
国外在住 

The Admissions Office で出願者情報を登録し、入学願書をダウンロードします。 

Register your information on and download the application form.

出願から入学までの流れ From Application to Admission

卒業証明書や成績証明書など、本学が求める書類を準備します。 

Prepare all the required documents.  (Graduation certificate, Academic transcript etc.) 

Flywire に(送金システム)に登録して入学検定料を支払います。(\30,000 JPY) 

Pay an examination fee on  system.                (\30,000 JPY) 

すべての出願書類の原本を EMS/DHL(追跡可能なもの)で本学に郵送します。これで出願完了です。

Send all the original documents by EMS or DHL with tracking number.   
That is all to complete your application.

合格者には本学からメールで入学手続書類をお送りします。 

We will send the enrollment documents to passed candidates by Email. 

すべての手続書類の原本を EMS/DHL(追跡可能なもの)で本学に郵送します。 

Send all the original documents by EMS or DHL with tracking number. 

入学金や学費を Flywire(送金システム)で支払います。 

Pay admission and tuition fee on  system.  

https://landing‐pages.flywire.com/landing/kufs‐admission

オンラインで面接を行います。 

Screening : Online Interview 

すべての出願書類を PDF形式で global@kufs.ac.jpに送信します。 

Send all the documents in PDF to global@kufs.ac.jp by E‐mail. 

入学手続書類を PDF形式で global@kufs.ac.jpに送信します。 

Send all the enrollment documents in PDF to global@kufs.ac.jp by E‐mail. 



国外在住 

出願書類チェックリスト Application Check List

必要な書類は募集要項に記載していますので、出願前に必ず確認してください。 

書類がすべてそろっていることを確認して提出しましょう。 

Required documents are listed in the application guidelines. Please be sure to check them 

before applying. 

Please make sure that all documents are complete and submitted. 

□ 入学願書  

□ 卒業 修了 証明書または卒業 修了 見込証明書 または大学入学資格の認定証明書 

□ 学業成績証明書  

□ 日本語の能力を証明する書類  

□ 英語の能力を証明する書類  

□ パスポートのコピー  

□ 入学金免除申請書  

□ 郵送先ラベル  

京都外国語大学 入試広報部 

〒615-8558 京都市右京区西院笠目町６ 

ADMISSIONS CENTER 

KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 

6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto ZIP 615-8558, JAPAN 

℡ ＋81(0)75-322-6035 Email global@kufs.ac.jp 



入学願書 Application Form 
※ 印欄は記人しないでください。Do not fill out fields marked with* 
※ 受験番号 
*Examinee No.

2023年度 京都外国語大学 外国人学生入学試験 
2023 Academic Year Kyoto University of Foreign Studies International Student Admission Examination

1 

１. 志願登録情報 Applicant Registration in formation 
志望する入学試験制度・志望学科に してください。  
Please choose one admission type and department, and tick the appropriate box.
入学試験制度  Admission Examination 
□ 国内在留A日程 Residing in Japan（Schedule A）  写真 

□ 国内在留 B日程 Residing in Japan（Schedule B） 

□ 国外在住A日程 Living abroad of Japan（Schedule A）  Color face Photo 

□ 国外在住 B日程 Living abroad of Japan（Schedule B） 

□ 国外在住 Living abroad of Japan 4 ㎝ long × 3 ㎝ wide 
（2023 年 9月入学） （September 2023 Enrollees） 

志望学科  Department 
□ 外国語学部 日本語学科 Faculty of Foreign Studies, Department of Japanese Studies 

□ 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 Faculty of Global Engagement, Department of Global Studies 

□ 国際貢献学部 グローバル観光学科 Faculty of Global Engagement, Department of Global Tourism 

２. 志願者情報 Applicant Information 
該当する欄はすべて記入してください。住所欄には、本学からの郵送物が確実に届く住所を記入してください。 
Please fill in the blanks and make sure that you register accurate address so that you receive our postal.

氏名 
Name 

カタカナ  

English 
(Family name) (Given name) (Middle name)

漢字 
(姓)                  (名)

生年月日 
Date of Birth 年 

YYYY
月 
MM

日 
DD

性別 
Gender 

□ 男 Male  □ 女 Female 

国籍・地域 
Nationality/Region 

在留資格 
VISA Status 

在留カード番号 
VISA No. 

在留期間満了日 
Date of Stay Expiration 

年   月   日 

住所 
Home Address Zip code 

電話番号 
Home phone No. 

携帯電話番号 
Mobile No. 

E-mail 



入学願書 Application Form 
※ 印欄は記人しないでください。Do not fill out fields marked with* 
※ 受験番号 
*Examinee No.

2023年度 京都外国語大学 外国人学生入学試験 
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３. 日本における緊急連絡先 Emergency contact person s living in japan. 
緊急連絡先は志願者本人以外とします。記入する前に必ず本人の許可をとってください。 
Please register a person who can receive an emergency contact in japan for you after getting a permission. 
国外在住で該当者がいない場合に限り、「該当者なし」に してください。 
If you can’t find anyone, please leave the blanks and check None. 

氏名 
Name 

カタカナ  
続柄 

Relationship 
English  

漢字  

住所 
Address Zip code 
電話番号 

Home phone No. 
携帯電話番号 
Mobile No. 

E-mail 

□ 該当者なし None 

４. 経費支弁者 Financial supporter 
志願者本人の場合は「志願者本人」に してください。それ以外の場合は、項目欄に記入してください。
If you are covering living costs and tuitions by yourself, Please check Applicant yourself and leave the blanks below. 
If you have a financial supporter, please fill in all the blanks. 

□ 志願者本人 Applicant yourself 

氏名 
Name 

カタカナ  
続柄 

Relationship 
English  

漢字  

住所 
Address Zip code 
電話番号 

Home phone No. 
携帯電話番号 
Mobile No. 

５. 語学検定試験 Language exams proficiency 
出願資格を満たす語学検定試験結果を記入してください。 
If you have a certificate of EJU or JLPT, please fill in the blanks. 
日本語の検定試験 Japanese exams proficiency 

□ 日本留学試験（EJU） 
日本語(記述は除く)       点 ・ 
総合科目      点 受験日：     年    月 

□ 日本語能力試験（JLPT） N     （総合得点      点） 受験日：     年    月 

□ 評価書
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出願資格を満たす語学検定試験結果を記入してください。 
If you have a certificate of EJU or JLPT, please fill in the blanks. 
英語の検定試験 English exams proficiency 

□ TOEFL iBT  □ IELTS
□ TOEIC L&R ・ S&W
□ Others(                )

スコア          点 
Score 

受験日：     年    月 
Examination date： YYYY    MM 

□ TOEFL iBT  □ IELTS
□ TOEIC L&R ・ S&W
□ Others(                )

スコア          点 
Score 

受験日：     年    月 
Examination date： YYYY    MM 

□ 評価書 Evaluation of English Proficiency 

６. 学歴・職歴・日本語の学習歴など   
Academic record, Work Experience record, Japanese Language Study Experience Record 

学歴 
Academic Background 学校名 

School Name 
所在国・地域 
Country/Region 

小学校 
Elementary 
school 

年   月 

YYYY  MM 

入学 
Enrolled 

年   月 

YYYY  MM 

卒業 
Graduated 

中学校 
Junior  

high school 

年   月 

YYYY  MM 

入学 
Enrolled 

年   月 

YYYY  MM 

卒業 
Graduated 

高等学校 
High school

年   月 

YYYY  MM 

入学 
Enrolled 

年   月 

YYYY  MM 

卒業 
Graduated 

大学・ 
専門学校 
University・ 
Vocational 
school 

年   月 

YYYY  MM 

入学 
Enrolled 

年   月 

YYYY  MM 

在学中 Enrolled 
卒業 Graduated 

退学 Leave 
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職歴 
Work Experience 勤務先名称等 

Companies’ official name 
所在国・地域 
Country/Region 

年         年   月 
YYYY   MM    YYYY   MM 

年         年   月 
YYYY   MM    YYYY   MM 

日本語の学習歴 
Japanese Language Study Experience 学校名 

School Name 
国・地域 

Country/Region 

日本語学校 
Japanese 
Language 
School 

年   月  
YYYY  MM 

入学 
Enrolled 

年   月  
YYYY  MM 

在学中 Enrolled 
卒業 Graduated 

退学 Leave 

年   月  
YYYY  MM 

入学 
Enrolled 

年   月  
YYYY  MM 

在学中 Enrolled 
卒業 Graduated 

退学 Leave 

各種学校 
(専門学校など)
Vocational 
School

年   月  
YYYY  MM 

入学 
Enrolled 

年   月  
YYYY  MM 

在学中 Enrolled 
卒業 Graduated 

退学 Leave 

年   月  
YYYY  MM 

入学 
                                     Enrolled 

年   月  
YYYY  MM 

在学中 Enrolled 
卒業 Graduated 

退学 Leave 
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※ 印欄は記人しないでください。Do not fill out fields marked with* 
※ 受験番号 
*Examinee No.

2023年度 京都外国語大学 外国人学生入学試験 
2023 Academic Year Kyoto University of Foreign Studies International Student Admission Examination

5 

７. 志望動機 Motivation letter 
外国語学部 日本語学科と国際貢献学部 グローバル観光学科は日本語で記入してください。 
国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科は英語で記入してください。 
Please fill out in the following languages: Department of Japanese Studies and Global Tourism: Japanese,  

Department of Global Studies: English. 



日本語学科・グローバル観光学科 出願用 
※ ださい。Do not fill out fields marked with* 

※ 受験番号 
*Examinee no.

2023年度 京都外国語大学 外国人学生入学試験 
2023 Academic Year Kyoto University of Foreign Studies International Student Admission Examination

  日本語能力についての評価書 

記入日：     年   月   日 

評価者の方へお願い

下記志願者の在学・出身学校（教育機関）等の指導者もしくはそれに準ずる人物に作成をお願
いしております。 
つきましては、日本語能力および特記すべき事項について日本語でご記入いただき、評価者ご
自身にてご署名および厳封のうえ、志願者へご返却ください。 
何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

志願者氏名 
Family name            First name            Middle name

志望学部・学科 学部 学科 

上記志願者が、志望する学部学科が求める日本語能力を有していることをここに証明します。 

学校機関名：                                      

学校所在地：                                      

代表者役職・氏名：                                
（Signature） 

 評価者 

役  職：              氏   名：                
（Signature） 

電話番号：              メールアドレス：                     



 評価基準 

優 ：専門的な文献、新聞や評論など幅広い内容の日本語についても十分に理解し、文章の構成や内容を理解
できる。会話やニュースを聞いて論理構成や要旨を把握し、正確かつ流暢な日本語で説明することがで
きる。 

良 ：新聞や教科書など一般的な話題に関する読み物から話の流れや表現意図を理解できる。日常的な場面で
使われる日本語の理解に加え、会話やニュースを聞いて登場人物関係や要旨について簡単な日本語で説
明できる。 

可 ：日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章や話題に関する読み物から、話の流れや表現意
図を理解できる。日常的な場面での会話を聞いて、話の具体的な内容や登場人物関係についてある程度
理解し、簡単な日本語で説明できる。 

可(努力を要する)  
：基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な話題の文章を読んで、ある程度内容を理解できる。日常的
な場面での会話を聞いて、内容をほぼ理解できる。 

 評価基準 を参考に、熟達程度の該当箇所にチェック してください。 

1. 話す力 

□ 優   □ 良   □ 可   □ 可(努力を要する)

2. 聞く力 

□ 優   □ 良   □ 可   □ 可(努力を要する)

3. 書く力 

□ 優   □ 良   □ 可   □ 可(努力を要する)

4. 読む力 

□ 優   □ 良   □ 可   □ 可(努力を要する) 

5. その他総合的な日本語能力 
（校内テストやほかの日本語検定試験の成績等について記入してください。別途資料がある
場合は添付してください。） 

以上 



グローバルスタディーズ学科 出願用 
※ 印欄は記人しないでください。Do not fill out fields marked with* 
※ 受験番号 
*Examinee no.

2023年度 京都外国語大学 外国人学生入学試験 
2023 Academic Year Kyoto University of Foreign Studies International Student Admission Examination

英語能力についての評価書 
Evaluation of English Proficiency 

記入日
Date

：     年
Year
   月

Month
   日

Day

評価者の方へお願い Request to Evaluators

下記志願者の在学・出身学校（教育機関）等の指導者もしくはそれに準ずる人物に作成をお願
いしております。 
つきましては、英語能力および特記すべき事項についてご記入いただき、評価者ご自身にてご
署名および厳封のうえ、志願者へご返却ください。 
何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
We request that this be filled out by the instructor or an equivalent person from the below school where applicant 
is enrolled or graduated (educational institution). 
Please fill in regarding their English proficiency and special matters, and return it to the applicant after signing 
and sealing it by yourself. 
Thank you for your cooperation. 

志願者氏名 
Applicant’s Name

Family name            First name            Middle name

志望学部・学科 
Desired 

Faculty/Department
学部
Faculty

 学科
Department

上記志願者が、志望する学部学科が求める英語能力を有していることをここに証明します。 
I certify that, in accordance with the above, the applicant has the English proficiency required by their desired 
faculty/department.

学校機関名 School Organization Name：                            

学校所在地 School Address：                                

代表者役職・氏名 Representative’s Title/Name：                      
  （Signature）

 評価者 Evaluator 

役職 Position：            氏名 Name：                  
  （Signature）

電話番号 Phone：            メールアドレス Email：                  



 評価基準 

優 Excellent 
：時折、不正確さや不適切さがみられ、また状況によっては誤解が生ずる可能性もあるが、英語を駆使す
る能力を有している。複雑な言語も概して上手く扱っており、詳細な論理を理解している 
Has operational command of the language, through with occasional inaccuracies, inappropriacies and 
misunderstandings in some situations. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning. 

良 Good 
：不正確さ、不適切さ、および誤解がいくらか見られるものの、概して効果的に英語を駆使する能力を有
している。特に、慣れた状況においては、かなり複雑な言語を使いこなすことができる。 
Has generally effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings. 
Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations. 

可 Passable
：部分的に英語を駆使する能力を有しており、大概の状況において全体的な意味をつかむことができる。
ただし、多くの間違いを犯すことも予想される。自身の分野においては、基本的なコミュニケーション
を行うことができる。 
Has partial command of the language, coping with overall meaning in most situations, though is likely to make many 
mistakes. Should be able to handle basic communication in own field. 

可(努力を要する) Satisfactory (Requires Effort)
：慣れた状況おいてのみ、基本的能力を発揮できる。理解力、表現力の問題が頻繁にみられる。複雑な言
語は使用できない。 
Basic competence is limited to familiar situations. Has frequent problems in understanding and expression. Is not able 
to use complex language. 

 評価基準 を参考に、熟達程度の該当箇所にチェック してください。 
Please refer to the Evaluation Criteria and check  the applicable options regarding proficiency level. 

1. 話す力 Speaking Ability

□ 優 Excellent □ 良Good □ 可Passable □ 可(努力を要する) Satisfactory (Requires Effort)

2. 聞く力 Listening Ability
□ 優 Excellent □ 良Good □ 可 Passable □ 可(努力を要する) Satisfactory (Requires Effort)

3. 書く力 Writing Ability
□ 優 Excellent □ 良Good □ 可 Passable □ 可(努力を要する) Satisfactory (Requires Effort)

4. 読む力 Reading Ability
□ 優 Excellent □ 良Good □ 可 Passable □ 可(努力を要する) Satisfactory (Requires Effort)

5. その他総合的な英語能力 Other Comprehensive English Ability
（校内テストやほかの英語検定試験の成績等について記入してください。別途資料がある場合は
添付してください。 Please fill in the results of school test and other English language exams. You can 
attach any separate materials if you have them as evidence.） 

以上 



※ 印欄は記人しないでください。Do not fill out fields marked with* 
※ 受験番号 
*Examinee no.

2023年度 京都外国語大学 外国人学生入学試験 
2023 Academic Year Kyoto University of Foreign Studies International Student Admission Examination

入学金免除申請願 Admission Fee Exemption Application 

志願者氏名 
Name of Applicant
生年月日 
Date of Birth            年

Year
    月

Month
    日

Date
生 

志望学科 
Department

下記の検定試験の結果をもって入学金免除(入学後に相当額を返金)を申請いたします。 
I hereby apply for admission fee exemption (equivalent amount will be returned after admission) based on the following 
aptitude examination results.

検定試験名 
Aptitude examination 

得点等 
Score, etc. 

(貼付欄) Attach here 
資格・検定などの合格証明誉やスコアカードのコピーを貼付してください。 
Please attach a copy of your score card as proof of passing your certification, examination, etc.
複数の資格・検定の基準を満たしている場合は、いずれか1つを記入してください。 
If you meet standards for multiple certifications /examinations, please only fill out one.



速 達

〒 615   8558  
(Z ip  615 -8558)  

6 
(6 Kasame-Cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto, JAPAN) 

京都外国語大学 入試広報部  御中
(Kyoto University of Foreign Studies, Admission Center)

TEL 075-322-6035  
(TEL +81-75-322-6035)  

＜志望学部・学科＞ してください。(＜Faculty and Department＞ Please  them. )

□ 外国語学部 日本語学科
(Faculty of Foreign Studies, Department of Japanese Studies)

□ 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科
(Faculty of Global Engagement, Department of Global Studies)

□ 国際貢献学部 グローバル観光学科
(Faculty of Global Engagement, Department of Global Tourism)

< 氏 名 ・ N a m e >
＜住所・Address＞ 〒 

郵 便 

切 手 

書
留
速
達

（
入
学
願
書
在
中
）

このラベルを封筒に直接貼り付けて郵送してください。 
(Please attach this label directly to the envelope and mail it.)

必ず簡易書留・速達で郵送してください。 
(Please make sure to send it by recorded and express mail.)


