学
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学生証

休学・復学・退学

学生証は、本学の学生である とを証 するもので、常
に携帯し、本学教職 から
があれ
してください。
他人に 与または 与してはなりま
。学生証は通常、
入学許可書を 行した学部・研究科等が 行します。

休学・復学・退学を
する者は、まず
教 に相談
してから、所属の学部・研究科等事務室に手続きを問い合
てください。

生（学
を
）
生の学生証は、附属図書館（中 図書館等）や情報
環境機構（
C）、学 情報メ ィアセンター（ACC
）
の利用証も
、各施設への入退館認証や証 書自動 行
機も利用できます。また、京大生協組合 証を
ており、
組合 は電 マネーが利用できます。学生割引や通 学証
書によって 車 ・通学定期 車 を 入、使用すると
きも、交通機関
の要 があれ 学生証を
してくだ
さい。
生（学
を
しない）
研究生や交 留学生等の
生の 分証 書は、
生の学生証とは なるため、附属図書館およ 学 情報メ
ィアセンターの利用には、図書館利用証の
が別
要です。
生は通常、交通機関の学割の対象外です。
、 難、
等した
す に所属学部・研究科等の教務
に報 し、再交
を
してください。再交 は有料です（1000 ）。
なお、
・
の場合は、警 の届出受理番号が 要と
なります。
者による 用を防止するためにも、
に
警 に届け出て、届け出受理番号を いておいてください。
京大生協組合 の方は
に生協に連絡し、電 マネー機
を 止してください。

◪ 京都大学「学生証」

.
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交通機関の学生割引（学割）
一般的に、交通機関の学生割引は
生（学位取得を
的とする学部生と大学院生）が対象で、
生（学位取
得を 的としない研究生や 講生等）には 用されま
。
生は、通学用に通学定期 を 入する とができま
す。学生証と証 書自動 行機で 行した通学証 書を持
って、各交通機関の定期
所で 入してください。
生は通学定期 を 入できないので、通 定期 、
数 な を利用してください。
の

の 通機関の学生
生が 道・
を 道 101
以
車するとき、
「学生生 旅 運 割引証（学割証）」が使えます。学割証
は、京都大学構内の証 書自動 行機で交 しています。
フ リー、バスな にも学割制度が使える場合があるので、
制度の有 を事前に
機関に問い合 てください。学割
が 用されるのは 通 車 で、 急 や 台 、 リー
ン な は割引になりま
。
京都 内の 通
京都市内は、地下 ・バス・電車（ R・京阪・
・
阪急）な の交通機関が
しています。いずれも、 数
・定期 をは め、地下 ・バス・電車共通で使用でき
る リ イドカード等便利なサービスがあります。
京都市交通
.cit . oto. g. p/ ots /
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学
病や事 等により 3 月以 の休学を
する場合
は、 やかに い出てください。病気による休学 には、
の診断書を
してください。休学期間
後も、引
き続き休学する 要がある場合は、許可されている期間が
終わる前に、休学の
を い出てください。
学期の めから休学する場合は、その学期の授業料 額
が免除されます。学期の 中から休学する場合は、その学
期の授業料 額を わなけれ なりま
。ただし、休学
を開始する日が学期の 4 月 2 日から 5 月 1 日（または
10 月 2 日から 11 月 1 日）であって、
月分のみの授
業料となります（ り
月分の授業料は免除されます）。
学 （ ）
病気による休学後に復学しようとする場合は、本学所定
の「京都大学復学診断書」により 療機関の診断を受け、
復学 定日の 3 間前までにその診断書と共に「復学 」
を 出してください。
病気以外の理由による休学で休学期間内に復学しようと
する場合は「復学届」を 出してください。届け出なかっ
た場合は、休学許可 期間を休学したものとして取り扱わ
れます。学期の 中で復学する場合は、その期の授業料の
う 、復学する前月までの分は月割りで免除されます。
学・ 学時の
事
出入国管理およ
民認定法により、在留資格「留学」
を有する留学生が、休学等の理由で 続して 3 月以
学 や研究活動を行わない場合、日本での
な 在理由
（入院等）＊ が い限り、すみやかに出国する 要があり
ます。その場合、「留学」の在留資格は、有 期限が っ
ていても原則として一
する ととなり、復学時に再
度自国の日本国公館で「留学」の査証（ビザ）を取得する
要があります。査証（ビザ）
の 要書 等の情報は
日本国公館で入手してくだい。
な理由により引き続き
日本に 在する場合は、理由に
た在留資格へ変更する
要があります。
出入国管理およ
民認定法に
し日本に 在し続け
ると、在留資格取消しの対象となります（ .11「在留資
格の取消制度」
）。また、休学期間中に日本でアルバ
イトをする とはできま
。
＊

的な理由による休学は、
な理由として出入国在
留管理局に認められていま
学
退学する場合は、 い出なけれ なりま
。退学 を
出さなかったり、許可されないまま通学をやめた場合は、
引き続いて在学しているものとして取り扱われ、授業料の
支 い等が められます。
学等に
学 を
た
留学生が退学等により学籍を った場合には、大学を
した日より 14 日以内に出入国在留管理局へ届け出て、
え在留期限が っていたとしても、すみやかに日本を出
国するか、 は引き続き日本に 在する場合は在留資格を
変更しなけれ なりま
。出入国管理およ
民認定法
に
し日本に 在し続けると、在留資格取消しの対象と
なります（ .37
「在留資格に関する手続」
）
。

◪ Kyoto

niversity Student

: u.kyoto-u.jp ygau0

Student discount for public transportation is generally
for regular (degree-seeking) students and not applicable
for non-regular (non-degree seeking) students.
tu ent ommuter Pass (
)
Regular students can purchase a student commuter
pass at bus, train and subway station counters. To
purchase the pass, students must present their
student
and the certificate
which certifies that they commute to and from the
university. The Tsugaku Shomeisho can be obtained
from the automated document-dispensing machines at
several locations on campus.
on-regular students, who are not eligible for a
student commuter pass, are recommended to use prepaid coupon tickets or a commuter s pass.
Pu ic rans ortation iscount
Regular students can use a student discount certificate
for Japan Railways (JR) on trips exceeding 101km one
way. The certificate is available from the dispensing
machine on campus. Other trains, ferries, and buses
may also accept the certificate, so students should ask
the relevant transportation provider in advance.
Student discount applies only to the standard fare and
not to express, sleeper car, or Green tickets.
rans ortation in Kyoto ity
There are various public transportation services in
Kyoto City: subway, buses, trains (JR, Keihan, Kintetsu,
Hankyu railways). All sell prepaid cards and commuter
passes. A subway bus train combination prepaid card
is also available.
Kyoto City eb ublic Transport in Kyoto
www2.city.kyoto.lg.jp koho eng access

◪

Students seeking a leave of absence, readmission, or
withdrawal should consult with their academic advisor
first, then conduct the necessary procedures at their
faculty graduate school offices.
e uest for em orary ea e of
sence
Students who take more than three months leave from
the university for reasons of sickness or injury must
submit a re uest to their faculty graduate school
office. A medical certificate must be attached in the
case of sick leave. To extend the period of absence,
students must submit an extension re uest before the
originally granted period expires.
f a student takes a leave of absence from the
beginning of a semester, the tuition for the semester
will not be charged. Full semester tuition must be paid
when the starting date of a leave of absence between
April 2 and May 1 (or October 2 and ovember 1),
and the re uest made by the end of April (or the end
of October), tuition for one month will be charged, but
tuition for the remaining five months will be exempted.
ea mission e uest ( ea mission orm)
Readmission after leave due to sickness re uires submission
of a Kyoto niversity Readmission Health Certificate
(verified by a health care provider) along with a Kyoto
niversity Readmission Re uest to one s faculty graduate
school administration office. f, when taking a leave of
absence for reasons other than sickness, a student wishes to
return to the university before the leave of absence expires,
they must submit a Readmission Report. f they do not, they
will be considered to have taken a leave of absence for the
entire period re uested. f a student returns from a leave of
absence in the middle of a semester, the tuition for the
elapsed month(s) of the semester will be exempted.
Points to Be
are of hen aking a ea e of
sence Being ea mitte to the ni ersity
According to the mmigration Control and Refugee
Recognition Act, if international students with a Student
resident status do not continue studying or researching
for more than 3 months due to a leave of absence from
school, etc., must leave Japan promptly unless a
legitimate reason for staying in Japan (hospitali ation,
etc.) . n that case, Student resident status will be
abandoned in principle even if the expiration date
remains, and a Student visa must be obtained again at
the Japanese iplomatic Establishment in your home
country when returning to school. lease obtain
information such as re uired documents for visa
application from the Japanese iplomatic Establishment.
nternational students who continue staying in Japan for
a valid reason need to change their resident status once
according to the reason.
f continuing to stay in Japan in violation of the
mmigration Control and Refugee Recognition Act, the
resident status will be subject to cancellation (see .11
Revocation System of Status of Residence ). Also, having
part-time work in Japan during the leave of absence is
not allowed.
A leave of absence for financial reasons is not permitted
by the mmigration Bureau as a valid reason.
ith ra a e uest
Students must submit a withdrawal re uest and have it
approved before withdrawing from the university. Students
withdrawing without doing so will continue to be considered
as registered, and will continue to be charged tuition, etc.
Points to Be
are of hen ith ra ing from the ni ersity
Student resident status is only valid while the holder
is attending the school. Even if the period of residence
status is valid, those who withdraw from the university
must notify the mmigration Bureau of their withdrawal
within 14 days of withdrawing. They must then return
to their home countries, or change their resident
status if they will remain in Japan. Failing to abide by
the law may result in a revocation of resident status
(ref. .38 rocedures Regarding Status of Residence ).

16

tu ent ife

The student
verifies the holders status as a Kyoto
niversity student. Students should always carry their
Cards and be ready to present them when
re uested by faculty or staff. Student
Cards are not
to be lent or given to others. Most students receive a
student
Card from the faculty or graduate school
that issued their acceptance letter.
egu ar ( egree seeking) tu ents
The student
for regular students also serves as a pass
to enter the Main Library, the nstitute for nformation
Management and Communication ( MC), and the
Academic Center for Computing and Media Studies
(ACCMS). t can also be used as
when entering and
leaving university facilities, and to obtain certificates
from on-campus certificate-issuing machines. The
student
can also function as a membership card of
Kyoto niversity Co-op and is e uipped with an
electronic money function. To buy when using a studentfare ticket or commuter pass, the student
must be
presented to the station staff on re uest.
on regu ar (non egree seeking) tu ents
on-regular students including research students and
exchange students are re uired to apply for a separate
library card, which serves as the pass for the library,
MC and ACCMS. n most cases, non-regular students
are not eligible for student discounts on transportation.
oss heft or amage
t must be reported promptly to the administration office
of the holder s faculty or graduate school so that a
replacement may be issued (replacement fee: 1000yen).
n the event of a loss or theft, students must immediately
report the matter to police so as to prevent unauthori ed
use by the third party, and obtain from police a report
acceptance number (todokede juri bango), which is
re uired when applying for a replacement.
Co-op members must immediately contact a Co-op
office to have the payment function of their cards disabled.

学

4

災害等に伴う休講及び定期試験の取扱い

授業料の免除

警報、 通機関の
に
・
の
い
以下の ） は、2）の場合、授業休止または定期試験
が 期になります。
）京都市 は京都市を含む地域に 別警報、 風警報が
された場合。
）公共交通機関が運休した場合。
する場合、休講等とします。
 の①、②のいずれかに
①京都市 バスが
的に運行を休止した場合
②以下のう 3 つ以 の交通機関が
的または部分
的に運休した場合
・ R 日本
（京都

、
、
、
野 ）
・ 阪急電 （京都 原
大阪
間）
・ 京阪電 （出
は中
間）
・
日本 道（京都
大
大
間）
・ 京都市 地下

的理由によって授業料の
が
であり、かつ、
学業
と認められる学生（
生）に対して、授業料の
額または 額を免除する制度があります。出 手続につ
いては、教育
・学生支 部学生課奨学 およ 所属学
部・研究科等の
およ 本学ウ ブサイトにてお ら
しますので、
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 分な費用を
してから 日するようにしてくださ
い。

、2 時

の

の

い

授業・定期試験の取扱い
前 6 時 30 分の時 で 記 1、
2 のいずれかに
する場合
前 6 時 30 分
前 8 時 45
分に 記 1、2 のいずれかに
する ととなった場合
前 8 時 45 分
前 10 時 30
分までの間に 記 1、2 のいず
れかに
する ととなった場
合
前 10 時 30 分
前 12 時
00 分までの間に 記 1、2 のい
ずれかに
する ととなった
場合
、4、 時

の

1、2 時限は、休講。

大学から学生への連絡について
学生への連絡・通 は、原則として
A （京都大
学教務情報システム）または各学部・研究科教務 な の
での
により行われ、一度
した事項は
さ
れたものとして取り扱います。1 日 1 は
を る
習 をつけてください。
を
としたために生 る不
都合・不利 は本人の
となります。
学生の保 者や 人等からの学生への
出しや伝 の
、
、学生の住所・電話番号等に関する学外からの
問い合わ に大学が
る とはできま
。
定期健康診断の受検義務

2 時限は、休講。
1 時限の授業
定期試験はその
まま続ける 。
2 時限の授業
まま続ける 。

の

定期試験はその

本学学生は、 年 4 月（秋入学者は 11 月）に京都大学
にて 施する学生一般健康診断を、 施期間内に ず受験
しなけれ なりま
。日 の
は所属の学部・研究科
等の
等にて通 されます。健康診断を受けなかった
学生は定期試験を受験できないだけでなく、奨学金や入学
場合や、奨学金や入学試験
等に必要な健康診断書等が発行されなくなります。
試験等に 要な健康診断書等も 行されま
。

い

課外行事・文化施設観覧

授業・定期試験の取扱い
前 6 時 30 分
前 10 時 30 分
までの間に 記 1、2 のいずれに
も
しなくなった場合
前 10 時 30 分の時 で 記
1、2 のいずれかに
する場
合
後 10 時 30 分
後 1 時 00
までの間に 記 1、2 のいずれ
かに
する ととなった場合
後 1 時 00 分
後 2 時 45
分までの間に 記 1、2 のいず
れかに
する ととなった場
合
後 2 時 45 分
後 4 時 30 分
までの間に 記 1、2 のいずれか
に
する ととなった場合
後 4 時 30 分
後 6 時 00 分
までの間に 記 1、2 のいずれか
に
する ととなった場合

中からでも休

等の

3、4、5 時限は、授業等を
る。.

施す

3、4、5 時限は、休講。

4、5 時 限 は、 休 講。 3 時 限 の
授業
定期試験はそのまま続け
る 。
5 時限は、休講。 4 時限の授業
定期試験はそのまま続ける 。
5 時限の授業
まま続ける 。

定期試験はその

置をとる場合があります。

地

発生時の
い
キャンパス、宇治キャンパス
キャンパスを含
む地域で、 度 6 以 の地 が 生した場合は、 分
の間、休講等とします。

授業
定期試験の 施については、
A  や以下の本学
e サイトで確認してください。なお、休講 置等の取扱いは、
学部・研究科等により 要に
断、対 される場合があります。
 . oto- . p/7i 4h
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外教 の行事
京都大学では、 課外に のような文化関 諸行事を
施しています。
行事の
内は、
を通 て行います。
・
会
年創立記念日である 6 月 18 日前後に、 名な
家を き、
会を しています。
・
会
年 12 月中 に、
（公 ）
家
・京 保存
団の協 による およ
の
会を しています。
す て日本の 語で行われます。

京都大学では、 年 11 月下 に 11 月祭を行います。
年、大学生、一般市民な が
し、研究成 の 表や
講 会、
、
、
会、
な がキャンパスに
出現します。11 月祭は、2021 年で 63
を えます。
の文
の優
本学学生証等を
すると、京都国立博物館・
国立
博物館・京都国立
館の 常 や、国立民族学博物
館の
・ 別 （一部を除く）・ 道資料館の 別 ・
通常 を 料で観覧する とができます。 しくは以下の
京都大学の e サイトをご覧ください。
. oto- . p/ 6i
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to manage 1st an

n

Condition

erio c asses

regu ar e ams

Action

Either above 1 or 2 applies as of 6:30

1st and 2nd period classes shall be
Either above 1 or 2 applies during cancelled
the period from 6:30 to 8:45
2 nd p e r i o d c l a s s e s s h a l l b e
Either above 1 or 2 applies during
cancelled. 1st period classes and
the period from 8:45 to 10:30
regular exams will be continued .
Either above 1 or 2 applies during 2 nd period classes and regular
the period from10:30 to 12:00
exams will be continued .
o

to manage r

th

th erio c asses an regu ar e ams

Condition

Action

Either above 1 or 2 OT applies 3rd,4th, and 5th period classes shall
during the period from 6:30 to 10:30 be provided.
Either above 1 or 2 applies as of 10:30

3rd,4th, and 5th period classes shall
Either above 1 or 2 applies during be cancelled.
the period from10:30 to 13:00
4th and 5th period classes shall be
Either above 1 or 2 applies during
cancelled. 3rd period classes and
the period from13:00 to 14:45
regular exams will be continued .
5 th p e r i o d c l a s s e s s h a l l b e
Either above 1 or 2 applies during
cancelled. 4 th period classes and
the period from14:45 to 16:30
regular exams will be continued .
Either above 1 or 2 applies during 5 th period classes and regular
the period from16:30 to 18:00
exams will be continued .

f the Executive ice- resident in charge deems it necessary to
secure the safety of students, classes must be cancelled even
if they are already taking place.

Regular undergraduate and graduate students with excellent
academic records who experience financial difficulty may be
eligible for a full or half tuition exemption. Application
information is put on the bulletin boards of the Student
Affairs ivision and faculty graduate school offices, and on
the Kyoto niversity website.
Students who wish to apply for the tuition exemption are
advised to pay close attention to the notice. Since the
number of students who receive the tuition exemption is
limited, the selection process is very competitive. lease
ensure that you have sufficient financial resources before
coming to Kyoto niversity.

Administration offices post notices for students on K LAS S
(the Kyoto niversity Liberal Arts Syllabus nformation
System) or their bulletin boards. Once posted, notices are
considered delivered. Students are individually responsible
for checking the relevant bulletin boards (at least once a
day) to ensure that they have accurate up-to-date
information.
lease note that the university is unable to convey
messages to students from family members, friends, etc.,
including re uests for students to contact them. The
university does not, as a general rule, respond to external
in uiries regarding students addresses, telephone numbers,
etc.

Kyoto niversity s annual health checkup is offered by
university health officials in April every year. The university
also offers health checkups in ovember for new students
enrolled in autumn. The schedule for the health check is
posted on bulletin boards at faculty graduate school offices.
All students must take this annual university health checkup.
Without
this
checkup,
studentscannot
may not
be regular
able to take
ithout
this
checkup,
students
take
exams or
regular
or receive
health
receive exams
university
health university
certificates
that certificates
may be re that
uired for
may
be required
for scholarship
applications
and entrance
scholarship
applications
and entrance
exams.
exams.
nnua u tura
ents at Kyoto ni ersity
The following events are held by Kyoto niversity every year.
etails are posted on the bulletin boards.
・ Music Concert
Around the time of the niversity s anniversary (June
18), famous musicians are invited to give a concert.
・ oh Theatre erformance
n the middle part of ecember every year, oh and
Kyogen (traditional Japanese plays) are performed in
classical Japanese.

In the e ent of an earth uake
A cancellation of classes shall be in effect for an
extended period if an earth uake with a seismic
intensity of 6-lower or more has occurred in an area
encompassing the oshida Campus, ji Campus, and
Katsura Campus.

Kyoto ni ersity o em er esti a
ovember Festival is an annual ovember event of Kyoto
niversity. The participants enjoy special lectures, research
presentations, movies, music, exhibitions, and snack stands
on campus every year. 2021 marks the 63 rd ovember
Festival.

ommunication metho
nformation regarding cancellation of classes or
postponement of regular exams shall be posted on
K LAS S and the below niversity website, and shall
be implemented at an individual faculty or graduate
school if the dean of that faculty or graduate school
has determined it necessary to ensure the security of
students.
https: u.kyoto-u.jp j7mit

am us em ers
Holders of Kyoto niversity student identification cards are
allowed free entry to the regular exhibitions at the Kyoto
ational Museum, the ara ational Museum, the ational
Museum of Modern Art, and regular and special exhibitions
at the ational Museum of Ethnology, the Chado (tea
ceremony) Research Center Gallery. etails are given on the
Kyoto niversity website below (in Japanese only).
u.kyoto-u.jp fy6im

◪
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che u ing of
asses an
ams in the e ent of a
eather a isories an
u ic trans ortation.
1. hen an emergency weather warning or storm warning has
been issued in Kyoto City or an area.
2. f either one of the following two conditions applies for
public transportation services:
hen Kyoto City Bus services have been wholly
suspended, or
hen three or more of the following transportation
services have been wholly or partially suspended:
・ est Japan Railway (Kyoto Line, Biwako Line, Kosei Line,
ara Line, Sagano Line)
・ Hankyu Railway (between Kyoto Kawaramachi Sta. and
Osaka meda Sta.)
・ Keihan Railway (between emachiyanagi Sta. and
odoyabashi Sta. akanoshima Sta.)
・ Kintetsu Railway (between Kyoto Sta. and amato-Saidaiji
Sta.)
・ Kyoto Municipal Subway

