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入学希望の方へ 

京都インターナショナルユニバーシティー（KIU）にご関心をお寄せいただきありがとうございます。 

この募集要項には本学の特徴や出願に関する重要な情報が書かれていますので、よくお読みください。 

 

▐ 個別ニーズに合った教育 

 KIU は京都にある欧米式リベラルアーツ方式に基づく教育を取り入れた小規模なキリスト教系の学校です。 

 本学は国際性に富む学生が学び、それぞれの教育目標を達成できるよう、国際的な環境を提供しています。 

 授業ではプレゼンテーションが多く、ディスカッションする力が養われ、また、自らが考え分析しながら 

 学ぶなど、学生達の自発性を高め、チームワークや成し遂げる力が備わるように取り組んでいます。 

 これは小規模だからこそできることであり、KIUは個別ニーズに合った教育を大切にしています。 

 

▐ 多様性に富む成功への道 

 KIU に通う学生は多様な背景を持ち、その目標も様々です。KIU で学んだ学生の進路は様々で、有名企業 

 への就職、優れた大学院過程への進学、アメリカやカナダの大学への編入など、多岐にわたっております。 

 また、アメリカから交換留学生として本学で学ぶ学生もいます。KIUは、外国人や日本人といった区別は  

 なく、各学生が自身の専攻分野において未来のリーダーとなれるよう、教職員一同は自らの経験と知識を 

 持って、学生がより高い目標を目指し、その目標に到達できるように全力でサポートしています。 

 

▐ FOUNDATIONS PROGRAMについて 

KIU ファンデーションズプログラムとは、北米の大学進学を目指す学生のためのプログラムです。このプロ

グラムで提供する授業は海外大学と同等の内容なので、英語力をはじめ、海外で学ぶ際に必須の基礎力を身

につけることができます。ファンデーションズプログラムで取得した単位を北米大学へ円滑に行えるよう、

学位修了協定や単位互換協定を結んでいる北米大学もあります。 

 

▐ 出願について 

 本学に出願される方は、募集要項に記載されている次の出願方法をよくお読みください。 

 ご質問などございましたら、いつでもお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先 

京都インターナショナルユニバーシティー 

〒610-0331 京都府京田辺市田辺勇田 63-1 

TEL: 0774-64-0804   FAX: 0774-64-0805 

e-mail: info@kyotoiu.ac.jp  URL: www.kyotoiu.ac.jp 



出 願
 

▐ 出願期限 

 京都インターナショナルユニバーシティーでは下記のとおり、願書を受け付けております。 

 

 

  

         

※ 留学生はビザ申請の手続きのため、出願期限が異なります。 

 

 

▐ 出願書類 

 下記の必要書類等を郵便書留で郵送してください。 

（１） 入学願書（署名があるもの） 

（２） 高等学校の成績証明書（他大学からの編入学志願者は、最終学校の成績証明書） 

（３） 検定試験の成績の写し（TOEFL / TOEIC / SAT / 英検（STEP） / IELTS等）  

（４） 写真 2枚（2.4cm × 3cm） 

（５） 申請料 30,000 円の納付証明書（申請料の納付が証明できるもの） 

振込先： 京都銀行 大住支店 

  普通預金 3990171 

  京都インターナショナルユニバーシティー 

（６） エッセイ（面接に来られない方のみ） 

・テーマ： What makes you special? 

・長さ：800 字（タイプされたもの） 

 

▐ 選考方法 

 KIU では志願者の学力に加え、検定試験の成績（GPA、SAT、TOEFLなど）、エッセイ又は面接、部活、学 

 校生活の適応力など総合的に合否を判定します。すべての出願書類等を提出した後、面接を行います。 

 

  

▐ 合格後 
 すべての合格者は健康診断書を提出してください。 

留学生はビザ発行手続きに関する書類の提出が必要です。申請からビザが発行まで約 4ヶ月かかります。   

3 学期制 出願期限 出願期限（留学生対象） 

春学期 （4月～6月）  2月 1日  10月 1日* 

 秋学期 （9 月～12月）  7月 1日   3月 1日*   

冬学期 （1月～3月） 11月 1日   7月 1日* 



学 費
                                                  

 本年度の納付金は下記の通りです（学納金は変動することがあります）。  

入学金          200,000 円 

授業料            1,000,000 円 

設備費       30,000 円 

※ 授業料を学期分割払いされる場合は、1 学期につき 355,000 円になります。 

※ 1 学期に 12単位以上を履修する者は、1 単位 30,000 円の超過登録費がかかります。 

※ 留学生は入学時に別途、保証金（400,000円）を納付してください。修了時に返還します。 

 

▐ 成績優秀者奨学金 

京都インターナショナルユニバーシティー（KIU）では規定の条件を満たす成績優秀者に限り、奨学金を給付し

ます。GPAならびに英語が母国語でない者は TOEFLのスコア、英語が母国語の者は SATのスコアで審査されます。

志願者は優秀者奨学金申請書に必要事項を記入し、TOEFL/SAT の成績証明書を添付して提出期限までに学部長室

に提出してください。奨学金は入学日から 1年間給付され、毎年再審されます。 

 

 【入学時】 * 最終学歴の成績が GPA以外の評価の場合、GPAに算定されます。 

（A）最終学歴の成績 GPA3.6 以上 + TOEFL550（iBT80）点以上 / SAT1200点以上の者 

（B）最終学歴の成績 GPA3.3 以上 + TOEFL525（iBT71）点以上 / SAT1100点以上の者 

 【入学後】 

（C）3学期間継続して KIU GPA3.6 以上 + TOEFL550（iBT80）点以上 / SAT1200 点以上の者 

（D）3学期間継続して KIU GPA3.3 以上 + TOEFL525（iBT71）点以上 / SAT1100 点以上の者 

 

授業料  区 分 奨学金（授業料年間払い） 奨学金（授業料学期払い） 

￥1,000,000  
 （A） （C） ￥300,000 ￥85,000 × 3学期 

（B） （D） ￥100,000 ￥15,000 × 3学期 

   ※申し込み期限：春学期入学者（翌年 2月 1日まで） 

           秋学期入学者（翌年 7月 1日まで） 

           冬学期入学者（翌年 11月 1日まで） 

住まいについて 

本学は学生寮を設けておりません。お住まいをお探しの方は、学生マンション取扱店をご紹介しますのでお申

し付けください。設備内容によって変わりますが、月 4～5万円が目安です。  
 



※学校記入欄

APPLICANT INFORMATION
Beginning Term Year Spring Fall Winter

入学時期 年 春学期 秋学期 冬学期

When to Study Abroad Year Month

留学予定時期 年 月

Last Name First Name Middle Name

□ Male 男性 □ Female 女性

Year 年

〒

PARENT/GUARANTOR INFORMATION
Relationship 続柄

〒

Contacts if KIU can't reach home
自宅に連絡がつかない場合の連絡先

Phone # Name Relationship

電話番号 氏名 続柄

Phone # Name Relationship

電話番号 氏名 続柄

Native 
Language

E-mail

Country of
Citizenship

国 籍 母 国 語

保
護
者
　
保
証
人

志
　
願
　
者

Name

受付年月日
 番 号

（in English）

氏　　　名

□ □ □

ふ り が な

氏  名

ふ り が な

Age 年齢Month 月 Day 日

E-mail

Date of Birth

生年月日

Address

住  所

Home Phone

Application for Admission

入 学 願 書

Occupation
職 業

Work Phone
勤務先電話

Address

住  所

Home Phone Cell Phone

自宅電話 携帯電話

自宅電話

Cell Phone

携帯電話

Name

①

②

写真貼付欄

・上半身脱帽

・ 3cm×4cm

・写真の裏に氏名

を記入し貼付する。



ACADEMIC INFORMATION アカデミック情報
Beginning with the most recent, list all high schools, colleges/universities, or other schools you have attended.

これまでに在籍／卒業した全ての学校（高等学校／短大／大学／専門学校）を最近のものから順に記入してください

School Name City Year of Graduation

学校名 所在地 卒業（見込）年度

School Name City Year of Graduation

学校名 所在地 卒業年度

School Name City Year of Graduation

学校名 所在地 卒業年度

School Name City Year of Graduation

学校名 所在地 卒業年度

TEST SCORE 検定試験の成績
Score Date

得点 取得年月日

Score Date

得点 取得年月日

Grade Date

級 取得年月日

Reading Writing MATH Date

取得年月日

PERSONAL STATEMENT　志望理由
In the space below, describe why you have applied to KIU and your academic plans to achieve your future goals after enrollment.

KIUを志望した理由、および入学した後、将来の目標を実現するための学修計画を下欄に記入してください。

I certify that the information on this application is true and accurate.

以上、上記の記載事項に相違ありません。

Applicant's Signature Date

本人署名 日付

Parent/Guardian's Signature

保護者署名

Study Interests
興味ある分野

Career Goals
将来の目標

TOEFL

TOEIC

STEP 英検

SAT

OFFICE OF ADMISSION

Kyoto International University


