


入試概要
外国人留学生

学費 奨学金

選抜方法

入学検定料

日程

出願資格

Admissions Overview

Tuition Fees Scholarship

本学における講義を理解できる日本語能力を有し、次の各号のすべてに該当する女子。

15,000円

2023年3月31日までに18歳に達している者

日本国以外の国籍を有し、外国において通常の課程における12年の学校教育を修了した者。※
または、2023年3月に修了見込みの者、あるいは本学において同等以上の学力があると認められる者。

日本留学試験「日本語（記述を含む）」（2023年度入学の場合、Ⅰ期は2021年11月と2022年６月実施、Ⅱ期は2022年６月と11月実施）、
または、日本語能力試験（2023年度入学の場合、Ⅰ期は2021年12月と2022年７月実施、Ⅱ期は2022年７月と12月実施）
の成績通知書を提出できる者

科目

配点

時間

日本語作文

100点

11:00～12:00

面接 (約15分)

100点

13:00～

日本語作文

100点

11:15～12:15

面接 (約15分)

100点

13:15～

満点

科目

配点

時間

満点200点 200点

I期

出願期間 試験実施日 合格発表 入学手続期限

I期

II期

2022/11/21(月)~12/9(金) 2022/12/17(土)

2023/1/23(月)~2/14(火) 2023/2/20(月)

2022/12/23(金)

2023/3/1(水) 2023/3/10(金) 一括納入

一次 2023/1/10(火)
二次 2023/1/24(火)

I I期

本学では外国人留学生に対して以下の奨学金を設けています。

詳しくはこちら

※授業料25％減免の場合（2023年度実績）

入学金の50％
および授業料の25％が減免
「日本留学試験 日本語（記述含）」280点以上、
または「日本語能力試験」N1認定の方

入学年度のみ授業料（年間）が40％減免
その他、外部の奨学金への推薦・応募支援も積極的に行っています。

名称

内容

金額

対象

外国人留学生成績優秀者奨学金（給付）

各学年において、特に人物・成績が優秀な外国人留学生に支給（標準修得単位数をクリアした者の内、GPAで上位の者）

1位～3位：40万円　　4位以下：20万円　(年間)

各学年の外国人留学生の30%以内

Faculties and Departments

外国人留学生入学選抜を実施している学科

人間健康学群

健康科学部

こども教育学部

人間健康学群

健康栄養学科 管理栄養士専攻・健康スポーツ栄養専攻

医療福祉学科 言語聴覚専攻

看護学科

こども教育学科 学校教育コース・幼児教育コース

少人数授業の割合
（学生数20名以下の授業）

教員一人当たりの学生数 3.9人
47％

大学

5.0人
77％

短期大学部
看護学研究科　看護学専攻（修士課程）

心理学研究科　臨床心理学専攻（修士課程）

助産学専攻科（１年過程）

大学

健康科学部

キャリア形成
学部

短期大学部

医療福祉学科
社会福祉専攻

心理学科

キャリア形成
学科

ライフデザイン
学科

※外国人留学生もその他の入試を経て
入学可能ですが、外国人留学生授業料
減免対象外となります。

各学科・大学院等の
詳しい情報はこちら

その他の学群・学科・大学院・専攻科

大学

専攻科

大学院

学部・学科

人々の“健康”と“未来”を創造する女子大学

外国人留学生 によりそう環境

クラスアドバイザー(教員)

学習支援
履修指導

就職支援センター職員
ADV

ICE
ADVICE

YOU

留学生就職活動ガイダンス
個別指導

新入生・卒業論文チューター(上級生)

学習アドバイザー

学習ステーション駐在スタッフ ピア・サポーター(上級生)

学習支援 学習支援

国際交流センター職員

生活支援
在留更新
奨学金サポート

学習支援
生活支援

1

2

4

3

手厚いサポート

少人数教育

日本の伝統文化に関わる学び 「和の心」を学びます

富小路まちやキャンパス

豊富な交流機会

外国人留学生一人ひとりに対し、クラスアドバイザーや国際
交流センタースタッフなど、7名体制で学びや生活をサポート
します。上級生による「新入生チューター」や「卒業論文
チューター」も手配しています。また、就職支援センターに
よる外国人留学生対象の日本就職ガイダンスや個別指導も
丁寧に行っています。

本学では少人数教育で、学生一人ひとりによりそう手厚い教育
を行っています。教員一人あたりの学生数は右の表の通りで、
全国平均：私立大学約20人、国公立大学約10名と比べると、
とても恵まれた環境です。「光華メソッド」という本学独自の
教育手法により、ICT機器を活用しながら「主体的で深い
学び」を促進します。

本学では必修で日本の伝統文化を学びます。礼法、華道、茶道、
書道、着付けなどの魅力と技法を体験的に学び、理解を深め
ます。伝統文化のサークルも充実しています。また、本学には
「富小路まちやキャンパス」があり、授業やイベントで京都
文化が体験できます。京都の商店街や観光協会
などとの連携プロジェクトも充実しています。

本学では外国人留学生対象の「新入生歓迎会」「卒業生を送る会」など、留学生同士つながりを
作る機会を設けています。また、日本人学生との交流イベント「多文化ラウンジ」や「国際交流のつどい」
などの定期開催で、友だち作りをサポートしています。さらに、サークル活動の他に、「学Booo
（まなぶー）」という学習グループがあり、同じ興味を持つ仲間と知り合う機会も豊富です。

京都光華は仏教系の大学なので、仏教に関して深く理解でき、新しい視点
から人生や世界のことを考えられるようになりました。女子大学特有の
繊細な美も感じられます。歴史の重みと西洋のおしゃれな雰囲気が
ある京都のまちで、一緒にすてきな学生生活を送りましょう！

子ども・医療・地域の各フィールドで人々の暮らしを支えるソーシャルワーカーへ
支援が必要な子どもに対応できる社会福祉士、医療ソーシャルワーカーなど、あらゆる
年代の人々の暮らしの幸せを支えるソーシャルワーカーを育てます。

心を学ぶと見えてくるわたしの新たな可能性
「臨床心理」「子ども心理」「社会・犯罪心理」3つのコースで学んだ心理学を医療・教育・
福祉・保育・産業などさまざまな分野で実践に生かせる力を身につけます。

新時代を生きる創造力と実践力を身につけ、企業や行政で活躍する人材に
「経営学・データサイエンス」「生活科学・観光・デザイン」「現代社会学・地域公共」から専門科目を
自由に選択して学ぶことができます。自分の「好き」に合わせて幅広い知識とスキルを身につけます。

２年間で４年分の成長！
ビジネス基礎、ファッション、インテリア、デザイン企画、フード、観光など、興味や将来の
夢に合わせて幅広く学ぶことができます。企業や地域との連携活動等を通して、基礎知識
や教養、課題発見能力を身につけます。大学３年次編入も可能です！

大学 短期大学部医療福祉学科［社会福祉専攻］・心理学科・キャリア形成学科 ライフデザイン学科

入学金（50％減免） 125,000円 115,000円

授業料（年額）（25％減免） 862,500円 825,000円

学生会費（年額、入会金含） 5,700円 5,700円

奨学会費（年額、入会金含） 13,400円 13,400円

初年度納付金合計 1,006,600円 959,100円

外国人留学生入学選抜の合格者

京都光華女子大学では、これまで80年以上、
仏教精神に基づく女子教育に取り組んできました。
大切にしているのは校訓「真実心」、つまり思いやりの心、よりそう心です。
私たちは、この理念によって、すべての人が健やかに暮らせる“Well-Being”な
未来の実現を目指し、学生一人ひとりに、そして地域によりそう教育を実践しています。
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3

看護学研究科　鄒 佼佼さん（中国出身）

※「 本学において同等以上の学力があると認められる者」として出願する者については、事前に個別の入学資格審査を行いますので、
　申請が必要となります。出願受付開始日の１ヵ月前までに入学・広報センターまでお問い合わせください。
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の成績通知書を提出できる者

科目

配点

時間

日本語作文

100点

11:00～12:00

面接 (約15分)

100点

13:00～

日本語作文

100点

11:15～12:15

面接 (約15分)

100点

13:15～

満点

科目

配点

時間

満点200点 200点

I期

出願期間 試験実施日 合格発表 入学手続期限

I期

II期

2022/11/21(月)~12/9(金) 2022/12/17(土)

2023/1/23(月)~2/14(火) 2023/2/20(月)

2022/12/23(金)

2023/3/1(水) 2023/3/10(金) 一括納入

一次 2023/1/10(火)
二次 2023/1/24(火)

I I期

本学では外国人留学生に対して以下の奨学金を設けています。

詳しくはこちら

※授業料25％減免の場合（2023年度実績）

入学金の50％
および授業料の25％が減免
「日本留学試験 日本語（記述含）」280点以上、
または「日本語能力試験」N1認定の方

入学年度のみ授業料（年間）が40％減免
その他、外部の奨学金への推薦・応募支援も積極的に行っています。

名称

内容

金額

対象

外国人留学生成績優秀者奨学金（給付）

各学年において、特に人物・成績が優秀な外国人留学生に支給（標準修得単位数をクリアした者の内、GPAで上位の者）

1位～3位：40万円　　4位以下：20万円　(年間)

各学年の外国人留学生の30%以内

Faculties and Departments

外国人留学生入学選抜を実施している学科

人間健康学群

健康科学部

こども教育学部

人間健康学群

健康栄養学科 管理栄養士専攻・健康スポーツ栄養専攻

医療福祉学科 言語聴覚専攻

看護学科

こども教育学科 学校教育コース・幼児教育コース

少人数授業の割合
（学生数20名以下の授業）

教員一人当たりの学生数 3.9人
47％

大学

5.0人
77％

短期大学部
看護学研究科　看護学専攻（修士課程）

心理学研究科　臨床心理学専攻（修士課程）

助産学専攻科（１年過程）

大学

健康科学部

キャリア形成
学部

短期大学部

医療福祉学科
社会福祉専攻

心理学科

キャリア形成
学科

ライフデザイン
学科

※外国人留学生もその他の入試を経て
入学可能ですが、外国人留学生授業料
減免対象外となります。

各学科・大学院等の
詳しい情報はこちら

その他の学群・学科・大学院・専攻科

大学

専攻科

大学院

学部・学科

人々の“健康”と“未来”を創造する女子大学

外国人留学生 によりそう環境

クラスアドバイザー(教員)

学習支援
履修指導

就職支援センター職員
ADV

ICE
ADVICE

YOU

留学生就職活動ガイダンス
個別指導

新入生・卒業論文チューター(上級生)

学習アドバイザー

学習ステーション駐在スタッフ ピア・サポーター(上級生)

学習支援 学習支援

国際交流センター職員

生活支援
在留更新
奨学金サポート

学習支援
生活支援

1

2

4

3

手厚いサポート

少人数教育

日本の伝統文化に関わる学び 「和の心」を学びます

富小路まちやキャンパス

豊富な交流機会

外国人留学生一人ひとりに対し、クラスアドバイザーや国際
交流センタースタッフなど、7名体制で学びや生活をサポート
します。上級生による「新入生チューター」や「卒業論文
チューター」も手配しています。また、就職支援センターに
よる外国人留学生対象の日本就職ガイダンスや個別指導も
丁寧に行っています。

本学では少人数教育で、学生一人ひとりによりそう手厚い教育
を行っています。教員一人あたりの学生数は右の表の通りで、
全国平均：私立大学約20人、国公立大学約10名と比べると、
とても恵まれた環境です。「光華メソッド」という本学独自の
教育手法により、ICT機器を活用しながら「主体的で深い
学び」を促進します。

本学では必修で日本の伝統文化を学びます。礼法、華道、茶道、
書道、着付けなどの魅力と技法を体験的に学び、理解を深め
ます。伝統文化のサークルも充実しています。また、本学には
「富小路まちやキャンパス」があり、授業やイベントで京都
文化が体験できます。京都の商店街や観光協会
などとの連携プロジェクトも充実しています。

本学では外国人留学生対象の「新入生歓迎会」「卒業生を送る会」など、留学生同士つながりを
作る機会を設けています。また、日本人学生との交流イベント「多文化ラウンジ」や「国際交流のつどい」
などの定期開催で、友だち作りをサポートしています。さらに、サークル活動の他に、「学Booo
（まなぶー）」という学習グループがあり、同じ興味を持つ仲間と知り合う機会も豊富です。

京都光華は仏教系の大学なので、仏教に関して深く理解でき、新しい視点
から人生や世界のことを考えられるようになりました。女子大学特有の
繊細な美も感じられます。歴史の重みと西洋のおしゃれな雰囲気が
ある京都のまちで、一緒にすてきな学生生活を送りましょう！

子ども・医療・地域の各フィールドで人々の暮らしを支えるソーシャルワーカーへ
支援が必要な子どもに対応できる社会福祉士、医療ソーシャルワーカーなど、あらゆる
年代の人々の暮らしの幸せを支えるソーシャルワーカーを育てます。

心を学ぶと見えてくるわたしの新たな可能性
「臨床心理」「子ども心理」「社会・犯罪心理」3つのコースで学んだ心理学を医療・教育・
福祉・保育・産業などさまざまな分野で実践に生かせる力を身につけます。

新時代を生きる創造力と実践力を身につけ、企業や行政で活躍する人材に
「経営学・データサイエンス」「生活科学・観光・デザイン」「現代社会学・地域公共」から専門科目を
自由に選択して学ぶことができます。自分の「好き」に合わせて幅広い知識とスキルを身につけます。

２年間で４年分の成長！
ビジネス基礎、ファッション、インテリア、デザイン企画、フード、観光など、興味や将来の
夢に合わせて幅広く学ぶことができます。企業や地域との連携活動等を通して、基礎知識
や教養、課題発見能力を身につけます。大学３年次編入も可能です！

大学 短期大学部医療福祉学科［社会福祉専攻］・心理学科・キャリア形成学科 ライフデザイン学科

入学金（50％減免） 125,000円 115,000円

授業料（年額）（25％減免） 862,500円 825,000円

学生会費（年額、入会金含） 5,700円 5,700円

奨学会費（年額、入会金含） 13,400円 13,400円

初年度納付金合計 1,006,600円 959,100円

外国人留学生入学選抜の合格者

京都光華女子大学では、これまで80年以上、
仏教精神に基づく女子教育に取り組んできました。
大切にしているのは校訓「真実心」、つまり思いやりの心、よりそう心です。
私たちは、この理念によって、すべての人が健やかに暮らせる“Well-Being”な
未来の実現を目指し、学生一人ひとりに、そして地域によりそう教育を実践しています。

1

2

3

看護学研究科　鄒 佼佼さん（中国出身）

※「 本学において同等以上の学力があると認められる者」として出願する者については、事前に個別の入学資格審査を行いますので、
　申請が必要となります。出願受付開始日の１ヵ月前までに入学・広報センターまでお問い合わせください。








