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平成２９年度 

京都大学大学院経済学研究科 

修 士 課 程 学 生 募 集 要 項 

 

 

     本学大学院の「修士課程」は大学院設置基準にいう修業年限２年の「博士課程前期」 

     の課程であって、修士課程として取り扱われるものです。 

          なお、授与される学位は、「修士（経済学）」です。 

 

 

 

募 集 人 員 ４４名 

 

外国人留学生の特別選抜を含みます。 

 

         合格者 平成２６年度５６名、うち外国人留学生２７名 

平成２７年度５７名、うち外国人留学生２７名 
平成２８年度５１名、うち外国人留学生２８名 

 

 ○経済学専攻 

   

   講 座 名 等 

 

     
経済理論 

統計・情報分析 

歴史・思想分析 

比較制度・政策 

金融・財政 

市場動態分析 

現代経済学 

国際経営・経済分析 

経営管理・戦略 

市場・会計分析 

事業創成 

ファイナンス工学 

ビジネス科学 

 

 

協力講座（経済研究所） 

経済情報解析研究部門 

経済制度研究部門 

経済戦略研究部門 

ファイナンス研究部門 

附属複雑系経済研究センター 
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    本選抜は修士課程を修了後、引き続いて博士後期課程への進学を希望する者を主として対象 

    とします。入学者の選抜は、筆記試験の成績及び出身学校の学業成績等を総合して行います。 

 

                                                                  

１．出願資格                                                          

 出願時において、次のいずれかの資格を有する者。 

（１） 大学を卒業した者及び平成２９年３月卒業見込の者。 

（２） 外国において、学校教育における１６年の課程を修了し、学士学位を取得した者及び平成２９年３

月までに取得見込の者。 

（３） 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における１６年の課程を修了した者及び平成２９年３月までに修了する見込の者。 

（４） 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修

了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。 

（５） 文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び修了

見込の者。                 
（６） 文部科学大臣の指定した者。（昭和２８年文部省告示第５号参照） 

（７） 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び平成２９年３月３１日ま

でに授与される見込の者。 

（８） 本研究科において、大学を卒業した者及び卒業見込の者と同等以上の学力があると認めた者で、平

成２９年３月３１日現在２２歳に達したもの。              
                                                              

【注】上記出願資格（８）により出願する者は、事前に出願資格の審査を受けなければなりません。 

なお、事前審査を受けようとする者は、６月３０日（木）までに「事前審査申請調書」（本研究科

所定紙）及び「事前審査申請調書」裏面に記載の必要添付書類を経済学研究科教務掛へ提出してくだ

さい。審査を受けずに出願した場合は、出願書類等は受理しません。 

                                                                  

２．出願手続                      

    （１）入学検定料                                                                   

          入学検定料：３０，０００円                                             

                 【出願時現在、日本国政府（文部科学省）から奨学金を受給し、平成２９年４月以降

も受給する留学生については、検定料を納付する必要はありません。ただし、在籍

大学から発行された「国費留学生証明書」を提出してください。】 

                    

         振 込 期 間：平成２８年７月１２日（火）～平成２８年７月２１日（木） 

                  【期限当日の収納印は有効です。期間外の取扱いはいたしません。】  
                                                                                       

（振込方法）                                                              
①所定の振込依頼書のご依頼人欄（３カ所）に出願者の氏名等を記入し、金融機関(ゆうちょ銀

行・郵便局は除く。）の窓口に持参して、入学検定料を振り込んでください。ＡＴＭ（現金自

動預入支払機）やインターネット等での振り込みはしないでください。 

②三井住友銀行の本・支店から振り込む場合の振込手数料は不要です。その他の金融機関から      

振り込む場合の振込手数料は出願者の負担となります。 

③振り込み後、「入学検定料振込金受付証明書」及び「入学検定料振込金（兼手数料）受取書」

に収納印が押印されていることを確認して受け取り、「入学検定料振込金受付証明書」（左半

分）を所定の「入学検定料振込金受付証明書貼付台帳」に貼付してください。「入学検定料振

込金（兼手数料）受取書」（右半分・収入印紙貼付のもの）は、出願者で保管してください。 
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④平成２３年３月に発生した東日本大震災による災害救助法適用地域において、主たる家計支持

者が被災された方で、罹災証明書等を得ることができる場合は入学検定料を免除することがあ

ります。詳しくは、６月３０日（木）迄に経済学研究科教務掛まで問い合わせてください。  

 

(注) 海外の銀行からの振り込みはできません。 

             

 

 

 （２）出願書類等                                   

① 入学願書 
本学所定の用紙を使用し、記入してください。 

写真２枚（出願前３カ月以内に撮影した上半身脱帽正面向き）を定められ

た枠内にのり付けしてください。 ② 受験票・写真票 

③ 成績証明書 出身大学長又は学部長が作成したもの。 

④ 卒業証明書又は 

卒業見込証明書 

出願資格を有すると認められる書類。（コピー不可） 

成績証明書が卒業証明書又は卒業見込証明書を兼ねている場合は不要。 

なお、中国の大学を卒業している方は、卒業証書と学位証書の写しを必

ず提出すること。（後日確認のため、本紙及び中国高等教育学歴認証報

告の提出を求める場合があります。） 

⑤ 住民票 

（外国人留学生のみ提出） 

現在、居住している市区町村で発行された住民票を１部（国籍・在留資

格・在留期間が記載されているもの。）海外在住で出願時に提出できな

い者は、パスポートのコピー（表紙及び氏名、国籍、写真、生年月日の

記載されたページ）を提出し、入学時までに必ず原本を提出してくださ

い。 

⑥ 入学検定料振込金 

受付証明書貼付台紙 

（国費留学生は不要） 

本学所定の用紙に、入学検定料を金融機関で振り込み後、収納印が押印    

された「入学検定料振込金受付証明書」を所定の位置に貼付してくださ    

い。「入学検定料振込金受付証明書」に収納印がないものは出願書類を受

理しません。 

⑦ 封 筒（１部） 

（受験票送付用） 

本学交付の封筒に日本国内の受信場所、氏名及び郵便番号を明記し、            

３６２円切手（速達）を貼付してください。海外在住で外国住所への送

付を希望される場合は、下記料金相当の日本の切手又は国際返信切手券

（1枚＝130円相当）を同封してください。 

(アジア 1,400円、オセアニア・中近東・北中米 2,000円、ヨーロッパ

2,200円、アフリカ・南米 2,400円)  

⑧ あて名票（１枚） 
合格通知を受ける日本国内の受信場所・氏名・郵便番号を明記してくだ                 

さい。 

⑨TOEFL Examinee 
 Score Report 

TOEFL Examinee Score Report の原本を提出すること。詳細は、「４．

TOEFL iBT またはTOEFL PBT の学力評価について」を参照のこと。 

 

 

（３）出願書類の提出方法 

出願者は、上記出願書類等を一括し、本研究科から交付した所定の封筒により下記期間中に書留

郵便にて郵送してください。 

    なお、窓口での受付は行いません。 

                                                    
①  出願期間                           

    【平成２８年７月１５日（金）から７月２１日（木）午後５時（必着）まで。】 

    

   ② 出願書類等の提出先 

     〒606-8501 京都市左京区吉田本町   

              京都大学大学院経済学研究科教務掛 
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（注意） 

① 日本語・英語以外で書かれている証明書を提出する場合は、日本語訳（または英語訳）を付け

て提出してください。 

② 出願書類等の不備なものは受理しません。 

③ 出願書類受付後、記入事項の変更は認めません。 

④ 出願書類及び検定料はいかなる理由があっても返還しません。 
 
 

 ３．試験日程等 

月 日（曜） 科   目 時   間 

９月１日（木）
 

専門科目 ９：３０～１２：３０ 

 

 

 （１）外 国 語 （配点 100 点） 

        英語：TOEFL iBT またはTOEFL PBT の成績を換算して評価する。 

          あらかじめ受験したTOEFL iBT 、またはTOEFL PBT のExaminee Score Report を提出し

て下さい。 
          （詳細は、「４．TOEFL iBT またはTOEFL PBT の学力評価について」を参照のこと。） 

                          
 （２）専門科目（配点 400点） 

         経済原論、経済史、経済政策、経営学、会計学及び経済数学の６科目があり、各科目とも複数の

問題が出題されます。そのうち４問を解答してください。ただし、１科目から２問までしか解答で

きません。 

          ファイナンス工学講座への所属を希望する者(外国人留学生を含む)は、受験において専門科目

「経済数学」の出題分野から２問を必ず選択してください。 

                                         
 

   専門科目一覧表 （出題分野から社会経済学を除いて各１問ずつ出題されます。） 

専門科目 出 題 分 野 

経済原論 ミクロ経済学 マクロ経済学 社会経済学（２問）  

経済史 日本経済史 欧米経済史 社会経済思想史  

経済政策 地域・経済政策  社会政策・労働経済 財政・金融 国際経済 

経営学 経営戦略 経営管理   

会計学 財務会計 管理会計   

経済数学 経済数学 統計学・計量経済学   

 

  

 （３）受験票及び筆記試験の時間割・試験室等の詳細は、提出された封筒により、７月２９日（金）頃に

発送します。 

 

４．TOEFL iBT または TOEFL PBT の学力評価について 

・平成２６年８月１日以降に受験したTOEFL 試験の成績を有効とします。 

・TOEFL iBT（Internet-based Test）、またはTOEFL PBT（Paper-based Test）試験のみを有効

とします。 

TOEFL が実施する他の試験（団体試験であるTOEFL ITP（Institutional Testing Program）な

ど）は認められませんので注意してください。 
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・各自でTOEFL iBT、またはTOEFL PBT 試験を受験し、Examinee Score Report の原本（コピ

ー不可）を、出願期間中に提出することとしますが、出願期間中に提出できない者は、試験当日に持

参することも可とします。 
Examinee Score Report を提出していない場合、出願書類不備とし、「受験資格無し」となりま

すので、注意してください。受験からExaminee Score Report の到着が非常に遅れる場合もありま

すので、十分な時間的余裕を持って、TOEFL を受験してください。 
・提出後のExaminee Score Report の変更は認めません。また、書類に不正が認められた場合には

合格を取り消します。 
・希望者には、提出後のExaminee Score Report を返却しますので、提出時に申し出てください。

出願時に提出した方には、受験票送付時に同封し、返却します。 
 

 

５．合格者発表                

合格者の受験番号を９月１４日（水）午後３時に経済学研究科事務室前に発表し、経済学研究科ホー

ムページの入試情報（http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/）にも掲載します。発表後すぐには混み合って示さ

れない場合も予想されますので、表示されない場合は時間を空けて接続してください。 

電話による照会には一切応じられません。 

※合格者には、郵便により合格通知を発送します。 

 

 

６．入学手続          

合格者には、平成２９年２月下旬頃に入学手続に関する詳細を通知します。 

なお、入学料、授業料は以下のとおりです。 

  （１）入 学 料  ２８２，０００円（予定） 

  （２）授 業 料 

        前期分授業料 ２６７，９００円〔年額 ５３５，８００円〕（予定） 

   ※ 入学料及び授業料は予定額ですので、改定されることがあります。 

      ※ 入学時及び在学中に改定された場合には、改定時から新入学料及び新授業料が適用されます。 

  
 

７．研究計画書の提出 

合格者は、大学院における研究指導の必要上、合格通知とともに送付する本学所定の「研究計画書」

を平成２９年１月１２日（木）までに経済学研究科教務掛に提出してください。 

 

 

８．個人情報の取り扱いについて 

   次のことについて、予めご了承ください。 

（１）個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「京都大

学における個人情報の保護に関する規程」に基づいて取り扱います。 

（２）出願に当たってお知らせいただいた氏名、住所及びその他の個人情報については、①入学者選抜

（出願処理、選抜実施）、②合格発表、③入学手続業務を行うために利用します。 

（３）出願に当たってお知らせいただいた個人情報は、入学者のみ、①教務関係（学籍、修学指導

等）、②学生支援関係（健康管理、就職支援、授業料免除、奨学金申請等）、③授業料徴収に関

する業務を行うために利用します。 
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９．注意事項 

（１）書類等の氏名は通称・略字などを使用しないでください。（外国人留学生の場合は、住民票どお

りに記載してください。） 

  （２）企業・官公庁・研究機関等に在職している方は、入学に際しては、退職または休職等の措置をと

り、学業に専念しなければなりません。 

（３）障害等があり受験上若しくは修学にあたって配慮を必要とする者は、出願に先立ち教務掛へ申し       
出てください。 

  （４）外国からの出願者に対するビザ発給の代理申請や保証人の斡旋は一切行いませんので、ご自身で 
手配願います。 

  （５）出願書類を郵送で請求する場合は、封筒表面に「大学院修士課程入学願書請求」と朱書し、返信

用封筒（角形２号 240㎜×332㎜に受信者の住所・氏名・郵便番号を明記したもの）を同封のう

え、経済学研究科教務掛へ申し込んでください。 

       その場合、受信者が日本国内に居住する場合には２５０円切手を返信用封筒に貼付し、受信が外

国に居住する場合には、航空便書状２５０グラム相当の国際返信切手券を同封してください。 

（６）不明の点は経済学研究科教務掛に照会してください。 

 

           
    平成２８年６月       

京都大学大学院経済学研究科 
 
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 
TEL(0 7 5)7 5 3 - 34 06(教 務 掛 ) 
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/  

以下のアドレスより、京都大学本部構内マップ及び主な交通機関がご覧になります。 
 

（京都大学 HP－アクセス・マップ－本部構内マップ） 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_y.htm 


