の実施はありません。

募集人員

学部 学科・領域

芸術学部
１０名

造形学科
５名

※外国人留学生は

若干名

  日本画・古画領域

  油画・版画領域

  複合領域

デザイン学科
５名

※外国人留学生は

若干名

  グラフィックデザイン領域

  イラストレーション領域

  キャラクターデザイン領域

  観光デザイン領域

  生活プロダクト領域

  染織・テキスタイル領域

※３年次の領域です（2016年度入学生）
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試験内容

学科 内容 持参物

造形学科
面接（１人約 15分）
（作品持参）

これまでに制作した作品（1～ 3点）と
ポートフォリオ（作品集）
※持参不可能な立体作品の場合はポートフォリオ
　のみも可

デザイン学科
これまでに制作した作品（1～ 3点）
またはポートフォリオ（作品集）

受験に関する注意事項
学科 ･領域　願書受付後は学科・領域の変更はできません。
の　変　更
受　験　票　受験日間近になっても受験票が届かない場合は、入学広報グループまで問い
　　　　　　合わせてください。受験票を忘れた場合は、試験会場の係員に申し出てくだ
　　　　　　さい。
集 合 時 間　指定された集合時間は厳守してください。
遅　　　刻　試験開始後 20分以上遅刻した場合は、試験放棄（欠席）とみなします。
不 正 行 為　試験妨害行為、不正行為があった場合は、ただちに受験の停止を命じ、その
　　　　　　後の受験は認めません。

持参作品に関する注意事項
●持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
●持参作品の内容（平面・立体等）については入学願書に必ずご記入ください。
● 持参作品・ポートフォリオには指導教員等の「作品証明書」（様式３）を添付してくだ 
さい。
● 映像を使用する場合はノートＰＣ等を持参して作品（５分以内にまとめたもの）が見ら
れるようにしてください。
● デザイン学科の受験生についてはレポートや論文持参によるプレゼンテーションも可能
です。
※作品例
デッサン、日本画、油絵、水彩画、線描画、アクリル画、版画、スケッチ、着色写生、
色彩構成、デザイン作品（ポスター、パッケージ、キャラクターなど）、イラストレー
ション、マンガ、絵本、写真、立体作品、フィギュア、陶芸、クラフト、雑貨、衣服、
模型、映像作品、ＣＧ作品、小論文、レポートなど。
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合格発表
合否については、面接・持参作品 ･提出書類により総合的に判定します。

注意事項
● 受験者全員に対し、合否を通知します。合格者には合格通知と入学手続書類を送付しま
す。
●学内掲示による発表は行いません。
●電話等による本学への問い合わせは一切受け付けません。
●郵便事情等により、通知文書が発表日に届かない場合があります。
● 入学時手続金を納入して手続完了となります。指定の期日までに手続を完了しない場合
は入学を取り消すことがあります。

学費
学費（2018年度予定）

入学時手続金 第 3回納付額
（6月末）

第４回納付額
（10月末）

合計
＜ 1次＞ ＜２次＞

入学金 200,000円 200,000円
授業料 300,000円 300,000円 600,000円 1,200,000円
教育充実費 75,000円 75,000円 150,000円 300,000円
合計 200,000円 375,000円 375,000円 750,000円 1,700,000円

諸費　2年分（予定）
学生教育研究災害障害保険・
付帯賠償責任保険料

2,430円

教育後援会費 24,000円
学友会費 12,000円
合計 38,430円

入学手続

注意事項
● 納付金は２段階納入とし、１次手続で入学金、２次手続で入学金以外の入学時手続金を
納入してください。後期入学試験の合格者は、入学金を含む入学時手続金を納入してく
ださい。
●入学金は入学年度のみ納入していただきます。
●いったん納入された入学金はいかなる理由があっても返還いたしません。
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● 期日までに２次手続きを完了された方に、入学許可書を発行します。入学許可書は２次
手続締切日後、１週間程度で送付します。
● 入学後に教学振興資金として任意の寄付金のご協力をお願いしております。この寄付金
の募集については、税制上の優遇措置を受けることができます。
● 入学後それぞれの学科・領域により実習にともなう教材費が別途必要となりますのでご
了承ください。

納付金の返還
入学手続後、入学を辞退する場合は「入学辞退届」（入学広報グループまで請求してくださ
い）に必要事項を記入し、２０１８年３月３０日（金）午後４時（時間厳守）までに入学
広報グループへ提出してください。入学金以外の納付金を返還します。また、提出期限以
降に辞退の申し出があった場合については、「学生教育研究災害傷害保険・付帯賠償責任保
険料」「教育後援会費」「学友会費」のみを返還します。

  本学の入学に関するご質問は入学広報グループまでお問い合わせください。
［TEL:075-864-7878（直通）／mail :nyushi@kyoto-saga.ac.jp］
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■一般

出願資格
以下のいずれかに該当する者。
１．大学・短期大学・高等専門学校を卒業した者、または２０１８年３月卒業見込みの者。
２． 大学に２年以上在学し、６２単位以上を修得した者、または２０１８年３月までに修
得見込みの者。

３． 文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者、または
２０１８年３月に修了見込みの者（ただし学校教育法第９０条に規定する大学入学資
格を有する者）。

※いずれも出身の学科・専攻分野は問いません。芸術系分野以外の出身者も出願できます。

出願書類／入学検定料
①成績証明書・卒業見込証明書（既卒者は卒業証明書）
出身学校長が証明したものを各１通（発行３ヶ月以内で、厳封されたもの）提出してく
ださい。
４年制大学２年次在学生（３年次在学生も含む）は単位修得見込証明書を提出してくだ
さい。
※ 出願時に「見込」での各種証明書を提出する場合、入学時には正規の証明書が必要と
なります。
※ 嵯峨美術短期大学に在籍中の学生および卒業生は、上記証明書の発行手続を教務・学
生支援グループで行ってください。証明書交付願の使用目的欄には必ず「３年次編入
学受験」と明記してください。

②入学願書・面接資料・入学検定料払込受付証明書（様式１）
所定の用紙を使用してください。面接資料には志望理由や学びたいことなどを記入して
ください。入学願書には写真（上半身、脱帽、正面向、縦４㎝×横３㎝で枠無し、３ヶ
月以内に撮影したもの。裏面には氏名・志望学科・領域を記入。カラー･白黒いずれも可。）
を所定の位置に貼付してください。
③専門士資格取得（見込）証明書（専修学校生のみ）（様式２）
専修学校修了者（修了見込者）は、出願資格確認のために必ず提出してください。なお、
出身専修学校によって、専門士の資格取得（見込）証明書が提出できない場合は、出願
書類在中の「基礎資格証明書」に、出身専修学校が必要事項を記入したものを提出して
ください。
※出願資格審査の結果、出願資格がないと判断された場合は検定料を返還します。
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④履修授業概要（専修学校生のみ）
本学編入後の卒業要件確認のための資料として、出身専修学校での履修授業概要のわか
る資料を提出してください（履修概要等のコピーで可、返却しません）。
⑤入学検定料 ２５，０００円

振込方法
●銀行振込の場合
所定の用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振り込んでください。いったん納入さ
れた検定料はいかなる理由があっても返還できません。取扱銀行等の収納印のないも
の、入学検定料払込受付証明書を使用していないものは無効となります。
入学検定料払込受領書は領収書となりますので大切に保管してください。
●持参の場合
所定の用紙に必要事項を記入のうえ、以下に記載の出願書類受付期間・時間内に入学広
報グループまでご持参ください。

出願方法
出願先
〒 616-8362　京都市右京区嵯峨五島町１番地　嵯峨美術大学　入学広報グループ
●市販の封筒を使用して簡易書留速達または持参の方法により提出してください。
●郵送による出願の場合は、締切日の消印有効です。
●持参による出願の場合は、出願期間中入学広報グループにて受け付けます。
　日曜日・祝日は受け付けません。
［受付期間・時間］平日１０：００～１７：００　土曜日１０：００～１２：００

学園内進学
嵯峨美術短期大学在学生・卒業生（京都嵯峨芸術大学短期大学部卒業生を含む）は入学金
２００,０００円が全額免除となります。

3 年次編入後の単位認定
● 出身学校で取得した単位を全科目個別認定します。造形学科、デザイン学科とも最大
７８単位を上限とします。ただし、芸術系分野以外の出身者および異なった分野への編
入に関して未履修の単位がある場合には、不足単位について夏期休暇中に個別対応の授
業を開設し単位認定を行います。なお、場合によっては在学年限が３年以上になること
があります。既修得単位等について、詳しくは入学広報グループまでお問い合せください。
● 編入後の各種資格取得（教職課程、博物館学芸員資格）については、履修することがで
きますが、個々の既修得状況によって２年間で資格取得できない場合があります。
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■外国人留学生

出願前の注意事項
願書を提出する前に、次の点について十分考慮してください。
1. 「大学案内」で本学の授業内容を検討し、学部・学科・領域の特色をよく調べて、本学
に入学すればどのようなことが学べるのかを十分に理解するようにしてください。「大学
案内」がお手元にない場合は、入学広報グループまで請求してください。

2. どの学科・領域に入れば自分の希望することが学べるのかをよく検討したうえで、志望
先を決定してください。わからないことがあれば本学を訪問して担当者に話を聞くか、
電話・メールなどで入学広報グループまでお問い合わせください。３年次編入学をする
場合は出身学校で習得した単位を全科目個別認定します。（13ページ参照）既修得単位の
認定については、出願までに入学広報グループへご相談ください。

3. 芸術学部 3 年次編入学での在学期間は 2 年となります。芸術学部 3 年次編入学の過程（講
義科目、実習科目等）をすべて履修すると、芸術学部卒業の資格があり、卒業時に「学士」
の学位が与えられます。３年次編入学ではなく、１年次から入学する場合は別試験とな
ります。詳細については外国人留学生特別入学試験要項をご確認ください。

4. 本学では留学生だけを対象とした授業を開設していません。実習の授業以外に講義の授
業がありますので、授業の内容を理解できるだけの日本語の能力が必要です。

出願資格事前審査
申請者が学校教育における 14年の過程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかを審
査します。3 年次編入学試験受験希望者は必ず出願資格事前審査を受けてください。

申請期間
2017年 8月 3日（木）～ 2017年 9月 15日（金）※必着

申請書類
次の書類を提出してください。
①個別入学資格審査申請書（巻末の本学所定用紙（様式 10））
② 生年月日が確認できる証明書等のコピーのほか、「学校教育における 14年の課程を修了
した者と同等以上の学力がある」ことを審査するための参考として、次の書類を申請書
に添付してください。日本語訳も添付してください。
その際は、大使館等の公的機関や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（民間の翻訳所などによる証明は不可）。
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○  2016年度または 2017年度の日本留学試験の成績通知書または日本語能力試験 N2以上
の認定書（原本）または証明書（原本）（認定書は出願受付後返却します。）
※ 日本留学試験の成績は「日本語」において「読解（200点）」と「聴解・聴読解（200点）」
の合計が「220点以上」である者に限ります。
○ 各種教育機関において学習歴のある者については、教育内容を詳しく説明した書類およ
び成績証明書、また卒業あるいは修了の者はその証明書、2018年３月 31日までに卒業
見込みあるいは修了見込みの者はその見込み証明書
○ 日本あるいは外国の大学・短大で科目等の履修歴のある者については、該当する科目等
の単位取得証明書、2018年３月 31日までに取得見込みの者は取得見込み証明書
○ 日本あるいは外国において、社会実務経験がある者については、公的機関や雇用主等が
証明した経験実務内容説明書
○資格取得者については、取得証明書のコピー
○出願資格となる出身学校での授業概要（シラバス）のコピーと翻訳文

申請方法
● 郵送の場合は、申請書類を「個別入学資格審査申請書在中」と朱書きした封筒に入れ、
簡易書留速達にて入学広報グループまで送付してください（締切日当日必着）。
● 持参の場合は、入学広報グループ窓口まで提出してください。日曜日・祝日は受け付け
ません。
　平日１０：００～１７：００　土曜日１０：００～１２：００

申請先
〒 616-8362
京都市右京区嵯峨五島町１番地
嵯峨美術大学  入学広報グループ

審査方法
申請書類にもとづいて行います（必要に応じて面接の実施およびポートフォリオの提出を
求める場合があります）。

個別入学資格審査結果通知
郵送で本人宛に通知します。出願資格を認められた方は 10ページに記載している出願書類
に不備がないよう十分注意し、出願手続を行ってください。個別入学資格審査において認
定された者は、入学試験を受験することができます。出願時には、必ず「入学資格認定書
のコピー」を添付してください。ただし出願書類である成績証明書および卒業（見込）証
明書については再度提出する必要はありません。
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出願資格
１から４のいずれかに該当する者で、５の条件を全て満たしている者。
（但し、日本に定住する外国人を除く）。
１．外国籍を有し、外国において 14年以上の学校教育の課程を修了した者。
※ 外国における 14年以上の学校教育の課程修了とは、日本の大学に相当する同一の学校を
2年以上修了し 62単位以上修得済み、または日本の短期大学に相当する学校を卒業して
いることとする。
２． 外国籍を有し、日本の大学・短期大学・高等専門学校を卒業した者、または 2018年３

月卒業見込みの者。
３． 外国籍を有し、日本の大学・短期大学に２年以上在学し、62単位以上修得した者、ま

たは 2018年３月修得見込みの者。
４． 外国籍を有し、日本において修業年限 2年以上、かつ卒業に必要な授業時間数が 1,700

時間以上の専修学校・専門課程を修了し、専門士の称号を有する者で大学入学資格を
有する者、または 2018年３月修了見込みの者。

５．
● 独立行政法人日本学生支援機構による日本留学試験の「日本語」において「読解（200
点）」と「聴解・聴読解（200点）」の合計が「220点以上」である者。もしくは公益財団
法人日本国際教育支援協会および独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験
N1または N2（旧試験では 1級または 2級）に合格している者。
　※ 日本留学試験の日本語の科目の受験は 2016年度第 1回・第 2回、2017年度第 1回・
第 2回のいずれかを受験していること。

●入学後、授業を受けるのに十分な日本語能力を有すること。
● 入学手続時に、在学中の身元保証人の保証書および学費負担者の誓約書が提出できるこ
と。
●本学で入学試験が受けられること。
●国内より応募の場合、出願時に「留学」の在留資格を有していること。
●国外より応募の場合、入国時に「留学」の在留資格が得られること。
●本学の出願資格事前審査にて出願資格があると認められていること。

出願書類／入学検定料

出願方法
①入学願書（本学所定用紙）（様式 4）
本学所定の用紙に必要事項を記入し、写真を貼付してください。
（縦４cm×横３cm、上半身、脱帽、正面向きで３ヶ月以内に撮影したもの）。
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②受験票・写真票・入学検定料払込受領書（本学所定用紙）（様式 5）
本学所定の用紙に必要事項を記入してください。写真票には写真を貼付してください。
（縦４cm×横３cm、上半身、脱帽、正面向きで３ヶ月以内に撮影したもの）
③志望理由書（本学所定用紙）（様式 6）
できるだけくわしく日本語で書いてください。
④志願者調書（本学所定用紙）（様式 7）
学歴、日本語学習歴、職歴は各在学（職）年月等を正しく記入してください。
⑤身元保証書（本学所定用紙）（様式 8）
身元保証人は、志願者の在学期間中の一切の行動について責任を負います。学費支弁者
を兼ねている保証人は、学費等の必要経費についても責任を負います。
⑥学費支弁に関する誓約書（本学所定用紙）（様式 9）
学費支弁者は、志願者の在学期間中の学費等一切の必要経費について責任を負います。
学費支弁が本国からの送金による場合、残高証明書などの提出を求めることがあります。

⑦ 日本留学試験の「日本語」を受験した者は、成績証明書の写し（2016年度第 1回・第 2回、
2017年度第 1回・第 2回のいずれかの成績証明書のコピー）を提出してください。
※ 日本留学試験の成績は「日本語」において「読解（200点）」と「聴解・聴読解（200点）」
の合計が「220点以上」である者に限ります。
日本語能力試験の N1 または N2（旧試験では１級または２級）に合格した者は、その認
定書（原本）または証明書（原本）を提出してください。認定書（原本）は出願受付後
返却します。
⑧高等学校または出身学校の卒業（修了）証明書および成績証明書
最終出身学校のものが必要となります。日本語訳も添付してください。その際は、大使
館等の公的機関や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（民間の翻訳所などによる証明は不可）。
日本語学校等の日本語教育施設に在籍中の方は、入学時から 2017年９月までの成績証明
書および卒業見込証明書もあわせて提出してください（コピーは不可）。
⑨パスポートおよび在留カード（または外国人登録証明書）の写し
パスポート全ページのコピー（白紙のページは除く）、および在留カード（または外国人
登録証明書）両面〈＊氏名および期日等を証明するもの〉のコピーを提出してください。
在留カード（または外国人登録証明書）について、現在日本国外に居住している者は、
入国後に提出してください。

入学検定料
２５，０００円
郵便為替（何も記入しないこと）を出願書類に同封するか、現金を入学広報グループ窓口
まで持参してください。
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出願方法
出願先：〒 616-8362　京都市右京区嵯峨五島町１番地　
　　　　　嵯峨美術大学　入学広報グループ
出願期間：2017 年 10 月 2 日（月）～ 10 月 14 日（土）※消印有効
●持参の場合は出願書類を封筒に入れ、入学広報グループ窓口まで持参してください。
受付時間は１０：００～１７：００（土曜は１０：００～１２：００）です。
● 郵送の場合は出願書類を「外国人留学生試験出願書類在中」と朱書きした封筒に入れ、
簡易書留速達にて入学広報グループ窓口まで送付してください。

出願上の注意事項
●出願書類に不備がある時は受理できません。
●出願書類受理後は、出願事項の変更を認めません。
●いったん納入された入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返還いたしません。
●�いったん受理した出願書類は返還いたしません。必要な書類が揃っているか必ず確認し
て出願してください。
●受験のための来日に必要な在留資格については、各自で取得してください。
※３年次編入後の単位認定については次項「入学決定後の留学生支援」をご覧ください。

入学決定後の留学生支援
本学の教務・学生支援グループでは、大学生活や授業に関すること、奨学金や保険、在留
資格等に関すること、健康や悩みについてなど、留学生が日本での留学生活をより有意義
なものにできるよう、みなさんに対してさまざまな支援を行っています。

下宿紹介
下宿を希望する留学生には、主に大学周辺を中心に徒歩・自転車で 20分程度で通学できる
ところで信頼のおける家主の共同下宿、アパート、マンションを業務委託先の株式会社学
生情報センターを通じて紹介しています。
なお、本学に登録の物件については、紹介手数料等を徴収せずに無料にて紹介しています。

奨学金
奨学金には独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の「私費外国人留学生学習奨励費」
給付制度（１ヶ年）をはじめ、京都府等の地方公共団体や民間団体の奨学金があります。
奨学生の募集に関する連絡は学内掲示板や学生ポータルサイトにて行います。また、条件
を満たした方には授業料の 30%を超えない範囲で学費が減免される制度があります。

健康管理
教務・学生支援グループでは、健康上の問題やさまざまな悩みについて、相談を受け付け
ています。また、留学生の場合も国民健康保険への加入が義務付けられています。未加入
の方は入学までに必ず加入してください。京都市では京都市内に居住する私費留学生に対
し国民健康保険の保険料の補助を行っています。
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3 年次編入後の単位認定
出身学校で修得した単位を全科目個別認定します。造形学科、デザイン学科とも最大 78単
位を上限とします。ただし、芸術系分野以外の出身者および異なった専攻分野への編入に
関して未履修の単位がある場合には、不足単位について夏期休暇中に個別対応の授業を開
設し単位認定を行います。
なお、場合によっては在学年限が３年以上になることがあります。既修得単位等について
くわしくは入学広報グループまでお問い合わせください。


