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平成２９年度 京都大学 経済学部 
外国学校出身者特別選抜学生募集要項 

 

趣 旨 

 京都大学経済学部では，海外で相当の期間教育を受けてきた人たち，貴重な海外経験，異文化経験

をもった人たちを対象に，外国学校出身者特別選抜試験を行い，合格した人たちに教育を受ける機会

を提供しています。こうした人たちには，海外での様々な経験を通じて習得した教養や知識を生かし，

本学部でさらに人格と知性を磨き，教養を高め，いっそう優れた能力を身につけて，社会に対して有

益な貢献をしていただきたいと考えています。私たち経済学部は，この趣旨に即して，選抜対象とな

る人たちの多数の応募を期待しています。 

 

１．募集人員 

１０名以内 

 

２．出願資格 

日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者であって，外国において２年以上継続し

て外国の学校教育を受けている者のうち，平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までに次

の（１）～（６）のいずれかに該当するもの。 
 

（１） 外国の教育制度に基づく教育機関において，学校教育における１２年の課程（日本におけ

る通常の課程による教育期間を含む）を修了した者及び修了見込みの者で，最終学年を含め２

年以上継続して学校教育を受けたもの 

（注）大学入学資格として少なくとも１２年の教育課程を基本とする国において，「飛び級」等

により，通算１２年に満たないで修了した者及び修了見込みの者を含む。 
 

（２） 外国の教育制度に基づく教育機関において，学校教育における１２年の課程（日本におけ

る通常の課程による教育期間を含む）に基づく高等学校相当機関の２年を含む３年間以上継続

して学校教育を受けた後，中途退学し，引き続き日本の高等学校（中等教育学校の後期課程を

含む）の第３学年に編入学を認められた者で，卒業したもの及び卒業見込みのもの 
 

（３） 外国において，学校教育における１２年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者で，

１８歳に達するもの 
 

（４） スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局の授与する国際バカロレア資

格を取得した者で，１８歳に達するもの 
 

（５） ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有

する者で，１８歳に達するもの 
 

（６） フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で，

１８歳に達するもの 
 

※ インターナショナルスクールやアメリカンスクール等の出身者については，出願が認められ

ない場合や出願資格の確認に時間がかかる場合もあるので，できるだけ早い時期に，出願資格

について教務掛へ文書により照会してください。 

 

３．併願について 

本学部では，本学他学部の外国学校出身者選考試験との併願を認めていませんので注意してくだ

さい。 
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４．選考方法および学力検査実施方法 

（１）第１次選考 

    出願書類を資料として用い，第１次選考を行います。 
 

（２）第２次選考 

    第１次選考合格者に対し，筆記（小論文：日本語），面接を課し，基礎的学力と日本語の熟

達度を判定します。 
 

５．第１次選考合格者発表 

  第１次選考の結果については，平成２９年１月３０日（月）に出願者のあて名票の住所に合否

を通知します。また，合格者に対しては，受験票とともに第２次選考試験の詳細を併せてお知ら

せします。 
 

６．第２次選考実施日時 

第２次選考  平成２９年２月２５日（土）   ９：３０～１２：００  筆 記 

           平成２９年２月２６日（日）   ９：００～             面 接 
 

７．出願手続 

出願者は，本学所定の封筒で，必ず，「書留郵便」で出願してください。（窓口での受付は受理

しません。） 
 

 （１）出願の際には，次のことに注意してください。 

   ① 日本語，英語以外の証明書，文書等については，日本語訳を必ず添付してください。 

   ② 出願書類等の氏名は，通称，略字などは使用しないでください。 

   ③ 出願書類に記載漏れ等の不備がある場合は受理しません。 

   ④ 出願書類受付後の出願事項の変更は認めません。 

  ⑤ 外国に居住する者であっても，可能な限り日本国内の知人などの住所を連絡先としてくだ

さい。 
 

（２）出願期間  平成２９年１月４日（水）から１０日（火） 午後５時必着 

          （期限後に到着した場合は，受理しません。） 
 

 （３）出願書類等の提出先 

    〒６０６－８５０１ 京都市左京区吉田本町  京都大学経済学部教務掛 
 

 （４）入学検定料 ： １７，０００ 円 

     振込期間       ： 平成２８年１２月２６日（月）～平成２９年１月１０日（火） 

＊期限当日の収納印は有効です。期間外の取扱いはいたしません。 

    ＊入学検定料について 

     ① 第１次選考の不合格者には，第１次選考結果とともに返還の手続等について通知しま

すので，本人の申し出により１３，０００円を返還します。 

     ② 返還の該当者は，平成２９年３月３１日までに手続を行ってください。 

     ③ そのほかは，いかなる理由があっても納付された入学検定料は返還しません。 

     ④ 平成２３年３月に発生した東日本大震災による災害救助法適用地域において、主たる

家計支持者が被災された方で、罹災証明書等を得ることができる場合は入学検定料を免

除することがあります。詳しくは、事前に本学部教務掛へ問い合わせてください。 

     ⑤ 振込方法 

      ・所定の振込依頼書に金融機関（郵便局を除く。）で入学検定料を振り込んでください。 

      ・ＡＴＭ(現金自動預入支払機）やインターネット等の振込はしないでください。 

      ・海外からの振り込みはできません。 

      ・三井住友銀行の本・支店から振り込む場合の振込手数料は不要です。その他の金融機

関から振り込む場合の振込手数料は出願者の負担となります。 
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８．出願書類等 

出願者は，出願書類等を一括し提出してください。事情により出願書類を別に送る場合は，出願

期間内のものを有効とします。その際，全て揃わないと受付しません。また，送付先が「京都大学

経済学部教務掛」であることを，必ず，確認してください。 

 

① 志願票・受験票・写真票 

本学部所定の用紙に記入してください。 

写真２枚（出願前３ヶ月以内に撮影したもの，縦４㎝×横３

㎝、上半身脱帽正面向き）を受験票・写真票の所定のところに

貼ってください。 

なお、志願票の裏面も必ず記入してください。 

② 推薦書 

本学部所定の用紙に最終学校（日本の高等学校相当）の卒業

（修了），又は現在在学中の学校長等が作成したものを，必ず

提出してください。（できるだけ厳封されたもの） 

③ 
入学検定料振込金受付証明

書貼付台帳 

本学所定の用紙に，入学検定料を金融機関で納付した後，収

納印が押印された「入学検定料振込金受付証明書」を所定の位

置に貼ってください。 

「入学検定料振込金受付証明書」に収納印がないものは出願

書類を受理しません。 

④ 受験票送付用封筒 

本学部所定の封筒に，必ず連絡できる場所，氏名等を明記し，

３７２円分（速達）の切手を貼ってください。（国内に限りま

す。） 

⑤ あて名票 
本学部所定の用紙に，合格・不合格通知を受ける住所・氏名

等を記入してください。（国内に限ります。） 

⑥ 
パスポートの写し、または

住民票等 

日本国籍または日本の永住許可を得ていることが確認でき

る書類 

⑦ 
卒業（修了）証明書または

卒業（修了）見込証明書等 

最終学校（日本の高等学校相当）の卒業（修了）証明書また

は卒業（修了）見込証明書を提出してください。 

なお、以上の書類によることができない場合は，照会し 

てください。 

⑧ 学業成績証明書 

最終学校（日本の高等学校相当）の学業成績証明書（コピー

不可）を提出してください。 

日本の高等学校もしくは中等教育学校後期課程に在学し 

ている場合，又は在学したことのある場合は，当該在学学校長

の作成した調査書も提出してください。 

なお，以上の書類によることができない場合は，照会してく

ださい。 

⑨ 
統一試験等の試験成績評価

証明書等 

該当者は受験された試験の資格証明書（原本写しの証明済み

のもの）あるいは試験成績評価証明書等を提出してください。

なお、提出に当たり，「９．統一試験制度等による試験成績評

価証明書等について」を参照してください。 

以上の他、Test of English as a Foreign Language（TOEFL）を 

受験している場合は、スコア（コピー可）を提出してください。 

 【＊大学コード：９５０１】 
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９．統一試験制度等による試験成績評価証明書等について 

受験された国家試験等の統一試験の試験成績評価証明書を提出してください。統一試験で全体と

しての合否の判定が行われる場合は，必ず合格していなければなりません。 

統一試験等のない国，また期限までに統一試験結果を提出できない国については，国際バカロレ

ア等受験可能な試験を受けるようにしてください。 

 受験結果を実施機関から本学部教務掛へ直送される場合は，送付先「京都大学経済学部教務掛」 

宛に出願期間内に届くことを確認すること，および受験結果のコピーを出願時に同封してください。 

 

（１）インターナショナル・バカロレア(ＩＢ)の教育制度によるもの 

ＩＢ最終試験６科目の成績評価証明書及び Diploma（写）を提出してください。 

       国際バカロレア事務局（ International Baccalaureate Office ）が授与する国際バカロレ

ア資格証書（ International Baccalaureate Diploma ）および数学を含むＩＢ最終試験科目

の６科目の成績評価証明書 

 

（２）ドイツの教育制度によるもの 

アビトゥアの成績評価証明書を提出してください。 

       ドイツ連邦共和国の各州が授与する一般的大学入学資格証明書（  Zeugnis der 

allgemeinen Hochschulreife ）で数学を含むこと。 

（３）フランスの教育制度によるもの 

バカロレアの成績評価証明書を提出してください。 

各アカデミーが授与するバカロレアの証明書と成績証明書（ Diplôme du Baccalauréat 

del 'Enseignement du Second Degré ）で数学を含むこと。 

 

（４）アメリカ合衆国の教育制度によるもの 

以下の試験について，試験結果（ Official Score ）を提出してください。 
 

                  TM 

１ ＳＡＴ Reasoning Test  （ＳＡＴⅠ）  Essayを受けておくこと 
 

TM 

      ２ ＳＡＴ Subjects     （ＳＡＴⅡ）  数学（Level2）を含む３科目 
 

【＊大学コード：３８１４】 

 

（５）イギリスの教育制度によるもの 

GCE Advanced Level ３科目，または GCE Advanced Level２科目と GCE Advanced Subsidiary  

Level ２科目の合計４科目のいずれかの成績評価証明書を提出してください。ただし，数学

を含むこと。 

 

（６）以上の他，統一試験のある他の国の教育制度によるもの 

統一試験の規則によって受験した成績評価証明書を提出してください。 

 

10．第２次選考（最終）合格者発表 

第２次選考の結果については，平成２９年３月１０日（金）正午に経済学部事務室前に掲示し，

出願者のあて名票の住所に合否を通知します。また，合格者受験番号を京都大学経済学部ホームペ

ージ（ http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/ ）にも掲載予定です。 

※試験成績開示については受験者本人に限り、平成２９年 7 月～１１月の期間、教務掛窓口にて

開示を予定しています。（受験票または顔写真のついた本人確認が出来るもの（学生証、免許証、

住民基本台帳カード等）を持参してください。） 

 

11．入学手続等 

（１）入 学 料         ２８２，０００ 円（予定） 
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（２）授 業 料         ５３５，８００ 円（前期：267,900 円，後期：267,900 円）（予定） 

   ＊ 入学料及び授業料は予定額ですので，改定されることがあります。 

   ＊ 入学時及び在学中に改定された場合には，改定時から改定された新入学料及び新授業料が
適用されます。 

 

（３）入 学 手 続         入学手続日程，提出書類等については，最終合格通知の際に指示します。 
 

（４）入学手続場所   京都大学経済学部教務掛 

 

12．障害等のある者の出願について 

障害等があって受験上及び修学上の特別な配慮を希望する者は，出願に先立ち本学部教務掛へ事

前にご連絡ください。 

 

13．出願書類の請求について 

外国学校出身者特別選抜学生募集要項および出願書類等の郵送を希望する者は，受信者の住所・

氏名等を明記した返信用封筒（角形２号、「外国学校出身者出願書類請求」と朱書きしてください。）

を同封し、京都大学経済学部教務掛へ申し込んでください。 

なお、国内の場合は２０５円分の切手を返信用封筒に貼付し同封してください。 

また，外国に居住する場合は国々の郵便事情により返信の遅れが生ずると考えられるため，国際

スピード便（ＥＭＳ）を利用しますので，国際スピード便のホームページ［http://www.ems-post.jp/］

のＥＭＳ料金表を参照のうえ，地域ごとによる重量５００グラムの料金分の国際返信切手券を、返

信用封筒とともに同封してください。 

 

14．個人情報の取り扱いについて 

個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」および「京都  

大学における個人情報の保護に関する規程」に基づいて取り扱います。 
 

（１）出願に当たってお知らせいただいた氏名，住所その他個人情報については，①入学者選抜（出

願処理，選抜実施），②合格発表，③入学手続業務を行うために利用します。 
 

（２）入学者選抜に用いた試験成績は，今後の入学者選抜方法の検討資料作成のため利用します。 
 

（３）出願に当たってお知らせいただいた個人情報は，入学者のみ ①教務関係（学籍，修学指導

等），②学生支援関係（健康管理，授業料免除，奨学金等），③授業料徴収に関する業務を行

うため利用します。 

 

 

平成２８年７月           京都大学経済学部 教務掛 

    〒606-8501 京都市左京区吉田本町 

                 電話（075）753－3406，FAX（075）753－3492 


