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令和 5 (2023)年度京都大学経済学部研究生出願要項 
 
 

Ⅰ．出 願 資 格  
次の各項に該当する者とします。  
１．日本もしくは外国の大学において、学士の学位を得た者および入学期日の前日ま

でに学士の学位を得る見込みの者、またはこれと同等以上の学力を有すると認め

られる者、並びに経済学部において適当と認めた者。 (注参照 )  
 
２．指導を希望する教員の指導受入れ承諾を得ている者。  

なお、外国の大学を卒業した方は、本学部への出願前にＡＡＯ (Admissions 
Assistance Office) での照会手続きを行なう必要があります。   
京都大学ＡＡＯ（Admissions Assistance Office) 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html 

 
３．外国人留学生の場合は、さらに以下の項目に該当する必要があります。  
（１）在留資格「留学」を有する者、または入学後に在留資格を「留学」に変更可能

な者。  
（２）日本国際教育支援協会の実施する「日本語能力試験(Ｎ１級)」に 2018 年度か

ら 2022 年度までのいずれかの年度に合格している者。ただし、すでに本学に

在籍している者（日本語能力の確認が行われ入学した者）は除きます。なお、

外国に在住している、または日本滞在期間が短い等により同試験を受験し、か

つ合格することが困難な者については、指導を希望する教員を通じて出願期間

前に経済学部教務掛に照会してください。  
 
  注：下線の資格で出願するものは、11 月 15 日（火）までに申立及び証明書で審査を

願い出ること。  
 
 

【特記事項】  

 新型コロナウィルス感染症に係る日本政府の発表内容次第で、本学からの入学許可が

得られても、手続きがすぐに開始できない場合には、2023 年 4 月 1 日以前に渡日でき

ない可能性があることを考慮に入れて出願を検討してください。  
 
 

Ⅱ．出 願 手 続  
【出願に必要な書類は、京都大学経済学部教務掛にメールで請求してください。  

 請求方法：メールタイトル：2023 年 4 月入学  研究生出願要項請求（出願者氏名）  
      メール本文：出願者氏名（フリガナ）、AAO ID 番号を明記のこと  
      メールアドレスはこの要項 5 ページを参照してください。】  
【出願者本人が作成または対応したと見受けられる書類のみ、出願を受け付けます。】  

 
１．入学検定料  

    入学検定料：９，８００円  ＜継続入学者は不要＞  
  振込期間：令和 5(2023)年 4 月 1 日入学  

令和 4(2022)年 12 月 1（木）から 12 月 8 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。】  

 
 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education/international/students1/ku-aao.htm/
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education/international/students1/ku-aao.htm/
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html
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【日本国内の金融機関に於いて本学指定の振込依頼書で納付する方法】  
（１）指定の振込依頼書のご依頼人欄（３ヵ所）に出願者の氏名等を記入し、金融

機関（ゆうちょ銀行・郵便局を除く。）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。 （振込先：三井住友銀行京都支店、預金種目：

普通、口座番号：８０８９２９６ 国立大学法人 京都大学）  
   （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「研究生入学志願書」の貼付欄に貼付し

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。  
    
 
 【京都大学 EX 決済サービスによる納付方法】  
      2021 年度の出願より上記のサイトにアクセスし手続きすれば海外からでも

納付できるようになりました。詳細は 6 ﾍﾟｰｼﾞを参照してください。  
       
 

２．出願書類等  
（1）研究生入学志願書  ＜本学指定の振込依頼書での納付された方＞  

入学検定料振込金受付証明書は銀行の収納印が押さ

れたものを、志願書の貼付欄に貼付してください。  
＜京都大学 EX 決済サービスで納付された方＞  
支払い終了後、印刷した収納証明書を出願書類に同封

して提出してください。  
＜継続入学者は検定料不要＞  
 

（2）履歴書  
（志願書の裏面）  

高等学校卒業から現在に至るまでを学歴、職歴欄に記

入してください。例えば大学卒業後、職に就かず、自

学自習していた場合は学歴欄に「自宅学習」と記入す

る等、履歴に空白期間がないようにしてください。  
 

（3）写真２枚  
（3cm×2.4cm）  

出願前３ｶ月以内に単身で撮影した上半身脱帽正面向

きのもの。うち１枚は履歴書に貼付してください。 

裏面には氏名を記入しておいてください。  
 

（4）大学の卒業証明書また

は卒業見込証明書およ

び学業成績証明書  
＜継続者は不要＞  

卒業証明書については学士学位が明記されている必

要があります。ただし、本学経済学部卒業者および卒

業見込者、同研究科修了者および退学者は、これらの

書類を提出する必要はありません。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も必

ず提出のこと。（後日確認の為、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）研究計画書  日本語で作成してください。研究項目、氏名は必ず記

入してください。様式は自由です。  
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（6）推薦書  
＜継続者は不要＞  
厳封したもの  
（推薦書を作成した  
 本人が厳重に封を閉  
 じ、署名か押印で封緘  
 すること）  

志願者の学歴・職歴・研究内容・研究水準等について

の記述を含む必要がありますので、志願者の学習状況

をよく知っている出身大学の指導教員、勤務先の長、

または、研究教育組織の代表者等により作成されたも

のを提出してください。様式は自由ですが、日本語ま

たは英語で作成するよう依頼してください。  
また、推薦者の氏名・所属・連絡先住所・電話番号等

を明記してください。  
（7）返信用封筒  
  （結果通知用）  

定形封筒長形３号（120mm×235mm）に９４円切手

を貼り住所・氏名・郵便番号を明記してください。（海

外への郵送を希望される場合は、EMS 必要料金分の

国際返信切手券を同封してください。）  
 

 (8) 民間会社等に在職した

まま入学を希望する者

は確約書および在職す

る企業等の所属長の承

諾書  

確約書には、個人的研究のために教員の指導を受ける

ことを希望するものである旨が書かれている必要が

あります。また、所属長の承諾書には、会社等の事業

目的の追及のために、その者を派遣するものではない

こと、在職のまま研究生として入学することについて

差し支えない旨が書かれている必要があります。  
 

 (9) 日本語能力認定書 (写 )
または日本語能力試験

成績通知書（写）  
＜継続者は不要＞  
 

外国人留学生のみ提出してください。  

 (10) 在留カード情報 

または  
パスポートコピー  

外国人留学生のみ提出してください。  
【日本在住の方】  
保持されている在留カードの表面と裏面を鮮明にコ

ピーしたもの、各１部。  
【国外在住の方】  
パスポート  (表紙及び氏名 ,国籍 ,写真 ,生年月日が記載

されたページ )のコピー。  
入学が許可された後、日本における住居が確定次第、

在留カード情報を提出していただきます。  
 

 (11) 国内連絡先届および 

連絡先人の身分証明

書等のコピー  
 
 
 

外国人留学生のみ提出してください。 連絡先人は、

①日本国内に住居地を定めている日本国籍を持つ方、 

②日本国内に住居地を定めている外国籍を持つ方で

在留資格｢永住｣「定住」または就労が認められている

資格、のいずれかを保持している方です。 

上記①②に該当し定職に就いていることが条件です。 

連絡先人の身分証明：所定様式有り 

①日本人の方は運転免許証等、②外国籍の方は在留カ

ードのコピー（両面とも）を添付してください。  
※連絡先人の方には、書類提出等について別途対応

しますので願者が対応しなくても問題ありません。 

 
（12）AAO からｺﾝﾀｸﾄ可とす

る通知メールの文面 

＜継続者は不要＞ 

外国の大学を卒業した者。メールをプリントアウトし

たものでも可。  
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（13）受入(継続)予定教員か

らの承諾書 

受入 (継続 )予定教員からの指導受け入れを承諾する書

類 (様式自由 )。メールをプリントアウトしたものでも

可。  
 

（14）TOEFL Score Report  

＜志願者全員必須：ただし、 

継続出願者で前回出願時よ

りスコアを更新していない

者は提出不要＞ 

 

 

・TOEFL iBT®テストの公式スコアレポート

（ Institutional Score Report）を ETS
（Educational Testing Service）から本学に直接

送付する手続きを必ず取るとともに、受験者用控

えスコアレポート（Test Taker Score Report）の

写し（オンラインで出力したものでも可）、また

は、受験日が確認できる書類を出願時に同封し提

出してください。  
・2021 年 2 月 1 日以降に受験したスコアを有効とし

ます。  
・TOEFL iBT®テストの Test Date スコアのみを出

願スコアとして活用します。（MyBest™スコアは

活用しません）  
・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。  
・TOEFL iBT® テスト自宅受験「TOEFL iBT® 

Special HomeEdition」のスコアも有効とします。  
・提出後の Score Report の変更は認めません。ま

た、書類の不正が認められた場合には合格を取り

消します。  
・受験後から 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。  
・送付手続きの際の送付先のコード（ Institution 

Code）は「9501（京都大学）」です。「9501」が

指定されていれば、別に求められる Department 
Code はどのように指定されていても構いません。  

・Score Report は、出願期間終了までに本学で確認

可能（オンライン含む）なように手配してくださ

い。到着確認の問合せは受け付けておりません。  
 

 
※ 出願書類において、日本語もしくは英語以外で書かれた証明書・文書等について

は、その日本語訳を添付してください。  
 
Ⅲ．出 願 期 間  

令和 5(2023）年 4 月 1 日入学・・令和 4(2022)年 12 月 5 日 (月 )から 12 月 8 日 (木 ) 
窓口での受付時間（出願者が日本在住の場合に限る）：午前 9 時～午後４時まで。  

（ただし、12 時から 13 時を除く）  
   郵送の場合：配達記録の取れる方法で発送し、発送手続き後、教務掛へ＜発送会社名・ 
   追跡番号＞をメールでお知らせください。発送連絡を受け、出願期間最終日午後 5 時

までに教務掛に到着した書類を有効とします。受領確認は対応していません。  
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Ⅳ．在 学 期 間  
在学期間は 1 年以内（10 月入学者は半年）としますが、継続を希望する場合は所定の

手続をしてください。ただし、その場合でも通算で２年半（外国人留学生においては

２年）を超えることはできません。  
 
Ⅴ．選考および結果  

選考は、原則として書類審査で行います。  
選考結果は、提出された返信用封筒等で通知します。  

    令和 5(2023)年 4 月入学者・・令和 5(2023)年 1 月 16 日（月）以降発送  
 
 
Ⅵ．入  学  料  

８４ ,６００円（予定） ＜継続入学者は不要＞  
所定の期日までに入学料を納付しない場合は、入学を取り消します。  

 
 
Ⅶ．授  業  料  

2023 年度前期分（６ヶ月分） １７８ ,２００円（予定）  
所定の期日までに全額を納付してください。  

 
 
Ⅷ．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」  
     および「京都大学における個人情報の保護に関する規定」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、住所その他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入学手続き業務を行うために

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、奨学金等）、③授業料徴収に関する業務を行う
ために利用します。  

 
 
Ⅸ . そ  の  他  

・入学料および授業料は入学時・在学時に改定されることがあります。  
・既納の検定料・入学料および授業料は返還しません。  
・提出された出願書類等は返却しません。  
・この要項に定められていない事項については京都大学研究生規程によります。  
・京都大学では、入学の際、原則として学生教育災害傷害保険（学研災）及び学研災付

帯賠償責任保険（付帯賠償）に全員が加入することになっています。留学生について

は、「学生賠償責任保険」（京大生協が取り扱い）への加入を義務づけています。  
・入学を許可された者は、学期末に「学習成果レポート」を指導教員に提出し、研究  
 成果や日常の生活態度についての評価を受けなければいけません。  
・不明な点については経済学部教務掛に照会してください。  

 ・令和 5(2023)年 10 月入学の募集要項は令和 5(2023)年 5 月下旬ごろ発表予定です。  
     
 
 

令和 4(2022)年 10 月  
京  都  大  学  経  済  学  部  
〒606-8501 京都市左京区吉田本町  
 kyoumu@econ.kyoto-u.ac.jp 
〔ご質問はメールでお願いします〕 
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入学検定料振込について ＜京都大学 EX 決済サービスでの支払い方法＞ 

 

 

＊入学検定料＊    JPY9,800- 

 

 

＊振込受付期間＊  2022 年１２月１日（木）～１２月８日（木） 23:59 まで 日本時間 

              ＜振込を受け付けるのは上記期間内のみとなります＞ 

              

 

＊手続き方法＊ 

 

①志願者は、「京都大学 EX 決済サービス」のウェブサイト 

 https://www3.univ-jp.com/kyoto-u/eco1/  

 にアクセスし、所定の手続きにより上記の入学検定料を振込んでください。振込方法 

 に関する詳細については、「京都大学 EX 決済サービスによる入学検定料支払方法 

 を参照してください。 

 ※ただし、入学検定料の他に手数料（650 円）が必要となります。 

 ※支払方法について不明な点があれば、以下に問合せてください。 

 

 ＜支払方法に関するお問合せ先＞ 

 京都大学 EX 決済サービス ヘルプデスク 

 TEL ： 03-5952-2117（日本国外・IP 電話受電可） 

 受付時間 ： 10:00～18:00 (日本時間) 

 問合せ受付期間 ： 上記の振込受付期間に準じる 

 （年末年始：12 月 30 日～1 月 4 日は受け付けていません） 

 

②支払い終了後、印刷した収納証明書を出願書類とともに提出してください。 

 

③募集要項に記載のとおり、支払い完了後の入学検定料については、 

原則として返還できませんのでご注意ください。 

 

https://www3.univ-jp.com/kyoto-u/eco1/
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