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2013年度　グローバル地域文化学部
グローバル地域文化学科　自己推薦（アスリート）入学試験要項

ヨーロッパコース、アジア・太平洋コース、アメリカコース

１． 募　集　人　数
　　グローバル地域文化学部　グローバル地域文化学科　ヨーロッパコース　　　2 名
　　グローバル地域文化学部　グローバル地域文化学科　アジア・太平洋コース　2 名
　　グローバル地域文化学部　グローバル地域文化学科　アメリカコース　　　　2 名

２． 出　願　資　格
　　以下の⑴～⑹の要件をすべて満たす者。 
　　⑴　 2012 年に高等学校 （中等教育学校の後期課程を含む。 以下同じ）を卒業した者、および

2013 年３月 31 日までに高等学校を卒業見込みの者。  
　　　　【注】下記の者も⑴に準ずるものとします。 
　　　ａ． 通常の課程による 12 年の学校教育を 2012 年に修了した者、および 2013 年３月 31 日ま

でに修了見込みの者。 
　　　ｂ． 外国において、 学校教育における 12 年の課程を 2012 年に修了した者、および 2013 年

３月 31 日までに修了見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した
もの。 

　　　ｃ． 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設
の当該課程を 2012 年に修了した者、および 2013 年３月 31 日までに修了見込みの者。 

　　　ｄ． 文部科学大臣の指定した者。 
　　　ｅ． 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験を 2011 年度・2012 年

度中に合格した者、および 2013 年３月 31 日までに合格見込みの者。 
　　　ｆ． その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められる者、および 2013 年３月 31 日までにこれに該当する見込みの者
で、2013 年３月 31 日までに満 18 歳に達するもの。   

　　⑵　 同志社大学グローバル地域文化学部で学ぶことを強く希望し、入学後は学業と課外体育活
動を両立させる強い意志をもつ者。

　　⑶　 同志社大学体育会に加盟する部の競技種目 （14 ページの別表）を高等学校在学中に課外
体育活動として積極的に行い、かつ、入学後も体育会加盟の部において、 スポーツ活動を
継続する意志をもつ者。 

　　⑷　 高等学校在学中に各種競技スポーツにおいて、全国高等学校総合体育大会、 全国高等学校
選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会等の全国大会に出場し、16 位以内の
成績を残した者、もしくはそれと同等以上の競技成績をあげた者。
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　　⑸　 高等学校の全科目の評定平均値が 3.0 以上で、かつ全ての外国語の評定平均値が 4.0 以上
の者。

　　⑹　 下記①～⑯のいずれかの試験を受験し、そのスコア票、または合格証明書により外国語能
力を証明することができる者。

　　　①　TOEIC　※ TOEIC-IP は資格の対象となりません。
　　　②　TOEFL iBT
　　　③　TOEFL PBT　※ TOEFL-ITP は資格の対象となりません。
　　　④　実用英語技能検定（英検）　　
　　　⑤　IELTS
　　　⑥　ドイツ語技能検定試験
　　　⑦　Start Deutsch / Fit in Deutsch
　　　⑧　実用フランス語技能検定試験
　　　⑨　DELF
　　　⑩　中国語検定試験
　　　⑪　HSK
　　　⑫　スペイン語技能検定
　　　⑬　DELE
　　　⑭　ロシア語能力検定試験
　　　⑮　「ハングル」能力検定試験
　　　⑯　韓国語能力試験

　【注】 出願資格⑴のａ～ｆに該当する者で、全体の評定平均値が出ない場合、出願前に同志社大
学グローバル地域文化学部設置準備室設置業務課（電話 0774 − 65 − 7070）までご連絡く
ださい。 

３． 選　考　方　法
　　⑴　第１次選考（書類選考） 
　　　　出願書類にもとづき書類選考を行います。 
　　⑵　第２次選考（第１次選考合格者のみ） 
　　　　筆記試験（小論文）および口頭試問を実施し、総合的に判断して合格者を選抜します。 

４． 出　願　書　類
　　〈第１次選考〉
　　⑴　第１次選考志願票
　　　　（本学所定の用紙に本人が記入したもの） 
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　　　　志願票記入上の注意 （16 ページ） を参照し、記入してください。 
　　　　入学検定料納入後の入学志願票は次のように処理してください。 
　　　　　１） 金融機関から納入する場合（ゆうちょ銀行は不可）  
　　　　　　志　　願　　票①
　　　　　　写　　真　　票②　　本学に提出してください。
　　　　　　受　　験　　票⑤　　 （写真票②に取扱金融機関収納印のないものは出願を受理しま

せん。） 
　　　　　　振 込 依 頼 書③……入学検定料を納入した金融機関が保管します。 
　　　　　　領　　収　　証④……取扱金融機関収納印を確かめ、大切に保管してください。 
　　　　　２） コンビニエンスストアから納入する場合
　　　　　　志　　願　　票①
　　　　　　写　　真　　票②　　本学に提出してください。 
　　　　　　受　　験　　票⑤　　 （写真票②にコンビニエンスストア入学検定料収納証明書が貼

付されていないものは出願を受理しません。） 
　　　　　※ コンビニエンスストアを利用する場合は、振込依頼書③および領収証④を使用しませ

ん。 
　　⑵　調査書（出身高等学校長が証明し、厳封したもの） 
　　　　 高等学校第３学年第１学期末まで（卒業者については高等学校第３学年第３学期末まで）

の学習成績等について記載したもの。
　　　　 【注】 出願資格⑴のａ～ｆに該当する者で、「調査書」が出ない場合は、出願前に同志社

大学グローバル地域文化設置準備室設置業務課までご連絡ください。 
　　⑶　志望理由書（本学所定の用紙に本人が記入したもの） 
　　⑷　競技成績証明書（本学所定の用紙） 
　　⑸　競技成績を証明する客観性のある資料（本学所定の表紙を上綴じすること）
　　⑹　資格を証明する書類（原本に限る）
　　　　 ２．出願資格⑹の要件を満たしていることを証明する書類（スコアカードなど）
　　　　なお、提出いただいた書類（スコアカードなど）は後日返却いたします。
　　⑺　写真１枚
　　　　 出願前３か月以内に撮影した正面半身脱帽、背景無地のカラー写真（タテ３㎝×ヨコ２. ４

㎝）を写真票②の貼付欄に貼付してください。 
　　　　なお、合格した場合には、学生証用写真等として使用します。  
　　⑻　宛名シール （２連）２枚 （本学所定の用紙） 
　　　　志願票記載の書類送付先住所を２連とも記入してください。
　　　　【注】⑶～⑸の書類作成上の注意事項は、それぞれの本学所定用紙に記載しています。 
　　　　　　  第２次選考出願書類は、第１次選考合格者に通知します。 
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５． 入学検定料および納入方法
　１　第１次選考
　　⑴　入学検定料　10,000 円
　　⑵　納入方法
　　　１） 金融機関から納入する場合 （ゆうちょ銀行は不可） 
　　　　 本学所定の入学志願票（①票～⑤票）に必要事項を記入し、切り離さずに、金融機関の窓

口から「電信扱」で納入してください （ATM は不可）。 
　　　　納入後、 ②票、 ④票に取扱金融機関収納印が押してあることを確認してください。 
　　　　取扱金融機関収納印のないものは、出願を受理しません。 
　　　　 なお、③票に記載している本学指定金融機関の本・支店から納入される場合の手数料は不

要です。
　　　２） コンビニエンスストアから納入する場合
　　　　 17 ページ「コンビニエンスストアでの入学検定料納入方法」を参照のうえ、手続きして

ください。
　　　　 入学検定料納入後に発行されるコンビニエンスストア入学検定料収納証明書を、写真票②

所定欄に貼付してください。収納証明書がないものは、出願を受理しません。 
　　　　※コンビニエンスストアを利用する場合は、振込依頼書③および領収証④を使用しません。
　　⑶　納 入 期 日　2012 年８月 29 日（水）（期限後の納入は出願を受理しません。） 
　２　第２次選考
　　⑴　入学検定料　25,000 円
　　⑵　納 入 方 法
　　　１）金融機関から納入する場合 （ゆうちょ銀行は不可） 
　　　　 第１次選考合格者に本学所定の振込依頼書を送付しますので、必要事項を記入し、切り離

さずに、金融機関の窓口から「電信扱」で納入してください（ATM は不可）。 
　　　　 入学検定料納入後、本学所定用紙に払込金証明書 B を貼付してください。 
　　　　 取扱金融機関収納印のないものは、第２次選考の出願を受理しません。 
　　　２）コンビニエンスストアから納入する場合
　　　　 第１次選考合格者は、17 ページの「コンビニエンスストアでの入学検定料納入方法」を

参照のうえ、手続きしてください。 
　　　　 入学検定料納入後に発行されるコンビニエンスストア入学検定料収納証明書を、本学所定

用紙のコンビニエンスストア入学検定料収納証明書貼付欄に貼付してください。収納証明
書がないものは、第２次選考の出願を受理しません。 

　　　　※コンビニエンスストアを利用する場合は、振込依頼書を使用しません。
　　⑶　納 入 期 日　2012 年９月 28 日（金）（期限後の納入は出願を受理しません。） 
　　　　※いったん納入された入学検定料は返還いたしませんので、注意してください。 
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６． 出　願　受　付
　　出願は郵送に限ります。（窓口では一切受け付けません） 
　　⑴　受付期間：第１次選考：2012 年８月 21 日（火）～８月 29 日（水）（締切日消印有効） 
　　　　　　　　　第２次選考（第１次選考合格者のみ）：2012 年９月 21 日（金）～９月 28 日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（締切日消印有効）
　　⑵　 郵送方法：簡易書留速達郵便に限ります。本学所定の「出願用封筒」を使用してください。

特定記録郵便または普通郵便のものは責任をもちません。
　　⑶　 郵送宛先：〒 610-0394 京田辺市多々羅都谷１－３　
　　　　　　　　　　　　　　　　 同志社大学グローバル地域文化学部設置準備室設置業務課

７． 選　考　日　程
　　⑴　第１次選考（書類選考） 
　　　　 選考結果を、９月 21 日（金）付で、本人宛に速達で通知します。合格者には、第２次選

考に必要な手続書類をあわせて送付します。 
　　　　 ９月 25 日（火）の正午の時点で郵便が未着の場合は、グローバル地域文化学部設置準備

室設置業務課（電話 0774 − 65 − 7070）まで連絡してください。なお、第１次選考結果
通知書未着以外の問い合わせには、一切応じられません。

　　　　 なお、第２次選考に出願する者は、９月 28 日（金）まで（締切日消印有効）に手続して
ください。手続のない場合は、第２次選考を辞退したものとみなします。   

　　⑵　第２次選考（第１次選考合格者のみ）
　　　　筆記試験（小論文）、口頭試問　 10 月６日（土）〔京田辺校地〕
　　　　時間・場所等の詳細については、第１次選考合格者に通知します。
  

８． 合 格 者 発 表
　　 10 月 19 日（金）付で、本人宛に速達郵便で通知します。合格者発表に関する電話等による

問い合わせには一切応じません。

９． 入　学　手　続 
　　 合格者は、 第１次手続として登録料 （入学金相当額） を納入し、 第２次手続として学生納付金

から登録料を差し引いた金額を納入してください。 
　　期日までに第１次手続および第２次手続を完了しない場合は、 入学を許可しません。  
　　　　　第１次手続締切：2013 年１月 10 日 （木）  
　　　　　第２次手続締切：2013 年３月 11 日 （月） 
　　　※１　 いったん納入された登録料または入学金は、いかなる事情があっても返還いたしませ

ん。 
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　　　※２　期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受付けませんので、注意してください。 
　　　※３　登録料は、第２次手続が完了した時点で、 入学金として取り扱います。 
　　　※４　 入学手続を完了した後、2013 年３月 31 日までに所定の方法により入学手続取消を申

し出た場合に限り、学生納付金から入学金を差し引いた金額を返還します。 詳細は
合格者に通知します。  

10． その他注意事項
　　⑴　 自己推薦（アスリート）入学試験合格者が 2013 年３月末時点で、出願資格⑴の要件を満

たさなかった場合は、理由のいかんに関わらず入学を許可しません。  
　　⑵　いったん受付けた書類は、いかなる事情があっても返還いたしません。 


