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Ⅰ. 

介
紹
学
大

｜ 教職員および学生　｜

● 教職員数 （2015年 5月 1日現在） 

役　員：12名  助　教：1,213名
教　授：1,087名 助　手：3名
准教授：942名  専門業務職員：75名　
講　師：215名  事務職員・技術職員等：3,141名 合計：6,688名 

● 入学・卒業・修了状況
入学者数は 2015年度 4月 1日現在
卒業・修了・学位授与者数は 2014年度授与者数 

学部・研究科等
学士課程 修士課程 専門職学位課程 博士（後期）課程

入学者 卒業者 入学者 修了者 入学者 修了者 入学者 学位授与者
文学部 /研究科 228

73

341

262

319

259

84

989

321

126

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,002

215

69

350

261

287

243

79

955

313

113

-

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,885

102

47

20

33

287

90

59

714

321

155

127

-

189

65

-

44

 -

 -

2,253

97

38

12

54

304

94

51

691

287

130

133

22

194

68

-

43

- 

- 

2,218

- 

- 

156

- 

- 

34

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

42

88

320

- 

- 

148

- 

- 

28

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47

85

308

52

32

21

30

152

237

18

123

64

79

14

35

39

25

10

12

 -

 -

943

42

15

19

30

115

150

25

177

78

50

19

14

55

29

-

19

- 

- 

837

教育学部 /研究科
法学部 /研究科
経済学部 /研究科
理学部 /研究科
医学部 /研究科
薬学部 /研究科
工学部 /研究科
農学部 /研究科
総合人間学部 /
人間・環境学研究科
エネルギー科学研究科
アジア・アフリカ
地域研究研究科
情報学研究科
生命科学研究科

地球環境学舎
総合生存学館

公共政策大学院
経営管理大学院

合計

　京都大学は、1897年6月に創設された伝統ある大学です。メインキャンパスは、歴史的都市と
して伝統的日本文化がいまなお保存されている京都に位置しています。 
　創設以来、本学は高等教育における自由な伝統的学風の創設に寄与してきました。本学の卒業
生は、国の内外で学問、政治、産業、その他社会の重要な分野において貢献しています。 
　現在、本学は10学部、18大学院、他に14の研究所、17のセンターと附属機関によって構成
されています。約23,000人の学生の中には約100の国と地域の留学生がおおよそ1,900人含まれ、
国際色豊かなキャンパスを構成しています。
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Ⅰ
.  Institution O

verview

｜　University Staff and Students　｜

● University Staff （As of May 1, 2015） 

Member of the Board：12

Professors：1,087

Associate Professors：942

Senior Lecturers / Junior Associate Professors： 215

● Numbers of Entrance & Graduates
Enrollment figures: as of April 1, 2015

Numbers of graduates and degrees conferred: as of academic year 2014-2015 

Faculties/
Graduate Schools

Undergraduate
Program

Master’s
Program

Professional　
Degree Program

Doctoral
Program

Enrolled Graduates Enrolled Graduates Enrolled Graduates Enrolled Degrees
Conferred

Letters

Education

Law

Economics

Science

Medicine

Pharmaceutical Sciences

Engineering

Agriculture

Integrated Human Studies/ 

Advanced Integrated Studies 
in Human Survivability

Human and Environmental Studies

Energy Science

Asian and African Area Studies

Informatics

Biostudies

Global Environmental Studies

Government

Management

Total

  Founded in June 1897, Kyoto University has a long history and enduring traditions. The main campus is
located in the historic city of Kyoto, a center of traditional Japanese culture. 
  Since its founding, the University has been dedicated to furthering higher education and fostering an 
atmosphere of free academic exchange. Graduates of the University play important roles in both national and 
international affairs, as key players in politics, industry, and society.
  At present, Kyoto University is comprised of 10 faculties, 18 graduate schools, 14 research institutes, 17 
educational institutes and other establishments. Approximately 1,900 of the university’s 23,000 students hail 
from overseas. With students from approximately 100 different countries and regions, the university’s 
campuses boast a rich cultural diversity. 
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837

：1,213

：3

：75

：3,141

Assistant Professors

Teaching/Research Associates

Research Administrator

Non-teaching Staff ：6,688  Total
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Ⅰ. 

介
紹
学
大

｜　留学生　｜

　2015年 5月現在、京都大学では約100の国と地域からの留学生1,882名が学んでいます。

● 課程別学生数 （2015年 5月現在） 

総学生数（留学生数）

正規生 22,566（1,517）人
　　学士課程 13,416 （  223）人
　　修士課程 4,773 （  467）人
　　博士課程   3,671 （  730）人
　　専門職学位課程 706 （   97）人
非正規生 825 （  365）人

● 留学生の内訳 （2015年 5月現在）

日本政府（文部科学省）奨学金留学生 ：530人
私費留学生 ：1,352人

● 留学生数上位 5学部・研究科
（2015年 5月現在）

学部・研究科 留学生数
（学部・修士・博士・非正規生）

工学部 /研究科 445（138, 89, 182, 36）人
経済学部 /研究科 184（44, 59, 45, 36）人

総合人間学部 /
人間・環境学研究科 156（1, 51, 57, 47）人

農学部 /研究科 175（23, 61, 75, 16）人

文学部 /研究科 133（9, 34, 42, 48）人

● 地域別留学生受入数（2015年 5月現在）

欧州（NIS諸国を含む）（34）

中東（10）

＊その他は日本国籍保持者。 ＊including Japanese nationals

大洋州（3）

日本 5

その他
Japan 5

Others

米国
14
28

カナダ

北米（2）

中南米（11）アジア（19）

欧州（NIS 諸国を含む）
151名
8.0％

中南米 40名  2.1%

アフリカ 64名  3.4％

北米 42名  2.2％
中東 45名  2.4％

大洋州 13 名  0.7％
その他 5名  0.3％＊

全体数
1,882名

アジア
1,522名
80.9％
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｜　International Students　｜

  As of May 2015, there are 1,882 international students hailing from approximately 100 different countries and
regions studying at Kyoto University.

● Enrollment Figures by Course（As of May 2015） 

Total (International Students)

Regular students

　　Undergraduates

　　Master’s students

　　Doctoral students

　　Professional degree students

Non-regular students

● Funding of International Students（As of May 2015）

MEXT* Scholarship Students   ：530

Privately Financed International Students ：1,352

*Japanese Government (Monbukagkausho)

●  Top 5 Faculties/Graduate Schools  
Accepting International Students

（As of May 2015）

Faculties/
Graduate Schools

International Students
(Undergraduate/Master’s/

Doctoral/Non-regular）
Engineering
Economics

Integrated Human Studies/
Human and Environmental Studies

Agriculture

Letters

● International Students by Region（As of May, 2015）

Europe including NIS（34）

Africa（21）
Middle East（10） Oceania（3）

North America（2）

Latin America（11）Asia（19）

Europe including NIS
 (151)
8.0％

Latin America  (40) 2.1%

Africa(64) 3.4％

Middle East(45) 2.4％

Oceania (13)  0.7％
Others (5)  0.3％＊

Total
1,882

Asia
(1,522)
80.9％

North America(42) 2.2％

 22,566（1,517）
 13,416 （  223）
 4,773 （  467）

  3,671 （  730）
 706 （   97）

 825 （  365）

445（138, 89, 182, 36）
184（44, 59, 45, 36）

156（1, 51, 57, 47）

175（23, 61, 75, 16）

133（9, 34, 42, 48）
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スウェーデン
ノルウェー
アイルランド
英国
ベルギー
オランダ
ドイツ
フランス
スペイン
ポルトガル
イタリア

6
4
1
2

11
1
6

20
27
5
2
8

ギリシャ
オーストリア
スイス
ポーランド
ハンガリー
ルーマニア
ブルガリア
ロシア
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リトアニア
ウクライナ
ウズベキスタン

1
7
5
1
6
3
6
3
1
2
2
2

カザフスタン
ベラルーシ
クロアチア
スロベニア
モンテネグロ
キルギス
アゼルバイジャン
ジョージア
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4
2
2
1
1
3
2
1
1
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1
6

20
27
5
2
8

Greece
Austria
Switzerland
Poland
Hungary
Romania
Bulgaria
Russia
Estonia
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クウェート
アフガニスタン
パレスチナ
イエメン
オマーン
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9
5
3
2
1
4
3
1
2

オーストラリア
ニュージーランド
フィジー

5
7
1

4
31
10
15
3

20
51
41
7

92
15

231
10
55

829
8
2
1

97

メキシコ
エルサルバドル
ブラジル
パラグアイ
アルゼンチン
チリ
ボリビア
ペルー
エクアドル
コロンビア
グレナダ

8
1

11
3
2
3
1
8
1
1
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台湾
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3
5
1
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1
5
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
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Iran
Turkey
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Israel
Kuwait
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Palestine
Yemen
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9
5
3
2
1
4
3
1
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Fiji

5
7
1

4
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10
15
3

20
51
41
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92
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231
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55
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8
2
1

97
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Brazil
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Argentine
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Bolivia
Peru
Ecuador
Colombia
Grenada

8
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11
3
2
3
1
8
1
1
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Nepal
Bangladesh
Sri Lanka
Myanmar
Thailand
Malaysia
Singapore
Indonesia
Philippines
Republic of Korea
Mongolia
Viet Nam
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Cambodia
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Morocco
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South Africa
Benin
Swaziland
Botswana
Mozambique

16
3
5
1
1

10
1
5
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
2
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  As of May 2015, there are 1,882 international students hailing from approximately 100 different countries and
regions studying at Kyoto University.

● Enrollment Figures by Course（As of May 2015） 

Total (International Students)

Regular students

　　Undergraduates

　　Master’s students

　　Doctoral students

　　Professional degree students

Non-regular students

● Funding of International Students（As of May 2015）

MEXT* Scholarship Students   ：530

Privately Financed International Students ：1,352

*Japanese Government (Monbukagkausho)

●  Top 5 Faculties/Graduate Schools  
Accepting International Students

（As of May 2015）

Faculties/
Graduate Schools

International Students
(Undergraduate/Master’s/

Doctoral/Non-regular）
Engineering
Economics

Integrated Human Studies/
Human and Environmental Studies

Agriculture

Letters

● International Students by Region（As of May, 2015）

Europe including NIS（34）

Africa（21）
Middle East（10） Oceania（3）

North America（2）

Latin America（11）Asia（19）

Europe including NIS
 (151)
8.0％

Latin America  (40) 2.1%

Africa(64) 3.4％

Middle East(45) 2.4％

Oceania (13)  0.7％
Others (5)  0.3％＊

Total
1,882

Asia
(1,522)
80.9％

North America(42) 2.2％

 22,566（1,517）
 13,416 （  223）
 4,773 （  467）

  3,671 （  730）
 706 （   97）

 825 （  365）

445（138, 89, 182, 36）
184（44, 59, 45, 36）

156（1, 51, 57, 47）

175（23, 61, 75, 16）

133（9, 34, 42, 48）

フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
アイルランド
英国
ベルギー
オランダ
ドイツ
フランス
スペイン
ポルトガル
イタリア

6
4
1
2

11
1
6

20
27
5
2
8

ギリシャ
オーストリア
スイス
ポーランド
ハンガリー
ルーマニア
ブルガリア
ロシア
エストニア
リトアニア
ウクライナ
ウズベキスタン

1
7
5
1
6
3
6
3
1
2
2
2

カザフスタン
ベラルーシ
クロアチア
スロベニア
モンテネグロ
キルギス
アゼルバイジャン
ジョージア
タジキスタン
トルクメニスタン

2
4
2
2
1
1
3
2
1
1

Finland
Sweden
Norway
Ireland
U.K.
Belgium
Netherlands
Germany
France
Spain
Portugal
Italy

6
4
1
2

11
1
6

20
27
5
2
8

Greece
Austria
Switzerland
Poland
Hungary
Romania
Bulgaria
Russia
Estonia
Lithuania
Ukraine
Uzbekistan

1
7
5
1
6
3
6
3
1
2
2
2

Kazakhstan
Belarus
Croatia
Slovenia
Montenegro
Kyrgyz
Azerbaijan
Georgia
Tajikistan
Turkmenistan

2
4
2
2
1
1
3
2
1
1

Canada
United States

14
28

アフリカ（21）

イラン
トルコ
シリア
レバノン
イスラエル
クウェート
アフガニスタン
パレスチナ
イエメン
オマーン

15
9
5
3
2
1
4
3
1
2

オーストラリア
ニュージーランド
フィジー

5
7
1

4
31
10
15
3

20
51
41
7

92
15

231
10
55

829
8
2
1

97

メキシコ
エルサルバドル
ブラジル
パラグアイ
アルゼンチン
チリ
ボリビア
ペルー
エクアドル
コロンビア
グレナダ

8
1

11
3
2
3
1
8
1
1
1

パキスタン
インド
ネパール
バングラデシュ
スリランカ
ミャンマー
タイ
マレーシア
シンガポール
インドネシア
フィリピン
韓国
モンゴル
ベトナム
中国
カンボジア
ラオス
ブルネイ
台湾

エジプト
スーダン
リビア
チュニジア
マダガスカル
ケニア
タンザニア
コンゴ民主共和国
ナイジェリア
ガボン
カメルーン
モロッコ
エチオピア
ギニア
ウガンダ
ジンバブエ
南アフリカ
ベナン
スワジランド
ボツワナ
モザンビーク

16
3
5
1
1

10
1
5
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
2

Iran
Turkey
Syria
Lebanon
Israel
Kuwait
Afghanistan
Palestine
Yemen
Oman

15
9
5
3
2
1
4
3
1
2

Australia
New Zealand
Fiji

5
7
1

4
31
10
15
3

20
51
41
7

92
15

231
10
55

829
8
2
1

97

Mexico
El Salvador
Brazil
Paraguay
Argentine
Chile
Bolivia
Peru
Ecuador
Colombia
Grenada

8
1

11
3
2
3
1
8
1
1
1

Pakistan
India
Nepal
Bangladesh
Sri Lanka
Myanmar
Thailand
Malaysia
Singapore
Indonesia
Philippines
Republic of Korea
Mongolia
Viet Nam
China
Cambodia
Laos
Brunei
Taiwan

Egypt
Sudan
Libya
Tunisia
Madagascar
Kenya
Tanzania
Democratic Republic of the Congo
Nigeria
Gabonese Republic
Cameroon
Morocco
Ethiopia
Guinea
Uganda
Zimbabwe
South Africa
Benin
Swaziland
Botswana
Mozambique

16
3
5
1
1

10
1
5
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
2



（注：京都大学国際教育プログラム [KUINEP] の学年暦は、10月 1日から翌 9月 30日まで。）
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｜　組織図　｜

｜　2016年度学年暦　｜

　学部（10）
総合人間学部

文学部
教育学部
法学部
経済学部
理学部
医学部
薬学部
工学部
農学部

大学院（18）
文学研究科
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科
薬学研究科
工学研究科
農学研究科

人間・環境学研究科
エネルギー科学研究科

アジア・アフリカ地域研究研究科
情報学研究科
生命科学研究科
総合生存学館
地球環境学舎
公共政策大学院
経営管理大学院

附置研究所（14）
化学研究所

人文科学研究所
再生医科学研究所

エネルギー理工学研究所
生存圏研究所
防災研究所

基礎物理学研究所
ウイルス研究所
経済研究所

数理解析研究所
原子炉実験所
霊長類研究所

東南アジア研究所
iPS細胞研究所

附属図書館       

教育研究施設等（17）
学術情報メディアセンター

（2015年12月現在）

放射線生物研究センター
生態学研究センター
地域研究統合情報センター
野生動物研究センター
高等教育研究開発推進センター
総合博物館
低温物質科学研究センター
フィールド科学教育研究センター
福井謙一記念研究センター
こころの未来研究センター
文化財総合研究センター
学生総合支援センター
大学文書館
アフリカ地域研究資料センター
白眉センター
学際融合教育研究推進センター

　正規生（学位取得を目的とする）および非正規
生（学位取得を目的としない）の受入を行ってい
るのは、学部および大学院です。その他、一部の
研究所およびセンターでも研究生（非正規生）を
受入れています。

4月 1日 前期（春学期）始まり
4月 7 式学入日
6月 18 日念記立創日
8月 6日 - 9月 30日 夏季休業
9月 30日 前期（春学期）終わり

10月 1日 後期（秋学期）始まり       
11月下旬 11月祭
12月 29日 – 1月 3日  冬季休業
 3月 23日  大学院学位授与式
 3月 24日  卒業式   
 3月 31日 後期（秋学期）終わり
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｜　Organizational Listing　｜

（Note: Kyoto University International Education Program [KUINEP] starts on October 1 and ends on September 30.）

｜　Academic Calendar 2016/2017　｜

　Faculties（10）
Faculty of Integrated Human Studies

Faculty of Letters 
Faculty of Education 

Faculty of Law
Faculty of Economics 

Faculty of Science
Faculty of Medicine

Faculty of Pharmaceutical Sciences
Faculty of Engineering 
Faculty of Agriculture

Graduate Schools（18）
Graduate School of Letters

Graduate School of Education
Graduate School of Law

Graduate School of Economics
Graduate School of Science

Graduate School of Medicine
Graduate School of Pharmaceutical Sciences

Graduate School of Engineering
Graduate School of Agriculture

Graduate School of Human and Environmental Studies
Graduate School of Energy Science

Graduate School of Asian and African Area Studies
Graduate School of Informatics
Graduate School of Biostudies

Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability
Graduate School of Global Environmental Studies

School of Government
Graduate School of Management

Research Institutes（14）
Institute for Chemical Research 

Institute for Research in Humanities
Institute for Frontier Medical Sciences

Institute of Advanced Energy
Research Institute for Sustainable Humanosphere

Disaster Prevention Research Institute
Yukawa Institute for Theoretical Physics

Institute for Virus Research
Institute of Economic Research

Research Institute for Mathematical Sciences
Research Reactor Institute
Primate Research Institute

Center for Southeast Asian Studies
Center for iPS Cell Research and Application

Library       

Centers（17）
Academic Center for Computing and Media Studies

(As of December, 2015)

Radiation Biology Center
Center for Ecological Research
Center for Integrated Area Studies
Wildlife Research Center  
Center for the Promotion of Excellence in Higher Education
The Kyoto University Museum
Research Center for Low Temperature and Materials Sciences
Field Science Education and Research Center
Fukui Institute for Fundamental Chemistry
Kokoro Research Center
Center for Cultural Heritage Studies
General Student Support Center 
Kyoto University Archives
Center for African Area Studies
Hakubi Center
Center for the Promotion of Interdisciplinary Education and Research

   Faculties and graduate schools admit both regular 

(degree-seeking) students and non-regular (non-degree 

seeking) students. Some institutes and centers also 

admit research students (non-regular students). 

Apr. 1 First (Spring) Semester Begins
       ynomereC ecnartnE7 .rpA

Jun. 18　    Foundation Day
Aug. 6 -Sep.30 Summer Vacation

sdnE retsemeS tsriF03.peS

Oct. 1 Second (Fall) Semester Begins 
lavitseF rebmevoN.voN etaL

Dec.29 – Jan. 3 Winter Vacation                 
Mar. 23 Commencement for Master’s and Doctoral Degrees 

 noitaudarG  42 .raM
Mar. 31 Second Semester Ends 

物質―細胞統合システム拠点（WPI-iCeMS）

教育院等（6）
国際高等教育院
環境安全保健機構
国際交流推進機構
情報環境機構
図書館機構
産官学連携本部

事務組織

Institute for Integrated Cell-Material Sciences（WPI-iCeMS）

Organizations（6）
Institute for Liberal Arts and Sciences
Agency for Health, Safety and Environment
Organization for the Promotion of International Relations
Institute for Information Management and Communication
Library Network
Office of Society-Academia Collaboration for Innovation

Central Administration



（注：京都大学国際教育プログラム [KUINEP] の学年暦は、10月 1日から翌 9月 30日まで。）
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｜　Organizational Listing　｜

（Note: Kyoto University International Education Program [KUINEP] starts on October 1 and ends on September 30.）

｜　Academic Calendar 2016/2017　｜
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Graduate School of Biostudies
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(As of December, 2015)
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Apr. 1 First (Spring) Semester Begins
       ynomereC ecnartnE7 .rpA

Jun. 18　    Foundation Day
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sdnE retsemeS tsriF03.peS

Oct. 1 Second (Fall) Semester Begins 
lavitseF rebmevoN.voN etaL

Dec.29 – Jan. 3 Winter Vacation                 
Mar. 23 Commencement for Master’s and Doctoral Degrees 

 noitaudarG  42 .raM
Mar. 31 Second Semester Ends 

物質―細胞統合システム拠点（WPI-iCeMS）

教育院等（6）
国際高等教育院
環境安全保健機構
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事務組織
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Institute for Liberal Arts and Sciences
Agency for Health, Safety and Environment
Organization for the Promotion of International Relations
Institute for Information Management and Communication
Library Network
Office of Society-Academia Collaboration for Innovation

Central Administration
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｜　【正規生】学士課程　｜

　ここでは、私費留学生＊として京都大学の学士課程へ入学するための資格や方法を、簡単に説明
します。各学部の出願資格、選抜方法、学位の授与等の詳細については、入学を希望する学部の
事務室へ直接問い合せてください。
　学位取得を目的としない、研究生や交換留学生（特別聴講学生と特別研究学生）等の非正規生
として本学へ入学を希望する場合は、21ページを参照してください。
　英語による学位取得コース（学士課程）は、2011年より工学部で開設されました。このコース
については、19ページを参照してください。

＊日本政府 (文部科学省 )奨学金留学生として本学に入学を希望する場合は、23ページを参照してください。

● 学部　学科一覧 

　本学には10の学部があり、学士課程を有しています。各学科の内容については、当該学部のホームページを参照
してください。
◆ 京都大学 http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/curriculum/faculty/

科　　　　　　　　学部　　学
総合人間学部 総合人間学科
文学部 人文学科
教育学部 教育科学科
法学部
経済学部 経済経営学科
理学部 理学科

医学部
医学科（6年制）
人間健康科学科

薬学部
薬科学科
薬学科（6年制）

工学部 地球工学科、建築学科、物理工学科、電気電子工学科、情報学科、工業化学科

農学部
資源生物科学科、応用生命科学科、地域環境工学科、食料・環境経済学科、森
林科学科、食品生物科学科

● 講義言語
　英語による学位取得コースを除いて、授業や試験は
通常日本語で行われます。特に、学士課程や修士課程
に入学を希望する者は、入学時に十分な日本語能力を
備えている必要があります。
　また、本学には日本語だけを学ぶための日本語学科
はありません。日本語を勉強してから入学することが
望ましいです。

　英語による学士課程コースは、2011年より工学
部で開設されました。英語の学位取得課程について
は、19ページを参照してください。

● 学位の授与
　医学部と薬学部の一部の学科を除き、4年以上在学
し、定められた授業科目および単位数を修得、卒業の
審査に合格した者には、学士の学位が授与されます。
　医学部人間健康科学科および薬学部薬科学科の学生
の場合は、4年以上在学し、定められた授業科目およ
び単位数を修得、卒業の審査に合格した者に学士の学
位が授与されます。医学部医学科および薬学部薬学科
については、6 年以上在学し、定められた授業科目お
よび単位数を修得、卒業の審査に合格した者に、学士
の学位が授与されます。 
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｜　Bachelor Degree Programs【Regular Students】　｜

This section provides general information on admission requirements and the procedures for international 
applicants to become privately financed undergraduate students＊ at Kyoto University.  For details of particular 
programs, admission requirements, selection and the awarding of degrees etc., please contact the relevant 
administration offices. 

Those who wish to enroll as non-regular (non-degree seeking) students (e.g. research students and 
exchange students) should refer to the “Non-regular Students” section on page 22.

An English-taught degree program for undergraduate students began in the Faculty of Engineering in 2011. 
For information on this program, please refer to page 20. 

＊ If you wish to enter Kyoto University on a Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)  Scholarship, please refer to page 24.

● Faculties
  Kyoto University has ten faculties, all of which offer undergraduate degrees. For details of each program, please visit 

the faculty websites at the website below. 

◆ Kyoto University　http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/en/curriculum/faculty/

stnemtrapeDseitlucaF
Integrated Human Studies Integrated Human Studies 

Letters Letters 

Education Educational Sciences 

Law

Economics Economics and Management 

Science Science

Medicine
Medical Science (6-year program)

Human Health Sciences

Pharmaceutical Sciences
Pharmaceutical Sciences

Pharmacy (6-year program)

Engineering
Global Engineering, Architecture, Engineering Science, Electrical and Electronic 
Engineering, Informatics and Mathematical Science, Industrial Chemistry 

Agriculture
Bioresource Science, Applied Life Sciences, Agricultural and Environmental Engineering, Food 
and Environmental Economics, Forest and Biomaterials Science,Food Science and Biotechnology 

● Language of Instruction
  For international students, classes other than those 

of English-taught Degree Programs are generally taught in 

Japanese, unless specified otherwise. Those who wish to 

enroll in an undergraduate program or a master’s program 

must have sufficient proficiency in Japanese upon enrollment. 

  Kyoto University does not have an independent faculty 

for the study of the Japanese Language. If you wish to 

prepare for admission to the university, please study at an 

appropriate Japanese language school.

An English-taught degree program for undergraduate 

students began in the Faculty of Engineering in 2011. For 

information on this program, please refer to page 20.

● Awarding of Degrees
  In faculties other than the Faculties of Medicine and 

Pharmaceutical Sciences, Kyoto University awards bachelors’ 
degrees to those who attend the university for four or more 

years and satisfy the course and credit requirements.   

  In the Faculties of Medicine and Pharmaceutical Sciences, 

the University awards bachelors’ degrees to the School of 

Human Health Sciences and the Division of Pharmaceutical 

Sciences students who attend the university for four or more 

years and satisfy the course and credit requirements.  As for 

the School of Medical Science and the Division of Pharmacy 

in the Faculties of Medicine and Pharmaceutical Sciences,   

the university awards bachelors’ degree to those who attend  

the university for six or more years and satisfy the course and  
credit requirements.
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● 出願資格概要 

　出願者は、各学部により設定された出願資格に該当しなければなりません。以下は、出願資格からの主な抜粋で
す。また、出願書類を提出する前に、出願資格の審査が必要になる場合があります。詳細については、あなたが入
学を希望する学部へ問い合せてください。
・ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した
者（ 2017年3月31日までに修了見込みの者を含む）。
・文部科学大臣の指定した者（国際バカロレア資格を有する者等）。

 
● 選抜方法等
　原則として日本人と同じ選抜方法（一般入試等）により入学者を決定していますが、経済学部・薬学部・工学部・
農学部については、私費外国人留学生特別選抜試験を実施しています。入学の時期は 4月です。

【一般入試】
　一般入学試験では大学入試センターの実施する大学入試センター試験に加えて、各学部が実施する個別学力検査
を受験しなければなりません。
　大学入試センター試験は、例年1月に実施されます。詳細については、大学入試センター（http://www.dnc.ac.jp/）
へ照会してください。
　例年、個別学力検査の出願期間は1月下旬で、試験は2月下旬に実施されます。個別学力検査の詳細については、
教育推進・学生支援部入試企画課に確認してください。

【私費外国人留学生特別選抜試験】
　私費外国人留学生特別選抜試験は、経済学部・薬学部・工学部・農学部で実施しています。私費外国人留学生特
別選抜試験を受験するためには、日本学生支援機構（JASSO）が実施する日本留学試験（EJU）に加え、TOEFL、各
学部が設定する出願資格、学力試験、面接試験等の基準を満たさなければなりません。また、出願書類を提出する
前に、出願資格の審査が必要になる場合があります。
　例年、私費外国人留学生特別選抜試験の出願期間は1月上旬に、試験は同月中旬から2月下旬の間に実施されてい
ます。下記の表は、2016年度入学のための日程です。日程は、新年度に変更される可能性がありますので、必ず当
該の学部事務室に問い合せてください。 

期時学入日験試間期願出部学
経済学部 1月初旬 一次：1月中旬　二次：2月初旬

4月
薬学部 1月下旬 2月下旬
工学部 1月初旬 2月下旬
農学部 1月初旬 2月下旬

【第 3年次編入学試験】
　法学部・経済学部・医学部人間健康科学科で実施しています。出願資格等の詳細については、当該の学部事務室
へ問い合せてください。

【特色入試】
　2015年度より、特色入試を実施しています。一部の学部においては、留学生も出願可能です。なお、法学部特色
入試については、後期日程で実施しています。詳細については、教育推進・学生支援部入試企画課に確認してください。

【外国学校出身者のための選考】
　法学部・経済学部では、日本以外の国の学校を卒業した人のための特別試験を実施しています。法学部において
は日本人と外国人の志願者からの申し込みを受け付けています。経済学部においては日本人の志願者からの申込の
みを受け付けています。詳細は各学部の募集要項を確認ください。

【学士入学試験】
　文学部・教育学部は、大学を卒業した者および卒業見込みの者を対象に、総合人間学部・理学部・工学部は京都
大学を卒業した者および卒業見込みの者を対象に実施しています。詳細については、当該の学部事務室へ問い合せて
ください。
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● Eligibility Requirements for Applicants 

  Each faculty has separate admission requirements. The following is a general overview of the eligibility requirements for 

bachelor degree programs. In addition, preliminary eligibility screening may be conducted prior to the submission of application 

forms. For full details, please contact the relevant faculty. 

・ sraey 21 fo noitelpmoC ’ schooling abroad, or equivalent (including those who are expected to graduate by March 31, 2017) 

as specified by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 

・  lanoitanretnI eht sa hcus ygolonhceT dna ecneicS ,stropS ,erutluC ,noitacudE fo retsiniM eht yb dezingocer stnelaviuqE 

Baccalaureate. 
 
● Selection
  Standards for selection are basically the same for international applicants as for prospective Japanese applicants (General 

Admission). However, the Faculties of Economics, Pharmaceutical Sciences, Engineering, and Agriculture have special selection 

processes for privately financed international students. The academic year begins in April.

[General Admission]
  Applicants must take both the examination by the National Center for University Entrance Examinations and the examination 

given by the Faculty.  

  For the information on the examination by the National Center for University Entrance Examinations, which is generally held 

in January, please contact the National Center for University Entrance Examinations directly at http://www.dnc.ac.jp/ (in Japanese 

language only). 

  The application period for the examination given by the faculty is generally in late January, with the exam held in late February. 

Please contact the Admissions Office for updates.

[Special Selection for Privately Financed International Applicants]
  The Faculties of Economics, Pharmaceutical Sciences, Engineering, and Agriculture have special selection processes for 

privately financed international applicants. In order to qualify for the special selection process, the applicants must take the 

Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) administered by the Japan Student Services 

Organization (JASSO) and the Test of English as a Foreign Language (TOEFL), in addition to the screening procedures administered 

by each faculty. In addition, preliminary eligibility screening may be required prior to the submission of application forms.

  Applicants for the special selection process are generally accepted at the beginning of January. The exam is given between 

mid January and late February. The following table shows the schedule of undergraduate entrance examination for the academic 

year 2016/2017. Please contact the relevant administration offices for current information, as the procedures are subject to change.

Faculties Application Period Entrance Examination Entrance
Economics early January Primary exam：mid Jan. Secondary exam：early Feb. 

April
Pharmaceutical Sciences  yraurbeF etaletal yraunaJ 

Engineering yraurbeF etalyraunaJ ylrae

Agriculture yraurbeF etalyraunaJ ylrae

[AO Admission]
  Kyoto University began implementing AO (Admissions Office) admissions in 2015. Although the AO admission system is primarily 
intended for domestic applicants, some faculties also accept AO applications from international students. Please note that for the 
Faculty of Law, AO admission examinations take place in the second semester. For detailed information, please contact the Admissions Office. 

[Special Selection for Graduates from Schools Located in Countries Other Than Japan]
  The Faculties of Law and Economics have special admissions procedures for graduates from schools located in countries other than Japan.
The Faculty of Law accepts application from both Japanese and foreign nationals. The Faculty of Economics accepts applications 
from Japanese nationals only. For detailed information, please check the guidelines of applicants provided by each faculty.

[Third Year Admission]
  The Faculties of Law, Economics, and Medicine (School of Human Health Sciences only) accept international applicants in the 

third year of their undergraduate programs.  Please contact the relevant admissions office for details. 

[Admission of a Person with a Bachelor’s Degree]
  The Faculties of Letters and Education accept international applicants from graduates of overseas bachelor’s degree programs (this includes 

those who will have graduated by the time of their entrance to Kyoto University), while the Faculties of Integrated Human Studies, 

Science, and Engineering administer entrance examinations only for those international applicants with Kyoto University’s bachelor’s 

degrees (including those who will have graduated by the time of their entrance to Kyoto University).
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● 出願資格概要 

　出願者は、各学部により設定された出願資格に該当しなければなりません。以下は、出願資格からの主な抜粋で
す。また、出願書類を提出する前に、出願資格の審査が必要になる場合があります。詳細については、あなたが入
学を希望する学部へ問い合せてください。
・ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した
者（ 2017年3月31日までに修了見込みの者を含む）。
・文部科学大臣の指定した者（国際バカロレア資格を有する者等）。

 
● 選抜方法等
　原則として日本人と同じ選抜方法（一般入試等）により入学者を決定していますが、経済学部・薬学部・工学部・
農学部については、私費外国人留学生特別選抜試験を実施しています。入学の時期は 4月です。

【一般入試】
　一般入学試験では大学入試センターの実施する大学入試センター試験に加えて、各学部が実施する個別学力検査
を受験しなければなりません。
　大学入試センター試験は、例年1月に実施されます。詳細については、大学入試センター（http://www.dnc.ac.jp/）
へ照会してください。
　例年、個別学力検査の出願期間は1月下旬で、試験は2月下旬に実施されます。個別学力検査の詳細については、
教育推進・学生支援部入試企画課に確認してください。

【私費外国人留学生特別選抜試験】
　私費外国人留学生特別選抜試験は、経済学部・薬学部・工学部・農学部で実施しています。私費外国人留学生特
別選抜試験を受験するためには、日本学生支援機構（JASSO）が実施する日本留学試験（EJU）に加え、TOEFL、各
学部が設定する出願資格、学力試験、面接試験等の基準を満たさなければなりません。また、出願書類を提出する
前に、出願資格の審査が必要になる場合があります。
　例年、私費外国人留学生特別選抜試験の出願期間は1月上旬に、試験は同月中旬から2月下旬の間に実施されてい
ます。下記の表は、2016年度入学のための日程です。日程は、新年度に変更される可能性がありますので、必ず当
該の学部事務室に問い合せてください。 

期時学入日験試間期願出部学
経済学部 1月初旬 一次：1月中旬　二次：2月初旬

4月
薬学部 1月下旬 2月下旬
工学部 1月初旬 2月下旬
農学部 1月初旬 2月下旬

【第 3年次編入学試験】
　法学部・経済学部・医学部人間健康科学科で実施しています。出願資格等の詳細については、当該の学部事務室
へ問い合せてください。

【特色入試】
　2015年度より、特色入試を実施しています。一部の学部においては、留学生も出願可能です。なお、法学部特色
入試については、後期日程で実施しています。詳細については、教育推進・学生支援部入試企画課に確認してください。

【外国学校出身者のための選考】
　法学部・経済学部では、日本以外の国の学校を卒業した人のための特別試験を実施しています。法学部において
は日本人と外国人の志願者からの申し込みを受け付けています。経済学部においては日本人の志願者からの申込の
みを受け付けています。詳細は各学部の募集要項を確認ください。

【学士入学試験】
　文学部・教育学部は、大学を卒業した者および卒業見込みの者を対象に、総合人間学部・理学部・工学部は京都
大学を卒業した者および卒業見込みの者を対象に実施しています。詳細については、当該の学部事務室へ問い合せて
ください。
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● Eligibility Requirements for Applicants 

  Each faculty has separate admission requirements. The following is a general overview of the eligibility requirements for 

bachelor degree programs. In addition, preliminary eligibility screening may be conducted prior to the submission of application 

forms. For full details, please contact the relevant faculty. 

・ sraey 21 fo noitelpmoC ’ schooling abroad, or equivalent (including those who are expected to graduate by March 31, 2017) 

as specified by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 

・  lanoitanretnI eht sa hcus ygolonhceT dna ecneicS ,stropS ,erutluC ,noitacudE fo retsiniM eht yb dezingocer stnelaviuqE 

Baccalaureate. 
 
● Selection
  Standards for selection are basically the same for international applicants as for prospective Japanese applicants (General 

Admission). However, the Faculties of Economics, Pharmaceutical Sciences, Engineering, and Agriculture have special selection 

processes for privately financed international students. The academic year begins in April.

[General Admission]
  Applicants must take both the examination by the National Center for University Entrance Examinations and the examination 

given by the Faculty.  

  For the information on the examination by the National Center for University Entrance Examinations, which is generally held 

in January, please contact the National Center for University Entrance Examinations directly at http://www.dnc.ac.jp/ (in Japanese 

language only). 

  The application period for the examination given by the faculty is generally in late January, with the exam held in late February. 

Please contact the Admissions Office for updates.

[Special Selection for Privately Financed International Applicants]
  The Faculties of Economics, Pharmaceutical Sciences, Engineering, and Agriculture have special selection processes for 

privately financed international applicants. In order to qualify for the special selection process, the applicants must take the 

Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) administered by the Japan Student Services 

Organization (JASSO) and the Test of English as a Foreign Language (TOEFL), in addition to the screening procedures administered 

by each faculty. In addition, preliminary eligibility screening may be required prior to the submission of application forms.

  Applicants for the special selection process are generally accepted at the beginning of January. The exam is given between 

mid January and late February. The following table shows the schedule of undergraduate entrance examination for the academic 

year 2016/2017. Please contact the relevant administration offices for current information, as the procedures are subject to change.

Faculties Application Period Entrance Examination Entrance
Economics early January Primary exam：mid Jan. Secondary exam：early Feb. 

April
Pharmaceutical Sciences  yraurbeF etaletal yraunaJ 

Engineering yraurbeF etalyraunaJ ylrae

Agriculture yraurbeF etalyraunaJ ylrae

[AO Admission]
  Kyoto University began implementing AO (Admissions Office) admissions in 2015. Although the AO admission system is primarily 
intended for domestic applicants, some faculties also accept AO applications from international students. Please note that for the 
Faculty of Law, AO admission examinations take place in the second semester. For detailed information, please contact the Admissions Office. 

[Special Selection for Graduates from Schools Located in Countries Other Than Japan]
  The Faculties of Law and Economics have special admissions procedures for graduates from schools located in countries other than Japan.
The Faculty of Law accepts application from both Japanese and foreign nationals. The Faculty of Economics accepts applications 
from Japanese nationals only. For detailed information, please check the guidelines of applicants provided by each faculty.

[Third Year Admission]
  The Faculties of Law, Economics, and Medicine (School of Human Health Sciences only) accept international applicants in the 

third year of their undergraduate programs.  Please contact the relevant admissions office for details. 

[Admission of a Person with a Bachelor’s Degree]
  The Faculties of Letters and Education accept international applicants from graduates of overseas bachelor’s degree programs (this includes 

those who will have graduated by the time of their entrance to Kyoto University), while the Faculties of Integrated Human Studies, 

Science, and Engineering administer entrance examinations only for those international applicants with Kyoto University’s bachelor’s 

degrees (including those who will have graduated by the time of their entrance to Kyoto University).
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｜　【正規生】修士課程・博士課程・専門職学位課程　｜

　 ここでは、私費留学生＊として京都大学の修士課程・博士課程、または専門職学位課程へ入学
するための資格や方法を、簡単に説明します。各研究科等の出願資格、選抜方法、学位の授与等
の詳細については、入学を志望する研究科等事務室へ直接問い合せてください。
　学位取得を目的としない、研究生や交換留学生（特別聴講学生と特別研究学生）等の非正規生
として本学へ入学を希望する場合は、21ページを参照してください。
　英語による学位取得コースについては、19ページを参照してください。
＊日本政府（文部科学省）奨学金留学生として本学に入学を希望する場合は、23ページを参照してください。

● 研究科等　専攻一覧 

　本学には18の研究科等があり、修士課程・博士（後期）課程・一貫制博士課程・専門職学位課程を有していま
す。各専攻の内容については、当該研究科等のホームページを参照してください。

◆ 京都大学 http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/curriculum/graduate/

攻　　　　　　　専程　課　位　学等科究研

文学研究科
修士課程
博士後期課程

文献文化学、思想文化学、歴史文化学、行動文化学、現代文化学

教育学研究科
修士課程
博士後期課程

教育科学、臨床教育学

法学研究科
修士課程
博士後期課程

法政理論

専門職学位課程 法曹養成（法科大学院）

経済学研究科
修士課程
博士後期課程

経済学

理学研究科
修士課程
博士後期課程

数学・数理解析、物理学・宇宙物理学、地球惑星科学、化学、生
物科学

医学研究科

博士課程（4年制） 医学
修士課程
博士後期課程

医科学

専門職学位課程
博士後期課程

社会健康医学系

修士課程
博士後期課程

人間健康科学系

薬学研究科
博士課程（4年制） 薬学
修士課程
博士後期課程 薬科学、医薬創成情報科学

工学研究科
修士課程
博士後期課程

社会基盤工学、都市社会工学、都市環境工学、建築学、機械理工
学、マイクロエンジニアリング、航空宇宙工学、原子核工学、材
料工学、電気工学、電子工学、材料化学、物質エネルギー化学、
分子工学、高分子化学、合成・生物化学、化学工学

農学研究科
修士課程
博士後期課程

農学、森林科学、応用生命科学、応用生物科学、地域環境科学、
生物資源経済学、食品生物科学

人間・環境学研究科
修士課程
博士後期課程

共生人間学、共生文明学、相関環境学

エネルギー科学研究科
修士課程
博士後期課程

エネルギー社会・環境科学、エネルギー基礎科学、エネルギー変
換科学、エネルギー応用科学
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｜　Master’s, Doctoral and Professional Degree Programs【Regular Students】　｜

  This section provides general information on matters such as admission requirements and the procedures 
for international applicants to become privately financed master’s, doctoral or professional degree students＊ 
at Kyoto University.  For details of particular programs, admission requirements, selection and the awarding of 
degrees etc., please contact the relevant administration offices.  
  For those who wish to enroll as non-regular (non-degree seeking) students (e.g. research students and 
exchange students), please refer to the “Non-regular Students” section on page 22.
  For information on English-taught degree programs, please refer to page 20.

＊  If you wish to enter Kyoto University on a Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship, please refer to page 24.

● Graduate Schools  
  Kyoto University has eighteen graduate schools.  For details of each program, please visit the graduate school websites 

at the website below. 

◆ Kyoto University http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/en/curriculum/graduate/

sesruoCsmargorP eergeDsloohcS etaudarG
Letters Master’s & Doctoral Philology and Literature, Philosophy, History, Behavioral Studies, Contemporary Culture

Education Master’s & Doctoral Educational Studies, Clinical Studies of Education

Law
Master’s & Doctoral Legal and Political Studies

Professional Law School

Economics Master’s & Doctoral Economics

Science Master’s & Doctoral
Mathematics and Mathematical Sciences, Physics and Astronomy, Earth 
and Planetary Sciences, Chemistry, Biological Sciences

Medicine

4-year Doctoral Medicine

Master’s & Doctoral Medical Science

Professional & Doctoral Public Health  

Master’s & Doctoral Human Health Sciences

Pharmaceutical 
Sciences

4-year Doctoral Biomedical Sciences

Master’s & Doctoral Pharmaceutical Sciences, Bioinformatics and Chemical Genomics

Engineering Master’s & Doctoral

Civil and Earth Resources Engineering, Urban Management, Environmental 
Engineering, Architecture and Architectural Engineering, Mechanical 
Engineering and Science, Micro Engineering, Aeronautics and Astronautics, 
Nuclear Engineering, Materials Science and Engineering, Electrical 
Engineering, Electronic Science and Engineering, Material Chemistry, 
Energy and Hydrocarbon Chemistry, Molecular Engineering, Polymer 
Chemistry, Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Chemical 
Engineering

Agriculture Master’s & Doctoral

Agronomy and Horticultural Science, Forest and Biomaterials Science, 
Applied Life Sciences, Applied Biosciences, Environmental Science 
and Technology, Natural Resource Economics, Food Science and 
Biotechnology

Human and
Environmental 

Studies
Master’s & Doctoral

The Department of Human Coexistence, the Department of Cultural 
Coexistence, the Department of Interdisciplinary Environment 

Energy Science Master’s & Doctoral
Socio-Environmental Energy Science, Fundamental Energy Science, 
Energy Conversion Science, Energy Science and Technology 
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攻　　　　　　　専程　課　位　学等科究研
アジア・アフリカ
地域研究研究科

一貫制博士課程（5年制） 東南アジア地域研究、アフリカ地域研究、グローバル地域研究

情報学研究科
修士課程
博士後期課程

知能情報学、社会情報学、複雑系科学、数理工学、システム科
学、通信情報システム

生命科学研究科
修士課程
博士後期課程

統合生命科学、高次生命科学

総合生存学館
（思修館）

一貫制博士課程（5年制） 総合生存学

地球環境学舎
博士後期課程 地球環境学
修士課程
博士後期課程

環境マネジメント

公共政策大学院 専門職学位課程 公共政策

経営管理大学院
博士後期課程 経営科学
専門職学位課程 経営管理

● 講義言語 
　英語による学位取得コースを除いて、授業や試験は通常日本語で行われます。特に、学士課程や修士課程に入学
を希望する者は、入学時に十分な日本語能力を備えている必要があります。
　本学には、日本語だけを学ぶための日本語学科はありません。日本語を勉強してから入学することが望ましいで
す。 

英語の学位取得課程については、19ページを参照してください。

● 学位の授与
【修士課程】
　修士課程に2年以上在学し、研究指導を受け、定められた授業科目および単位数を修得するとともに、修士論文の審
査および試験に合格した者に対し、修士の学位が授与されます。

【専門職学位課程（法科大学院を除く）】
　専門職学位課程に2年以上在学し、定められた授業科目および単位数を修得した者に対し、修士（専門職）の学位が
授与されます。

【専門職学位課程（法科大学院）】
　専門職学位課程に3年以上在学し、定められた単位数を修得した者に対し、法務博士（専門職）の学位が授与され
ます。

【博士後期課程】
　博士後期課程に3年以上在学し、研究指導を受け、定められた授業科目および単位数を修得するとともに、博士論文
の審査および試験に合格した者に対し、博士の学位が授与されます。

　博士課程に4年以上在学し、定められた授業科目および単位数を修得するとともに、研究指導を受け、博士論文の審
査および試験に合格した者に対し、博士の学位が授与されます。
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Area Studies
5-year Doctoral Southeast Asian Area Studies, African Area Studies, Global Area Studies

Informatics Master’s & Doctoral
Intelligence Science and Technology, Social Informatics, Applied Analysis 
and Complex Dynamical Systems, Applied Mathematics and Physics, 
Systems Science, Communications and Computer Engineering 

Biostudies Master’s & Doctoral Integrated Life Science, Systemic Life Science 

Advanced Integrated 
Studies in Human 

Survivability 
5-year Doctoral Advanced Integrated Studies in Human Survivability

Global Environmental 
Studies

Doctoral Global Environmental Studies

Master’s & Doctoral Environmental Management 

Government Professional Public Policy 

Management
Professional Business Administration 

Doctoral Management Science

● Language of Instruction 
  For international students, classes other than those of English-taught Degree Programs are generally taught in Japanese, unless 

specified otherwise. Those who wish to enroll in an undergraduate program or a master’s program must have sufficient proficiency 

in Japanese upon enrollment. 

  Kyoto University does not have an independent faculty for the study of the Japanese Language. If you wish to prepare for 

admission to the university, please study at an appropriate Japanese language school.

 

For information on English-taught Degree Programs, please refer to page 20.

● Awarding of Degrees
[Master’s Program] 
  A Master’s degree is awarded to those who successfully complete two or more years of required course work and research, 

pass the examination, and have their thesis accepted. 

[Professional Degree Program (Other Than Law School)]
  A professional (Master’s) degree is awarded to those who successfully complete two or more years of required course work. 

[Professional Degree Program (Law School)]
  A Juris Doctor (professional degree) is awarded to those who successfully complete three or more years of required course 

work at the Law School. 

[Doctoral Program]
  A doctoral degree is awarded to those who successfully complete three or more years of required course work and research, 

pass the examination, and have their thesis accepted. 

[The Four-Year Doctoral Programs of the Graduate Schools of Medicine and Pharmaceutical Sciences]
  A doctoral degree is awarded to those who successfully complete four or more years of required course work and research, 

pass the examination, and have their thesis accepted. 

[The Five-Year Doctoral Programs of the Graduate Schools of Asian and African Area Studies, and Advanced 
Integrated Studies in Human Survivability]

  A doctoral degree is awarded to those who successfully complete five or more years of required course work and research, 

pass the examination, and have their thesis accepted. 

【アジア・アフリカ地域研究研究科、および総合生存学館（思修館）5年一貫制博士課程】
　一貫制博士課程に 5年以上在学し、定められた授業科目および単位数を修得するとともに、研究指導を受け、博士論文の
審査および試験に合格した者に対し、博士の学位が授与されます。

【医学研究科医学専攻、および薬学研究科薬学専攻の4年制博士課程】
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● 出願資格概要
　出願者は、各研究科等により設定された出願資格に該当しなければなりません。以下は、出願資格からの主な抜
粋です。また、出願書類を提出する前に、出願資格の審査が必要になる場合があります。詳細については、あなた
が入学を志望する研究科等へ問い合せてください。

【修士課程、専門職学位課程、アジア・アフリカ地域研究研究科、および総合生存学館（思修館）5年一貫制博士課程】
・日本において、大学を卒業した者
・外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
・当該研究科が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者

【博士後期課程】
・日本において、修士の学位又は修士（専門職）若しくは法務博士（専門職）の学位を取得した者
・外国において、本学研究科の修士課程、又は専門職学位課程に相当する課程を修了した者
・当該研究科が修士の学位又は修士（専門職）若しくは法務博士（専門職）の学位を有する者と同等以上の学力が
　あると認めた者で、24歳に達した者

【医学研究科医学専攻、および薬学研究科薬学専攻の4年制博士課程】
・  日本において、大学における修業年限が6年の課程（医学、歯学、薬学または獣医学を履修する課程に限る）を卒
業した者
・外国において、学校教育における18年の課程を修了した者
・  当該研究科が大学（医学、歯学、薬学または獣医学を履修する修業年限が6年の課程）を卒業した者と同等以上の
学力があると認めた者で、24歳に達した者

● 選抜方法等
　大学院の入学者選考試験は、研究科毎に募集時期・試験日程等が異なります。出願書類を提出する前に、出願資
格の審査が必要になる場合があります。選考試験は、おおむね専門科目・外国語科目および口述試験により実施され
ます。入学の時期は4月ですが、一部の研究科では10月入学も実施しています。
　詳細は、当該の研究科等事務室へ問い合せてください。

中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ
　中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学に研究生または大学院生として入学を希望する志願者は、
希望する研究科等への出願手続の前にアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office: AAO）
での照会手続を行ってください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
◆京都大学「中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html
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● Eligibility Requirements for Applicants
  Each graduate school has separate admission requirements. The following is a general overview for master’s, doctoral and 

professional degree programs. In addition, preliminary eligibility screening may be conducted prior to the submission of application 

forms. For full details, please contact the graduate school in which you wish to enroll.

[ Master’s Program, Professional Degree Program, and the Five-year Doctoral Programs of the Graduate 
Schools of Asian and African Area Studies, and Advanced Integrated Studies in Human Survivability] 
・Candidates who have graduated from a Japanese university.

・Candidates who have completed 16 years’ schooling abroad.

・  Candidates who have reached 22 years of age or older and have been awarded a bachelor’s degree or higher, or equivalent as 

recognized by the graduate school to which the application is being made.

[Doctoral Program]
・Candidates who have been awarded a master’s degree, professional degree, or juris doctor degree from a university in Japan.

・Candidates who have completed a program at an overseas university that is equivalent to a master’s program or a professional 

degree program at Kyoto University.

 

・Candidates who have reached 24 years of age or older and have a master’s degree, professional degree, juris doctorate (or higher

 degree), or equivalent as recognized by the graduate school to which the application is being made.

 

[The Four-year Doctoral Program of the Graduate Schools of Medicine and Pharmaceutical Sciences]
・Candidates who have graduated from a six-year medicine, dentistry, veterinary medicine or pharmacy course at a Japanese 

university.

  

・
・Candidates who have reached 24 years of age or older, and have been deemed by the appropriate authorities at the Graduate 

School of Medicine or Pharmaceutical Sciences to have academic ability equivalent or superior to that of a graduate from

 a six-year medicine, dentistry, veterinary medicine or pharmacy course at a Japanese university.

Candidates who have completed 18 years’ schooling abroad.

● Selection
  The application deadlines and the test schedules for the Graduate Entrance Examination vary among the graduate schools. 

In addition, preliminary eligibility screening may be required prior to the submission of application forms. The Graduate Entrance 

Examination consists of sections on the field of specialization, a foreign language, and an oral examination. The academic year 

begins in April, with the exception of some graduate schools which also accept students in October.

For details, please contact the relevant graduate school administration office. 

To applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan:
  Applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan and who intend to apply for the 
status of a research student, master's student, or doctoral student are advised to begin the AAO application procedure 
prior to beginning the graduate admissions process. For further details, please refer to the following link:

◆中国大 、香港及台湾的大学 生的入学指南
(Simplified Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-cn/education-campus/international/students1/aao.html
(Traditional Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-tw/education-campus/international/students1/aao.html
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｜　2016年度大学院入学試験時期　｜
　 新年度の入学試験日程については、変更の可能性があります。最新の情報や詳細については、
受験を希望する研究科等事務室へ問い合せてください。

研究科等

程課位学職門専程課）期後（士博程課士修
4月入学のための試験時期 10月入学

のための
試験時期

4月入学のための試験時期 10月入学
のための
試験時期

4月入学のための試験時期

一般選抜 外国人留学
生特別選抜 一般選抜 外国人留学

生特別選抜 一般選抜 外国人留学
生特別選抜

文学研究科 8月上旬＊1

2月上旬 ― ― 2月上旬 ― ― ― ―

教育学研究科
9月上旬
又は＊2

2月上旬
2月上旬 ―

9月上旬
又は＊2

2月上旬
2月上旬 ― ― ―

法学研究科 9月中旬＆
10月中旬＊3 2月上旬 ― 2月中旬 2月上旬 ― 11月下旬 ―

経済学研究科 9月上旬 ― ― 1月下旬 ― ― ― ―

理学研究科 8月上旬～
9月上旬＊2 2月中旬＊4 8月上旬～

9月上旬＊2, 5
1月下旬～
2月下旬＊2

6＊

― 8月上旬～
9月上旬＊2, 5 ― ―

医学研究科 8月下旬 ― ― 11月上旬
2月上旬 ― ― 8月下旬 ―

薬学研究科 8月下旬 留学生のみ
8月下旬～ 11月下旬 11月下旬 9月上旬 ― ―

工学研究科 8月上旬～
下旬＊2 2月中旬 ―

2月上旬

＊2, 7

8月上旬 ～下旬
2月中旬

8月上旬～
下旬＊2, 8

2月中旬＊2, 9, 10
― ―

農学研究科 8月下旬 1月下旬 ― 1月下旬 1月下旬 ― ― ―

人間・環境学研究科 9月下旬
2月上旬 ― ― 2月上旬 ― ― ― ―

エネルギー科学研究科
8月上旬～
9月下旬＊2 2月中旬 ―

＊7

8月上旬～
下旬＊2

＊11 ＊11

2月中旬

＊132月上旬

＊7

8月上旬～
下旬＊2

2月中旬

8月上旬～
下旬＊2 ― ―

アジア・アフリカ
地域研究研究科

博士一貫
9月中旬 ― ― 3年次編入学

1月下旬
― ― ― ―

情報学研究科
7月中旬～
8月上旬 2月中旬

7月中旬～
8月上旬

2月中旬

7月中旬～
8月上旬

2月中旬
7月中旬～
8月上旬

7月中旬～
8月上旬 ― ―

生命科学研究科 8月上旬 ― ― 2月中旬 ― ― ― ―

総合生存学館
（思修館）

博士一貫
8月下旬

＊12

＊14

― ― ― ― ― ― ―

地球環境学舎
8月下旬
および

2月中旬

＊12

＊14

8月下旬
および

2月中旬
公共政策大学院 ― ― ― ― ― ― 9月中旬 1月中旬
経営管理大学院 ― ― ― 　 ― ― 12月上旬 ―

中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ
　中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学に研究生または大学院生として入学を希望する志願者
は、希望する研究科等への出願手続の前にアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office: 
AAO）での照会手続を行ってください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
◆京都大学「中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html

月上旬および
　月中旬
（予定）＊13
12

7 月上旬および
　月中旬
（予定）＊13
12

7
― ―＊13＊13

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

1 行動文化学専攻のみ年 2回入学試験を実施しています。
2 日程は専攻やコースにより異なります。詳細は事務室へ問い合せてください。
3 筆答試験：9月中旬 口述試験：10月中旬
4 数学・数理解析専攻数学系のみ。
5 出願可能な専攻（系・分野）は、学生募集要項により確認のこと。
医科学専攻博士後期課程のみ。6
 
年2回入学試験を実施しています。7

外国人留学生特別選抜試験を含む。8

社会基盤工学専攻、都市社会工学専攻、都市環境工学専攻のみ。9

外国人留学生特別選抜。  10

2017年 10月入学のための試験時期。
  12

  

外国人留学生は 7月上旬に資格審査書類提出のこと。
＊   11

13 詳細は事務室へ問い合せてください。
14 外国人留学生は12月中旬に資格審査書類提出のこと。
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｜　Schedule of Graduate Entrance Examination 2016/2017　｜

The schedule for the new academic year is subject to change. Please contact the administration office of 
your concern for the updates.

Graduate Schools

Master’s Programs Doctoral Programs Professional Degree Program
Examination Periods for 

April Enrollment
Examination 
Periods for 

October 
Enrollment

Examination Periods for 
April Enrollment

Examination 
Periods for 

October 
Enrollment

Examination Periods for 
April Enrollment

General 
Admission

Special Selection 
for Int’l Applicants

General 
Admission

Special Selection 
for Int’l Applicants

General 
Admission

Special Selection 
for Int’l Applicants

Letters early Aug.＊1

early Feb. ― ― early Feb. ― ― ― ―

Education
early Sep.

or＊2

early Feb. 
early Feb. ―

early Sep.
or＊2

early Feb. 
early Feb. ― ― ―

Law mid Sep. ＆
mid Oct. ＊3 early Feb.

early Feb.

― mid Feb. early Feb. ― late Nov. ―

Economics early Sep. ― ― late Jan. ― ― ― ―

Science early Aug.～
early Sep.＊2 mid Feb.＊4 early Aug.～

early Sep.＊2, 5
late Jan.～
late Feb.＊2 ― early Aug.～

early Sep.＊2, 5 ― ―

Medicine late Aug. ― ―
early Nov.

early Feb.
― ― late Aug. ―

Pharmaceutical 
Sciences late Aug.

Applicable  only 
to int’l students

late Aug.～
late Nov. late Nov. early Sep. ― ―

Engineering early Aug.～
late Aug.＊2 mid Feb. ―

＊2, 7

＊6

early Aug.～ late Aug.
mid Feb.

early Aug.～
late Aug. ＊2, 8

mid Feb.＊2, 9, 10
― ―

Agriculture late Aug. late Jan. ― late Jan. late Jan. ― ― ―
Human and

Environmental 
Studies

late Sep.
early Feb. ― ― early Feb. ― ― ― ―

Energy Science early Aug.～
late Sep.＊2 mid Feb. ―

＊7

early Aug.～
late Aug.＊2

mid Feb.

＊7

early Aug.～
late Aug.＊2

mid Feb.

early Aug.～
late Aug.＊2 ― ―

Asian and African 
Area Studies

5-year Doctoral 
Course,
mid Sep. ― ―

Transfer to
the 3rd year, 

late Jan. 
― ― ― ―

Informatics
mid Jul.～  

early Aug. mid Feb.
mid Feb.

mid Jul. ～  
early Aug.

early Jul. and

mid Jul. ～
 

early Aug.
mid Jul. ～
early Aug.

mid Jul. ～ 
early Aug.

 
― ―

Biostudies early Aug. ― ― mid Feb.

mid Dec.
(tentative)

― ― ― ―
Advanced Integrated 

Studies in Human 
Survivability

5-year Doctoral 
Course,

  late Aug.
＊12

＊13

early Jul. and
mid Dec.

(tentative)＊13
＊13＊13

＊14

＊11 ＊11

early Feb.＊13

mid Feb.

― ― ― ― ― ― ―

Global 
Environmental 

Studies

late Aug. 
and

mid Feb.

＊12

＊14

late Aug. 
and

mid Feb.
― ―

Government ― ― ― ― ― ― mid Sep. mid Jan.
Management ― ― ― 　 ― ― early Dec. ―

1
2
3

4
5
6

7

8

9

 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊

10

12

 ＊11

13

14

August examination is for only the Division of Behavioral Studies.    
Schedules vary among departments/courses/programs. Applicants are advised to contact the administration office concerned. 
Written examination in mid Sep. Interview in mid Oct.  
Only for the Mathematics Course in the Division of Mathematics and Mathematical Sciences. 
Each Division/Department has separate admission requirements for October enrollment. Applicants are advised to check them by Application Packet. 
Only for Medical Science (Doctoral Program).
Entrance examinations are held twice a year. 
Examinations include the special selection for international applicants. 
Only for the Dept. of Civil and Earth Resources Engineering, the Dept. of Urban Management and the Dept. of Urban and Environmental Engineering. 
Special Selection for International Applicants. 
Examination periods for October 2017 enrollment.   
International students must submit documents for the eligibility screening by early Jul.  
Applicants are advised to contact the administration office concerned.  
International students must submit documents for the eligibility screening by mid Dec.  

17

To applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan:
  Applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan and who intend to apply for the 
status of a research student, master's student, or doctoral student are advised to begin the AAO application procedure 
prior to beginning the graduate admissions process. For further details, please refer to the following link:

◆中国大 、香港及台湾的大学 生的入学指南
(Simplified Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-cn/education-campus/international/students1/aao.html
(Traditional Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-tw/education-campus/international/students1/aao.html

1月下旬

late Jan. 



Ⅱ. 

は
に
め
た
る
す
学
入
て
し
と
生
学
留
費
私

｜　2016年度大学院入学試験時期　｜
　 新年度の入学試験日程については、変更の可能性があります。最新の情報や詳細については、
受験を希望する研究科等事務室へ問い合せてください。

研究科等

程課位学職門専程課）期後（士博程課士修
4月入学のための試験時期 10月入学

のための
試験時期

4月入学のための試験時期 10月入学
のための
試験時期

4月入学のための試験時期

一般選抜 外国人留学
生特別選抜 一般選抜 外国人留学

生特別選抜 一般選抜 外国人留学
生特別選抜

文学研究科 8月上旬＊1

2月上旬 ― ― 2月上旬 ― ― ― ―

教育学研究科
9月上旬
又は＊2

2月上旬
2月上旬 ―

9月上旬
又は＊2

2月上旬
2月上旬 ― ― ―

法学研究科 9月中旬＆
10月中旬＊3 2月上旬 ― 2月中旬 2月上旬 ― 11月下旬 ―

経済学研究科 9月上旬 ― ― 1月下旬 ― ― ― ―

理学研究科 8月上旬～
9月上旬＊2 2月中旬＊4 8月上旬～

9月上旬＊2, 5
1月下旬～
2月下旬＊2

6＊

― 8月上旬～
9月上旬＊2, 5 ― ―

医学研究科 8月下旬 ― ― 11月上旬
2月上旬 ― ― 8月下旬 ―

薬学研究科 8月下旬 留学生のみ
8月下旬～ 11月下旬 11月下旬 9月上旬 ― ―

工学研究科 8月上旬～
下旬＊2 2月中旬 ―

2月上旬

＊2, 7

8月上旬 ～下旬
2月中旬

8月上旬～
下旬＊2, 8

2月中旬＊2, 9, 10
― ―

農学研究科 8月下旬 1月下旬 ― 1月下旬 1月下旬 ― ― ―

人間・環境学研究科 9月下旬
2月上旬 ― ― 2月上旬 ― ― ― ―

エネルギー科学研究科
8月上旬～
9月下旬＊2 2月中旬 ―

＊7

8月上旬～
下旬＊2

＊11 ＊11

2月中旬

＊132月上旬

＊7

8月上旬～
下旬＊2

2月中旬

8月上旬～
下旬＊2 ― ―

アジア・アフリカ
地域研究研究科

博士一貫
9月中旬 ― ― 3年次編入学

1月下旬
― ― ― ―

情報学研究科
7月中旬～
8月上旬 2月中旬

7月中旬～
8月上旬

2月中旬

7月中旬～
8月上旬

2月中旬
7月中旬～
8月上旬

7月中旬～
8月上旬 ― ―

生命科学研究科 8月上旬 ― ― 2月中旬 ― ― ― ―

総合生存学館
（思修館）

博士一貫
8月下旬

＊12

＊14

― ― ― ― ― ― ―

地球環境学舎
8月下旬
および

2月中旬

＊12

＊14

8月下旬
および

2月中旬
公共政策大学院 ― ― ― ― ― ― 9月中旬 1月中旬
経営管理大学院 ― ― ― 　 ― ― 12月上旬 ―

中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ
　中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学に研究生または大学院生として入学を希望する志願者
は、希望する研究科等への出願手続の前にアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office: 
AAO）での照会手続を行ってください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
◆京都大学「中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html

月上旬および
　月中旬
（予定）＊13
12

7 月上旬および
　月中旬
（予定）＊13
12

7
― ―＊13＊13

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

1 行動文化学専攻のみ年 2回入学試験を実施しています。
2 日程は専攻やコースにより異なります。詳細は事務室へ問い合せてください。
3 筆答試験：9月中旬 口述試験：10月中旬
4 数学・数理解析専攻数学系のみ。
5 出願可能な専攻（系・分野）は、学生募集要項により確認のこと。
医科学専攻博士後期課程のみ。6
 
年2回入学試験を実施しています。7

外国人留学生特別選抜試験を含む。8

社会基盤工学専攻、都市社会工学専攻、都市環境工学専攻のみ。9

外国人留学生特別選抜。  10

2017年 10月入学のための試験時期。
  12

  

外国人留学生は 7月上旬に資格審査書類提出のこと。
＊   11

13 詳細は事務室へ問い合せてください。
14 外国人留学生は12月中旬に資格審査書類提出のこと。
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｜　Schedule of Graduate Entrance Examination 2016/2017　｜

The schedule for the new academic year is subject to change. Please contact the administration office of 
your concern for the updates.

Graduate Schools

Master’s Programs Doctoral Programs Professional Degree Program
Examination Periods for 

April Enrollment
Examination 
Periods for 

October 
Enrollment

Examination Periods for 
April Enrollment

Examination 
Periods for 

October 
Enrollment

Examination Periods for 
April Enrollment

General 
Admission

Special Selection 
for Int’l Applicants

General 
Admission

Special Selection 
for Int’l Applicants

General 
Admission

Special Selection 
for Int’l Applicants

Letters early Aug.＊1

early Feb. ― ― early Feb. ― ― ― ―

Education
early Sep.

or＊2

early Feb. 
early Feb. ―

early Sep.
or＊2

early Feb. 
early Feb. ― ― ―

Law mid Sep. ＆
mid Oct. ＊3 early Feb.

early Feb.

― mid Feb. early Feb. ― late Nov. ―

Economics early Sep. ― ― late Jan. ― ― ― ―

Science early Aug.～
early Sep.＊2 mid Feb.＊4 early Aug.～

early Sep.＊2, 5
late Jan.～
late Feb.＊2 ― early Aug.～

early Sep.＊2, 5 ― ―

Medicine late Aug. ― ―
early Nov.

early Feb.
― ― late Aug. ―

Pharmaceutical 
Sciences late Aug.

Applicable  only 
to int’l students

late Aug.～
late Nov. late Nov. early Sep. ― ―

Engineering early Aug.～
late Aug.＊2 mid Feb. ―

＊2, 7

＊6

early Aug.～ late Aug.
mid Feb.

early Aug.～
late Aug. ＊2, 8

mid Feb.＊2, 9, 10
― ―

Agriculture late Aug. late Jan. ― late Jan. late Jan. ― ― ―
Human and

Environmental 
Studies

late Sep.
early Feb. ― ― early Feb. ― ― ― ―

Energy Science early Aug.～
late Sep.＊2 mid Feb. ―

＊7

early Aug.～
late Aug.＊2

mid Feb.

＊7

early Aug.～
late Aug.＊2

mid Feb.

early Aug.～
late Aug.＊2 ― ―

Asian and African 
Area Studies

5-year Doctoral 
Course,
mid Sep. ― ―

Transfer to
the 3rd year, 

late Jan. 
― ― ― ―

Informatics
mid Jul.～  

early Aug. mid Feb.
mid Feb.

mid Jul. ～  
early Aug.

early Jul. and

mid Jul. ～
 

early Aug.
mid Jul. ～
early Aug.

mid Jul. ～ 
early Aug.

 
― ―

Biostudies early Aug. ― ― mid Feb.

mid Dec.
(tentative)

― ― ― ―
Advanced Integrated 

Studies in Human 
Survivability

5-year Doctoral 
Course,

  late Aug.
＊12

＊13

early Jul. and
mid Dec.

(tentative)＊13
＊13＊13

＊14

＊11 ＊11

early Feb.＊13

mid Feb.

― ― ― ― ― ― ―

Global 
Environmental 

Studies

late Aug. 
and

mid Feb.

＊12

＊14

late Aug. 
and

mid Feb.
― ―

Government ― ― ― ― ― ― mid Sep. mid Jan.
Management ― ― ― 　 ― ― early Dec. ―

1
2
3

4
5
6

7

8

9

 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊

10

12

 ＊11

13

14

August examination is for only the Division of Behavioral Studies.    
Schedules vary among departments/courses/programs. Applicants are advised to contact the administration office concerned. 
Written examination in mid Sep. Interview in mid Oct.  
Only for the Mathematics Course in the Division of Mathematics and Mathematical Sciences. 
Each Division/Department has separate admission requirements for October enrollment. Applicants are advised to check them by Application Packet. 
Only for Medical Science (Doctoral Program).
Entrance examinations are held twice a year. 
Examinations include the special selection for international applicants. 
Only for the Dept. of Civil and Earth Resources Engineering, the Dept. of Urban Management and the Dept. of Urban and Environmental Engineering. 
Special Selection for International Applicants. 
Examination periods for October 2017 enrollment.   
International students must submit documents for the eligibility screening by early Jul.  
Applicants are advised to contact the administration office concerned.  
International students must submit documents for the eligibility screening by mid Dec.  

17

To applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan:
  Applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan and who intend to apply for the 
status of a research student, master's student, or doctoral student are advised to begin the AAO application procedure 
prior to beginning the graduate admissions process. For further details, please refer to the following link:

◆中国大 、香港及台湾的大学 生的入学指南
(Simplified Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-cn/education-campus/international/students1/aao.html
(Traditional Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-tw/education-campus/international/students1/aao.html

1月下旬

late Jan. 
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｜　英語による学位取得コース　｜

　以下の表は、英語のみで学位が取得できるコースの一覧です。各学部・研究科等の出願資格、選抜方法、学位の
授与等の詳細については、入学を志望する学部・研究科等事務室へ直接問い合せてください。
　2009年、京都大学は文部科学省により、13の国際化拠点大学の一つとして採択されました（国際化拠点整備事業 グロー
バル30）。本学では採択にあたり、「京都大学次世代地球社会リーダー育成プログラム（Kyoto University Programs for Future 

International Leaders K.U.PROFILE: ケーユープロファイル）」を立ち上げ、英語による学位取得コースを新たに設置しました。
　アスタリスク（*）で示したコースは、K.U.PROFILEにより、新たに設置されたコースです。これらのコース、および K.U.PROFILEの詳細
については、京都大学国際交流推進機構（OPIR）http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuprofile/を参照してください。

● 2016年度に学生を募集するコース

学部・研究科等 コース名 課程 入学試験時期
入学時期

入学定員
4月 10月

経済学研究科 東アジア持続的経済発展研究コース  
修士 12月～ 月2

月4

× ● 8名
博士後期 × ● 8名

工学部
工学研究科

地球工学科国際コース * 学士 10月 ● × 30名
社会基盤工学専攻環境基盤マネジメント国際コース * 修士

修士

8月 ● × 12名 
都市社会工学専攻都市地域開発国際コース * 修士

融合工学コース人間安全保障工学分野
博士後期

2月, 8月
(年 2回 )

● ×
● ● 20名

20名

農学研究科
農学特別コース *
－ 生命・食料・環境の未来をになう人材育成

修士 4月入学は8月
10月入学は2月

● ●
5名

博士後期 5名

エネルギー
科学研究科  

国際エネルギー科学コース *
修士

10月入学は
2月～3月 ×　　　●

● ●

10名

博士後期
4月入学は
7月～8月

10名

情報学研究科

知能情報学国際コース *
修士 2月, 8月 ● ● 若干名

若干名
若干名
若干名
若干名
若干名

博士後期 2月, 8月 ● ●

社会情報学国際コース *
修士 2月, 8月 ● ●
博士後期 2月, 8月 ● ●

通信情報システム国際コース *
修士 2月, 8月 ● ●
博士後期 2月, 8月 ● ●

生命科学研究科

Global Frontier in Life Scienceプログラム *

修士
6 ● ●

10名
医学研究科 8月 ● ×
生命科学研究科 博士後期 ● ●

10名
医学研究科

博士・
博士後期

11月
2 月

地球環境学舎  国際環境マネジメントプログラム * 
修士 7月と 12月 ● ● 8名

博士後期 7月と 12月 ● ● 3名

理学研究科
(霊長類研究所 ) 

国際霊長類学・野生動物コース *

修士 10月下旬～11月上旬, 
5月下旬～6月上旬
（年2回）

● ● 

5名

博士後期 5名

経営管理大学院

医科学専攻博士後期課程のみ2月の試験を実施しています。

国際プロジェクトマネジメントコース * MBA 8月 ● × 10名

中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ
　中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学に研究生または大学院生として入学を希望する志願者
は、希望する研究科等への出願手続の前にアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office: 
AAO）での照会手続を行ってください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
◆京都大学「中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html
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｜　English-taught Degree Programs　｜

  The following table shows degree programs conducted entirely in English. For details on particular programs, admission 
requirements, selection, and the awarding of degrees etc., please contact the relevant administration offices. 
  In 2009, Kyoto University was one of thirteen universities selected by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology (MEXT) for the Project for Establishing Core Universities for Internationalization: Global 30 (G 30). Under 
the G30 Project, Kyoto University has established a range of English-taught degree programs collectively titled K.U.PROFILE (Kyoto
University Programs for Future International Leaders). 
  The K.U.PROFILE programs are indicated by asterisks (*) in the table below. For details of these programs and of K.U. PROFILE in 
general, please refer to the website of Kyoto University’s Organization for the Promotion of the International Relations (OPIR) at the 
following address: http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuprofile/.

● 2016 Programs

Faculty/
Graduate School Program Degree Examination 

Period
Enrollment Student 

IntakeApr. Oct.

Economics International Graduate Programme for East Asia 
Sustainable Economic Development Studies

Master × ● 8
Doctor × ● 8

Engineering

Undergraduate International Course Program of 
Civil Engineering* Bachelor Oct. ● × 30

International Course in Management of Civil 
Infrastructure in the Department of Civil and 
Earth Resources Engineering*

Master

Master

Aug.

Dec.-Feb. 

● × 12
International Course in Urban and Regional 
Development in the Department of Urban 
Management*

Master

Integrated Engineering Course in the Human 
Security Engineering Field Doctor

Feb., Aug.
(twice a year)

● × 20
● ● 20

Agriculture
Special Course in Agricultural Science 
̶ For the Global Future of Life, Food and the 
Environment*

Master Aug. for 
Apr. enrollment

Feb. for 
Oct. enrollment

● ●
5

5rotcoD

Energy 
Science  International Energy Science Course*

Master Feb.- Mar. for 
Oct. enrollment
Jul.- Aug. for 

Apr. enrollment

× ●

● ●

10

01rotcoD

Informatics

International Course in Intelligence Science and  
Technology*

Master Feb., Aug. ● ●
Doctor Feb., Aug. ● ●

International Course in Social Informatics*
Master Feb., Aug. ● ●
Doctor Feb., Aug. ● ●

International Course in Communications and   
Computer Engineering*

Master Feb., Aug. ● ●
Doctor Feb., Aug. ● ●

Biostudies

Global Frontier in Life Science*

Master
Jun.-Jul. 

Jun.-Jul. 

Small number
Small number
Small number
Small number
Small number
Small number

Small number

● ●
10Medicine Aug. ● ×

Biostudies
Doctor

● ● 
10

Medicine Nov. 
Feb. 

● ×

Global 
Environmental 

Studies  
International Environmental Management 
Program* 

Master Jul.& Dec. ● ● 8

Doctor Jul.& Dec. ● ● 3

Science
(Primate Research 

Institute)

International course for Primatology and Wildlife 

February examination is only for the Medical Science Course (Doctoral Program).

Research*

Master late Oct.- early Nov.,
late May - early Jun.

(twice a year)
● ●

5

5rotcoD

Management International Project Management Course* MBA Aug. ● × 10

月 7月～

6月 7月～

To applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan:
  Applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan and who intend to apply for the 
status of a research student, master's student, or doctoral student are advised to begin the AAO application procedure 
prior to beginning the graduate admissions process. For further details, please refer to the following link:

◆中国大 、香港及台湾的大学 生的入学指南
(Simplified Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-cn/education-campus/international/students1/aao.html
(Traditional Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-tw/education-campus/international/students1/aao.html

● ×
若干名

＊1

＊1

＊1

＊1

Apr.
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｜　英語による学位取得コース　｜

　以下の表は、英語のみで学位が取得できるコースの一覧です。各学部・研究科等の出願資格、選抜方法、学位の
授与等の詳細については、入学を志望する学部・研究科等事務室へ直接問い合せてください。
　2009年、京都大学は文部科学省により、13の国際化拠点大学の一つとして採択されました（国際化拠点整備事業 グロー
バル30）。本学では採択にあたり、「京都大学次世代地球社会リーダー育成プログラム（Kyoto University Programs for Future 

International Leaders K.U.PROFILE: ケーユープロファイル）」を立ち上げ、英語による学位取得コースを新たに設置しました。
　アスタリスク（*）で示したコースは、K.U.PROFILEにより、新たに設置されたコースです。これらのコース、および K.U.PROFILEの詳細
については、京都大学国際交流推進機構（OPIR）http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuprofile/を参照してください。

● 2016年度に学生を募集するコース

学部・研究科等 コース名 課程 入学試験時期
入学時期

入学定員
4月 10月

経済学研究科 東アジア持続的経済発展研究コース  
修士 12月～ 月2

月4

× ● 8名
博士後期 × ● 8名

工学部
工学研究科

地球工学科国際コース * 学士 10月 ● × 30名
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修士

8月 ● × 12名 
都市社会工学専攻都市地域開発国際コース * 修士

融合工学コース人間安全保障工学分野
博士後期

2月, 8月
(年 2回 )

● ×
● ● 20名

20名

農学研究科
農学特別コース *
－ 生命・食料・環境の未来をになう人材育成

修士 4月入学は8月
10月入学は2月

● ●
5名

博士後期 5名

エネルギー
科学研究科  

国際エネルギー科学コース *
修士

10月入学は
2月～3月 ×　　　●

● ●

10名

博士後期
4月入学は
7月～8月

10名

情報学研究科

知能情報学国際コース *
修士 2月, 8月 ● ● 若干名

若干名
若干名
若干名
若干名
若干名

博士後期 2月, 8月 ● ●

社会情報学国際コース *
修士 2月, 8月 ● ●
博士後期 2月, 8月 ● ●

通信情報システム国際コース *
修士 2月, 8月 ● ●
博士後期 2月, 8月 ● ●

生命科学研究科

Global Frontier in Life Scienceプログラム *

修士
6 ● ●

10名
医学研究科 8月 ● ×
生命科学研究科 博士後期 ● ●

10名
医学研究科

博士・
博士後期

11月
2 月

地球環境学舎  国際環境マネジメントプログラム * 
修士 7月と 12月 ● ● 8名

博士後期 7月と 12月 ● ● 3名

理学研究科
(霊長類研究所 ) 

国際霊長類学・野生動物コース *

修士 10月下旬～11月上旬, 
5月下旬～6月上旬
（年2回）

● ● 

5名

博士後期 5名

経営管理大学院

医科学専攻博士後期課程のみ2月の試験を実施しています。

国際プロジェクトマネジメントコース * MBA 8月 ● × 10名

中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ
　中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学に研究生または大学院生として入学を希望する志願者
は、希望する研究科等への出願手続の前にアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office: 
AAO）での照会手続を行ってください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
◆京都大学「中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html
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  The following table shows degree programs conducted entirely in English. For details on particular programs, admission 
requirements, selection, and the awarding of degrees etc., please contact the relevant administration offices. 
  In 2009, Kyoto University was one of thirteen universities selected by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology (MEXT) for the Project for Establishing Core Universities for Internationalization: Global 30 (G 30). Under 
the G30 Project, Kyoto University has established a range of English-taught degree programs collectively titled K.U.PROFILE (Kyoto
University Programs for Future International Leaders). 
  The K.U.PROFILE programs are indicated by asterisks (*) in the table below. For details of these programs and of K.U. PROFILE in 
general, please refer to the website of Kyoto University’s Organization for the Promotion of the International Relations (OPIR) at the 
following address: http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuprofile/.

● 2016 Programs

Faculty/
Graduate School Program Degree Examination 

Period
Enrollment Student 

IntakeApr. Oct.

Economics International Graduate Programme for East Asia 
Sustainable Economic Development Studies

Master × ● 8
Doctor × ● 8

Engineering

Undergraduate International Course Program of 
Civil Engineering* Bachelor Oct. ● × 30

International Course in Management of Civil 
Infrastructure in the Department of Civil and 
Earth Resources Engineering*

Master

Master

Aug.

Dec.-Feb. 

● × 12
International Course in Urban and Regional 
Development in the Department of Urban 
Management*

Master

Integrated Engineering Course in the Human 
Security Engineering Field Doctor

Feb., Aug.
(twice a year)

● × 20
● ● 20

Agriculture
Special Course in Agricultural Science 
̶ For the Global Future of Life, Food and the 
Environment*

Master Aug. for 
Apr. enrollment

Feb. for 
Oct. enrollment

● ●
5

5rotcoD

Energy 
Science  International Energy Science Course*

Master Feb.- Mar. for 
Oct. enrollment
Jul.- Aug. for 

Apr. enrollment

× ●

● ●

10

01rotcoD

Informatics

International Course in Intelligence Science and  
Technology*

Master Feb., Aug. ● ●
Doctor Feb., Aug. ● ●

International Course in Social Informatics*
Master Feb., Aug. ● ●
Doctor Feb., Aug. ● ●

International Course in Communications and   
Computer Engineering*

Master Feb., Aug. ● ●
Doctor Feb., Aug. ● ●

Biostudies

Global Frontier in Life Science*

Master
Jun.-Jul. 

Jun.-Jul. 

Small number
Small number
Small number
Small number
Small number
Small number

Small number

● ●
10Medicine Aug. ● ×

Biostudies
Doctor

● ● 
10

Medicine Nov. 
Feb. 

● ×

Global 
Environmental 

Studies  
International Environmental Management 
Program* 

Master Jul.& Dec. ● ● 8

Doctor Jul.& Dec. ● ● 3

Science
(Primate Research 

Institute)

International course for Primatology and Wildlife 

February examination is only for the Medical Science Course (Doctoral Program).

Research*

Master late Oct.- early Nov.,
late May - early Jun.

(twice a year)
● ●

5

5rotcoD

Management International Project Management Course* MBA Aug. ● × 10

月 7月～

6月 7月～

To applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan:
  Applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan and who intend to apply for the 
status of a research student, master's student, or doctoral student are advised to begin the AAO application procedure 
prior to beginning the graduate admissions process. For further details, please refer to the following link:

◆中国大 、香港及台湾的大学 生的入学指南
(Simplified Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-cn/education-campus/international/students1/aao.html
(Traditional Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-tw/education-campus/international/students1/aao.html

● ×
若干名

＊1

＊1

＊1

＊1

Apr.
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｜　【非正規生】研究生　｜

｜　【非正規生】交換留学生　｜

　研究科や研究所等で特定の専門分野について研究しようとする場合は、所定の手続き等を経て研究生になること
ができます。
　研究生として入学するためには、まず、あなたが指導を希望する教員を本学のウェブサイト等を利用して選択
し、その教員と連絡を取り、受入れの内諾を得る必要があります。その後、入学願書などの必要書類を取りそろえ
て申請することとなります。
　なお、研究生には学位等は与えられません。詳細は、あなたが研究を希望する研究科等へ問い合せてください。

◆京都大学教育研究活動データベース：
　

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/

◆京都大学学部・大学院等： http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/faculties-and-graduate/

◆京都大学学術情報リポジトリ：http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=ja

● 京都大学交換留学プログラムの概要　
　京都大学は大学間学生交流協定を締結している大学（協定校）から2種類のプログラムにより交換留学生を受入れ
ています。いずれのプログラムによっても、学生は1学期（6ヶ月）間又は2学期（12ヶ月）間、京都大学で学ぶこと
ができます。毎年1月上旬と8月上旬に、各協定校に募集要項を送付します。出願は派遣元大学の事務局を通じて京
都大学に提出します。学生個人による直接出願は認めません。出願締切は4月入学には前年の 9月、10月入学には同
じ年の2月です。

● 日本語学習科目

 ◆京都大学　「交換留学生として留学」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/admissions/tanki.html

①京都大学国際教育プログラム
（Kyoto University International Education Program：KUINEP）

 ② 京都大学一般交換プログラム

中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ
　中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学に研究生または大学院生として入学を希望する志願者
は、希望する研究科等への出願手続の前にアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office: 
AAO）での照会手続を行ってください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
◆京都大学「中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html
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｜　Research Students【Non-regular Students】　｜

｜　Exchange Students　【Non-regular Students】　｜

  Those who wish to study in the graduate schools, or who wish to do research at one of the institutes or centers, may apply for 

the status of research student [kenkyusei].  

  To qualify for research student status, the applicant must search for, and contact an advisor in the faculty, graduate school, 

institute or center of his or her choice using the website, and then receive advisor’s approval. After this, the applicant must submit 

an admission form and the necessary documents.  

  Research students are not eligible for degrees. For further information, please direct your inquiries to the relevant 

administration offices.

◆ Kyoto University Activity Database on Education and Research: http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/index_e.html

◆ Kyoto University Faculties and Graduate Schools: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/faculties-and-graduate/

◆ Kyoto University Research Information Repository: http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=en

● Outline of Exchange Programs at Kyoto University
  There are two types of exchange programs for students whose institutions have a university-level student exchange agreement 

with Kyoto University. Both programs accept students for a semester (6 months) or for two semesters (12 months). Each year 

in early - January and early - August, Kyoto University sends the application guide for both programs to all partner universities. Application should

be submitted to Kyoto University through the international office of home institution. Direct application from students will not be 

accepted. Application deadline is September to start in April of the following year and February to start in October in the same year. 

● Japanese Language Study
  In both exchange programs, it is also possible to take Japanese language classes offered by Education Center for Japanese 

Language and Culture, Kyoto University with tuition exemption. Evaluation of those classes will be included in the official transcript.

  Japanese language classes provided by the center are supplemental and non-credited for international students other than  

exchange students (special auditing students) from partner universities. For details, please refer to P. 32.

 ◆Outline of Exchange Students by Kyoto University
　 http://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/international/students1/exchange.html

①  Kyoto University International Education Program 
(KUINEP)

② Kyoto University General Exchange Program
  This is the program in which students take ordinary courses 

which are taught in Japanese in undergraduate faculties or in 

graduate schools each student is affiliated. However, graduate 

students are allowed to deepen their own research under the 

instruction by academic supervisors without taking any courses 

lectured in classrooms. Japanese proficiency is not required 

if supervisor can guide the student by any other language. As 

for undergraduate level of this program, all students are to take 

regular classes in their faculty which are given in Japanese. 

Therefore undergraduate students in this Program must have 

sufficient Japanese language proficiency.

　協定校の学部生が本学の学生とともに英語で講義
される科目を履修するプログラムです。各科目の授
業は週1回2時間で、原則として1学期につき6科目
（1科目2単位）以上履修しなければなりません。ま
た、6科目のうち2科目以上はKUINEP主要科目から選
ぶ必要がありますが、その他は全学共通教育科目、
または各学部が提供する専門科目から履修すること
が可能です。 

　いずれのプログラム参加者も、京都大学国際高等教育院附属日本語・日本文化教育センターが提供する日本語
学習科目を無料で履修することができます。なお、成績については京都大学が発行する公式の成績証明書に記載
されます。 
　但し、日本語・日本文化教育センターが提供する日本語学習科目を履修し単位が取得できるのは、大学間学生
交流協定校との交換留学プログラムによる交換留学生（特別聴講生）のみです。その他の留学生は、同センター
の日本語学習科目を履修しても、単位は授与されません。詳細は、P.31の「日本語教育」を参照してください。

　学部もしくは大学院において日本語で講義される
通常の科目を履修するプログラムです。大学院生の
場合、科目履修をせず教員の指導の下で専門的研究
のみを行うことも認められます。その場合、他の言
語により指導が可能な教員さえ居れば日本語能力は
不要です。学部生は科目履修が必須のため、このプ
ログラムに参加する学生には相当の日本語能力が必
要です。

   The Kyoto University International Education Program

 (KUINEP) provides undergraduate - level lectures in English 

to mixed classes composed of exchange students from our 

partner universities and domestic Kyoto University students. 

In principle, the minimum number of courses required for 

KUINEP students is six courses per semester. They are 

required to choose at least two courses from KUINEP core 

subjects, and additional courses from regular courses in a 

relevant faculty or the Liberal Arts and General Education 

(LAGE) category. Each course comprises two hours of 

lecture time per week (two credits per course).

To applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan:
  Applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan and who intend to apply for the 
status of a research student, master's student, or doctoral student are advised to begin the AAO application procedure 
prior to beginning the graduate admissions process. For further details, please refer to the following link:

◆中国大 、香港及台湾的大学 生的入学指南
(Simplified Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-cn/education-campus/international/students1/aao.html
(Traditional Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-tw/education-campus/international/students1/aao.html
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｜　【非正規生】研究生　｜

｜　【非正規生】交換留学生　｜

　研究科や研究所等で特定の専門分野について研究しようとする場合は、所定の手続き等を経て研究生になること
ができます。
　研究生として入学するためには、まず、あなたが指導を希望する教員を本学のウェブサイト等を利用して選択
し、その教員と連絡を取り、受入れの内諾を得る必要があります。その後、入学願書などの必要書類を取りそろえ
て申請することとなります。
　なお、研究生には学位等は与えられません。詳細は、あなたが研究を希望する研究科等へ問い合せてください。

◆京都大学教育研究活動データベース：
　

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/

◆京都大学学部・大学院等： http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/faculties-and-graduate/

◆京都大学学術情報リポジトリ：http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=ja

● 京都大学交換留学プログラムの概要　
　京都大学は大学間学生交流協定を締結している大学（協定校）から2種類のプログラムにより交換留学生を受入れ
ています。いずれのプログラムによっても、学生は1学期（6ヶ月）間又は2学期（12ヶ月）間、京都大学で学ぶこと
ができます。毎年1月上旬と8月上旬に、各協定校に募集要項を送付します。出願は派遣元大学の事務局を通じて京
都大学に提出します。学生個人による直接出願は認めません。出願締切は4月入学には前年の 9月、10月入学には同
じ年の2月です。

● 日本語学習科目

 ◆京都大学　「交換留学生として留学」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/admissions/tanki.html

①京都大学国際教育プログラム
（Kyoto University International Education Program：KUINEP）

 ② 京都大学一般交換プログラム

中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ
　中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学に研究生または大学院生として入学を希望する志願者
は、希望する研究科等への出願手続の前にアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office: 
AAO）での照会手続を行ってください。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
◆京都大学「中国大陸、香港、台湾の大学を卒業した方へ」
　http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html
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｜　Research Students【Non-regular Students】　｜

｜　Exchange Students　【Non-regular Students】　｜

  Those who wish to study in the graduate schools, or who wish to do research at one of the institutes or centers, may apply for 

the status of research student [kenkyusei].  

  To qualify for research student status, the applicant must search for, and contact an advisor in the faculty, graduate school, 

institute or center of his or her choice using the website, and then receive advisor’s approval. After this, the applicant must submit 

an admission form and the necessary documents.  

  Research students are not eligible for degrees. For further information, please direct your inquiries to the relevant 

administration offices.

◆ Kyoto University Activity Database on Education and Research: http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/index_e.html

◆ Kyoto University Faculties and Graduate Schools: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/faculties-and-graduate/

◆ Kyoto University Research Information Repository: http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=en

● Outline of Exchange Programs at Kyoto University
  There are two types of exchange programs for students whose institutions have a university-level student exchange agreement 

with Kyoto University. Both programs accept students for a semester (6 months) or for two semesters (12 months). Each year 

in early - January and early - August, Kyoto University sends the application guide for both programs to all partner universities. Application should

be submitted to Kyoto University through the international office of home institution. Direct application from students will not be 

accepted. Application deadline is September to start in April of the following year and February to start in October in the same year. 

● Japanese Language Study
  In both exchange programs, it is also possible to take Japanese language classes offered by Education Center for Japanese 

Language and Culture, Kyoto University with tuition exemption. Evaluation of those classes will be included in the official transcript.

  Japanese language classes provided by the center are supplemental and non-credited for international students other than  

exchange students (special auditing students) from partner universities. For details, please refer to P. 32.

 ◆Outline of Exchange Students by Kyoto University
　 http://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/international/students1/exchange.html

①  Kyoto University International Education Program 
(KUINEP)

② Kyoto University General Exchange Program
  This is the program in which students take ordinary courses 

which are taught in Japanese in undergraduate faculties or in 

graduate schools each student is affiliated. However, graduate 

students are allowed to deepen their own research under the 

instruction by academic supervisors without taking any courses 

lectured in classrooms. Japanese proficiency is not required 

if supervisor can guide the student by any other language. As 

for undergraduate level of this program, all students are to take 

regular classes in their faculty which are given in Japanese. 

Therefore undergraduate students in this Program must have 

sufficient Japanese language proficiency.

　協定校の学部生が本学の学生とともに英語で講義
される科目を履修するプログラムです。各科目の授
業は週1回2時間で、原則として1学期につき6科目
（1科目2単位）以上履修しなければなりません。ま
た、6科目のうち2科目以上はKUINEP主要科目から選
ぶ必要がありますが、その他は全学共通教育科目、
または各学部が提供する専門科目から履修すること
が可能です。 

　いずれのプログラム参加者も、京都大学国際高等教育院附属日本語・日本文化教育センターが提供する日本語
学習科目を無料で履修することができます。なお、成績については京都大学が発行する公式の成績証明書に記載
されます。 
　但し、日本語・日本文化教育センターが提供する日本語学習科目を履修し単位が取得できるのは、大学間学生
交流協定校との交換留学プログラムによる交換留学生（特別聴講生）のみです。その他の留学生は、同センター
の日本語学習科目を履修しても、単位は授与されません。詳細は、P.31の「日本語教育」を参照してください。

　学部もしくは大学院において日本語で講義される
通常の科目を履修するプログラムです。大学院生の
場合、科目履修をせず教員の指導の下で専門的研究
のみを行うことも認められます。その場合、他の言
語により指導が可能な教員さえ居れば日本語能力は
不要です。学部生は科目履修が必須のため、このプ
ログラムに参加する学生には相当の日本語能力が必
要です。

   The Kyoto University International Education Program

 (KUINEP) provides undergraduate - level lectures in English 

to mixed classes composed of exchange students from our 

partner universities and domestic Kyoto University students. 

In principle, the minimum number of courses required for 

KUINEP students is six courses per semester. They are 

required to choose at least two courses from KUINEP core 

subjects, and additional courses from regular courses in a 

relevant faculty or the Liberal Arts and General Education 

(LAGE) category. Each course comprises two hours of 

lecture time per week (two credits per course).

To applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan:
  Applicants who graduated from universities in Mainland China, Hong Kong, or Taiwan and who intend to apply for the 
status of a research student, master's student, or doctoral student are advised to begin the AAO application procedure 
prior to beginning the graduate admissions process. For further details, please refer to the following link:

◆中国大 、香港及台湾的大学 生的入学指南
(Simplified Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-cn/education-campus/international/students1/aao.html
(Traditional Chinese) http://www.kyoto-u.ac.jp/zh-tw/education-campus/international/students1/aao.html



23

Ⅲ. 

｜　日本政府（文部科学省）奨学金留学生として入学するためには　｜

　 2015年 5月 1日現在、京都大学で学ぶ留学生 1,882名のうち、530名が日本政府（文部科学省）
奨学金を受給しています。この章では、日本政府（文部科学省）奨学金について簡単に紹介します。
奨学金についての詳細は、日本学生支援機構（JASSO : http://www.jasso.go.jp/ryugaku/index.
html）や外務省による「日本留学総合情報ガイド」（http://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html）
等のウェブサイトを参照してください。

● 奨学金等（2016年 4月現在）

　検定料・入学料・授業料：免除
　旅　費：往復航空券支給
　奨学金：文部科学省の予算状況に応じ、金額は変更となる場合があります。 

）額月（金学奨分区 ＊1 応募方法 渡日時期
大学推薦 大使館推薦 4月 10月

学部生＊2

117,000円
○ ○ ×

日本語・日本文化研修留学生 ○ ○ × ○
研究生（学位取得を目的としない） 143,000円 ○ ○ ○ △＊3

＊4

修士学生 144,000円 ○ ○ ○ △＊3

博士学生 145,000円 ○ ○ ○ △＊3

＊ 1　特定の地域において修学・研究する場合は、月額 2,000円又は 3,000円が加算されます。
＊ 2　 京都大学では、薬学部（6年制コース）および医学部においては、国費外国人留学生（学部留学生）の受入れは行っていません。
＊ 3　 大学推薦（研究留学生）による採用者の渡日時期は
＊ 4 工学部地球工学科国際コースのみで受入を行っています。渡日時期は4月です。

10月のみです。大使館推薦による採用者は、4月又は10月に渡日することができます。

● 応募方法
　入学前に応募できる日本政府（文部科学省）奨学金の応募方法には、日本の大学を通じて応募する大学推薦と、
大使館を通じて応募する大使館推薦の2種類があります。本学の日本政府（文部科学省）奨学金留学生は、ほとんど
が「大使館推薦」による採用です。

1）大学推薦
　大学推薦では、京都大学と外国の大学との間で結ばれている交流協定等に基づく研究生、修士学生、博士学生候補
者を、京都大学で選考のうえ、文部科学省に推薦します。大学推薦による応募希望者は、指導を希望する本学の教員
を探し、当該教員と相談してください。

渡日前

11 募応金学奨旬下月
12 考選るよに等科究研各月
1 考選るよに学大月

2～3 考選るよに省学科部文月
5 知通用採月 ＊1

7～9 続手国入月

在日中

10 日渡旬上月
研究生（非正規生）

　・入学試験準備
　・専門分野の研究

修士または博士課程開始
＊ 入学前に入学試験を受験し合格する必要が
あります入学試験

修士または博士課程開始
帰　国

＊1 大学推薦（特別枠）の採用通知は7月頃です。
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Admissions for Japanese Government ｜　(Monbukagakusho: MEXT*) Scholarship Students　｜
As of May 1st , 2015, 530 of Kyoto University ’s 1,882 international students have been awarded the 

Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT*) Scholarship. This section provides general information on 
the MEXT Scholarship. For further details, please refer to the Japan Student Services Organization (JASSO) 
website (http://www.jasso.go.jp/en/index.html), and the “Study in Japan Comprehensive Guide” website 
of the Ministry of Foreign Affairs of Japan (http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html). 
＊  MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

● Scholarship Benefits（As of April, 2016）

School Fees: Examination, admission and tuition fees are exempted.
Traveling Costs: One round-trip ticket is provided.
Scholarships: The amount is subject to change depending on the annual budget.   

Category Monthly Stipend＊1
Application Method Arrival in Japan

University 
Recommendation

Embassy 
Recommendation April October

Undergraduate Students＊2

￥117,000
○ ○ ×

Japanese Studies Students ○ ○ × ○
Research (non-degree) Students ￥143,000 ○ ○ ○ △＊3

Master’s Students ￥144,000 ○ ○ ○ △＊3

Doctoral Students ￥145,000 ○ ○ ○ △＊3

＊ 1　Students who study in certain designated areas will be provided an additional monthly stipend of ￥2,000 or ￥3,000.
＊ 2　 caF eht ro )margorp raey-6( secneicS lacituecamrahP fo ytlucaF eht yb dettimda ton era stneduts pihsralohcS TXEM etaudargrednU ulty of Medicine.
＊ 3　 Graduate students who apply through Japanese universities arrive in October; embassy recommended students have the choice of arriving in either April or October. 
＊ 4　 Undergraduate International Course Program of Civil Engineering offered by the Undergraduate School of Global Engineering, the Faculty of Engineering is the 

only undergraduate program that accepts applications for university recommendation. Students who apply through this program arrive in April.

● Application
  Pre-arrival applications should be made through a Japanese embassy or consulate (embassy recommendations) or through 
a university in Japan (university recommendations). Most MEXT Scholarship students at Kyoto University are awarded the 
scholarship through Embassy Recommendations.

1）University Recommendation
  In case of university recommendation, Kyoto University screens the applications of research students whose institutions 
have a student exchange agreement with Kyoto University, and selects candidates to recommend to the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) as research students, master’s students, or doctoral students. To apply through a 
university recommendation, please contact a Kyoto University faculty member whom you would like to have as an academic advisor, 
and consult him/her to apply.

Before 
Coming to 

Japan

noitacilppA.voN etal
loohcS etaudarG yb gnineercS.ceD
 ytisrevinU otoyK yb gnineercS.naJ

TXEM yb gnineercS.raM – .beF
stluseR fo noitacifitoN ＊1

serudecorP noitargimmI.peS – .luJ

During
Stay

in Japan

early Oct. Arrival in Japan
Research (non-degree) Students

　・Preparing for entrance exams
　・Conducting research 

Master’s or Doctoral Program 
Begins

＊  ecnartne eht ssap tsum stnedutS 
exams prior to enrollment.

Entrance Examination         
Master’s or Doctoral Program Begins

Return to Home Country

＊1 Notification of the results for University Recommendation (special program) is around July.
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2）大使館推薦
　日本国大使館（又は総領事館）を通じて募集および第一次選考が行われるものを「大使館推薦」といいます。詳
細は、あなたの国の最寄りの在外日本公館に問い合せてください。
　なお、中国では、中国教育部を通じて募集および第一次選考が行われます。応募条件、時期や手続等は大使館推
薦のものとは異なります。中国教育部推薦による採用者は、通常、渡日時期が10月です。詳細は中国の当該所轄庁
へお問い合せください。
◆日本国外務省「在外公館リスト」
　http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 

渡日前

3 募応金学奨月

5～7月
大使館による第一次選考
入学希望大学へ受入依頼＊1

10 考選次二第るよに省学科部文月
2月（～7月）＊2 採用通知
3月（9月）＊2 入国手続

在日中

4月上旬（10月上旬）＊2 渡日
研究生（非正規生）

　・日本語教育
　・入学試験準備
　・専門分野の研究

学士、修士または博士課程開始
＊ 入学前に入学試験を受験し合格する必要が
あります

入学試験
学士、修士または博士課程開始

帰国
＊ 1　 第 1次選考の合格者で、本学の教員から「大学受入内諾書」の発行を希望する場合は、まず本学のウェブサイト等を利

用して、あなたが指導を希望する教員を捜し、下記の書類を揃え、Eメール等を利用して直接連絡を取ってください。
なお、当該教員の連絡先が不明の場合は、その教員が所属する学部・研究科等事務室へ、教員名を明記したうえで連絡し
てください。

　　必要書類（書類は返却されません）：
　　　・第 1次選考合格証明書（原紙）
　　　・大学受入内諾書（所定用紙）
　　　・大使館へ提出した書類の写し
　　　・その他追加書類（指導教員や事務室が必要とする場合）

＊ 2　（　）は修士学生、博士学生、および研究生が 10月に渡日する場合。

● 国内採用
　既に日本の大学に入学し、勉強をしている私費留学生は在籍大学を通じて文部科学省奨学金に応募するこ
とができます。国内採用には、大学入学前に応募することはできません。国内採用枠への応募時期は11月頃
で、奨学金支給の開始は翌年の4月です。詳細は、京都大学入学後に、所属の学部・研究科等事務室に尋ねて
ください。
国内採用の応募対象者　
　応募者は、以下のいずれかの条件に該当しなければなりません。
　・応募時に学部正規生または研究生で、翌年4月1日に修士課程、専門職学位課程または博士課程へ進学予定
　　の者
　・応募時に修士課程、専門職学位課程または博士課程に在籍する正規生の者

注意：2016年度採用の公募はありませんでした。
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2）Embassy Recommendation
  Applications received through the Japanese embassy (or consulate) in the applicants’ home countries are termed“embassy  

recommendations.” Once such an application has been accepted, the first screening is conducted by the Japanese embassy or consulate. 

To apply through an embassy recommendation, please contact the appropriate Japanese diplomatic mission in your country. 

  For applicants from China, the Ministry of Education of the People’s Republic of China accepts applications and conducts the first 

screening. The admission requirements, schedule and process differ from embassy recommendations. Successful Chinese Ministry 

recommended applicants generally come to Japan in October. For details, please contact the appropriate authorities in China.

◆ Embassies & Consulates by the Ministry of Foreign Affairs of Japan  
　http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/index.html 

Before 
Coming to 

Japan

noitacilppA  .raM

May – Jul.
Screening by Japanese Embassy/Consulate

Approaching Prospective Universities for Letter of Acceptance
TXEM yb gnineercS.tcO

Feb. (-July)＊2 Notification of Results
Mar. (Sep.)＊2 Immigration Procedures

During
Stay

in Japan

early Apr.
(early Oct.) ＊2 Arrival in Japan

Research (Non-Degree) Students
　・Japanese language training
　・Preparation for entrance exams
　・Conducting research 

Undergraduate, Master’s or Doctoral 
Program Begins 

＊  ot roirp smaxe ecnartne eht ssap tsum stnedutS 
enrollment.

Entrance Examination
Undergraduate, Master’s or Doctoral 

Program Begins
Returning to Home Country

＊ 1　 If you pass the preliminary screening by the Japanese embassy/consulate in your country and require an acceptance letter from a member of our 
academic staff, please choose a prospective academic advisor through our official websites. Prepare the following documents and send them to the 
prospective advisor. If the advisor’s contact information is not available, please contact the administration office of the faculty or graduate school to which 
he or she belongs, mentioning the advisor’s name.   

　　Required Documents (Not returnable):
　　　・Certification of preliminary selection issued by the relevant Japanese diplomatic mission (Original) 
　　　・An official Letter of Acceptance (in the prescribed form)
　　　・Copies of the documents you have submitted to the Japanese diplomatic mission in your country
　　　・Any additional documents required by the prospective advisor or administration office.

＊ 2　Dates in parenthesis are for graduate students and research students coming to Japan in October. 

● Domestic Selection
  Privately financed students who are already enrolled at Kyoto University can apply for the MEXT Scholarship through 

the university. Such applications may only be submitted after entering the university. Applications are usually accepted 

around November. Succesful applicants receive the scholarship from April of the following year. For details, please inquire 

at the administration office of your faculty or graduate school.

Application Criteria for Domestic Selection　
  In order to be eligible, students must meet one of the following criteria:

Note: MEXT did not accept applications for domestic selection in 2015.

・The student is currently enrolled in an undergraduate program, or is currently studying as a research student, and is expected to 
be enrolled in a graduate degree (Master’s, Professional or Doctoral) program on the forthcoming April 1st.

・The student is currently enrolled in a graduate degree (Master’s, Professional or Doctoral) program. 
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◆京都大学教育研究活動データベース：

　

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/

◆京都大学学部・大学院等：http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/faculties-and-graduate/

◆京都大学学術情報リポジトリ：http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=ja

◆ Kyoto University Activity Database on Education and Research: http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/index_e.html

◆ Kyoto University Faculties and Graduate Schools: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/faculties-and-graduate/

◆ Kyoto University Research Information Repository: http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=en
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2）大使館推薦
　日本国大使館（又は総領事館）を通じて募集および第一次選考が行われるものを「大使館推薦」といいます。詳
細は、あなたの国の最寄りの在外日本公館に問い合せてください。
　なお、中国では、中国教育部を通じて募集および第一次選考が行われます。応募条件、時期や手続等は大使館推
薦のものとは異なります。中国教育部推薦による採用者は、通常、渡日時期が10月です。詳細は中国の当該所轄庁
へお問い合せください。
◆日本国外務省「在外公館リスト」
　http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 

渡日前

3 募応金学奨月

5～7月
大使館による第一次選考
入学希望大学へ受入依頼＊1

10 考選次二第るよに省学科部文月
2月（～7月）＊2 採用通知
3月（9月）＊2 入国手続

在日中

4月上旬（10月上旬）＊2 渡日
研究生（非正規生）

　・日本語教育
　・入学試験準備
　・専門分野の研究

学士、修士または博士課程開始
＊ 入学前に入学試験を受験し合格する必要が
あります

入学試験
学士、修士または博士課程開始

帰国
＊ 1　 第 1次選考の合格者で、本学の教員から「大学受入内諾書」の発行を希望する場合は、まず本学のウェブサイト等を利

用して、あなたが指導を希望する教員を捜し、下記の書類を揃え、Eメール等を利用して直接連絡を取ってください。
なお、当該教員の連絡先が不明の場合は、その教員が所属する学部・研究科等事務室へ、教員名を明記したうえで連絡し
てください。

　　必要書類（書類は返却されません）：
　　　・第 1次選考合格証明書（原紙）
　　　・大学受入内諾書（所定用紙）
　　　・大使館へ提出した書類の写し
　　　・その他追加書類（指導教員や事務室が必要とする場合）

＊ 2　（　）は修士学生、博士学生、および研究生が 10月に渡日する場合。

● 国内採用
　既に日本の大学に入学し、勉強をしている私費留学生は在籍大学を通じて文部科学省奨学金に応募するこ
とができます。国内採用には、大学入学前に応募することはできません。国内採用枠への応募時期は11月頃
で、奨学金支給の開始は翌年の4月です。詳細は、京都大学入学後に、所属の学部・研究科等事務室に尋ねて
ください。
国内採用の応募対象者　
　応募者は、以下のいずれかの条件に該当しなければなりません。
　・応募時に学部正規生または研究生で、翌年4月1日に修士課程、専門職学位課程または博士課程へ進学予定
　　の者
　・応募時に修士課程、専門職学位課程または博士課程に在籍する正規生の者

注意：2016年度採用の公募はありませんでした。
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2）Embassy Recommendation
  Applications received through the Japanese embassy (or consulate) in the applicants’ home countries are termed“embassy  

recommendations.” Once such an application has been accepted, the first screening is conducted by the Japanese embassy or consulate. 

To apply through an embassy recommendation, please contact the appropriate Japanese diplomatic mission in your country. 

  For applicants from China, the Ministry of Education of the People’s Republic of China accepts applications and conducts the first 

screening. The admission requirements, schedule and process differ from embassy recommendations. Successful Chinese Ministry 

recommended applicants generally come to Japan in October. For details, please contact the appropriate authorities in China.

◆ Embassies & Consulates by the Ministry of Foreign Affairs of Japan  
　http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/index.html 

Before 
Coming to 

Japan

noitacilppA  .raM

May – Jul.
Screening by Japanese Embassy/Consulate

Approaching Prospective Universities for Letter of Acceptance
TXEM yb gnineercS.tcO

Feb. (-July)＊2 Notification of Results
Mar. (Sep.)＊2 Immigration Procedures

During
Stay

in Japan

early Apr.
(early Oct.) ＊2 Arrival in Japan

Research (Non-Degree) Students
　・Japanese language training
　・Preparation for entrance exams
　・Conducting research 

Undergraduate, Master’s or Doctoral 
Program Begins 

＊  ot roirp smaxe ecnartne eht ssap tsum stnedutS 
enrollment.

Entrance Examination
Undergraduate, Master’s or Doctoral 

Program Begins
Returning to Home Country

＊ 1　 If you pass the preliminary screening by the Japanese embassy/consulate in your country and require an acceptance letter from a member of our 
academic staff, please choose a prospective academic advisor through our official websites. Prepare the following documents and send them to the 
prospective advisor. If the advisor’s contact information is not available, please contact the administration office of the faculty or graduate school to which 
he or she belongs, mentioning the advisor’s name.   

　　Required Documents (Not returnable):
　　　・Certification of preliminary selection issued by the relevant Japanese diplomatic mission (Original) 
　　　・An official Letter of Acceptance (in the prescribed form)
　　　・Copies of the documents you have submitted to the Japanese diplomatic mission in your country
　　　・Any additional documents required by the prospective advisor or administration office.

＊ 2　Dates in parenthesis are for graduate students and research students coming to Japan in October. 

● Domestic Selection
  Privately financed students who are already enrolled at Kyoto University can apply for the MEXT Scholarship through 

the university. Such applications may only be submitted after entering the university. Applications are usually accepted 

around November. Succesful applicants receive the scholarship from April of the following year. For details, please inquire 

at the administration office of your faculty or graduate school.

Application Criteria for Domestic Selection　
  In order to be eligible, students must meet one of the following criteria:

Note: MEXT did not accept applications for domestic selection in 2015.

・The student is currently enrolled in an undergraduate program, or is currently studying as a research student, and is expected to 
be enrolled in a graduate degree (Master’s, Professional or Doctoral) program on the forthcoming April 1st.

・The student is currently enrolled in a graduate degree (Master’s, Professional or Doctoral) program. 
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◆京都大学教育研究活動データベース：

　

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/

◆京都大学学部・大学院等：http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/faculties-and-graduate/

◆京都大学学術情報リポジトリ：http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=ja

◆ Kyoto University Activity Database on Education and Research: http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/index_e.html

◆ Kyoto University Faculties and Graduate Schools: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/faculties-and-graduate/

◆ Kyoto University Research Information Repository: http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=en
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｜　授業料・授業料免除　｜

｜　奨学金制度　｜

● 授業料等（2016年 4月現在）

区　分 検定料 入学料 授業料
学　　　部 17,000円 282,000円 年額535,800円
大　学　院 30,000円＊ 282,000円 年額535,800円
法科大学院 30,000円 282,000円 年額804,000円
研　究　生 9,800円 84,600円 月額29,700円
＊ 出願書類等による選抜を行う場合は、10,000円にな
ります。詳細は、入学を希望する研究科等の募集要
項をご確認ください。

● 納入時期
・ 検定料：入学願書等提出時に納入する。
・ 入学料：入学手続時に納入する。
・ 授業料： 原則として4月、10月の2回に分けて納入する。
注意： 授業料・その他の費用は、入学時・在学中に改定され

ることがあります。

　外国人留学生を対象とした奨学金には、日本政府（文部科学省）奨学金に加え、以下のものがあります。ただし、
競争率が高く、一部の奨学金を除き、奨学金への応募は入学後になりますので、留学前に充分な資金準備が必要です。
　奨学金に関する情報は、以下の日本学生支援機構（JASSO）ウェブサイトから「留学生支援」→「日本への留学」
→「日本留学奨学金」→「日本留学奨学金パンフレット」を参照してください。 http://www.jasso.go.jp

 ● 外国政府による奨学金
　京都大学では、各国政府による奨学金を受給している留学生も受入れています。2015年 5月現在、本学には、イ
ンドネシア、タイ、中国、クウェート、ベトナム、およびマレーシアの外国政府による奨学金を受給する学生が在
籍しています。応募時期や奨学金内容等の詳細は、あなたの国の当該所轄庁へ問い合せてください。

● 文部科学省外国人留学生学習奨励費
　日本学生支援機構（JASSO）が、日本国の大学に在籍する私費外国人留学生を対象に実施する奨学金です。2016

年 4月現在、学部留学生と大学院留学生に月額48,000円が支給されています。学習奨励費への応募は、通常入学後に
大学を通じて行うことができます。

● 海外留学支援制度（短期受入れ）奨学金
　日本学生支援機構（JASSO）が、学生交流協定等に基づいて海外から日本へ留学する交換留学生を対象として支
援する奨学金制度です。日本滞在中、月額 80,000円の奨学金が支給されます。
　申請は、交換留学生の在籍大学の担当者が京都大学を通して JASSOに行います。交換留学生が直接、京都大学や
JASSOに申請することはできません。

● 民間団体の奨学金
　民間団体の奨学金には、所属大学を通じて応募するものと、奨学団体へ直接個人応募するものがあります。
　本学では、毎年、留学生のための約 50の各種民間奨学団体へ、学内選考により選ばれた候補者を推薦しています。
1団体あたり 1～ 2名程度の採用で、月額 30,000円 ～ 180,000円程度。これらの奨学金応募は、通常、入学後にな
ります（一部、既に合格が決定した入学予定者を募集対象に含む場合があります）。
　在籍中の学生は、所属学部・研究科等事務室の掲示板等のお知らせを定期的に確認して申請してください。奨学
金の中には、日本語能力を必要とするものがあります。
　個人応募による奨学金の情報については、日本学生支援機構 (JASSO)ウェブサイトを参照してください。

● 授業料免除
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｜　Tuition, Fees and Tuition Exemption　｜

｜　Scholarships　｜

● Tuition and Fees（As of April, 2016）

Student
Categories Exam Fee Admission 

Fee Tuition

Undergraduate
Students ￥17,000 ￥282,000 ￥535,800 

per year

Graduate  
Students ￥30,000＊ ￥282,000 ￥535,800

 per year

Law School  
Students ￥30,000 ￥282,000 ￥804,000 

 per year

Research 
Students ￥9,800 ￥84,600 ￥29,700  

per month
＊ In certain circumstances, the fee may be reduced to ￥10,000 for 

applicants who are screened based on submitted materials etc. 
with no written examination. For specific details, please check the 
guidelines for admission of the graduate school you wish to enter.

● Payment Schedule
・ eeF noitanimaxE ：  rof noitacilppa fo emit eht ta diap eb oT 

admission.

・ eeF noissimdA ：  ecnartne gnitelpmoc nehw diap eb oT 

formalities.

・ noitiuT ：  ni dna lirpA ni stnemllatsni owt ni diap eb oT 

October.

 yrtne loohcs fo emit eht yb egnahc yam seef rehto dna noitiuT  : etoN 
or during one’s period of attendance.

  In addition to Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship, the following scholarships are also available for those 
wishing to study at Kyoto University. It should be noted, however, the selection processes are very competitive, and in most cases 
applications are only accepted after entrance to the university. It is generally necessary, therefore, to have sufficient financial resources 
prior to entering Kyoto University.  
  For more information on scholarships, please visit the Japan Student Services Organization (JASSO) website below, and click  

  “Study in Japan” → “Scholarships for Study in Japan”.
http://www.jasso.go.jp/en/index.html

 
● Foreign Government Scholarship
  Foreign government scholarships are a further scholarship option. As of May, 2015, there are students at Kyoto University from  
China, Kuwait, Indonesia, Malaysia and Vietnam receiving such scholarships. For further information on application periods and
benefits, please contact the appropriate agency in your country.

● Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students 
  Privately financed international students studying at a university in Japan are eligible to apply for an Honors Scholarship offered 
by Japan Student Services Organization (JASSO). As of April 2016, undergraduate student awardees and graduate student awardees
receive ￥48,000 per month. Applications are generally accepted following admission to the university. 

● Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan)
  International students who are accepted by a Japanese university under a student exchange agreement between the Japanese host 
university and their home university abroad are eligible to apply for the Scholarship for Short-Term Study in Japan provided by the Japan 
Student Services Organization (JASSO). The scholarship provides a monthly stipend of ￥80,000 during the period of stay in Japan. 
  Applications should be made via exchange program coordinator of the student’s home university to International Education and 

Student Mobility Division of Kyoto University. Direct application from students to either Kyoto University or JASSO will not be accepted.

● Scholarships from Private Foundations
  The application process for scholarships from private foundations varies. Some can be made directly by the individual students,and

some must be made through the applicant’s university.
  Every year, Kyoto University selects and recommends international scholarship candidates to approximately 50 private institutions 

based on an intra-university selection process. Each organization commonly offers a scholarship of between ￥30,000 and ￥180,000 per 
month to one or two students. Applications are generally accepted following admission to the university. (A few scholarships accept pre-
entrance applications from prospective students who have already passed the entrance examination and are intending to enter the university.)
  Currently enrolled students who wish to apply for such scholarships are advised to regularly check the bulletin boards etc. of their  

faculty or graduate school for announcements. Please note that some of these scholarships require applicants to have a certain level of 
Japanese language ability. 
  Information on scholarships which can be applied for directly is available on the Japan Student Services Organization (JASSO) website. 

● Tuition Exemption
  Regular (degree-seeking) undergraduate and regular graduate students with excellent academic records who experience financial 
difficulty may be eligible for a full or half tuition waiver. Application information is put on the bulletin boards of the Student Affairs 
Division and faculty/graduate school offices, and on the Kyoto University website. Students who wish to apply for the tuition waiver
are advised to pay close attention to the notice. Since the number of students who receive the tuition waiver is limited, the selection 
process is very competitive. Please ensure that you have sufficient financial resources before coming to Kyoto University.

　学部および大学院正規生で、経済的に困難な状況にあり、学業成績が優秀な学生に対しては、授業料の全額または
半額を免除する制度等があります。出願手続については、教育推進・学生支援部学生課奨学掛および所属学部・研究
科等の掲示板および本学ウェブサイトにてお知らせしますので、希望者は定期的に確認してください。ただし、免除
できる人数に限りがあります。そのため、留学前に十分な費用を工面してから、渡日するようにしてください。
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｜　授業料・授業料免除　｜

｜　奨学金制度　｜

● 授業料等（2016年 4月現在）

区　分 検定料 入学料 授業料
学　　　部 17,000円 282,000円 年額535,800円
大　学　院 30,000円＊ 282,000円 年額535,800円
法科大学院 30,000円 282,000円 年額804,000円
研　究　生 9,800円 84,600円 月額29,700円
＊ 出願書類等による選抜を行う場合は、10,000円にな
ります。詳細は、入学を希望する研究科等の募集要
項をご確認ください。

● 納入時期
・ 検定料：入学願書等提出時に納入する。
・ 入学料：入学手続時に納入する。
・ 授業料： 原則として4月、10月の2回に分けて納入する。
注意： 授業料・その他の費用は、入学時・在学中に改定され

ることがあります。

　外国人留学生を対象とした奨学金には、日本政府（文部科学省）奨学金に加え、以下のものがあります。ただし、
競争率が高く、一部の奨学金を除き、奨学金への応募は入学後になりますので、留学前に充分な資金準備が必要です。
　奨学金に関する情報は、以下の日本学生支援機構（JASSO）ウェブサイトから「留学生支援」→「日本への留学」
→「日本留学奨学金」→「日本留学奨学金パンフレット」を参照してください。 http://www.jasso.go.jp

 ● 外国政府による奨学金
　京都大学では、各国政府による奨学金を受給している留学生も受入れています。2015年 5月現在、本学には、イ
ンドネシア、タイ、中国、クウェート、ベトナム、およびマレーシアの外国政府による奨学金を受給する学生が在
籍しています。応募時期や奨学金内容等の詳細は、あなたの国の当該所轄庁へ問い合せてください。

● 文部科学省外国人留学生学習奨励費
　日本学生支援機構（JASSO）が、日本国の大学に在籍する私費外国人留学生を対象に実施する奨学金です。2016

年 4月現在、学部留学生と大学院留学生に月額48,000円が支給されています。学習奨励費への応募は、通常入学後に
大学を通じて行うことができます。

● 海外留学支援制度（短期受入れ）奨学金
　日本学生支援機構（JASSO）が、学生交流協定等に基づいて海外から日本へ留学する交換留学生を対象として支
援する奨学金制度です。日本滞在中、月額 80,000円の奨学金が支給されます。
　申請は、交換留学生の在籍大学の担当者が京都大学を通して JASSOに行います。交換留学生が直接、京都大学や
JASSOに申請することはできません。

● 民間団体の奨学金
　民間団体の奨学金には、所属大学を通じて応募するものと、奨学団体へ直接個人応募するものがあります。
　本学では、毎年、留学生のための約 50の各種民間奨学団体へ、学内選考により選ばれた候補者を推薦しています。
1団体あたり 1～ 2名程度の採用で、月額 30,000円 ～ 180,000円程度。これらの奨学金応募は、通常、入学後にな
ります（一部、既に合格が決定した入学予定者を募集対象に含む場合があります）。
　在籍中の学生は、所属学部・研究科等事務室の掲示板等のお知らせを定期的に確認して申請してください。奨学
金の中には、日本語能力を必要とするものがあります。
　個人応募による奨学金の情報については、日本学生支援機構 (JASSO)ウェブサイトを参照してください。

● 授業料免除

28

Ⅳ
.  Tuition • Fees • Scholarships

｜　Tuition, Fees and Tuition Exemption　｜

｜　Scholarships　｜

● Tuition and Fees（As of April, 2016）

Student
Categories Exam Fee Admission 

Fee Tuition

Undergraduate
Students ￥17,000 ￥282,000 ￥535,800 

per year

Graduate  
Students ￥30,000＊ ￥282,000 ￥535,800

 per year

Law School  
Students ￥30,000 ￥282,000 ￥804,000 

 per year

Research 
Students ￥9,800 ￥84,600 ￥29,700  

per month
＊ In certain circumstances, the fee may be reduced to ￥10,000 for 

applicants who are screened based on submitted materials etc. 
with no written examination. For specific details, please check the 
guidelines for admission of the graduate school you wish to enter.

● Payment Schedule
・ eeF noitanimaxE ：  rof noitacilppa fo emit eht ta diap eb oT 

admission.

・ eeF noissimdA ：  ecnartne gnitelpmoc nehw diap eb oT 

formalities.

・ noitiuT ：  ni dna lirpA ni stnemllatsni owt ni diap eb oT 

October.

 yrtne loohcs fo emit eht yb egnahc yam seef rehto dna noitiuT  : etoN 
or during one’s period of attendance.

  In addition to Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship, the following scholarships are also available for those 
wishing to study at Kyoto University. It should be noted, however, the selection processes are very competitive, and in most cases 
applications are only accepted after entrance to the university. It is generally necessary, therefore, to have sufficient financial resources 
prior to entering Kyoto University.  
  For more information on scholarships, please visit the Japan Student Services Organization (JASSO) website below, and click  

  “Study in Japan” → “Scholarships for Study in Japan”.
http://www.jasso.go.jp/en/index.html

 
● Foreign Government Scholarship
  Foreign government scholarships are a further scholarship option. As of May, 2015, there are students at Kyoto University from  
China, Kuwait, Indonesia, Malaysia and Vietnam receiving such scholarships. For further information on application periods and
benefits, please contact the appropriate agency in your country.

● Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students 
  Privately financed international students studying at a university in Japan are eligible to apply for an Honors Scholarship offered 
by Japan Student Services Organization (JASSO). As of April 2016, undergraduate student awardees and graduate student awardees
receive ￥48,000 per month. Applications are generally accepted following admission to the university. 

● Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan)
  International students who are accepted by a Japanese university under a student exchange agreement between the Japanese host 
university and their home university abroad are eligible to apply for the Scholarship for Short-Term Study in Japan provided by the Japan 
Student Services Organization (JASSO). The scholarship provides a monthly stipend of ￥80,000 during the period of stay in Japan. 
  Applications should be made via exchange program coordinator of the student’s home university to International Education and 

Student Mobility Division of Kyoto University. Direct application from students to either Kyoto University or JASSO will not be accepted.

● Scholarships from Private Foundations
  The application process for scholarships from private foundations varies. Some can be made directly by the individual students,and

some must be made through the applicant’s university.
  Every year, Kyoto University selects and recommends international scholarship candidates to approximately 50 private institutions 

based on an intra-university selection process. Each organization commonly offers a scholarship of between ￥30,000 and ￥180,000 per 
month to one or two students. Applications are generally accepted following admission to the university. (A few scholarships accept pre-
entrance applications from prospective students who have already passed the entrance examination and are intending to enter the university.)
  Currently enrolled students who wish to apply for such scholarships are advised to regularly check the bulletin boards etc. of their  

faculty or graduate school for announcements. Please note that some of these scholarships require applicants to have a certain level of 
Japanese language ability. 
  Information on scholarships which can be applied for directly is available on the Japan Student Services Organization (JASSO) website. 

● Tuition Exemption
  Regular (degree-seeking) undergraduate and regular graduate students with excellent academic records who experience financial 
difficulty may be eligible for a full or half tuition waiver. Application information is put on the bulletin boards of the Student Affairs 
Division and faculty/graduate school offices, and on the Kyoto University website. Students who wish to apply for the tuition waiver
are advised to pay close attention to the notice. Since the number of students who receive the tuition waiver is limited, the selection 
process is very competitive. Please ensure that you have sufficient financial resources before coming to Kyoto University.

　学部および大学院正規生で、経済的に困難な状況にあり、学業成績が優秀な学生に対しては、授業料の全額または
半額を免除する制度等があります。出願手続については、教育推進・学生支援部学生課奨学掛および所属学部・研究
科等の掲示板および本学ウェブサイトにてお知らせしますので、希望者は定期的に確認してください。ただし、免除
できる人数に限りがあります。そのため、留学前に十分な費用を工面してから、渡日するようにしてください。
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｜　生　活　費　｜

｜　住　ま　い　｜

　生活費は、住宅費や食費にいくら費やすかによって変わりますが、日本学生支援機構（JASSO）「 Student Guide  

to Japan 2015-2016 」によれば、近畿地方で生活する留学生の生活費は、月額平均で 86,000円（授業料は除く）と

◆日本学生支援機構（JASSO）
　http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/sgtj.html#browse

　京都大学では、留学生と外国人研究者の宿泊施設として京都大学国際交流会館を設置していますが、会館の収容
戸数や入居期間が限られています。本学の留学生は、この他に本学の一般学生寮（日本人学生と一緒に入居）や
公共団体設置の宿舎を利用することができますが、留学生の大半は民間アパート等に入居しています。

● 京都大学国際交流会館
　本学には、留学生と外国人研究者のための宿舎とし
て国際交流会館（修学院本館、吉田国際交流会館、宇
治分館、おうばく分館、みささぎ分館の 5館）があり
ます。入居時期は 4月と 10月の年 2回です。来日し
て 1年未満に大学へ入学する留学生を対象に募集しま
す。募集は入居時期の 3ヶ月前（1月と 7月）です。
入居期間は、半年または 1年です。いずれの場合も延
長は認められません。
　申込は、学部・研究科等事務室に問い合せてください。

【料金】
　料金は各会館や部屋の種類により異なります。詳細
については下記ウェブサイトを参照してください。
（例 おうばく分館の場合）
　水道料金、寝具使用料、インターネット回線設備料
を含む。
・単身用：月額11,900円
・夫婦用：月額19,200円
・家族用：月額24,300円～

◆京都大学国際交流会館
　http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuiso/kaikan/

 

● 民間の住居
　アパートを探す場合は、日本へ到着後に京都大学生
活協同組合や賃貸不動産業者へ行き、住みたい物件を
探します。

【家賃】
　居住地域や部屋の大きさによって料金が異なりま
す。京都市内で借りる場合の一般的な料金は次のとお
りです。通常、部屋に家具はついていません。
・単身用（台所、トイレ等共同）：
　月額25,000円～30,000円
・単身用（台所・トイレ・風呂付）：
　月額45,000円～

　アパートを借りるときは、通常、家賃に加えて、
礼金（権利金）、敷金（保証金）、仲介手数料等、家賃の数ヶ
月分程度のお金と連帯保証人が必要になります。

【部屋探しに役立つウェブサイト】

◆京都大学生活協同組合（日本語のみ） 
　 http://www.s-coop.net/service/life/

◆京都大学国際交流サービスオフィス
 「住まいの情報」

 

http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/2015/09/01/
finding-private-apartments/

◆（公財）京都市国際交流協会　
　物件検索サイト「HOUSE navi」
　（日、英、中、韓）
　http://housenavi-jpm.com/
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｜　Living Expenses　｜

｜　Housing　｜

  Although the cost of living varies depending on factors such as housing expenditure and food budget, the average living 

expenses for international students in the Kyoto and Osaka area are ￥86,000 per month (excluding academic fees), according to the 

“Student Guide to Japan 2015－ 2016,” published by the Japan Student Services Organization (JASSO).

◆ Japan Student Services Organization (JASSO)
　http://www.jasso.go.jp/en/study_j/sgtj.html

  Kyoto University has five International Houses, which provide accommodation for international students and researchers. 

However, the number of rooms available and tenancy period of the Houses are limited. International students are also eligible

to apply for accommodation in public housing and Kyoto University’s Student Dormitories (open to domestic and international 

students). Many international students choose to live in private housing, such as private apartments.

● Kyoto University International Houses
  Kyoto University’s five accommodation facilities for 

international students and researchers, known as the Kyoto 

University International Houses, are located at Shugakuin, 

Yoshida, Uji, Ohbaku and Misasagi. The move-in periods for 

the Houses are April and October. International students who 

will be enrolled at Kyoto University within less than a year 

of their arrival in Japan are eligible to apply. The application 

periods are January and July (three months prior to move-

in). The tenancy period is either one year or six months (non-

extendable in either case).

  To apply, please contact your faculty/graduate school 

office.

【Rates】
  Rents vary according to location and room type. For details,  

please visit the website below.

(Example for Ohbaku Int’l House) 
  The charges of water, bedding and internet access are 

included.

・Single room: Rent ￥11,900 per month

・Married couple’s room: Rent ￥19,200 per month

・Family room: Rent from ￥24,300 and up per month

◆ Kyoto University International Houses
　 http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/en/kuiso/admission/

● Apartments
  To find an apartment, international students are advised 

to go to the Kyoto University CO-OP or real estate agencies 

after their arrival in Japan.

【Rents】
  Rents vary according to factors such as location, room 

size, and facilities. The following is a typical example for 

ordinary apartments in Kyoto. In general, rooms are not 

furnished.

・Single room with shared kitchen and toilet:

　￥25,000 － ￥30,000 per month

・Single room with private kitchen, toilet and bath:

　From ￥45,000 and up per month

  In addition to rent, it is customary in Japan to pay other 

fees such as a key money, a deposit and an introduction fee.

This can amount to an up-front payment of several months’ 
rent when signing a lease. You will also need a suitable 

person to act as your guarantor.

【Useful websites for apartment hunting】

◆ Kyoto University CO-OP (in Japanese language only)

◆ Kyoto University International Service Office

　 http://www.s-coop.net/service/life/

“Housing Information”
http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/2015/09/01/
finding-private-apartments/

◆ Kyoto City International Foundation
　 “HOUSE navi”
　（Japanese/English/Chinese/Korean）
　http://housenavi-jpm.com

なっています。
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｜　生　活　費　｜

｜　住　ま　い　｜

　生活費は、住宅費や食費にいくら費やすかによって変わりますが、日本学生支援機構（JASSO）「 Student Guide  

to Japan 2015-2016 」によれば、近畿地方で生活する留学生の生活費は、月額平均で 86,000円（授業料は除く）と

◆日本学生支援機構（JASSO）
　http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/sgtj.html#browse

　京都大学では、留学生と外国人研究者の宿泊施設として京都大学国際交流会館を設置していますが、会館の収容
戸数や入居期間が限られています。本学の留学生は、この他に本学の一般学生寮（日本人学生と一緒に入居）や
公共団体設置の宿舎を利用することができますが、留学生の大半は民間アパート等に入居しています。

● 京都大学国際交流会館
　本学には、留学生と外国人研究者のための宿舎とし
て国際交流会館（修学院本館、吉田国際交流会館、宇
治分館、おうばく分館、みささぎ分館の 5館）があり
ます。入居時期は 4月と 10月の年 2回です。来日し
て 1年未満に大学へ入学する留学生を対象に募集しま
す。募集は入居時期の 3ヶ月前（1月と 7月）です。
入居期間は、半年または 1年です。いずれの場合も延
長は認められません。
　申込は、学部・研究科等事務室に問い合せてください。

【料金】
　料金は各会館や部屋の種類により異なります。詳細
については下記ウェブサイトを参照してください。
（例 おうばく分館の場合）
　水道料金、寝具使用料、インターネット回線設備料
を含む。
・単身用：月額11,900円
・夫婦用：月額19,200円
・家族用：月額24,300円～

◆京都大学国際交流会館
　http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuiso/kaikan/

 

● 民間の住居
　アパートを探す場合は、日本へ到着後に京都大学生
活協同組合や賃貸不動産業者へ行き、住みたい物件を
探します。

【家賃】
　居住地域や部屋の大きさによって料金が異なりま
す。京都市内で借りる場合の一般的な料金は次のとお
りです。通常、部屋に家具はついていません。
・単身用（台所、トイレ等共同）：
　月額25,000円～30,000円
・単身用（台所・トイレ・風呂付）：
　月額45,000円～

　アパートを借りるときは、通常、家賃に加えて、
礼金（権利金）、敷金（保証金）、仲介手数料等、家賃の数ヶ
月分程度のお金と連帯保証人が必要になります。

【部屋探しに役立つウェブサイト】

◆京都大学生活協同組合（日本語のみ） 
　 http://www.s-coop.net/service/life/

◆京都大学国際交流サービスオフィス
 「住まいの情報」

 

http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/2015/09/01/
finding-private-apartments/

◆（公財）京都市国際交流協会　
　物件検索サイト「HOUSE navi」
　（日、英、中、韓）
　http://housenavi-jpm.com/
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｜　Housing　｜

  Although the cost of living varies depending on factors such as housing expenditure and food budget, the average living 

expenses for international students in the Kyoto and Osaka area are ￥86,000 per month (excluding academic fees), according to the 

“Student Guide to Japan 2015－ 2016,” published by the Japan Student Services Organization (JASSO).

◆ Japan Student Services Organization (JASSO)
　http://www.jasso.go.jp/en/study_j/sgtj.html

  Kyoto University has five International Houses, which provide accommodation for international students and researchers. 

However, the number of rooms available and tenancy period of the Houses are limited. International students are also eligible

to apply for accommodation in public housing and Kyoto University’s Student Dormitories (open to domestic and international 

students). Many international students choose to live in private housing, such as private apartments.

● Kyoto University International Houses
  Kyoto University’s five accommodation facilities for 

international students and researchers, known as the Kyoto 

University International Houses, are located at Shugakuin, 

Yoshida, Uji, Ohbaku and Misasagi. The move-in periods for 

the Houses are April and October. International students who 

will be enrolled at Kyoto University within less than a year 

of their arrival in Japan are eligible to apply. The application 

periods are January and July (three months prior to move-

in). The tenancy period is either one year or six months (non-

extendable in either case).

  To apply, please contact your faculty/graduate school 

office.

【Rates】
  Rents vary according to location and room type. For details,  

please visit the website below.

(Example for Ohbaku Int’l House) 
  The charges of water, bedding and internet access are 

included.

・Single room: Rent ￥11,900 per month

・Married couple’s room: Rent ￥19,200 per month

・Family room: Rent from ￥24,300 and up per month

◆ Kyoto University International Houses
　 http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/en/kuiso/admission/

● Apartments
  To find an apartment, international students are advised 

to go to the Kyoto University CO-OP or real estate agencies 

after their arrival in Japan.

【Rents】
  Rents vary according to factors such as location, room 

size, and facilities. The following is a typical example for 

ordinary apartments in Kyoto. In general, rooms are not 

furnished.

・Single room with shared kitchen and toilet:

　￥25,000 － ￥30,000 per month

・Single room with private kitchen, toilet and bath:

　From ￥45,000 and up per month

  In addition to rent, it is customary in Japan to pay other 

fees such as a key money, a deposit and an introduction fee.

This can amount to an up-front payment of several months’ 
rent when signing a lease. You will also need a suitable 

person to act as your guarantor.

【Useful websites for apartment hunting】

◆ Kyoto University CO-OP (in Japanese language only)

◆ Kyoto University International Service Office

　 http://www.s-coop.net/service/life/

“Housing Information”
http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/2015/09/01/
finding-private-apartments/

◆ Kyoto City International Foundation
　 “HOUSE navi”
　（Japanese/English/Chinese/Korean）
　http://housenavi-jpm.com

なっています。
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｜　留学生支援　｜

● 日本語教育
　留学生が日常生活をおくるうえで、ある程度の日本
語能力が必要とされます。　

【学内の日本語教育】
◆京都大学
　 -esenapaj/esenapaj/pj.ca.u-otoyk.ukaguyr.www//:ptth 

classes/

【学外の日本語教育】
◆京都市国際交流協会
　http://www.kcif.or.jp

● チューター制度

● 学内相談窓口

● 京都大学留学生ラウンジ「きずな」
　留学生ラウンジ「きずな」は、京都大学に在籍する
留学生の相互交流を促進し、留学生と日本人学生および
教職員との交流のためのスペースとして、2002年春に
開館しました。
　館内には自主学習や語学交換等のできるサロン、日
本語学習教材や DVD・洋書などを借りることのできる
図書室、そして音楽や映画を楽しむことのできるオー
ディオルームがあります。
　また、「きずな」では毎月 1回イベントを開催し、
学生間の交流のきっかけづくりに働きかけています。

◆京都大学留学生ラウンジ「きずな」
　 about/facilities/campus//aj/pj.ca.u-otoyk.www//:ptth 
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｜　Supports　｜

●  Japanese Language Courses

【On-Campus Japanese Classes】
◆Kyoto University
　 -esenapaj/e-esenapaj/ne/pj.ca.u-otoyk.ukaguyr.www//:ptth 

classes-e/

【Off-Campus Japanese Classes】
◆Kyoto City International Foundation
　 http://www.kcif.or.jp/en/

● International Student Tutor System

● On-Campus Advising Service for
● International Students

There are several advisory services for international 

students currently attending Kyoto University. All are 

confidential and free of charge. 

Students can come to Student Lounge ‘KI-ZU-NA’  or 

the International Student Advising Room at Education 

Promotion and Student Support Department Bldg. 

(Former Main Bldg. of the Petrochemistry Course) to seek 

counsel on issues such as study,relationships, scholarships 

and daily life matters.    

Those fluent in Japanese may also seek advice at the 

university’s General Student Support Center Counseling Office.

● Kyoto University Student Lounge ‘KI-ZU-NA’
Student Lounge ‘KI-ZU-NA’, which opened in the spring  

of 2002, is a place where international and Japanese 

students, university staff, professors, researchers and others 

can get together to exchange activities. 

‘KI-ZU-NA’ has a salon where students are able to chat, 

relax or study; a reading room (and lending library) with 

books for Japanese language learning, books in English and 

DVDs; and an audio room where students can enjoy watching 

movies or listening to music. 

‘KI-ZU-NA’ also promotes cultural exchange through 

monthly events in which students can participate. 

◆ Student Lounge ‘KI-ZU-NA’, Kyoto University
　 education-campus//ne/pj.ca.u-otoyk.www//:ptth  

　京都大学国際高等教育院附属日本語・日本文化教
育センターでは、日本政府(文部科学省)奨学金留学生
を対象とした集中日本語コースと、本学に正規生又
は非正規生として在籍している留学生と外国人研究
者を対象とした、日本語選択クラス（補講）を行っ
ています。 
　日本語の授業は、4月と10月から始まり、受講期間
は15週間です。申請はそれぞれ3月中旬頃と9月中旬頃
から始まり、下記のウェブサイト上で登録を受け付
けます。 
 ただし、これらの日本語授業では、大学間交流協定
校からの交換留学生（特別聴講学生）と一部の学部
生を除いて、単位を取得することはできません。ま
た、留学生別科のように、日本語コースのみを受講
することはできませんし、日本語の夏期集中クラス
も開設されていません。詳細については、下記のウ
ェブサイトを参照してください。 
 日本語・日本文化教育センター実施の日本語教育
は、留学生の家族が受講することはできません。学
外で日本語を勉強するには、下記の京都市国際交流
協会のウェブサイト等を参考に日本語教室を探して
ください。

　留学生の専攻分野に関連する専攻の大学院生等が、
留学生の学習・研究・日常生活に関して助言や協力を
する制度です。この制度の対象者は、原則として正規
生および一部の非正規生で、その指導教員がチュータ
ーによる個別の指導を必要としていると認めた者に限
られます。詳細については、入学決定後に、所属の学
部・研究科等事務室に問い合せてください。

　京都大学には、在籍する留学生のための相談窓口が
いくつかあります。どの窓口でも、プライバシーや相
談内容は秘密厳守され、料金は不要です。 
　留学生ラウンジ「きずな」および教育推進・学生支
援部棟内（旧石油化学教室本館）留学生相談室では、
生活上の問題、対人関係のトラブル、奨学金等の手続
上の問題など、一人では解決できずに困っている様々
な悩みや心配事を相談できます。 
　また、日本語での相談が可能な、全学学生のための
学生総合支援センターカウンセリングルームもありま
す。

  It is necessary for international students to have adequate 

Japanese language ability to meet their needs for daily living 

on- and off-campus. 

  Education Center for Japanese Language and Culture, Kyoto 

University offers an Intensive Japanese Language Course to 

Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholar-

ship Students, and supplemental Japanese language classes 

to international students and researchers at Kyoto University.     

  The fifteen-week supplementary Japanese courses start in 

April and October. Online registration through the university 

website begins around mid-March and mid-September 

respectively. 

  These classes are non-credited except for university 

level-exchange students (Special Auditing Students) and 

some designated undergraduate students. Unlike 留学生別
科(Ryugakusei Bekka), it is not possible to enroll only for the 

Japanese classes. There are also no intensive summer 

Japanese language classes. For details, please visit the 

website below.   

  The Japanese language classes at the center are not open to 

students’ family members. If international students and their 

family members wish to study off-campus, in addition to 

private Japanese language schools, the Kyoto City Interna-

tional Foundation website may be a useful reference.

  In general, the tutor system for international students is 

designed to assist regular (degree-seeking) students and some 

non-regular (non-degree seeking) students, based on a recom-

mendation from their supervisors. Tutors are generally graduate 

students selected from the graduate school to which the interna-

tional student belongs. For details, please enquire at the relevant 

administration office after enrollment.

kizuna/info.html

international/facilities/kizuna
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｜　留学生支援　｜

● 日本語教育
　留学生が日常生活をおくるうえで、ある程度の日本
語能力が必要とされます。　

【学内の日本語教育】
◆京都大学
　 -esenapaj/esenapaj/pj.ca.u-otoyk.ukaguyr.www//:ptth 

classes/

【学外の日本語教育】
◆京都市国際交流協会
　http://www.kcif.or.jp

● チューター制度

● 学内相談窓口

● 京都大学留学生ラウンジ「きずな」
　留学生ラウンジ「きずな」は、京都大学に在籍する
留学生の相互交流を促進し、留学生と日本人学生および
教職員との交流のためのスペースとして、2002年春に
開館しました。
　館内には自主学習や語学交換等のできるサロン、日
本語学習教材や DVD・洋書などを借りることのできる
図書室、そして音楽や映画を楽しむことのできるオー
ディオルームがあります。
　また、「きずな」では毎月 1回イベントを開催し、
学生間の交流のきっかけづくりに働きかけています。

◆京都大学留学生ラウンジ「きずな」
　 about/facilities/campus//aj/pj.ca.u-otoyk.www//:ptth 
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●  Japanese Language Courses

【On-Campus Japanese Classes】
◆Kyoto University
　 -esenapaj/e-esenapaj/ne/pj.ca.u-otoyk.ukaguyr.www//:ptth 

classes-e/

【Off-Campus Japanese Classes】
◆Kyoto City International Foundation
　 http://www.kcif.or.jp/en/

● International Student Tutor System

● On-Campus Advising Service for
● International Students

There are several advisory services for international 

students currently attending Kyoto University. All are 

confidential and free of charge. 

Students can come to Student Lounge ‘KI-ZU-NA’  or 

the International Student Advising Room at Education 

Promotion and Student Support Department Bldg. 

(Former Main Bldg. of the Petrochemistry Course) to seek 

counsel on issues such as study,relationships, scholarships 

and daily life matters.    

Those fluent in Japanese may also seek advice at the 

university’s General Student Support Center Counseling Office.

● Kyoto University Student Lounge ‘KI-ZU-NA’
Student Lounge ‘KI-ZU-NA’, which opened in the spring  

of 2002, is a place where international and Japanese 

students, university staff, professors, researchers and others 

can get together to exchange activities. 

‘KI-ZU-NA’ has a salon where students are able to chat, 

relax or study; a reading room (and lending library) with 

books for Japanese language learning, books in English and 

DVDs; and an audio room where students can enjoy watching 

movies or listening to music. 

‘KI-ZU-NA’ also promotes cultural exchange through 

monthly events in which students can participate. 

◆ Student Lounge ‘KI-ZU-NA’, Kyoto University
　 education-campus//ne/pj.ca.u-otoyk.www//:ptth  

　京都大学国際高等教育院附属日本語・日本文化教
育センターでは、日本政府(文部科学省)奨学金留学生
を対象とした集中日本語コースと、本学に正規生又
は非正規生として在籍している留学生と外国人研究
者を対象とした、日本語選択クラス（補講）を行っ
ています。 
　日本語の授業は、4月と10月から始まり、受講期間
は15週間です。申請はそれぞれ3月中旬頃と9月中旬頃
から始まり、下記のウェブサイト上で登録を受け付
けます。 
 ただし、これらの日本語授業では、大学間交流協定
校からの交換留学生（特別聴講学生）と一部の学部
生を除いて、単位を取得することはできません。ま
た、留学生別科のように、日本語コースのみを受講
することはできませんし、日本語の夏期集中クラス
も開設されていません。詳細については、下記のウ
ェブサイトを参照してください。 
 日本語・日本文化教育センター実施の日本語教育
は、留学生の家族が受講することはできません。学
外で日本語を勉強するには、下記の京都市国際交流
協会のウェブサイト等を参考に日本語教室を探して
ください。

　留学生の専攻分野に関連する専攻の大学院生等が、
留学生の学習・研究・日常生活に関して助言や協力を
する制度です。この制度の対象者は、原則として正規
生および一部の非正規生で、その指導教員がチュータ
ーによる個別の指導を必要としていると認めた者に限
られます。詳細については、入学決定後に、所属の学
部・研究科等事務室に問い合せてください。

　京都大学には、在籍する留学生のための相談窓口が
いくつかあります。どの窓口でも、プライバシーや相
談内容は秘密厳守され、料金は不要です。 
　留学生ラウンジ「きずな」および教育推進・学生支
援部棟内（旧石油化学教室本館）留学生相談室では、
生活上の問題、対人関係のトラブル、奨学金等の手続
上の問題など、一人では解決できずに困っている様々
な悩みや心配事を相談できます。 
　また、日本語での相談が可能な、全学学生のための
学生総合支援センターカウンセリングルームもありま
す。

  It is necessary for international students to have adequate 

Japanese language ability to meet their needs for daily living 

on- and off-campus. 

  Education Center for Japanese Language and Culture, Kyoto 

University offers an Intensive Japanese Language Course to 

Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholar-

ship Students, and supplemental Japanese language classes 

to international students and researchers at Kyoto University.     

  The fifteen-week supplementary Japanese courses start in 

April and October. Online registration through the university 

website begins around mid-March and mid-September 

respectively. 

  These classes are non-credited except for university 

level-exchange students (Special Auditing Students) and 

some designated undergraduate students. Unlike 留学生別
科(Ryugakusei Bekka), it is not possible to enroll only for the 

Japanese classes. There are also no intensive summer 

Japanese language classes. For details, please visit the 

website below.   

  The Japanese language classes at the center are not open to 

students’ family members. If international students and their 

family members wish to study off-campus, in addition to 

private Japanese language schools, the Kyoto City Interna-

tional Foundation website may be a useful reference.

  In general, the tutor system for international students is 

designed to assist regular (degree-seeking) students and some 

non-regular (non-degree seeking) students, based on a recom-

mendation from their supervisors. Tutors are generally graduate 

students selected from the graduate school to which the interna-

tional student belongs. For details, please enquire at the relevant 

administration office after enrollment.

kizuna/info.html

international/facilities/kizuna
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｜　査証・在留資格　｜

｜　在留カード　｜

｜　国民健康保険　｜

｜　居住地の届出（住民登録）　｜

｜　アルバイトについて　｜

● 入学試験のための「短期滞在」査証
　入学試験を受験する目的で日本へ入国する場合には、自国の在外日本国公館で、入国目的を必ず「受験のため」
と申告し、「短期滞在」査証（ビザ）を取得してください。この査証では収入や報酬を受けることはできません。

　日本に3ヶ月を超えて滞在する予定の外国人居住者には在留カードが発行されます。在留カードは、原則、新千歳、 

成田、羽田、中部、関西、広島および福岡空港に到着する場合は、入国審査時に上陸許可に伴い交付されます。その 

他の出入国港より入国する場合、居住地区の役所に日本の居住先の届出をした後、登録された住所宛へ在留カード
が郵送されます。在留カードは常時携帯する義務があります。

　3カ月を超えて日本に滞在する外国人は、入国してから 14日以内に居住地区の役所で、居住地の登録（住民登録）
をする必要があります。

　日本に中長期（3ヶ月を超えて）滞在する外国人は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。ただし、
在留資格「短期滞在」もしくは「留学（在留期間 3ヶ月）」の場合は国民健康保険に加入できないため、日本に来る
前に、旅行保険等に加入することをお勧めします。
　国民健康保険の加入手続きは、居住地区の市（区）役所 ･支所で住民登録申請の後に行います。加入すると、怪
我や病気の治療を受ける際に、病院の受付窓口で国民健康保険証を提示すれば、保険診療適用内の医療費について
はその30％を支払うだけで診療を受けられます。国民健康保険料は、家族の有無などの諸条件により異なりますが、
例えば、京都市在住の単身の留学生の場合は年間約18,000円の保険料を支払うことになります。

　留学生は、「資格外活動許可証」を入国管理局で受けた場合にかぎりアルバイトをすることができます。
　以下の 3点の注意点を必ず守ってください。
①アルバイトが学業に支障を来さないものであること。
② 就業時間は、「留学」の在留資格を持つ留学生は一律 1週 28時間以内（長期休暇中は法律で定められている週 40時間
の範囲内であれば 1 日 8 時間まで就労することが可能）です。
③風俗営業等、公序良俗に反する仕事には従事できません。

許可を得ないでアルバイト活動に従事した場合は、処罰の対象になります。 

● 入学のための「留学」査証
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｜　Visa　｜

｜　Residence Card　｜

｜　Notification of Place of Residence (Resident Registration)　｜

｜　National Health Insurance　｜

｜　Work Permit　｜

● Temporary Visitor’s Visa for Entrance Exams
  In order for international applicants to enter Japan and sit the Kyoto University entrance examinations, they must obtain 
a Temporary Visitor’s Visa (Tankitaizai) through the Japanese diplomatic mission in their country. Temporary visitors are not 
allowed to engage in any paid activities.

   A residence card will be issued to newly arrived foreign nationals who intend to reside in Japan for a period beyond 3 months 

of their arrival. For those who are arriving at New Chitose, Narita, Haneda, Chubu, Kansai, Hiroshima, and Fukuoka Airports, the 

residence card will be issued after the immigration examination. For those who are arriving at airports other than those mentioned 

above, the card will be sent to their address after submitting a Notification of Place of Residence to their municipal office. 

International residents are required by law to carry their residence card at all times.

  All foreign nationals who intend to stay in Japan for a period of over 3 months of their arrival must register their place of  

residence at their local City/Ward Office within 14 days of moving into their new place of residence.

  All foreign nationals residing in Japan for the mid-to long term (over 3 months) are required to be covered by one of 

the Japanese public medical insurance programs. For students, the most common and highly recommended option is to join the 

National Health Insurance (NHI). Students with a “Temporary Visitor Visa” or a “Student Visa (with a 3-month period of  

stay)” will not be eligible for the NHI, and are highly encouraged to buy a travel insurance policy (or other similar policy) before 

coming to Japan.

  Applications are accepted at the City/Ward Office Health Insurance Department after completing the Resident Registration. 

Subscribers need only pay 30% of medical costs upon presentation of their National Health Insurance Card at the hospital reception 

prior to receiving treatment. The insurance premium varies depending on individual circumstances such as the number of their 

family members. The yearly fee is approximately ￥18,000 for unmarried international students living in Kyoto City.

International students are allowed to have a part-time job provided they receive “Work Permit”  in advance from the immigration 

bureau. They must follow the terms below. 

① The part-time job must not interfere with academic work. 

②  rof krow fo sruoh mumixam ehT  “ Student Visa ” holders is 28 hours per week (during summers and other long 

vacations, this is extended to allow up to 8 hours of work per day, within the confines of the legal 40-hour work week).

③ The job must not affect public order and morals (for example, sex-related industry employment is forbidden). 

Working without permission will incur a penalty. 

● Student Visas
【新規入国の場合】
　合格者は、本学発行の入学許可書または合格通知書、パスポート、関係書類を在外日本国公館に提出し、「留学」査証（
ビザ）を申請してください。
　また、査証を取得するためには、事前に日本での生活費が確保できることの証明が必要とされる場合があります。
　京都大学国際交流サービスオフィスでは、所属学部・研究科等事務室からの依頼を受けて、京都大学へ入学が決定
した入学予定者およびその家族の在留資格認定証明書交付代理申請を行っています。入学が決定したら、所属学部・
研究科等事務室へ問い合せてください。なお、大使館推薦等の国費留学生および大学間学生交流協定に基づく交換留
学生については、サービスオフィスでの在留資格認定証明書交付代理申請の取扱いはありません。

【すでに日本に滞在している場合】
　入学手続き時の在留資格が「留学」でない場合（「短期滞在」など）は、入学決定後に、入国管理局で「留学」資格に変更し
なければなりません。

【Those who are relocating from overseas】
  Successful candidates must obtain a Student Visa (Ryugaku) through the Japanese diplomatic mission in their country by 
presenting a certificate or notification of acceptance from Kyoto University, a valid passport and other relevant documents. 
   In order to receive a visa, you may need to submit evidence  that you have sufficient funds to support yourself during  your 
stay in Japan.
   Upon request by the relevant faculty/graduate school office, the Kyoto University International Service Office will apply for Certifi-
cates of Eligibility for international students and their family members, provided the students have already passed the entrance 
examination and are intending to enroll at the university. For details, please enquire at the relevant administration office. Please 
note that Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship students and students exchanged under university-level 
student exchange agreements are not eligible for this proxy application service.

【Those who are already in Japan】
  Successful candidates who are already in Japan with a resident status other than Student (Ryugaku) must change their 
current resident status (for example Temporary Visitor [Tankitaizai] ) to Student (Ryugaku).

◆京都大学国際交流サービスオフィス http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuiso/dairisinsei/zai_sikaku
http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/en/kuiso/beforecoming/◆ Kyoto University International Service Office
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｜　査証・在留資格　｜

｜　在留カード　｜

｜　国民健康保険　｜

｜　居住地の届出（住民登録）　｜

｜　アルバイトについて　｜

● 入学試験のための「短期滞在」査証
　入学試験を受験する目的で日本へ入国する場合には、自国の在外日本国公館で、入国目的を必ず「受験のため」
と申告し、「短期滞在」査証（ビザ）を取得してください。この査証では収入や報酬を受けることはできません。

　日本に3ヶ月を超えて滞在する予定の外国人居住者には在留カードが発行されます。在留カードは、原則、新千歳、 

成田、羽田、中部、関西、広島および福岡空港に到着する場合は、入国審査時に上陸許可に伴い交付されます。その 

他の出入国港より入国する場合、居住地区の役所に日本の居住先の届出をした後、登録された住所宛へ在留カード
が郵送されます。在留カードは常時携帯する義務があります。

　3カ月を超えて日本に滞在する外国人は、入国してから 14日以内に居住地区の役所で、居住地の登録（住民登録）
をする必要があります。

　日本に中長期（3ヶ月を超えて）滞在する外国人は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。ただし、
在留資格「短期滞在」もしくは「留学（在留期間 3ヶ月）」の場合は国民健康保険に加入できないため、日本に来る
前に、旅行保険等に加入することをお勧めします。
　国民健康保険の加入手続きは、居住地区の市（区）役所 ･支所で住民登録申請の後に行います。加入すると、怪
我や病気の治療を受ける際に、病院の受付窓口で国民健康保険証を提示すれば、保険診療適用内の医療費について
はその30％を支払うだけで診療を受けられます。国民健康保険料は、家族の有無などの諸条件により異なりますが、
例えば、京都市在住の単身の留学生の場合は年間約18,000円の保険料を支払うことになります。

　留学生は、「資格外活動許可証」を入国管理局で受けた場合にかぎりアルバイトをすることができます。
　以下の 3点の注意点を必ず守ってください。
①アルバイトが学業に支障を来さないものであること。
② 就業時間は、「留学」の在留資格を持つ留学生は一律 1週 28時間以内（長期休暇中は法律で定められている週 40時間
の範囲内であれば 1 日 8 時間まで就労することが可能）です。
③風俗営業等、公序良俗に反する仕事には従事できません。

許可を得ないでアルバイト活動に従事した場合は、処罰の対象になります。 

● 入学のための「留学」査証
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Ⅵ
.  Visa • O

bligations • O
ther Inform

ation
｜　Visa　｜

｜　Residence Card　｜

｜　Notification of Place of Residence (Resident Registration)　｜

｜　National Health Insurance　｜

｜　Work Permit　｜

● Temporary Visitor’s Visa for Entrance Exams
  In order for international applicants to enter Japan and sit the Kyoto University entrance examinations, they must obtain 
a Temporary Visitor’s Visa (Tankitaizai) through the Japanese diplomatic mission in their country. Temporary visitors are not 
allowed to engage in any paid activities.

   A residence card will be issued to newly arrived foreign nationals who intend to reside in Japan for a period beyond 3 months 

of their arrival. For those who are arriving at New Chitose, Narita, Haneda, Chubu, Kansai, Hiroshima, and Fukuoka Airports, the 

residence card will be issued after the immigration examination. For those who are arriving at airports other than those mentioned 

above, the card will be sent to their address after submitting a Notification of Place of Residence to their municipal office. 

International residents are required by law to carry their residence card at all times.

  All foreign nationals who intend to stay in Japan for a period of over 3 months of their arrival must register their place of  

residence at their local City/Ward Office within 14 days of moving into their new place of residence.

  All foreign nationals residing in Japan for the mid-to long term (over 3 months) are required to be covered by one of 

the Japanese public medical insurance programs. For students, the most common and highly recommended option is to join the 

National Health Insurance (NHI). Students with a “Temporary Visitor Visa” or a “Student Visa (with a 3-month period of  

stay)” will not be eligible for the NHI, and are highly encouraged to buy a travel insurance policy (or other similar policy) before 

coming to Japan.

  Applications are accepted at the City/Ward Office Health Insurance Department after completing the Resident Registration. 

Subscribers need only pay 30% of medical costs upon presentation of their National Health Insurance Card at the hospital reception 

prior to receiving treatment. The insurance premium varies depending on individual circumstances such as the number of their 

family members. The yearly fee is approximately ￥18,000 for unmarried international students living in Kyoto City.

International students are allowed to have a part-time job provided they receive “Work Permit”  in advance from the immigration 

bureau. They must follow the terms below. 

① The part-time job must not interfere with academic work. 

②  rof krow fo sruoh mumixam ehT  “ Student Visa ” holders is 28 hours per week (during summers and other long 

vacations, this is extended to allow up to 8 hours of work per day, within the confines of the legal 40-hour work week).

③ The job must not affect public order and morals (for example, sex-related industry employment is forbidden). 

Working without permission will incur a penalty. 

● Student Visas
【新規入国の場合】
　合格者は、本学発行の入学許可書または合格通知書、パスポート、関係書類を在外日本国公館に提出し、「留学」査証（
ビザ）を申請してください。
　また、査証を取得するためには、事前に日本での生活費が確保できることの証明が必要とされる場合があります。
　京都大学国際交流サービスオフィスでは、所属学部・研究科等事務室からの依頼を受けて、京都大学へ入学が決定
した入学予定者およびその家族の在留資格認定証明書交付代理申請を行っています。入学が決定したら、所属学部・
研究科等事務室へ問い合せてください。なお、大使館推薦等の国費留学生および大学間学生交流協定に基づく交換留
学生については、サービスオフィスでの在留資格認定証明書交付代理申請の取扱いはありません。

【すでに日本に滞在している場合】
　入学手続き時の在留資格が「留学」でない場合（「短期滞在」など）は、入学決定後に、入国管理局で「留学」資格に変更し
なければなりません。

【Those who are relocating from overseas】
  Successful candidates must obtain a Student Visa (Ryugaku) through the Japanese diplomatic mission in their country by 
presenting a certificate or notification of acceptance from Kyoto University, a valid passport and other relevant documents. 
   In order to receive a visa, you may need to submit evidence  that you have sufficient funds to support yourself during  your 
stay in Japan.
   Upon request by the relevant faculty/graduate school office, the Kyoto University International Service Office will apply for Certifi-
cates of Eligibility for international students and their family members, provided the students have already passed the entrance 
examination and are intending to enroll at the university. For details, please enquire at the relevant administration office. Please 
note that Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship students and students exchanged under university-level 
student exchange agreements are not eligible for this proxy application service.

【Those who are already in Japan】
  Successful candidates who are already in Japan with a resident status other than Student (Ryugaku) must change their 
current resident status (for example Temporary Visitor [Tankitaizai] ) to Student (Ryugaku).

◆京都大学国際交流サービスオフィス http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/kuiso/dairisinsei/zai_sikaku
http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/en/kuiso/beforecoming/◆ Kyoto University International Service Office
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.  C

am
puses

　京都大学には「吉田」「宇治」「桂」の 3つのキャンパ
スに加え、全国各地に付属施設があります。

1.吉田キャンパス
　創立以来、京都大学の中枢部が置かれています。創立
期の煉瓦造りの建造物から最先端の研究所まであらゆる
施設が混在しています。歴史と伝統を継承しつつ最先端
の研究教育が展開されています。

2.宇治キャンパス
　1949年に発足したキャンパスです。現在は主に自然
科学・エネルギー系の研究所が置かれた、最新鋭の研究
施設が集まるテクノロジー開発の最先端地域です。

3.桂キャンパス
　2003年 10月に開設された 3番目のキャンパスです。テ
クノロジーとサイエンスが融合する新しい研究教育の場
“テクノサイエンスヒル ”の形成を目指しています。

   Kyoto University consists of three campuses: Yoshida, Uji, 
and Katsura, as well as a number of facilities located across 
Japan.

1. Yoshida Campus
   The Yoshida Campus has been at the core of the university's 
activities since its founding. In particular, the main campus
is home to structures of varying architectural styles,ranging
from brick buildings dating back to the time of the institution's  
establishment to modern laboratory buildings. 

2. Uji Campus
   The site of the Uji Campus came into the possession of 
Kyoto University in 1949. Uji Campus, where the university’s 
natural science and energy research facilities are located, hosts 
many state-of-the-art laboratories engaged in the development 
of cutting edge science and technology.

3. Katsura Campus
   Katsura Campus is Kyoto University's third campus opened 
in October 2003. This campus aims to merge technology and 
science disciplines to form a “Techno-Science Hill.” 

｜　キャンパス　｜ ｜　Campuses　｜
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　関西国際空港から京都駅までの交通手段は複数あります。
交通手段については、下記のウェブサイトを参照してください。
◆ 京都大学国際交流推進機構：http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/access

   There are several transportation options from Kansai International Airport (KIX) to Kyoto 
University. For details, please refer to the website below.
◆  Kyoto University , the Organization for the Promotion of International Relations：

http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/en/access/

および特色入試についてのみ） & AO admissions

Education and国際教育交流課



入学希望者からのよくある質問

京都大学に入学したいので資料や願書を送ってください。

　京都大学の入学試験は、学部や研究科等によっ
て異なります。まず、あなたが入学を希望する学
部・研究科等を選び、その学部・研究科等事務室
へ問い合せてください。

○○学部（又は大学院）について詳しく教えてください。

　学部・研究科等に関する情報は、当該学部・研
究科等のウェブサイトを参照し、更に質問があれ
ば、当該の学部・研究科等事務室へ問い合せてく
ださい。

生活費はどのくらいかかりますか？

→ 29ページを参照してください。 

京都大学の講義言語はなんですか？ 

　英語による学位取得コースを除いて、授業や試
験は通常日本語で行われます。特に学士課程や修
士課程に入学を希望する者は、入学時に十分な日
本語能力を備えている必要があります。
　全ての留学生は、日常生活をおくるうえで、あ
る程度の日本語能力が必要です。京都大学国際交
流センターでは、本学に在籍する留学生と外国人
研究者に無料で日本語授業を提供していますの
で、それぞれの状況に応じて、必要な日本語能力
を学習することができます。国際交流センターの
日本語授業に関しては、31ページを参照してくだ
さい。

京都大学の教員を紹介してもらえますか？

　どの教員の専門分野が自分の専門分野に
適しているかを一番よく理解・判断できる
のは、指導を受ける学生自身です。本学の
ウェブサイト等を利用して教員を探してください。

京都大学には、交換留学プログラムはありますか？

→ 21ページを参照してください。

京都大学で日本語を学びたいです。

　京都大学には、日本語学科はありません。した
がって、入学準備として、日本語学習を希望する
場合は、日本語学校などを利用してください。

京都大学国際交流会館へ入居を申請したいです。

→ 29ページを参照してください。

京都大学に留学するための奨学金について教えてください。

→ 23～ 27ページを参照してください。

文部科学省奨学金（大使館推薦）を申請中なので、京
都大学から受け入れ内諾書がほしいのですが？

→ 25ページを参照してください。

日本に留学するための一般情報

◆日本国外務省による「日本留学総合情報ガイド」
　http://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html

◆外国人学生のための留学案内
「Why Kyoto University?」

http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/

◆日本学生支援機構（JASSO）による「Study in Japan」
　学校や奨学金等の情報検索等
　http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

◆京都留学サイト
　http://www.studykyoto.jp/

◆京都府国際センター
　http://www.kpic.or.jp/

◆京都市国際交流協会
　http://www.kcif.or.jp/

◆アジア学生文化協会による「Japan Study Support」
　大学学部・研究科等などの情報検索等
　http://www.jpss.jp/ja/

京都大学に留学するための一般情報

Questions Frequently Asked by International Applicants

Would you send me information and application 
forms for the entrance exam of Kyoto University?

   Entrance examination dates and application forms 
vary among faculties/graduate schools at Kyoto University. 
Please select a faculty/graduate school first and contact 
its administration office to request the information. 

Would you please tell me about faculty (or graduate 
school) of X at Kyoto University?

   Please refer to the website of the faculty/graduate 
school you are interested in first. If you have further 
questions, please direct your inquiries to the faculty/
graduate school administration office. 

How much is the cost of living?

→ Please refer to page 30.

What is the language of instruction at Kyoto 
University? 

With the exception of English-taught degree programs,  
classes are generally conducted in Japanese unless  
specified otherwise. Those who wish to enroll in an  
undergraduate program or a master ’s program must, 
therefore, have sufficient proficiency in Japanese upon 
entering the university.     

For daily l iving, it is highly recommended that 
all international students learn at least some basic 
Japanese during their stay in Japan. The International 
Center of Kyoto University provides supplemental 
Japanese language classes to international students and 
researchers free of charge. Students can choose suitable 
classes from various options to suit their needs. For 
information on the Japanese language classes available, 
please refer to page 32. 

Would you recommend an instructor for me?

   You are the best person to make decisions about 
which instructor is most suitable for the field of your 
interests.  Please choose a prospective academic advisor 
through our official websites.

Are there any student exchange programs at Kyoto 
University?

→ Please refer to page 22.

I would like to study Japanese Language at Kyoto University.

Kyoto University does not have an independent faculty  
for the study of the Japanese Language. If you wish to
prepare for admission to the university, please study at
an appropriate Japanese language school. 

Can I apply for a room in a Kyoto University International House?

→ Please refer to page 30.

Please give me information about scholarships to 
study at Kyoto University. 

→ Please refer to page 24-28.

I am applying for the Japanese Government 
(Monbukagakusho: MEXT) Scholarship, and I 
would like to receive an acceptance letter from 
Kyoto University. 

→ Please refer to page 26.

General Information for Studying in Japan

◆  “Study in Japan Comprehensive Guide” 
by the Ministry of Foreign Affairs, Japan
　http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

◆  “Study in Japan” by the Japan Student 
Services Organization (JASSO)

　General information for international students in Japan
　http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

◆ Study in Kyoto Site
　http://www.studykyoto.jp/english

◆ Kyoto Prefectural International Center
　http://www.kpic.or.jp/english/index.html

◆ Kyoto City International Foundation
　http://www.kcif.or.jp/en

◆  “Japan Study Support” by the Asian Students 
Cultural Association

　 napaJ ni stneduts lanoitanretni rof noitamrofni lareneG 
     http://www.jpss.jp/en/

General Information for Studying at Kyoto University

◆  Website for prospective international students
“Why Kyoto University?”

　http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/en/

◆京都大学教育研究活動データベース

　http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/

◆京都大学学部・大学院等
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/faculties-and-graduate/

◆京都大学学術情報リポジトリ
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=ja ◆ Kyoto University Activity Database on Education and Research

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/index_e.html

◆ Kyoto University Faculties and Graduate Schools
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/faculties-and-graduate/

◆ Kyoto University Research Information Repository
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/?locale=en
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　京都大学の入学試験は、学部や研究科等によっ
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