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◆編・転入学試験Ⅰ期／Ⅱ期
募集人員

若干名

入学年次

編・転入学年次は２年次または３年次です。
入学後の単位認定：出身学校で修得した単位を、３年次入学は62単位、２年次入学は31単位程度を上限に、個別科目認定及び科目区分認定します。
※入学年次は合格発表時に通知します。
※まんが表現学科のみ、入学年次は原則２年次となります。3年次からの編・転入学はできません。
※教職課程を履修する場合、最短の修業年限で免許取得に必要な所定科目等をすべて履修することができず、卒業と同時に教員免許状を取得できない場合があります。
※博物館学芸員課程を履修する場合、最短の修業年限で資格取得に必要な所定科目等をすべて履修することができず、卒業と同時に学芸員資格を取得できない場合があります。

外国籍の方は上記に加えて、下記書類を提出してください。

　●日本語能力についての証明書
　　次のいずれか、または両方

〇日本語能力試験（JLPT）……合格結果通知書、日本語能力認定書、認定結果および成績に関する証明書のいずれか　※コピー可
〇日本留学試験（EJU）・・・・・・・・・・成績通知書、成績証明書、成績確認書のいずれか　※コピー可

　●本人であることを証明する書類
〇全員 …………………………パスポートのコピー（氏名及び顔写真が記載されたページのコピー）
〇日本国内在住者 ……………パスポートのコピーに加えて、在留カードまたは外国人登録証明書の両面コピー
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

提出書類 ※出願の流れの詳細は、8～11ページを参照してください。

インターネット
志願票

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●●

◯
在学生のみ

◯
在学生のみ

◯
在学生のみ

◯
外国籍の方のみ

◯
外国籍の方のみ

◯
発行可能な
場合のみ

履歴書
〈本学所定様式〉

志望理由書
〈本学所定様式〉 成績証明書

現在履修中の
科目の

単位証明書

在学証明書
または

在籍証明書

シラバス
または
講義概要

本人であることを
証明する書類
および

日本語能力に
ついての書類

卒業（見込）
証明書
または
修了（見込）
証明書

出願資格
①

● ● ● ●● ●◯
在学生のみ

◯
外国籍の方のみ

出願資格
②～④

出願資格
⑤

検定料

35,000円
持参物

受験票、作品（詳細は36ページを参照）

入学試験日程

区分 試験日※2出願期間（WEB）
および検定料支払 出願書類郵送締切※1 合格発表 入学手続き

期間

編・転入学試験
Ⅰ期

編・転入学試験
Ⅱ期

12/2（金）

3/10（金）

11/26（土）
集合時間 13:40
面接開始 14:00

※3

3/4（土）
集合時間   9:40
面接開始 10:00

※3

10/7（金） 00：00

～

10/20（木）23：59  

検定料支払後

～

10/21（金）
当日消印有効

検定料支払後

～

1/24（火）
当日消印有効

1/10（火） 00：00

～

1/23（月） 23：59

合格発表

～

3/17（金）
当日消印有効

合格発表

～

入学金 12/16（金）
当日消印有効

学費等 1/10（火）
当日消印有効

※1 出願書類郵送について、国外からの場合は書類郵送締切日までに必着とします。締切日消印有効ではありませんのでご注意ください。  
※2 受験票は試験2日前までに一斉に配信します（郵送はいたしません）。
　インターネットエントリー／出願サイトよりダウンロードのうえ印刷し、所定の箇所で切り取ったものを試験当日にご持参ください。
※3 受験者数により、集合・面接時間は変更する場合があります。その際は別途通知します。

※複数の学校に在籍していた場合は、必ず出願開始1ヶ月前までに広報入試課までお問い合わせください。

● インターネット志願票

● 履歴書〈本学所定様式〉
外国籍の方はすべての項目を記入してください。

● 志望理由書〈本学所定様式〉
映像表現学科内の映画コースとアニメーションコースを併願する場合は、出願するコースごとに作成し、提出してください。

● 成績証明書 ………………………………………………………………………………………………………………… B
出身校の学校長が作成したものを提出してください。

● 現在履修中の科目の単位証明書（在学生のみ） ………………………………………………………………………… C
在学中の者は現年次で履修中の科目、単位を証明する書類を提出してください。上記BとCが１枚になっているものは、そのまま提出してください。

● 卒業（見込）証明書または修了（見込）証明書
● 在学証明書または在籍証明書

出身校の学校長が作成したものを提出してください。

 ………………………………………………………………………… A

● シラバスまたは講義概要  ………………………………………………………………………………………………… D
上記BとCに記載されている科目すべての、修得単位数や到達目標、授業内容、そして授業時間数（または単位に対する授業時間の説明文）がわかる書類
※出身学校のウェブサイトや、発行する冊子物等に掲載されている該当科目のページをコピーまたは印刷し、BとCでの記載順どおりに並べて提出してく
　ださい。コピーまたは印刷する用紙のサイズはＡ４判に統一してください。
※日本語または英語以外の言語で記載されている場合、日本語または英語の翻訳を添えて提出してください。

上記A～Cの証明書について
日本語または英語で記載された証明書を提出してください。日本語または英語以外の言語で記載されている場合、日本語または英語に訳し、大使館・領事館・公証処
などの公的機関（在学中に限り日本国内所在の日本語学校も可）において、原本と訳本の内容に相違ないことの証明を受けた上で、原本と翻訳の両方を提出してくだ
さい。また、すべての書類には公的機関（在学中に限り日本国内所在の日本語学校も可）の公印を必要とします。※詳細は7ページ「証明書の翻訳について」をご確認ください。

出願資格
■2年次希望
◆次のいずれかに該当する者。

❶4年制大学または短期大学を卒業した者、または2023年3月に卒業見込
みの者。

❷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。
❸専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを

修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❹高等学校の専攻科の課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすも
のを修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❺4年制大学または短期大学に1学年以上在学し（休学期間を除く）、30単
位以上を修得した者（※1）。

❻本学が、❶～❺の表記内容と同等以上の学力があると認めた者（※2）。
※1…30単位を修得できなかった者は、入学を取り消します。
※2…出願資格❻で受験を希望される方は、出願開始の2ヶ月前までに広報入試課までお問い合わせください。

■3年次希望
◆次のいずれかに該当する者。

❶4年制大学または短期大学を卒業した者、または2023年3月に卒業見込
みの者。

❷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。
❸専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを

修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❹高等学校の専攻科の課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすも
のを修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❺4年制大学または短期大学に2学年以上在学し（休学期間を除く）、62単
位以上を修得した者（※1）。

❻本学が、❶～❺の表記内容と同等以上の学力があると認めた者（※2）。
※1…62単位を修得できなかった者は、入学を取り消します。
※2…出願資格❻で受験を希望される方は、出願開始の2ヶ月前までに広報入試課までお問い合わせください。

外国籍の方は、上記に加えて、出願時点で、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催する日本語能力試験（JLPT）における
「N2」以上の資格保有者、もしくは独立行政法人日本学生支援機構が主催する日本留学試験（EJU）「日本語」における「読解」／「聴解・聴読解」の合計が「220点
以上」の者。
※ただし、Ⅱ期については、出願時に有効な中長期在留資格を有し、日本国内に在住している者に限ります。
※国費留学生で上記の日本語能力に該当しない場合は、出願開始の1ヶ月前までに広報入試課へ相談してください。
※卒業・修了見込で入学試験に出願・合格し入学手続きを完了した者が、2023年3月31日までに卒業・修了しなかった場合は、入学資格を取り消します。
※入学に際して必要な在留資格を取得することができない場合は、入学資格を取り消します。

■共通

選考方法 POINT
◆学科間の併願はできません。ただし、映像表現学科の映画コースとアニメーションコースについ
ては、コース間の併願が可能です。
◆国外から出願される方は、出願を早めることができますのでお問い合わせください。出願期間に
おいて、国外から出願の場合は書類郵送締切日までに必着とします。締切日消印有効ではあり
ませんのでご注意ください。

選考方法
・

評価方法

❶志望理由書
❷持参作品
❸面接

左記の項目を
200点満点で
総合評価

各入試区分の出願書類郵送締切日までに簡易書留速達郵便にて郵送してください（締切日消印有効）。
ただし、国外から出願の場合は、出願書類郵送締切日までに必着とします。
本学所定の様式は神戸芸術工科大学ウェブサイト「入試情報」のページ（https://www.kobe-du.ac.jp/exam/download/）からダウンロードしてください。
※書類は特に指定がない限り原本を提出してください。
※必要に応じて下記以外の書類の提出を求める場合があります。

各入試区分のエントリー／出願書類郵送締切日までに簡易書留速達郵便にて郵送してください（締切日消印有効）。
ただし、国外からエントリー／出願の場合は、エントリー／出願書類郵送締切日までに必着とします。
本学所定の様式は神戸芸術工科大学ウェブサイト「入試情報」のページ（https://www.kobe-du.ac.jp/exam/download/）からダウンロードしてください。
※書類は特に指定がない限り原本を提出してください。
※必要に応じて下記以外の書類の提出を求める場合があります。

※成績確認書（コピー可）を提出する場合は、対象となる日本留学試験を右記
のとおりとします。成績通知書または成績証明書（コピー可）を提出する場
合は、日本留学試験の実施年度や実施回は問いません。

入試区分 対象となる日本留学試験
総合型選抜公募推薦入学試験Ⅰ期 2020年度　第2回 （11月実施）
留学生入学試験Ⅰ期 2021年度　第1回 （　6月実施）
編・転入学試験Ⅰ期 2021年度　第2回 （11月実施）

2022年度　第1回 （　6月実施）

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅱ期
2021年度　第1回 （　6月実施）
2021年度　第2回 （11月実施）
2022年度　第1回 （　6月実施）

一般選抜入学試験Ⅰ期/Ⅱ期 2021年度　第1回 （　6月実施）
一般選抜大学入学共通テスト利用型入学試験Ⅰ期/Ⅱ期 2021年度　第2回 （11月実施）
留学生入学試験Ⅱ期 2022年度　第1回 （　6月実施）
編・転入学試験Ⅱ期 2022年度　第2回 （11月実施）
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◆編・転入学試験Ⅰ期／Ⅱ期
募集人員

若干名

入学年次

編・転入学年次は２年次または３年次です。
入学後の単位認定：出身学校で修得した単位を、３年次入学は62単位、２年次入学は31単位程度を上限に、個別科目認定及び科目区分認定します。
※入学年次は合格発表時に通知します。
※まんが表現学科のみ、入学年次は原則２年次となります。3年次からの編・転入学はできません。
※教職課程を履修する場合、最短の修業年限で免許取得に必要な所定科目等をすべて履修することができず、卒業と同時に教員免許状を取得できない場合があります。
※博物館学芸員課程を履修する場合、最短の修業年限で資格取得に必要な所定科目等をすべて履修することができず、卒業と同時に学芸員資格を取得できない場合があります。

外国籍の方は上記に加えて、下記書類を提出してください。

　●日本語能力についての証明書
　　次のいずれか、または両方

〇日本語能力試験（JLPT）……合格結果通知書、日本語能力認定書、認定結果および成績に関する証明書のいずれか　※コピー可
〇日本留学試験（EJU）・・・・・・・・・・成績通知書、成績証明書、成績確認書のいずれか　※コピー可

　●本人であることを証明する書類
〇全員 …………………………パスポートのコピー（氏名及び顔写真が記載されたページのコピー）
〇日本国内在住者 ……………パスポートのコピーに加えて、在留カードまたは外国人登録証明書の両面コピー
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

提出書類 ※出願の流れの詳細は、8～11ページを参照してください。

インターネット
志願票

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●●

◯
在学生のみ

◯
在学生のみ

◯
在学生のみ

◯
外国籍の方のみ

◯
外国籍の方のみ

◯
発行可能な
場合のみ

履歴書
〈本学所定様式〉

志望理由書
〈本学所定様式〉 成績証明書

現在履修中の
科目の

単位証明書

在学証明書
または

在籍証明書

シラバス
または
講義概要

本人であることを
証明する書類
および

日本語能力に
ついての書類

卒業（見込）
証明書
または
修了（見込）
証明書

出願資格
①

● ● ● ●● ●◯
在学生のみ

◯
外国籍の方のみ

出願資格
②～④

出願資格
⑤

検定料

35,000円
持参物

受験票、作品（詳細は36ページを参照）

入学試験日程

区分 試験日※2出願期間（WEB）
および検定料支払 出願書類郵送締切※1 合格発表 入学手続き

期間

編・転入学試験
Ⅰ期

編・転入学試験
Ⅱ期

12/2（金）

3/10（金）

11/26（土）
集合時間 13:40
面接開始 14:00

※3

3/4（土）
集合時間   9:40
面接開始 10:00

※3

10/7（金） 00：00

～

10/20（木）23：59  

検定料支払後

～

10/21（金）
当日消印有効

検定料支払後

～

1/24（火）
当日消印有効

1/10（火） 00：00

～

1/23（月） 23：59

合格発表

～

3/17（金）
当日消印有効

合格発表

～

入学金 12/16（金）
当日消印有効

学費等 1/10（火）
当日消印有効

※1 出願書類郵送について、国外からの場合は書類郵送締切日までに必着とします。締切日消印有効ではありませんのでご注意ください。  
※2 受験票は試験2日前までに一斉に配信します（郵送はいたしません）。
　インターネットエントリー／出願サイトよりダウンロードのうえ印刷し、所定の箇所で切り取ったものを試験当日にご持参ください。
※3 受験者数により、集合・面接時間は変更する場合があります。その際は別途通知します。

※複数の学校に在籍していた場合は、必ず出願開始1ヶ月前までに広報入試課までお問い合わせください。

● インターネット志願票

● 履歴書〈本学所定様式〉
外国籍の方はすべての項目を記入してください。

● 志望理由書〈本学所定様式〉
映像表現学科内の映画コースとアニメーションコースを併願する場合は、出願するコースごとに作成し、提出してください。

● 成績証明書 ………………………………………………………………………………………………………………… B
出身校の学校長が作成したものを提出してください。

● 現在履修中の科目の単位証明書（在学生のみ） ………………………………………………………………………… C
在学中の者は現年次で履修中の科目、単位を証明する書類を提出してください。上記BとCが１枚になっているものは、そのまま提出してください。

● 卒業（見込）証明書または修了（見込）証明書
● 在学証明書または在籍証明書

出身校の学校長が作成したものを提出してください。

 ………………………………………………………………………… A

● シラバスまたは講義概要  ………………………………………………………………………………………………… D
上記BとCに記載されている科目すべての、修得単位数や到達目標、授業内容、そして授業時間数（または単位に対する授業時間の説明文）がわかる書類
※出身学校のウェブサイトや、発行する冊子物等に掲載されている該当科目のページをコピーまたは印刷し、BとCでの記載順どおりに並べて提出してく
　ださい。コピーまたは印刷する用紙のサイズはＡ４判に統一してください。
※日本語または英語以外の言語で記載されている場合、日本語または英語の翻訳を添えて提出してください。

上記A～Cの証明書について
日本語または英語で記載された証明書を提出してください。日本語または英語以外の言語で記載されている場合、日本語または英語に訳し、大使館・領事館・公証処
などの公的機関（在学中に限り日本国内所在の日本語学校も可）において、原本と訳本の内容に相違ないことの証明を受けた上で、原本と翻訳の両方を提出してくだ
さい。また、すべての書類には公的機関（在学中に限り日本国内所在の日本語学校も可）の公印を必要とします。※詳細は7ページ「証明書の翻訳について」をご確認ください。

出願資格
■2年次希望
◆次のいずれかに該当する者。

❶4年制大学または短期大学を卒業した者、または2023年3月に卒業見込
みの者。

❷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。
❸専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを

修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❹高等学校の専攻科の課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすも
のを修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❺4年制大学または短期大学に1学年以上在学し（休学期間を除く）、30単
位以上を修得した者（※1）。

❻本学が、❶～❺の表記内容と同等以上の学力があると認めた者（※2）。
※1…30単位を修得できなかった者は、入学を取り消します。
※2…出願資格❻で受験を希望される方は、出願開始の2ヶ月前までに広報入試課までお問い合わせください。

■3年次希望
◆次のいずれかに該当する者。

❶4年制大学または短期大学を卒業した者、または2023年3月に卒業見込
みの者。

❷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。
❸専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを

修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❹高等学校の専攻科の課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすも
のを修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（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に限る）。

❺4年制大学または短期大学に2学年以上在学し（休学期間を除く）、62単
位以上を修得した者（※1）。

❻本学が、❶～❺の表記内容と同等以上の学力があると認めた者（※2）。
※1…62単位を修得できなかった者は、入学を取り消します。
※2…出願資格❻で受験を希望される方は、出願開始の2ヶ月前までに広報入試課までお問い合わせください。

外国籍の方は、上記に加えて、出願時点で、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催する日本語能力試験（JLPT）における
「N2」以上の資格保有者、もしくは独立行政法人日本学生支援機構が主催する日本留学試験（EJU）「日本語」における「読解」／「聴解・聴読解」の合計が「220点
以上」の者。
※ただし、Ⅱ期については、出願時に有効な中長期在留資格を有し、日本国内に在住している者に限ります。
※国費留学生で上記の日本語能力に該当しない場合は、出願開始の1ヶ月前までに広報入試課へ相談してください。
※卒業・修了見込で入学試験に出願・合格し入学手続きを完了した者が、2023年3月31日までに卒業・修了しなかった場合は、入学資格を取り消します。
※入学に際して必要な在留資格を取得することができない場合は、入学資格を取り消します。

■共通

選考方法 POINT
◆学科間の併願はできません。ただし、映像表現学科の映画コースとアニメーションコースについ
ては、コース間の併願が可能です。
◆国外から出願される方は、出願を早めることができますのでお問い合わせください。出願期間に
おいて、国外から出願の場合は書類郵送締切日までに必着とします。締切日消印有効ではあり
ませんのでご注意ください。

選考方法
・

評価方法

❶志望理由書
❷持参作品
❸面接

左記の項目を
200点満点で
総合評価

各入試区分の出願書類郵送締切日までに簡易書留速達郵便にて郵送してください（締切日消印有効）。
ただし、国外から出願の場合は、出願書類郵送締切日までに必着とします。
本学所定の様式は神戸芸術工科大学ウェブサイト「入試情報」のページ（https://www.kobe-du.ac.jp/exam/download/）からダウンロードしてください。
※書類は特に指定がない限り原本を提出してください。
※必要に応じて下記以外の書類の提出を求める場合があります。

各入試区分のエントリー／出願書類郵送締切日までに簡易書留速達郵便にて郵送してください（締切日消印有効）。
ただし、国外からエントリー／出願の場合は、エントリー／出願書類郵送締切日までに必着とします。
本学所定の様式は神戸芸術工科大学ウェブサイト「入試情報」のページ（https://www.kobe-du.ac.jp/exam/download/）からダウンロードしてください。
※書類は特に指定がない限り原本を提出してください。
※必要に応じて下記以外の書類の提出を求める場合があります。

※成績確認書（コピー可）を提出する場合は、対象となる日本留学試験を右記
のとおりとします。成績通知書または成績証明書（コピー可）を提出する場
合は、日本留学試験の実施年度や実施回は問いません。

入試区分 対象となる日本留学試験
総合型選抜公募推薦入学試験Ⅰ期 2020年度　第2回 （11月実施）
留学生入学試験Ⅰ期 2021年度　第1回 （　6月実施）
編・転入学試験Ⅰ期 2021年度　第2回 （11月実施）

2022年度　第1回 （　6月実施）

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅱ期
2021年度　第1回 （　6月実施）
2021年度　第2回 （11月実施）
2022年度　第1回 （　6月実施）

一般選抜入学試験Ⅰ期/Ⅱ期 2021年度　第1回 （　6月実施）
一般選抜大学入学共通テスト利用型入学試験Ⅰ期/Ⅱ期 2021年度　第2回 （11月実施）
留学生入学試験Ⅱ期 2022年度　第1回 （　6月実施）
編・転入学試験Ⅱ期 2022年度　第2回 （11月実施）


