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はじめに

2

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。
2020 年 5 月 1 日現在、本学は 10 学部、18 大学院、他に 13 の研究所、23 のセンター / 附属機関によって構成され
ています。約 23,200 人の学生の中には、約 120 の国と地域からの留学生がおおよそ 2,700 人含まれ、国際色豊かなキ
ャンパスを構成しています。

前期（春学期）始まり
入学式 

創立記念日

夏季休業

博士学位授与式 
前期終わり

後期（秋学期）始まり
秋季入学式

11 月祭 

冬季休業

大学院学位授与式 
卒業式 

後期終わり


4月1日
4月7日
6 月 18 日
8 月 5 日− 9 月 30 日
9 月 24 日
9 月 30 日
10 月 1 日
10 月 2 日
11 月 19 日− 22 日
12 月 29 日− 1 月 3 日
3 月 23 日
3 月 24 日
3 月 31 日

京都大学の学部・研究科等窓口業務時間は、一般的に、
月曜日から金曜日の 9:00 から 17:00 です。表中で数字
に○がついた日は、祝日のため講義がなく、事務室も閉ま
っています。
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日本国籍保持者

＊

2020 年 5 月 1 日現在
1,522 名
① 中国＊1
② 韓国
207 名
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116 名
④ インドネシア
106 名
⑤ タイ
58 名
 香港・マカオを含む

＊1

3

⑥
⑥
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アメリカ合衆国
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Kyoto niversity faculty graduate school offices
are generally open from Mon. Fri., 9:00 to 17:00.
Circled days in the calendar are public holidays.
There are no classes and all administration offices
are closed on those days.
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Intro uction

Founded in June of 1897, Kyoto niversity 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 niversity has been dedicated to furthering higher education and fostering an
atmosphere of free academic exchange. Graduates of the niversity play important roles in both national
and international affairs, as key players in politics, industry, and society.
As of May 1, 2020, Kyoto niversity is comprised of 10 faculties, 18 graduate schools, 13 research
institutes, 23 educational institutes other establishments. Approximately 2,700 of the university s 23,200
students hail from overseas.
ith students from approximately 120 different countries and regions, the
university s campuses boast a rich cultural diversity.

日本へ新たに入国し、
月を えて 在する 定の外国人居住者には、在留カードが 行されます。 のカードは、
新
、成 、
、中部、関 、
およ
空港に
する場合は、原則、入国 査時に交 されます。その他の
出入国港より入国する場合は、住民登録後に、登録された住所に 送されます。在留資格が「 期 在」の場合や、
「留学」
の在留資格であっても在留期間が
月または
月
の場合は、 行されま
。在留カードには
名 生年月日
別 国籍・地域 日本の住居地 在留資格 在留期間 就 の可 な の記載があり、常時携帯が義務 けられていま
す。有 期限は、在留期間の
日までです。
以下の行 は法 で禁 られており、
した場合は 金、 役、在留資格の取り消し、国外退去 制等の 分の対象
となる可
があります。
・カードの受 ・携帯・
義務
・カードの
や変更を えたりする と
・カードの し り、
、

手続︵
A

日本に 3 月を えて在住する外国人は、居住地区の役所で、住民登録、国民年金およ 国民健康保険の 入が義務
けられています。住所が まったらす に手続きをしてください。在留カードや国民健康保険証は、 分証 書として
預金口座開設時な 日本での生活に 要となる場合が くあります。
京都市区役所・支所およ 宇治市役所の所在地
.49
「行政通訳・相談」京都市国際交流協会 市（区）役所等の京都市の関 機関で
が通 ないときや相談したいとき、
または行政サービスの利用や手続きを
でしたらいいかわからないときな に利用できます
.23
住民登録（居住地の届出）

に

日本での住所を居住地区の役所で登録しなけれ

在留資格の取り消し、国外
新

る
し

に
か

ま

に
し
ま は
する

は

家族

本人（

それに

帯

）と家族の続

し

なりま

を証

要な時

、 分を証

に

1

300

︶

の

350

できるものを持

度です。

日本国内で転居する場合、

マイナンバー

便局に転居届を

（

書には、

都市の場合）や行政サービスコーナー（宇治市の場合）で

）証

書、出生証

な日本語訳の

します。

出しておくと、

社会保障・税番号制度

：
バ
.cao.go. p/ ango sei o/

国民年金
国民年金は、 入者が
に したときや障 を った場合
等に支給される公的な年金制度の一種です。日本に住む 20
から 59 の人は、在留カードを所持する外国人も含めて、国
民年金に 入しなけれ なりま
。
入手続きは居住地区の役所で行います。手続後、年金手

5

れたり、うその届出をした場合は、

書、

も

金、

役、

籍

本、公証書（中国）等、または

要です。

して、居住地の区役所・支所の窓口、または、証

住民登録すると、す ての人（外国人含む）に、 人番号が
記載された通 カードが市（区）役所から 送されます。 の
番号は、社会保障、税、災 対 の分野で
的に情報を管理し、
数の期間に存在する 人の情報が同一の情報である とを確
認するために活用されるものです。行政手続きや 会等に 要
となります。 え 、アルバイトを始めるときや、役所での各
種手続きの際にも 要となります。 国した後も大 に保管し
てください。

◪

要な届出が

があります。

・在留カード（交 されていない場合はパスポート）
・在留カード
・マイナンバーカードまたは通 カード
・転出証 書（ 居住地区の役所で転出届を 出し、転出証 書をもらう。
居住地区でマイナンバーカードを使った転出届をした場合は不要）

する公的な文書、

要です。外国語で作成された証

パスポートや在留カードな

。

分の対象となる可

住所を定めてから 14 日以内

の場合

ずる文書が

の

制退去等の

住所

と同日もしくは、

の

後数日から数

便物を 1 年間、新住所

に

書

行コーナー（京

間で

行されます。

料で転送してくれます。

と保険料
書が 送で自 へ届きます。年金手 は年金に関
する各種手続きで 要になりますので、 ず保管してください。
月の年金保険料は 16,540 です（2020 年度）。保険料は
便局、 行、コンビ 等で支 ってください。
保険料の支 いが
な場合は、
により保険料の支 い
が
されたり、免除される制度があります。
生（学位取
得を 的とする）は「学生
制度」を、交 留学生や研
究生等の
生（学位取得を 的としない）は、一般の免除
制度を居住地区の役所で
してください。なお、免除
は
年行なう 要があります。
また、年金保険料の 重
を防止したり、自国と日本での
年金 入期間を通算したりするため、 生
省は他国との社
会保障協定の
を
していますので、自国の年金制度もあ
わ て確認してください。

◪日

金
.nen in.go. p/

◪社

.nen in.go. p/ser ice/shaho-

otei/20141125.ht

t the Port of Entry Issuing Residence card

t the City/Ward

ce

All foreign nationals who will be in Japan for the period of over three months must register their place of residence, to enroll in
the ational ension System and ational Health nsurance at their local City
ard Office as soon as they settle in. A
Residence Card and or the ational Health nsurance Card are often re uired for identification purposes when opening a
savings account and for other matters in Japan.
Maps for Kyoto City ard Offices and ji City Hall ref. .49
nterpretation and counseling service by Kyoto City nternational Foundation: t is available in Kyoto City for those who need
interpretation or counseling services, including information about administrative services and procedures ref. .24

◪
◪

ega Proce ures (

A residence card shall be issued to the newly arrived foreign nationals who intend to remain in Japan for a period
of over three months. For those who are arriving at ew Chitose, arita, 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 in Japan after submitting a
otification of lace of Residence to their municipal office. The residence card will OT be issued for those with a
Temporary isitor s isa or a Student isa with a 3- month period of stay.Residence card includes your name, date
of birth, nationality region, address in Japan, residence status, period of residence, and whether or not he she can
work. t is re uired by law to carry at all times, and will expire on the same day as student s status of residence.
The following unauthori ed uses of a residence card are prohibited by law, and are subject to criminal charges
(possible imprisonment), cancellation of resident status, and or deportation.
・ ot complying with the obligation to apply for and carry the card, not present it upon re uest by the relevant authorities.
・Making a counterfeit card, possess and or using such card.
・Lending, borrowing, buying or selling the card.

lace of residence must be notified at the local City
ard Office. lease note that delayed or false registrations may be
result in criminal charges, imprisonment, cancellation of resident status, and or deportation.

tu ents

ho inten

e ort ea ine

e uire items to ring
・Residence Card
( n case your residence card has not been issued, please bring your passport)

ithin 14 days ・Residence Card
after you take up ・ ndividual umber Card
your residence
・Move Out Certificate (
) f you already have used your
ndividual umber Card for moving out procedures at the city office of your
previous residence, the certificate is not necessary

to i e

ith their fami y mem ers in the same househo

They are re uired to submit original or official copies of certificates such as their marriage license, birth certificates, and
family registers, which demonstrate their relationship with each family member. f these certificates are written in a
language other than Japanese, it is necessary to attach a brief Japanese translation.

If you nee

a

o y of your

ertificate of esi ence ( yuminhyo no

tsushi )

or ar ing mai ser ice

y

B

Take your passport or residence card and apply for it at the Citi en Service Section of your local ward office, ward branch
office or subbranch office, or to the Certificate ssuance Corner (in Kyoto), Administration
Service Counter (in ji). The cost 300-500 yen for each. t can usually be issued on the day of application (although in
some instances it can take up to several weeks).

t the Port of ntry

hen to re ort
hen you ne y
arri e in a an
hen you mo e in
Kyoto ity of i
ity from another city
hen you change
a ress in Kyoto ity
or in i ity

ost office

◪
◪
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The ational ension System ( S) is a public pension
system intended to support subscribers when they reach
the age of 65, or become disabled. All people who are
residing in Japan and aged between 20 and 59, including
foreign nationals holding a residence card, are re uired
to be covered by the
S.

ar

◪

ity

ersons (including foreign residents) who have registered
their place of residence at their local City
ard Office
will receive a notification card from the office showing
their individual social security and tax number, known as
My umber. The number is used to manage information
efficiently for matters relating to social security, tax, and
disaster response. t is also used to verify the personal
information from various periods relates to the same
person and for other administrative procedures and
reference purposes. For instance, you will be asked to
provide your number when starting part-time work or
when completing administrative procedures at the
municipal office. lease be sure to keep your number
securely, even after leaving Japan.
Cabinet Secretariat: My umber System
www.cao.go.jp bangouseido foreigners english.html

Applications for the
S are accepted at the City
ard Office. After registration, the ension Handbook
and the payment slip will be sent to your address. Be sure
to keep the handbook since it is an important document
which is often re uired in completing various procedures.
The monthly premium for the ational ension is 16,540
J (as of the 2020 fiscal year). ension premiums can be
paid at a bank, post office or convenience store. Those
who experience financial difficulty may be eligible for a
postponement of payment or a pension waiver. Regular
(degree-seeking) students can file for the student special
payment system , while non-regular (non-degree seeking)
students including exchange students and research
students can file for the general exemption system at the
City
ard Office. ote that applications for the
exemption must be filed every year.
n order to prevent people from paying pension
premiums in both their home country and Japan, and to
enable the periods of coverage made in both countries
to be totaled, the Ministry of Health, Labour and elfare
is concluding social security agreements with an
increasing number of foreign countries.
e recommend
that you check your own country s pension system to
confirm the correct procedure.
Japan ension Service: www.nenkin.go.jp international index.html
Social Security Agreements:
www.nenkin.go.jp international agreement index.html

t the

ou should submit the Change of Address to the post office so that the post office may forward a mail and a parcel to
your new address in Japan for one year.

国民健康保険（国保）
国民健康保険（国保）は日本の公的な

。在留資格が「
療費用に

期

療保険です。日本に 3

在」もしくは「留学（在留期間 3

用される保険に

月を

えて

月）
」の場合は

在する外国人は

入できないため、

入しておいてください。在留資格が「留学（在留期間 3

入しなけれ

日前に、

月）」であっても、

なりま

病・障

際の

の

在

定期間が 3 月を える者は、その を証 する京都大学 行の書 を 出すれ 、国保への 入は可 です。
「国民
健康保険の手引き」は、京都市（区）役所・支所、およ 京都大学国際サービスオフィスで
しています。
京都市情報館
.cit . oto. g. p/ en 1/categor /3-2-0-0-0-0-0-0-0-0.ht

◪

宇治市居住者の場合は
書が来ないので、対象月（
年 2 月から 3 月 ）に市役所市民税課で手続きをします。
の手続を れると、 年度の保険料に留学生割引が
用されなくなり、保険料が高くなります。 一期日までに
手続きをし れた場合は、保険証を持って居住地区の市
（区）
役所・支所に行き、 要な
を行なってください。

国民健康保険に 入すると、保険証が 行されます。
病院に行くときは、 ず保険証を持って行き、診療受 で
保険証を
してください。保険証を
すると、保険
用内 療費総額のう 3 割を支 い、 りの 7 割は保険
が
します。ただし、 常な
・出産、
形、健
康診断、 防注 、 の
、け か・ 意や 法行 に
よる病気や
等、一部の治療には国民健康保険が 用さ
れま
。また、保険証の
りや
は法 で禁 られ
ており、
した場合は
られます。
保険証は日本 国で有 なので、旅行するときにも携行
しましょう。

京都
学生
保険
京都市在住の私費留学生を対象に、月額 700 の国民
健康保険料の補助制度があります。
時期は 年9月
1日 10月10日です。
ただし、
定期
期間に
できな
かった者は、 年3月1日 4月10日の
期間に
できます。
時期には
内のポスターが
されますので注
意してください。
期間が来たら、所属の学部・研究科
等事務室にて「留学生国保補助 内」を入手し、各自で
してください（オンライン
）
。
なお、補助金は、 月ではなく、 期ごとにまとめて
込まれます。

手続︵

保険への 入 続
場所 居住区の市（区）役所・支所（地図
.49）
書 が められる場合があります）
要書 （
①パスポート
②在留カード
③学生証
④マイナンバー（持っていれ ）
⑤国民健康保険 保険者資格 動届（
書）
書は、市（区）役所・支所にあります。京都市
在住の場合は以下よりダウンロードもできます。
.cit . oto. g. p/ho en
shi/page/0000267759.ht 
宇治市の居住者は、①、②の
らか一つで
で
きます。

に
︶

保険 を たない
へ行 た
費用の 額を支 ったときは、病院で 行された 収書、
書、 帯 の預金通 と保険証を市（区）役所・支所
に持 し、手続をします。 査の後、診療費の 7 割がも
ってきます。
保険 の
保険料は 1 年ごとに められ、日本での前年の収入な
で 算します。1 年間の保険料は、10 分 で、6 月
から 年 3 月まで 月 います。留学生には割引制度が
あるため年間約 18,000 になります。ただし、アルバ
イトな の所得が いと保険料が
します。また、保険
料を
すると
金が 算されるので注意しましょう。
保険料の支 い方法は つあります。①
書を持っ
て、 通 行、 う ょ 行、市（区）役所 / 支所、また
は、コンビ
ンスストアのいずれかで現金 い。② 口
座
通 行、または、 う ょ 行からの口座
（要手続）。
の保険
請に いて
京都市居住者の場合、 年 3 月 に、国民健康保険証
に記載されている住所 に、 年度の国民健康保険料を
定するため、「所得
書」が送られます。 要事項を記
入して、期日までに居住地区の区役所・支所に 送してく
ださい。

7

所
た
京都 内
を
場合
 転居後 14 日以内に新居住地区の区役所・支所に い保
険証を 出し、新しい保険証を受取る。
京都 に 入
場合

居住市の役所で保険料を精算し、転居後 14 日以内に
京都市の新居住地区の役所で、
国民健康保険に新たに 入。

の
国民健康保険 入者が 療機関や薬局の窓口で支 った
額が、同 月内に一定額を えた場合に、その えた額を
支給する制度です。京都市在住者の場合、受診月から
月以 に支給
書が届くので、市（区）役所・支所で手
続きします。宇治市在住者の場合は通 が来ないので、受
診月の 月に市役所で手続きをします。
の際、病院が
行した 収書が 要なので、 収書は大 に保管してお
いてください。また、居住地区の市（区）役所・支所で
行される「限度額 用認定証」を 療機関へ
すれ 、
から自
限度額分だけを支 う ともできます。
の 請に 要な
①国民健康保険証
②印 （または 名）
③マイナンバーカードまたは通 カード

ational Health nsurance ( H
) is the public medical insurance. All foreign nationals residing in Japan for periods
of over three months are re uired to be covered by H . Students with a Temporary isitor isa or a Student isa (with
a 3-month period of stay) will not be eligible for the H , and are highly encouraged to buy a travel insurance that covers
overseas medical costs, before coming to Japan. ndividuals with a Student isa (with a 3-month period of stay) may still
be covered under the H , on the condition that they provide written proof from Kyoto niversity, indicating that their
scheduled period of stay. The ational Health nsurance Guidebook is available at the City
ard Offices in Kyoto City,
or the nternational Service Office, Kyoto niversity.
Kyoto City Official ebsite: www.city.kyoto.lg.jp menu1 category 3-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html (in Japanese only)

◪

etho

of

se

reatment ithout an Insurance ar

etho of Payment

he Premium for the

e t isca

ear

An ncome eclaration Form (Shotoku Shinkokusho ) is
sent to ational Health nsurance ( H ) policy holders
living in Kyoto City every year around March, to
determine the premium for the next fiscal year. ou
are asked to fill out the form and send it back to the
office by the designated deadline. Residents of ji City
will not receive this form in the mail, and are asked to
go to the municipal tax division of the city hall to fill it
out when the time comes (February to March every
year).

ity Internationa

tu ent

I u si y

eim ursement of

igh

ost

e ica

ees

hen the medical fees paid to a medical care provider
in a given month exceed a specific amount, the
difference is reimbursed through the ational Health
nsurance program at the City
ard Office. n order to
receive the reimbursement, subscribers must save the
receipts issued by the medical care provider. Kyoto
City residents will receive instructions from the ward
office within a few months receiving treatment. Since
ji City residents will not receive any such notice, they
must complete the procedures at ji City Hall within
the calendar month following the month in which
treatment was received.
etails are given in The ational Health nsurance
Guidebook, available in Japanese, Chinese, English
and Korean from the City
ard Offices in Kyoto City.
Alternatively, if the subscriber presents a certificate
issued by their City
ard Office showing the
predetermined limit for the portion of medical costs to
be borne by the subscriber (gendogaku tekiyo
ninteisho ), then they will only be re uired to make a
payment up to that limit.

Items e uire for the

en ogaku ekiyo

ational Health nsurance Card
ersonal seal (inkan ・stamp) or signature
My umber Card or the otification Card

inteisho

8

Office)

ea th Insurance Premium an

Calculation of the annual premium is based on the
subscriber s previous year s income in Japan. The
annual premium is paid in ten monthly installments
from June to March. nternational students are
re uired to pay a discounted premium of
approximately 18,000 annually. lease note that the
premium may increase according to income from parttime jobs. Also, be aware that a delin uency charge
will be added for overdue payments.
There are two methods of payment:
manual payment
with the payment slip at the bank, Japan ost Bank, the City
ard Office, or convenience stores
automatic withdrawal
from a bank or a Japan post Bank ( ucho Bank) account
(application necessary).

Kyoto

A 700 per month ational Health nsurance Subsidy is
available for rivately-financed nternational Students
who live in Kyoto City. Applications are accepted every
year from SE 1 to OCT 10. Those who forgot or were
unable to meet the re uirements may apply from MAR
1 to A R 10 the following year - during the secondary
application period.
The notices about the subsidy will be posted on
each faculty graduate school office s bulletin boards
during the application periods. Students are therefore
advised to check the bulletin board regularly. Read the
brochure
when the
registration starts. t is available at your faculty
graduate school office. lease refer to the website
above for details on application procedures and
conditions.
ote that subsidies are not paid out on a monthly
basis, but in half-year installments.

ar

e ica

ress

ity

ecei ing

Subscribers who forget to bring the card when
receiving medical treatment must pay the entire
amount of the bill. However, they can file for a
reimbursement later by taking the receipt, statement,
householder s bankbook and health insurance card to
the City
ard Office. After processing the claim, the
City
ard Office will reimburse 70 of the medical
expenses.

hange of

Subscribers must complete the following procedures
within 14 days of moving.
ithin Kyoto ity
• In case of mo ing to a ifferent ar
Submit the old insurance card to their new ward
office to get a new one.
• In case of mo ing to Kyoto ity from another city
Clear the balance with the office in the city
subscribers were leaving and re-enroll H at the
ward office of their new residence in Kyoto City.

t the

Once enrolled, subscribers will receive a health
insurance card.
hen going to a hospital or clinic,
subscribers only need to pay 30 of the expenses
upon presentation of the insurance card at the
reception desk prior to treatment. lease be aware
that H cannot be used for some treatments including
normal pregnancy childbirth, cosmetic surgery, yearly
check-ups, vaccinations, orthodontic treatment, illness
or injury caused by fighting or other willful misconduct.
t is against the law to lend, borrow, buy or sell the
health insurance card and such activities are subject
to punishment.
This insurance is valid throughout Japan, so do not
forget to take the card with you on domestic trips.

f the subscribers forget to complete this process by
the deadline, the premium will go up as the
international student discount will not apply. Those
who forget to complete this process must go to the
City
ard Office with their H card for adjustment.

ega Proce ures (B

ications
・ lace: The local City
ard Office (MA : .49)
・Re uired items (Additional documents may also be re uested):
assport
Residence Card
Student
if applicable
My umber( roof of ndividual umber )if you have.
An application form for H
)
(
The form is available at the City
ard office, or can
be downloaded for those who live in Kyoto City:
www.city.kyoto.lg.jp okenfukushi age 000267759.html
n ji City, submit either above
or
.

出入国在留管理局で 要な以下の手続きについては、
や届出が れたり、届出をしなかったり、うその届出等を
した場合、 金、 役、在留資格の取り消し、国外退去 制等の
の対象となる可
があります。自分の在留資格の
管理や各種届出の重要 を理解し、 れの いよう各種手続きを行なってください。
手続きは現在住 でいる地域を管 する地方入国管理局 は支局、出張所で行います。京都出張所で手続きするために
は、先に京都府内（または
内）の市区
役場で転入手続きを行い、在留カードの
に新住所を記入してもらっ
てください。在留カードに記載されている住所が京都府・
でない場合は、出入国在留管理局京都出張所では手続き
ができま
。
京都大学では、出入国管理およ
民認定法に
き、
「留学」の在留資格で在籍する留学生の学籍 動情報（入学者、
卒
業・
者に え、退学、除籍者な ）を出入国在留管理局に報 しています。

手続︵
C

◪
◪

阪
入

入

京都
「

所（ 50

、分

区

」

.i

i- o .go. p/soshi i/

在留資格の確認と届出

在留期間の更新

京都大学で留学生として研究・学習するための在留資格
は、原則として「留学」です。「留学」での在留期間には、
3 月、6 月、1 年、1 年 3 月、2 年、2 年 3 月、
3 年、3 年 3 月、4 年、4 年 3 月があります。
新入留学生は、所属学部・研究科等事務室へ在留カード
およ パスポートの しを 出してください。また、在留
資格や期間の変更、更新な 、在学中に在留資格に関する
変更が生 た場合も、すみやかに所属学部・研究科等事務
室へ届け出てください。

更新手続きは、在留期間の
する日の 3 月前から
行なう とができます。 ず在留期間の
する前に更新
を行なってください。また、所属学部・研究科等事務
室に、 ず在留期間更新の報 をしてください。
なお、在留期間の許可が更新されると、更新
前に取
得していた「資格外活動許可」や「再入国許可」は
に
なります。 要な場合は、再度
してください。
成 不 、 得 位数が 常に ない、学費
等の理
由により、出入国在留管理局より在留期間更新
が許可
されない場合があります。
日本政府（文部科学省）奨学金等の奨学金を受給する留
学生は、奨学金受給証 書（給 金額と給 期間を
し
たもの）を 出してください。
日本の大学・
学 等を卒業して、京都大学へ入学す
る場合、在留中の 費支
を証する文書＊ 3 も 出し
てください。

在留資格の変更

︶

各種奨学金の 込や留学生諸行事への
等では、原則
として、
「留学」の在留資格を められます。「留学」以
外の資格を持っており、 別な事情がある場合は、所属の
学部・研究科等事務室に相談してください。
期 在で日本に入国し、別の在留資格へ変更する と
は、やむを得ない 別な事情がないと認められま
。ま
た、原則として「在留資格認定証 書」や理由書の 出が
められます。
なお、
「卒業後の日本での就 に関する在留資格変更手
続」については、 .23 を
してください。
要
①パスポート
②在留カード
③国民健康保険証
④証
1
（
、4c  3c 、3 月以内に
のもの）

⑤手数料 4,000 （収入印 ＊1）
⑥入学許可書、合格通 書もしくは研究内 証 書の し。
（所属学部

・研究科等の 存の 式で可。公印が 印されたもの）
在留資格変更許可
書＊2
「所属機関等作成用」は所属学部・学科事務室にて記入・

印を
してください。
在留中の 費支
を証する文書＊3

者本人名義もしくは 費支 者名義の 行 高証
書、奨学金受給証 書な 。
・日 本で 行される証 書は て、 行日から 3 カ月以
内のものを 出してください。
・在留期間の
の日までに在留資格変更許可
または
在留期間更新許可
を行った場合においても、在留期
間の
日から 2 月までに出入国在留管理局での手
続きを終えない場合は、不法在留となります。 ず
をもって
してください。
・手続きには、
の書
出を められる場合があります。
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要
（在
学 の場合）
①パスポート
②在留カード
③国民健康保険証
④証
1
（

、4c  3c 、3 月以内に
のもの）
⑤手数料 4,000 （収入印 ＊1）
⑥在学証 書（学部・研究科等事務室交 ）
在学期間の 記されたもの
成 証 書もしくは研究活動内 証 書
（学部・研究科等事務室交

）
研究生等で成 証 書が 行されない者は、所属学部・
研究科 存の 式で可。公印が 印されたもの。
在留期間更新許可
書＊2

書「所属機関等作成用」は所属学部・学科事務室
にて記入・ 印を
してください。

収 入印 は 便局、 手を
しているコンビ で
入できます。
＊2
京 都大学国際交流サービスオフィスの e サイト
（ . oto- . p/n o6）より
書を作成するため
のシステム（学内限定）にアクセスできます。また、
書 や 届 出 書 は、 出 入 国 在 留 管 理 局 の 窓 口、

ま た は 法 務 局 の e サ イ ト（
. o .go. p/
tets
i sh ts n
o .ht ）からも入手でき
ます。
＊3

者本人名義もしくは 費支 者名義の 行 高
証 書、奨学金受給証 書な 。
＊1

C

t the Immigration

ureau

Branch of Osaka Regional mmigration Bureau (ref. .50)
◪ Kyoto
◪ mmigration Bureau Organi ation Structure : www.immi-moj.go.jp english soshiki index.html

Scholarship application and international student
events generally re uire Student status. Students with
other status should consult with their faculty graduate
school offices.
Changes in status of residence from Short-Term
Stay to another type of status of residence after entry
to Japan are not usually approved without a special
reason. n this case, a certificate of eligibility and a
brief letter explaining the situation are re uired.
For information on Changing Status of Residence to
ork After Graduation , please refer to .24.
e uire items
(Additional documents may also be re uested).
assport
Residence Card
ational Health nsurance Card
One 4cm 3cm photo (taken within three months)
rocessing Fee of 4,000 yen, to be paid by revenue
stamp (
)1
Certificate of enrollment or notification of passing
the entrance examination (documents must be
issued by Kyoto niversity)
Application Forms 2 for Change of Status of
Residence
lease ask your faculty graduate school office to
complete the organi ation part of the forms.
ocuments certifying your financial ability during
your period of stay in Japan 3
otes
・ ocuments such as enrollment certificates, etc. must
have been issued within three months prior to
making the application.
・Even after you have filed an application to change
your status of residence, or to extend your current
period of stay, the procedures are not completed
until you have received a Residence Card. f you do
not receive this card at the mmigration Office within
two months of the expiry of the current permit, you
will become an illegal resident. Applications should
be filed well in advance for this reason.
・Additional documents may be re uested for application

Applications to extend the period of your status of
residence are accepted from three months prior to the
current period s expiration date. Be sure to apply on or
before the expiration date. lease also notify your
faculty graduate school office of the change.
lease note that any work or re-entry permits
granted prior to the application for the extension will
become invalid if your period of stay is extended.
lease renew your work and re-entry permits if
necessary.
An application for extension of status of residence
may not be granted if the applicant has earned poor
academic grades, if they have not earned enough
credits, or if they have defaulted on their tuition or
fees.
Scholarship certificates that indicate the duration
and amount of the scholarship are also re uired for
students who are receiving the ME T scholarship, etc.
f you are enrolling at Kyoto
niversity after
graduating from another institution in Japan, you are
re uired to submit documents certifying your financial
resources during your period of stay in Japan 3.
e uire items
assport
Residence Card
ational Health nsurance Card
One 4cm 3cm photo (taken within three months)
rocessing fee of 4,000 yen to be paid by revenue
stamp (
)1
Certificate of student registration indicating your
new period of enrollment (from faculty graduate
school)
Transcript or certificate of research activity (from
faculty graduate school)
Students without a transcript, such as research
students, must submit a certificate issued by their
graduate school that indicates the content of their
research activities (the certificate must include an
official seal).
Application Forms 2 for an Extension of eriod of
Stay
lease ask your faculty graduate school office to
complete the organi ation part of the forms.
1

Revenue stamps are available at post offices and
convenience stores.

2

The application form preparation system (Kyoto
niversity ntranet) is available on the website for Kyoto
niversity nternational Service Office(u.kyoto-u.jp g9jft).
Blank application forms are available at the mmigration
Bureau, or on the mmigration Bureau website (www.
immi-moj.go.jp english tetuduki index.html)

3

Certificate of bank balance, certificate of scholarship
award, etc.
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t the Immigration Bureau)

n principle, international students at Kyoto niversity
are re uired to have Student residence status.
Student status can be granted for the following
periods: 3 months, 6 months, 1 year, 1 year and 3
months, 2 years, 2 years and 3 months, 3 years, 3 years
and 3 months, 4 years, 4 years and 3 months.
ewly enrolled international students must submit
copies of their Residence Card and passport to their
faculty graduate school office. f any information
relating to your status of residence changes during
your time at the university (e.g. a change of status of
residence, renewal of period of stay, etc.), please
notify your faculty graduate school office of the
change immediately.

ega Proce ures (

lease note that international students must maintain a valid residence status. hen applying for your residence status, please
be sure to submit all re uired information to the mmigration Bureau within the appropriate time periods. The submission of
incomplete, delayed, or false information or applications to the mmigration Bureau may result in criminal charges, imprisonment,
cancellation of residence status, and deportation. ou shall need to go to the mmigration Bureau, Office or Branch office which
controls your residing area. n order to apply at the mmigration Bureau Kyoto Branch Office, you must firstly register the place of
residence at th e local City ard Office in Kyoto or Shiga and your new address must be indicated in the back of Residence
Card. nless the address indicated in the current Residence Card is Kyoto or Shiga, the application at the mmigration Bureau
Kyoto Branch Office is unacceptable.
Based on the mmigration Control and Refugee Recognition Act, the university provides the mmigration Bureau
with information about international students with Student visa status (including newly enrolled students, graduated
students, and students who have withdrawn, or been expelled from the university).

手続︵
C

在留カードの記載事項の変更

一時出国および再入国のとき

在留カードの記載事項（ 名、生年月日、 別、国籍・
地域等）に変更が生 た場合、または
等でカードを
した場合、14 日以内に出入国在留管理局へ届出てくだ
さい（ただし、住所変更の届出は、居住地区の役所で行い
ます。 .5
）。原則として、
と同日に新しい在留
カードが交 されます（住所変更を除く）。また、所属学部・
研究科等事務室にも ず変更の報 をしてください。
要
（
書 の 出を められる場合があります）
①パスポート
②在留カード
③証
1 （
、4c   3c 、3 月以内に
のもの）
④在留カード記載事項届出書＊

一時的な 国や、他国への旅行等で日本を出国するとき
は、 期間であっても ず下記の手続きが 要です。

在留カードを紛失した場合
や
等の事由により在留カードの所持を った場
合は、
事 を った日から 14 日以内に出入国在留管
理局にて再交 の
を行ってください。再交
には、
書や証
、パスポート、理由書等が 要です。
や
書は、以下の e サイトを
してください。
出入国在留管理

. o .go. p/isa/app ications/proce res/n
o anri10 00010.ht

所属学部/研究科等事務室にもす に
した とをす に
報 し、新しいカードが 行されたら事務室に
してくだ
さい。

◪

に

所属機関の変更

︶

有

な「留学」の在留資格を有する者が日本国内で学
るな 、所属機関に変更が生 る場合には、変更の生
た日より 14日以内に、出入国在留管理局で変更の届出
を行わなけれ いけま
。届出は、出入国在留管理局の
窓口に下記の 要書 を持 するか、 送またはインター
ネ トを利用して行なう とができます。なお、 の届出
による新しい在留カードの交 はありま
。
要
（
書 の 出を められる場合があります）
①在留カード（ 送の場合は在留カードの し）
②届出書 「所属機関に関する届出」
届出書は、出入国在留管理局の窓口、およ 以下の
e サイトで入手できます。
出入国在留管理

. o .go. p/isa/app ications/proce res/n
o anri10 00014.ht
を

◪

在留資格の取消制度
外国人居住者は、その在留資格により定められた活動内
と 際の活動が なる場合や、
書 を 出した場合な
「留
は、法 により「在留資格の取り消し」の対象となります。
学」の在留資格を有する留学生の場合、休学、退学、卒業
/
な の理由で、大学での学 を 3 月以 行なって
いないにも関わらず、「留学」の資格のままで 3 月以
日本に 在し続けると、在留期間が っていても、在留資
格取消の対象となります。
休学や卒業/
、退学する場合は各種手続きを れな
く行なう 要があります。
・休学、退学 （ .15
）
・卒業/
（ .37
）
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在留資格「留学」を有する留学生が休学により
留資格を

国する場合、原則在

するため、下記の手続きは不要です。（ .15

）

学内 の 続
①
教 の許可を得る
②所属学部・研究科等事務室に連絡する
入 在 管理局 の 続
有 なパスポートおよ 在留カードを所持する者が、出
国後 1 年以内（在留期限が出国の日から 年を
する
前に 来する場合には、その在留期限まで）に再入国する
場合は、原則として再入国許可を受ける 要がありま
（「みなし再入国許可」）。「みなし再入国許可」により出国
した者は、その有 期間を 外で
する とはできま
。 年以内に日本に入国しないと在留資格が
するの
で 分に注意してください。
年を えて日本を出国する場合は、日本出国前に出入
国在留管理局で「再入国許可」を受けてから出国します。
再入国許可の有 期限は、在留期限と同 です。 原則、
外で在留期間の更新はできま
。在留期限が出国した
日から 1 年
に
する場合は、在留期間の
する
前に再入国する 要があります。
入
可
請に 要な
. o .go. p/
/
RAT /16-5.ht
①再入国許可
書
②パスポート
③在留カード
④手数料（1
3,000 、数
6,000 ）
入
の 続
一時出国およ 再入国のときは、在留カードを所持して
いなけれ なりま
。「みなし再入国許可」により出国
する場合は、空港等で
される再入国出国記録（  カ
ード）の「再入国を
する」に
する欄をチ
ク（☑）
し、記入 みの
カード、在留カード、パスポートと
を入国 査 に
する 要があります。
日本への持込禁止・制限物品
日本へは
、 薬等の か、 産物、 物 、 的
産 を
する物品等、法 により持込が禁止、または
制されているものがあります。法 に
した場合、 し
く
られ、奨学金支給の取り止めや、大学除籍な の
分を受ける とになりますので、 対に
しないように
してください。また、持込制限されていない物品でも、日
本へ持 込む場合、その数 や内 によって課税される
とがあるので気をつけてください。
持 込み禁止・制限物品等の
に関しては税関のウ
ブサイトを
してください。

.c sto s.go. p/ aigair o o/in e .ht 
動物検 所
. a .go. p/a s/
物防 所
. a .go. p/pps/

◪
◪
◪

薬物等の所持・使用の禁止
日本では、大 、 薬、 精 薬（ 方 を除く）、あ
へ 、
い 、 引用シンナー、
A 等薬物の所持、
使用は法 で く禁止されています。
した場合は、犯
者として
・
され、奨学金支給の取り止めや、大
学除籍な の 分を受けるだけでなく、 役 や国外退去
を含む 常に重い
を受けます。
大 や
い 等の禁止薬物の 用は、本人の精 と
体に
を
し、さらには 人や家族関 の
にも
つながるな 、本人だけでなく、社会 体に り れない
をもたらします。
や い気持 で れらの薬物
には 対に手を出さないようにしてください。

procedures.

◪

Students with a valid Student resident status who
leave the university to enroll in another institution in
Japan must notify the mmigration Bureau of the
change within fourteen days by submitting the form.
Be sure to submit the items listed below to the
mmigration Bureau, either in person, by post, or online.
lease note that a new Residence Card will not be
issued in this case.
e uire items
(Additional documents may be re uested).
Residence Card (or copy, if sending by post)
Form:
otification of the Accepting Organi ation
(Left・Transfer)
esignated forms are available at the mmigration
Bureau, or on their website:
www.immi-moj.go.jp english tetuduki index.html

◪

nder Japanese law, foreign nationals may have their
residence permission cancelled if their actual activities
in Japan differ from the activity specified by their
status of residence, or if they have submitted false
documents, etc. f a person with Student resident
status continues to stay in Japan under the Student
status despite the fact that they have not undertaken
study or research activities at a university for three
consecutive months or more (e.g. if they have
completed their studies, graduated, withdrawn or
taken a leave of absence from the university for any
reason), their status of residence will be revoked, even
if the student visa period has not expired. t is vital,
therefore, that students follow the correct procedures
if taking a leave of absence, graduating, or otherwise
withdrawing from the university. For more details:
・Students who plan to take a leave of absence or
withdraw from the university
ref. .16
・Students who are scheduled to graduate from the
university
ref. . 38

nternational students temporarily leaving Japan to
visit their home countries or travel to other countries,
even for a short period, must complete the following

On am us
Obtain permission from their academic advisor
Report to their faculty graduate school office
t the Immigration Bureau
A re-entry permit is not re uired by international
residents with a valid passport and a resident card,
who plan to return to Japan within one year of their
departure and resume the same activities (Special Reentry ermit System). For those leaving Japan with a
Special Re-entry ermit, it is not possible to extend the
period of validity of the permit from outside of Japan.
Be aware that residence status will be revoked if the
holder does not re-enter Japan within one year of
departure.Those who plan to leave Japan for more
than one year must obtain a Re-entry ermit from the
mmigration Bureau before leaving Japan. Re-entry
ermits expire on the same day as the holder s period
of residence status. n general, it is not possible to
apply for an extension of period of stay abroad. Those
whose period of stay expires within one year of their
departure are re uired to return to Japan before the
expiration date of their period of stay.
Items re uire to a
y for the e entry Permit
Application Form
www.moj.go.jp O L E MM GRAT O 16-5.html
assport
Resident card
rocessing fees (3,000yen for single re-entry,
6,000yen for multiple)
t the ort of e arture re entry
Take your Resident Card with you when leaving and reentering Japan. f you leave Japan with a Special Reentry ermit, be sure to tick the column indicating
eparture with Special Re-entry ermission on your
Embarkation Card for Re-entrant (E card), which you
will be asked to fill out at the airport. resent the
completed E card together with your Resident Card,
passport, and boarding pass to the immigration
officers at the port of departure re-entry.

n addition to weapons and narcotic drugs, it is
forbidden to enter Japan carrying animal products,
lants, articles which violate intellectual property
rights or copyrights. There are also other items which
are regulated by customs. Failure to comply with these
restrictions may result in punishment, expulsion from
the university, or suspension of scholarship. lease
note that goods other than those mentioned above
may be subject to taxation. For details regarding
articles prohibited or restricted by the Japan Customs,
please refer to the Customs website.
Japan Customs
www.customs.go.jp english passenger index.htm
Animal uarantine Service
www.maff.go.jp a s languages info.html
lant rotection Station
www.maff.go.jp pps j information language top.html

◪
◪
◪

The possession and or use of cannabis (marijuana),
narcotic and psychotropic drugs, opium, stimulants,
thinners, M MA etc. are strictly prohibited by law in
Japan. iolators will be arrested and prosecuted as
criminals, and will receive severe punishments that
include but are not limited to imprisonment and
deportation. Failure to comply with the law will also
result in suspension of scholarship, and expulsion from
the university. rugs are highly addictive, and there is a
high probability that its usage will escalate once
experienced. rugs will destroy your physical and
mental health, and destroy relationships with family
and friends.
O OT SE these drugs under any circumstance.
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t the Immigration Bureau)

ue to loss of Residence Card, the holder must notify
the mmigration Bureau within 14 days and reissue it.
Application form, one
photo, assport, Statement
of reasons, etc. are re uired. lease refer to the below
website for details.
mmigration Bureau for details:
www.immi-moj.go.jp english tetuduki kanri shyorui 15.html
lease report the loss of Residence Card immediately
to your faculty graduate school office, and show the
new one when it is reissued

f international students with a Student resident status return to their home
country due to a leave of absence from school, the following procedures are
not re uired as the resident status will be abandoned in principle. (ref. .15)

ega Proce ures (

f any information on the residence card such as the
holder s name, date of birth, sex and nationality region
changes, or if the card is lost or damaged, the holder
must notify the mmigration Bureau within 14 days
(changes of address must be reported to the relevant
municipal offices and the necessary procedures must
be completed.(ref. .6). lease also notify your faculty
graduate school office of any change on your residence
card.
f any information other than the holder s address is
changed, a new residence card will be issued on the
day of notification.
e uire items
Additional documents may be re uested
assport
Residence Card
One 4cm 3cm photo (taken within three months)
otification Form 1

資格外活動（アルバイト）許可

家族の査証（ビザ）取得手続

在留資格「留学」や「家族 在」で日本に在留する外国
人がアルバイトをする場合は、居住地の管 の出入国在留
管理局にて「資格外活動許可証」をあらか め取得しなけ
れ なりま
。 ず資格外活動の許可を受けてからアル
バイトを始めてください。
なお、京都大学で教育・研究を補助するティーチン ・
アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）、チ
ューターをする場合は、資格外活動許可を受ける 要はあ
りま
。
入
（
）

.i
i- o .go. p/tet
i/ air
/shi a gai.ht

家族の 日
族
、 在
間
場合
「 期 在」査証（ビザ）を本国の日本大使館（または
総 事館）で取得してください。査証免除 置国・地域か
ら 日し、 在が 期間の場合は、査証免除の 置があり
ます。
「
」

. o a.go. p/ o a /to o/ isa/in e .ht

◪
手続︵
C

請
1.
「資格外活動許可
書」＊ をダウンロードし、以下の
e サイトにある「記入 」を
に記入します。
京都大学国際交流サービスオフィス
 iso.oc. oto- .ac. p/ isa/ or per it/ a
2.記入 みの資格外活動許可
書を出入国在留管理局に
出する。パスポート、在留カードを持 する と。
3.許可証は、原則として
した日に 行されますが、後
日 行となる場合もあります。

◪

に

事
・在留資格「留学」を有する留学生は、許可は一 1
について 28 時間以内となります。
（学則で定める 期
休業期間にあるときは、法 で定められている 40
時間の
内であれ 1 日 8 時間以内就 可 ）
・休学中は、資格外活動（アルバイト）は認められま
。

︶

の
・出入国在留管理局京都出張所で
できるのは、京都
府下在住の留学生だけです。それ以外の地域に在住の
留学生は、居住地の管 の支局・出張所等で
して
ください。
・新 入国者（ただし「3 月」の在留期間が 定され
た者を除く）に限り、出入国港にて原則として資格外
活動許可
ができます。
・資格外活動許可証の期限は、
者の在留期限までで
す。在留期間は、その
期限の 3 月前から更新で
きるので、更新後も京大生として在籍してアルバイト
をする 定がある者は、 めに在留期間の更新手続き
をする とをお めします。なお、大阪出入国在留管
理局
同管理局京都出張所では、資格外活動許可
と在留期間更新許可
を同時に
する とがで
きます。
＊

書や届出書は、出入国在留管理局の窓口 .50

◪ 出入国在留管理

◪

在の 間を
て、 学生
場合
留学生自 が日本の出入国在留管理局で在留資格「家族
在」の認定証 書を 理で取得し、家族が自国の日本大
使館（または総 事館）に持 して「家族 在」の査証（ビ
ザ）を取得してください。
注意 在留資格「家族 在」は、
者と
のみ対象
となり、 ・
は対象外です。 ・
の査証
（ビザ）は、 期 在ビザになります（ 記
）
。
養者である留学生本人が に日本に入国している場合、
サービスオフィスでは 理
できま
。
在
のた の 要
に
る
者とは、留学生の
者・ を し、
養者とは、留学生を します。
①在留資格認定証 書交
書（出入国在留管理局 式）＊

書記入
京都大学国際交流サービスオフィス
https:// iso.oc. oto- .ac. p/ isa/ a i / a
②
者の証
（4

3 、
前
月以内に
したもの）
③
者のパスポートコピー
④ 養者の在留カード（
コピー）もしくは住民
⑤ 養者との 分関 を証する文書
 籍 本、
証 書（ し）、出生証 書（ し）
、
届受理証 書もしくはその公 証書いずれか 1 通
 日本語・ 語以外の外国語で作成された証 書には、
な 訳もしくは 訳を
⑥ 養者の在学（在籍）証 書の し
 養者名義の預金 高証 書、奨学金給 証 書な
費支
を証 する文書
 便による送 を
する場合は、404 分の 手を
した
用
（表には

養者の日本国内住所を記載しておく）
注意
の他、
書 の 出を められる場合があり
ます。また、日本で 行される証 書は て、 行日から
3カ月以内のものを 出してください


）
、
または以下の

. o .go. p/isa/app ications/g i e/tet

e サイトからも入手できます。
i in e 1 2.ht

、犯 組 が一般的な組 を い、留学生に対して「割のいいアルバイト」と し、犯 行 に い込む ースが
しています。インターネ トやチラシ、 人からの
等により、 のようなアルバイトに
な気持 で
た
、
犯 に
してしまう ととなり、留学生が
・検 されていますので、 分に注意してください。
・事
犯 組 が他人の ・パス ードやクレジ トカード情報を 用し、オンラインシ
で電化 品な を
入して、国内の留学生 に
さ る。留学生は届いた 品を組 へ転送し、 品をだまし取る。
・事
犯 組 が他人のインターネ ト・バンキン の ・パス ードを使い不 送金したうえで、留学生に不 送
金先の口座から現金を
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収さ

る。

◪
◪

ication Proce ures
ownload the application form of the work permit
and complete the form as shown in the example.
Example of Completed Application form:
Kyoto niversity nternational Service Office
https: kuiso.oc.kyoto-u.ac.jp visa work permit en
2. Submit the completed application form to the
mmigration Bureau. ou also need to show the
passport and the residence card.
3. n principle, a permit will be issued on the day you
submit the application. t may, however, be issued at
a later date.
1.

Other Information
・ Only those who live in Kyoto refecture can apply
for the ermit at the Kyoto Branch Office of the
mmigration Bureau. Other students must apply for
the permit at their appropriate immigration office.
・ f you are a new international student (except for
those who have length of visa for 3 months), you
can apply for a
ork ermit at the port of entry, in
principle.
・ A work permit will expire on the same day of the
applicant s permitted period of stay. ou can apply
for extending your visa three months before its
expiration date. f you are planning to continue
studying at Kyoto niversity and working part-time,
we recommend you to apply for it as early as
possible. ou can apply for a
ork ermit and
Extension of the eriod of Residence simultaneously
at the Osaka Regional mmigration Bureau or its
branch office at Kyoto.

◪

nter a an to i e ith internationa stu ents ast the
uration of the em orary isitor isa of your country
Students can submit the application forms for the
Certificate of Eligibility ( ependent) on behalf of their
family at the mmigration Bureau in Japan. After receiving
Certificates of Eligibility for each family member, send
them to their family. The family should bring Certificates
of Eligibility along with the other necessary documents
to the Japanese Embassy Consulate in their country to
apply for the ependent visa.
【 otes】
The eligibility of this certificate must be spouse
and children only. For parents or siblings, please refer to
the Temporary isitor visa. Kyoto niversity nternational
Service Office cannot process family documents once
the international student have already entered Japan.
Items e uire for ertificate of igi i ity
Application Form for the Certificate of Eligibility for
ependent status
A sample of Completed Application Form is available
at https: kuiso.oc.kyoto-u.ac.jp visa family en
One
photo (4 x 3cm, taken within 3 months
before application) for each family member
A copy of each family member s passport
A copy of the front and back of international
student s Residence Card or Certificate of Residence
Original or official copies of certificates such as
Marriage Licenses, Birth Certificates, and Family
Registers that indicate the relationship between the
international student and each family member
f these certificates are written in a language other
than Japanese or English, it is necessary to attach a
brief Japanese or English translation.
Official documents that show the student s income or
ability to support their family during the entire stay in
Japan (e.g. Certificate of Balance, Scholarship Certificate)
A document showing the student s position at
Kyoto niversity (e.g. a certificate of student
registration, a certificate of acceptance)
A self-addressed envelope with 404 yen postage
attached (those who wish to have the certificate
sent back to them)
【 otes】Additional documents may be re uested.
ocuments such as Enrollment Certificates, Scholarship
Certificate, etc. must have been issued within three
months prior to making the application.

esignated application forms are available at the mmigration Bureau (ref. 50), or on the website below:
www.immi-moj.go.jp english index.html ( mmigration rocedures)

◪ mmigration Service Agency of Japan
eware of Good

www.immi-moj.go.jp english tetuduki index.html

pportunities Is it a Great Part time o

or an Invitation to Crime

Recently, an increasing number of criminal organi ations are posing as legitimate businesses and advertising
attractive part-time jobs for international students - jobs which will make you an accomplice to criminal activity.
nternational students have been arrested for taking part in crimes after innocently responding to job
advertisements online, on flyers, or even through personal introductions from friends. lease be cautions when
seeking part-time employment.
・ ctua
ase
sing stolen
s, passwords and credit card information, a criminal group purchases items such as
electrical products through an online shop. nternational students are employed to receive the delivery of the
illegally purchased items and pass them on to the criminals.
・ ctua
ase
sing stolen internet banking
s and passwords, a criminal group illegally transfers money to a
dummy bank account. The criminals then employ international students to withdraw the stolen money from the
account.
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t the Immigration Bureau)

otes
・ All Students who are permitted to work will be
able to engage in work activities for up to and not
exceeding 28 hours per week. ( uring university
holidays, you may work for up to and not exceeding
8 hours per day within the confines of the legal 40hour work week.)
・ f you are on a leave of absence from the university,
are not allowed to have a part-time job.

nter a an to isit re ati es for a short term
em orary isitor isa
A Certificate of Eligibility is not necessary to obtain a
Temporary isitor visa. There are many countries
regions with which Japan has bilateral agreements
which waive the need to obtain a Temporary isitor
visa for a short-term stay. lease in uire at the
Japanese Embassy Consulate in your home country
about this re uirement.
The Ministry of Foreign Affairs of japan ( SA)
www.mofa.go.jp j info visit visa index.html

ega Proce ures (

n order to work part-time in Japan, foreign nationals
with the status of residence Student or
ependent
must first get a permit from the immigration office in
your region. ou must start your part-time job after
you get a permit.
A permit is not necessary for teaching assistant (TA)
or research assistant (RA) which supports education
and research activities in Kyoto niversity.
mmigration Bureau
ermission to Engage in an Activity Other Than That
ermitted by the Status of Residence reviously
Granted ( mmigration Bureau)
www.immi-moj.go.jp english tetuduki airyuu shikakugai.html

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」

.

oto- . p/918gn

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 ).
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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
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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、
試験等に 要な健康診断書等も
行されま
。
が発行されなくなります。

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
checkup,
students
may
notregular
be able
to take
ithout
thisthis
checkup,
students
cannot
take
exams
or
receive
certificates
that
may certificates
be re uired that
for
regularuniversity
exams orhealth
receive
university
health
scholarship
applications
and entrance
exams.
may be required
for scholarship
applications
and entrance

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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tu ent ife

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

大学図書館

総合博物館

地図

.53 22

京都大学には学内 大
の附属図書館、学部生 け図
書を く所 する
総合図書館、各分野の 門資料を
有する部局図書館・室な 40 の図書館・室があります。
は以下の e サイトを
、または、各図書館の
窓口にお問い合わ ください。
図書館・室一覧
. i . oto- .ac. p/ne

京都大学が 1897 年の開学以来、100 年以 にわたっ
て収集してきた 重な学
本（自 史、
史、文化史）
約 260
を収 しています。本学の学生は、学生証を
すれ
料で常設 、
を観覧できます。
開館時間
水曜-日曜 9:30-16:30（入館は 16:00まで）

属
館 地図 .53 18
開館時間
日 8:00-22:00
曜、日曜、祝日 10:00-19:00
館日
夏季一 休業（8 月 3 の月曜、 曜、水曜）
、
年 年始（12 月 29 日− 1 月 3 日）、
その他、 時に休館する とがあります。
 学
ス
図書館利用や学習の 方等について、大学生スタ フに
語およ 日本語で相談できます。
場所
属図書館
「ラー ン ・コ ン 」内
. i . oto- .ac. p/s pport/12334

◪京都

◪

学内

◪

総合
館 地図 .53 88
開館時間
日 9:00-22:00
曜 10:00-15:00
館日
日曜、祝日、創立記念日（6 月 8 日）、
卒業式の 日 4 月 3 日、8 月 11 日 20 日、
12 月 29 日 1 月 3 日、 月 28 日（7 月、1 月を除く）
、
その他、 時に休館する とがあります。
室
人・ ルー での学習や研究会での利用を 的とした
「話 る図書館」です。
開室時間
日 9:00-17:00
総合図書館https:// . oto- . p/9o 6

◪

健康管理部門 / 健康科学センター・保健診療所 地図

.53 11

健康管理部門（保健診療所）では、定期健康診断（受検
者には、就職・奨学金
時に 要な健康診断書を 行）
、
な研究に 事する人の健康診断等を 施しています。
また、禁煙や 事な の保健
を行なっています。
保健診療所では、下記の診療科があり、種 の
の診
療・治療を行なっています。
は保健診療所に問い合
てください。
察受 時間
・保
所（
）
内科、
科
日10:00-12:30、14:00-16:30（祝日を除く）
・
内科、
科
曜、 曜10:15-12:15（祝日を除く）
・
内科、
科
曜、 曜、金曜10:00-12:30（祝日を除く）
診療科別の時間割等は、 e サイトで確認してください。
保健診療所 www.hoken.kyoto-u.ac.jp
.ho en. oto- .ac. 

◪

合
se

.

oto- .ac. p/

情報環境機構

地図

.53 93

情報環境機構では、京都大学の情報サービスを利用する
際に 要な学生アカウント（以下、 C - ）と学生用メ
ール（以下、
）アドレスを
しています。入学
時に C - と
のアドレスが記載された
が
されますので、
有 化 理をしてから利用してください。
が
されない場合は、学生証を持 のうえ情報環境
支 センター（学 情報メ ィアセンター 館 1 ）で
手続を行なってください。
C - は、情報環境機構や図書館機構等が
する
オー ンス ースラ ラトリ（
）の C、 学生共通
ポータル、各種 e- earning 研 、学外から学内への
続、学内
A 、
-Air（ i- i）、
A
、
、電 ジャーナル、証 書自動 行機な
数の学内サービスに利用できます。
を利用するためには 学生共通ポータルまたは
http:// ai .st. oto- .ac. p/ にアクセスしてください。
大学からの連絡事項な を のメールアドレスに
する
とがありますので、一日一 はロ インしてメールを
るようにしましょう。
報
e-Learning
京都大学では、 学情報セキュリティ
会の下、情報
や情報
の
で
的な利用のために「e- earning
方式での情報セキュリティに関する 本的な
の習得」
がす ての構成 に義務 けられています。 ず
テス
トを受けてください。テストを受けないと受講
になり
ま
。
は、
以下の e サイトで確認してください。
京都大学情報環境機構
.ii c. oto- .ac. p/ a/ser ices/is o/e- earning/


◪

報
援
（学
報
ア
館）
時間
日 9 00-17 00
日
曜、日曜、祝日、創立記念日（ 月 18 日）
、
夏季一 休業日（ 月
の月曜、 曜、水曜）
、
年 年始（12 月 29 日-1 月 3 日）

開

◪京都

.ii c.

oto- .ac. p/

京都大学生活協同組合（Co-op） 地図

.53-55

組合 は大学構内各 で、本・文
・
品・ C・C
が、市場 格の 10
20 引で 入できます。留学
会が留学生 けのイベント等を行なっています。
京都大学生協への 入は、組合 センター（
生協
会館）や時 台記念館地下のサービスカウンターな で受
しています。留学生の出資金は 4,000 （10 口）です。
卒業等で生協を 退するときに、出資金が
されます。
退手続は、組合 センターで受 けています（手続きに
はパスポートが 要です）
。
な
生

◪京都
19

.

同 合
.s-coop.net/

A : .53 18
Kyoto niversity has about 40 libraries, including the
largest Main library, oshida-South Library with many
books for undergraduates and other subject-specific
libraries. lease refer to the website or contact the
information counter of each library for detailed
information.

◪ List of K

libraries www.kulib.kyoto-u.ac.jp newdb lang en

ain i rary
O en ours

A : .53 18

A : .53 22
Kyoto niversity has been collecting research specimens
and objects since its founding in 1897. ow they exceed
2.6 million items, covering a wide spectrum of objects
related to natural history, technological history, and cultural
history. Admission is free for permanent and planned
exhibitions with a Kyoto niversity Student
card.

O en

ours

ed.-Sun. 9:30-16:30 ( lease enter by 16:00)

The Kyoto niversity Museum
◪ www.museum.kyoto-u.ac.jp
index e.htm

Mon - Fri: 8:00-22:00, Sat, Sun,
ational Holidays: 10:00-19:00

ose

Aug.10 - 12, ec.29 - Jan.3
lease note that the library may be closed temporary
on some occasions.

◪

oshi a outh i rary
O en ours

A : .53 88

Mon-Fri: 9:00-20:00
Sat: 10:00-15:00

ose

◪

A : .53 11
Kyoto niversity Health Service offers annual health
checkups (students taking the checkup can receive a
university health certificate that may be re uired for
scholarship applications and entrance exams), and
health checkups for those who are engaged in special
research.
The service also offers health guidance on matters
such as stopping smoking and diet.
Kyoto niversity Health Service provides the services
detailed below (under Medical
epartments),
diagnoses and treats various health problems. For
further details, please en uire directly to the infirmary.

e ica
・ oshi a

e artments
am us

O en

ours

nternal medicine, sychiatry
Mon.-Fri. 10:00-12:30, 14:00-16:30 (except holidays)

・

i

am us

nternal medicine, sychiatry
Tue. and Fri. 10:15-12:15 (except holidays)

・Katsura

am us

nternal medicine, sychiatry
Tue. , Thu. and Fri. 10:00-12:30 (except holidays)

lease refer to the following website for the
departmental schedules
Kyoto niversity Health Service: www.hoken.kyoto-u.ac.jp en

◪

earning

ourse on Information ecurity

n order to utili e information technology efficiently
and safely within the university, the
niversity
nformation Security Committee re uires all students,
faculty, researchers, and administrative staff to take
the E-Learning Course on nformation Security. lease
be sure to take the test to complete the course. For
details, please refer to the website below:
www.iimc.kyoto-u.ac.jp en services ismo e-Learning

◪

I

u

ort

enter at

outh B

g.

Office ours
Mon.-Fri. 9:00-17:00
ose
Sat., Sun.,
ational Holidays,
niversity
Foundation ay (Jun. 18), Summer Holidays (Mon.,
Tue.,
ed. of the 3rd week of Aug.), and ew ear
break ( ec.29-Jan.3).

niversity MC
◪ Kyoto
www.iimc.kyoto-u.ac.jp en

A : .53-55
Co-op members can buy items such as books,
stationary, food, drink, personal computers, and C s in
co-op stores on campuses at 10
20
discount.
nternational students enjoy events arranged by the Coop Foreign Students Committee.
Applications are accepted at the Co-op main office
(on the second floor of the co-op shop at the oshidasouth Campus), the branch in the basement of the
Clock Tower, or other branches. The membership fee
for international students is 4,000 (10 shares). The
fee will be returned to the cardholder when the
membership is cancelled (whether after graduation or
for other reasons). The cancellation procedure is
accepted only at the main office (your passport is
necessary for the cancellation procedure).

Kyoto niversity Co-op
◪www.s-coop.net
english

20

am us

Sun, ational Holidays, niversity Foundation ay (Jun.18),
The next day of the Graduation Ceremony-Mar.31,
Aug.11-20, ec.29-Jan.3, 28th every month except
for Jul. Jan.
lease note that the library may be closed temporary
on some occasions.
a on
t is a designated space for individual and group
study use, and you can talk.
Open Hours: Mon-Fri 9:00-17:00
oshida-South Library https: u.kyoto-u.jp u1grd

aci ities on

earning su ort esk
Graduate student staffs offer advice on how to use
the library and study effectively for nternational
students in Japanese and English.
Location: 1st floor of the Main Library, inside of the
Learning Commons
www.kulib.kyoto-u.ac.jp support 12334 lang en

A : .53 93

The MC provides students with student accounts (ECS) that enable them to utili e Kyoto niversity s
information services, including student mail addresses
(K MO ). Students will receive an envelope containing
their ECSand K MO mail address after enrollment.
lease activate your ESC- before using it. Those who do
not receive their envelope should in uire at CT Support
Center in the South Building of the Academic Center for
Computing and Media Studies (ACCMS). lease make sure
to bring your student
card when making an in uiry.
The ECSis re uired for access to the various
services provided by the MC, including the computers
in the Open Space Laboratories (OSL), the Common
ortal for All Students, e-Learning services, external
access to the Campus etwork (
services), wireless
LA s, K
S-Air ( i-Fi), the Kyoto niversity Liberal
Arts Syllabus nformation System (K LAS S), the Kyoto
niversity Libraries Online Catalogue (MyK L E),
e-journals and Certificate-issuing Machines.
To utili e your K MO account, please access the
website at http: mail.st.kyoto-u.ac.jp . Students are
advised to check their university email accounts at
least once a day, as administration offices use the
accounts to send important notices.

学
め

私費留学生のための奨学金

日本語学習

留学生対象の奨学金は、原則として、在留資格が「留学」
の者のみ受給できます。奨学金支給が始まる前に、在留資
格「留学」を取得している 要があります。
奨学金を受給している 中で「留学」以外の在留資格へ
変更した場合は、奨学金の受給資格を い、受給を 退す
る 要があります。資格を ったままで受給し続けた場合、
原則として奨学金を
しなけれ なりま
。
奨学金には、大学を通 て
するものと、奨学団体へ
するものがあります。いずれの奨学金も
時に
があるので、 集要項をよく
でください。 の奨
学金も、 用数に対して
者数が いため、
は高
いです。
京都大学は、 年留学生のための約 60 の奨学金団体に、
補者を
します。 れらの奨学金については .4144「私費留学生対象奨学金一覧」を
してください。
本学に届く奨学金の 集通 は、 するす ての学部・
研究科等へ送 します。所属学部・研究科等によって
できる奨学金が限られますので、
学部・研究科等から
の 内にしたがってください。京都大学では、通常、私費
留学生のための奨学金情報について、
等を通 て
内します。
の奨学金については「私費留学生対象奨学金一
覧」
団のウ ブサイトを確認してください。なお、
の奨学金や
数の制限がない奨学金は自由に
できます。その他、留学生対象奨学金については日本学
生支 機構（ A
）等の下記ウ ブサイトからも情報
を収集できます。
日
（
）

. asso.go. p/r ga /in e .ht
交
金

. p .go. p

学内 の日本 教
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、本学の留学生を対象に、以下 1 2 の 2 種
の日本語教育を行なっています。
前期は 4 月から 8 月、後期は 10 月から 2 月まで行われ
ます。授業の
（ 講）
・講座の受講登録は年 2 （3 月
と 9 月）、オンラインで受け けます。
（ 講）・受講
者は 要な手続きを行ってください。手続きについて
相談がある場合は、 学共通科 学生窓口（国際高等教育
院 1 ）に問い合わ てください。
京都
「日本語教育についての

ージ」
  . oto- . p/c5e

内

◪
◪
◪
◪日

. c.or. p
. ees.or. p/

（日

）

日本政府（文部科学省）奨学金留学生のための諸手続
の 学 受
続
奨学金は、 月、所定の事務室で「外国人留学生在籍 」
に 名をしなけれ 受給できま
。在籍 への 名が確
認された者にのみ奨学金が支給されます。月の始めから終
わりまで日本にいない場合や、休学およ
期
する場
合は原則として奨学金は支給されま
。
在籍 への 名は ず受給者本人がしなけれ なりま
。 理人による 名や印 の使用は認めま
。不 が
した場合は、奨学金を
しなけれ なりま
。
学 の 長
国際教育交流課は、
の
者を対象に、
者
が所属する学部・研究科等の事務室を通 て、通常 11 月
手続きを通 します。 問、または不 な があ
れ 、所属の学部・研究科等事務室に問い合 てください。
の 請
国 定日の 2 月以 前に、所属の学部・研究科等
事務室に「 国旅費支給
書」等を 出してください。
空 は、その
手続により、文部科学省の 定する旅
行 理 から、本学を通 て受け取る とになります。
空 は、出 日を 定する 要があり、現金化はできま
。
は、所属の学部・研究科等事務室に問い合 てく
ださい。
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◪

（ ）全学 通科 ・日本 科
学共通科 として
する日本語科 は、 位が 与
される科 で、各 の ー に対 できるように
レベルから、中 、
まで日本語
試験（
T）や
ーロ パ 語
（C R）に対 したレベルのクラ
スがあり、更に各レベルでは、 む・書く・話す・ く、
の
別のクラスも用意しています。
の授業 数も 1 のクラスから、ある 度集中
的に取り組む とができる 4 のクラスまで
です。
可 な授業等が、各受講生の受入れ 分によって な
りますので、 記ウ ブサイトで確認してください。
（2） 外の日本 学
援
課外の日本語学習支 講座として、日本語入門コース、
中 講座、
講座、ビジネス日本語を
しています。
れらの課外の日本語学習支 講座は受講しても 位認定
されま
。
（一部の講座を除く）
また、 キャンパスでは中 講座と
講座を
して
います。 えて、一部の講座は宇治キャンパスと キャン
パスに
します。
なお、 れらの講座は 位の 得を 的としない留学生、
研究者は受講可 ですが、留学生の家族
研究者の家族
は受講できま
。
留学生ラウンジ「きずな」では、 しくて日本語の授業
に
できない人や、さらに日本語を
したい人のため
に、日本語教 （本・C ・
等）を し出しています。
（ .23
）
学外 の日本 教
学外で日本語を
するには、①民間の日本語学 、②
一部の市・区な で開いている日本語教室、③ ランティ
ア団体による日本語教室な があります。
京都市では、京都府国際センターおよ 京都市国際交流
協会が、日本語の授業の 施等
な 助や情報を
し
ていますので、インターネ トで検 してください。
京都
. pic.or. p/
京都市
交
. ci .or. p/

◪
◪

onth y ignature for cho arshi
ME T Scholarship recipients must sign a ledger at the
designated office every month. The Scholarship will be
sent to recipients accounts only after the signatures
are confirmed. f recipients are outside Japan from the
beginning to the end of a month, or take a lengthy
absence from their school and studies, they will not
receive the scholarship for the month.
Recipients must sign in person. Signature by another
party or use of a personal seal will OT be accepted.
f a signature is found to be forged, the recipient M ST
REF
the scholarship money for that month.

eturn ri
enses
Eligible students must submit forms for return trip
expenses at least two months prior to departure. This
will entitle those students to receive an airline ticket
from a travel agency appointed by ME T. The
departure date must be fixed and the ticket is nonrefundable. Further details are given at faculty
graduate school offices.

(1) a anese anguage c asses in the i era rts an
ciences curricu um
Japanese language classes in the Liberal Arts and
Sciences curriculum are offered as credit-bearing
classes. The curriculum offers classes at all levels: from
absolute beginner to intermediate and advanced. At
every level, we offer classes that focus on specific
skills: reading, writing, speaking, and listening
comprehension.
ou may choose to take classes that meet once a
week, or opt for more intensive study by taking the
eight-hour courses that meet four times per week. The
classes you are eligible to take will differ according to
your student status. lease refer to the website listed
above to confirm your eligibility.
( ) a anese anguage c asses not inc u e in the
regu ar curricu um
The center offers the following Japanese language
support classes: ntroduction to Japanese,
ntermediate Japanese, Advanced Japanese, and
Business Japanese. The students registered for type
(2) classes are not eligible to receive credits (there are
some exceptions).
ntermediate Japanese and Advanced Japanese
classes are offered at Katsura Campus. n addition,
some classes are offered remotely as distance learning
classes at ji Campus and Katsura Campus.
lease note that, although international students
and researchers who do not re uire credits are eligible
to register for these classes, their family members are
not eligible to take the classes.
For students who are unable to attend Japanese
classes due to their schedules, or students who wish
to pursue additional studies, a variety of Japanese
language learning materials (books, C s,
s, etc.)
are available for loan from the Student Lounge K A. (ref. 24)
Off am us a anese asses
For students interested in learning Japanese outside
the niversity,
private Japanese language schools,
Japanese classes offered by some cities and
municipal wards and
Japanese classes offered by
volunteer associations are available.
Kyoto refectural nternational Center and Kyoto
City nternational Foundation offer a variety of
information and support, including Japanese classes,
to Kyoto s international community. Check their
websites for details.
Kyoto refectural nternational Center
www.kpic.or.jp english
Kyoto City nternational Foundation
www.kcif.or.jp en

◪
◪
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tension of cho arshi
The nternational Education and Student Mobility
ivision sends notice of scholarship extension procedures
to relevant applicants through the faculty graduate
school offices at the end of ovember. uestions should
be directed to the faculty graduate school offices.

◪

onsu tation for Internationa

◪
◪
◪
◪

a anese anguage asses at Kyoto ni ersity
The Education Center for Japanese Language and
Culture of the nstitute for Liberal Arts and Sciences
( LAS) of Kyoto niversity offers the following two
types of Japanese language classes (1)and(2).
Classes are held from April to August in the first
semester and from October to February in the second
semester. Online registration for the classes takes
place twice a year, in March and September. f you
have any in uiries about the procedures, please visit
the Student n uiries esk for Liberal Arts and Sciences
Courses (1st floor of the LAS building).
Kyoto niversity nstitute for Liberal Arts and
Sciences Japanese Language Classes
u.kyoto-u.jp ws60v

Information an

Only those who have Student status of residence are
eligible to apply for or receive scholarships for
international students. Successful applicants must
obtain the Student status of residence prior to the
start of the scholarship.
Scholarship recipients who change their residence
status to any status other than Student will
immediately lose their right to receive the scholarship.
Any scholarship money received while holding a status
of residence other than Student must be refunded.
There are two types of scholarships available to
Kyoto niversity students: those which are applied for
through the university, and those which are applied for
directly to the institutions providing scholarships.
Application re uirements vary for different scholarships,
and so students are advised to read the application
guidebooks carefully. lease be aware that, as the
financial resources of scholarship programs are limited,
the selection processes are very competitive, and the
number of applicants for the programs is increasing.
Kyoto
niversity recommends candidates to
approximately 60 international student scholarship
foundations. (ref. .41-44 for details)
The niversity generally forwards announcements
regarding scholarships to all applicable faculties and
graduate schools. However, students can only apply for
scholarship programs that have been allocated to their
faculty graduate school of affiliation.
The faculty graduate school administration offices
then generally make the information available to
students via their bulletin boards or by other means. For
information about scholarships that can be applied for
directly, please refer to .41 - 44 and to the websites of
each respective foundation.
Students are free to
apply for scholarships which accept direct applications
and those without limits on the number of applicants
that can be recommended.Further details are also
available from the following websites:
Japan Student Services Organi ation (JASSO)
www.jasso.go.jp en study j index.html
Japan Foundation
www.jpf.go.jp
Japan Foundation Center
www.jfc.or.jp eng english-top
Japan Educational Exchanges and Services (in Japanese)
www.jees.or.jp

留学生ラウンジ「きずな」 地図

学

留学生ラウンジ「きずな」では 書室、サロン、オー
ィオルームを京都大学の学生・教職 ・研究者であれ 利
用できます。常 のスタ フに え学生のチューター（オ
フィスアシスタント）が
な 語で留学生に対 してい
ます。
書室では日本語を学習したい人のために、語学教 を
出しています。授業で使用する教科書をは め、日本文
化に関する 書、
等の
教 も取り扱っていま
す。図書の利用には 用の 出カードが 要になります。
めて利用される方は、まずは「きずな」にてカード交
をしてください。一度に 3 まで、2 間 りる
とができます。
また、 書室では
インターネ トアクセスポイント
由で、自分のコンピューターをインターネ トに 続す
る とも可 です（学生アカウントを事前に取得しておく
要があります。 .19
）。
更に「きずな」では、月に 1 、国際交流イベントを
開 しており、 道や
作り、日本
や
、書き
めな 、留学生が日本文化を体験しながら、日本人学生
や他国の留学生とも交流できる場を
しています。 去
に開 されたイベント、およ
新のイベント情報は「き
ずな」の ーム ージに 載されています。

め

時間
月曜 金曜9:00-17:00（祝日を除く）
京都
「
」
 . oto- . p/ i na
日本での就職活動

内

日本
課外の日本語学習支 講座（ .21
）として、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
する「ビジネス日本語」講座では、日本 業・日
業な への就職を
する留学生を対象に、ビジネスにお
ける各種場 での日本語運用
の育成を
します。
前期（春季）は4月から8月、後期（秋季）は10月
から2月まで行われます。受講
は年 2 、3月と9
月 に、国際高等教育院 e サイトの日本語教育につい
ての ージを確認し、 要な手続きを行なってください。
京都
「日
」
 . oto- . p/c5e

◪

京都大学学生総合 援
ア
学の学生のキャリア・就職支 として、各種情報
や相談対 な を行なっています。留学生 けの就職情報
も、 時
しています。
京都
ル
地図 .53 16

月曜 金曜 9:00-17:00（祝日を除く）

075-753-2483

.gssc. oto- .ac. p/career/

◪

学外の

◪

◪
◪
◪
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. h

.go. p/

p/osa a- oreigner/
p/to o- oreigner/
）
sei/career/in e .ht
par /

n a/ o o /gai o

留学生の
分野に関連する
の大学院生等が、留学
生の学習・研究・日常生活に関する助 や協 を行なう制
度です。 の制度の対象者は、原則として学部学生・大学
院生・一部の研究生等で、
教 がチューターによる
別の
を 要と認めた者に限られます。対象期間は、原
則として大学院生が 日後
の 1 年間、学部学生が入
学後
の 2 年間となっています。 に重 を置いてチ
ューターに助 や協 をしてもらうのかは、
教 等と
よく相談してください。その他の
は、所属学部・研究
科等の事務室に問い合 てください。
京都市国際交流協会による行政通訳や相談のサービス
（公 ）京都市国際交流協会では、区役所な 京都市の
公共機関と外国籍市民を
電話通訳サービスを 施して
います（ 料）。 関 機関窓口で通訳や相談が 要なと
きな に利用できます。
・
語（ 曜・水曜・ 曜 9:00-17:00）
・中国語（水曜・金曜 9:00-17:00）
来館においては、 語や中国語以外の 語でも対 して
います。
075-752-1166
. ci .or. p/ / ig o/so an/ p/g osei/annai.ht
卒業後も日本に在住する場合の在留資格変更について

◪

機関一
ス
（大阪）

site. h .go.
（

京） site. h .go.
日
（

. asso.go. p/ga
京都

.pre . oto. p/ o

チューター制度

.53 13

in.ht

留学生が卒業後も引き続き日本に在住して就職や就職活
動を行なう場合は、すみやかに在留資格を変更してくださ
い。在留資格以外の活動を行なう者は
の対象となりま
す。
「留学」から各種の在留資格に変更する場合、手続きは
原則として本人が 寄りの出入国在留管理局に出 いて行
なう 要があります。変更に際して 要な書 は、自分で
用意するものと、大学または就職先からもらうもの等があ
ります。在留資格変更
時に 要な書 については、以
下の e サイトを
してください。
京都
交
◪「在留期間更新許可



iso.oc.

ス
ス
・在留資格変更許可
oto- .ac. p/ isa/e tension/ a

」

に日本
場合
現在の「留学」の在留資格を「
・人文
・国際業
務」等、就 可 な在留資格に変更する とが 要です。
）研究生として日本の大学での 用が 定  在留資格
「教授」に変更。
月 用の場合、出入国在留管理局では原則として、就
職する年の 月 から
の受け けが始まります（ 京
およ 大阪の出入国在留管理局では前年の 12 月から）
。
出入国在留管理局での 理には 1 月から 3 月 度か
かります。 要書 は変更する在留資格によって なりま
す。手続きについては就職先に確認し、 めに
を始め
ましょう。
に日本
動を
場合
卒業（
）後に、日本において引き続き就職活動を行
なう場合は、「 定活動」への在留資格変更
をする
要があります。
生のみが
でき、
生や 位取
得退学者は
できま
。 の在留資格で認定される在
留期間は
月です。卒業（
）後 1 年以内を限
度とし、
のみ在留期間の更新
が可 です。それに
は所属学部・研究科等 行の
も 要です。

A : .53 13

O en ours
Mon.-Fri. 9:00-17:00 except Holidays)
Kyoto niversity Student Lounge K u.kyoto-u.jp ki unae

◪

- A

◪

Kyoto ni ersity enera tu ent u ort enter
areer u ort Office
The Office provides information and suggestions on
career development and job searching for Kyoto
niversity students. Job information for international
students is also available.
Kyoto niversity Career Support Office MA : .53 16
O en hours Mon.-Fri. 9:00-17:00 (except holidays)
TEL: 075-753-2483
www.gssc.kyoto-u.ac.jp career en about-us

◪

Off

am us

areer Information

enters

Tokyo tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp english.html

Student Services Organi ation JASSO
◪ Japan
www.jasso.go.jp en study j job index.html
Job ark Japanese only
◪ Kyoto
www.pref.kyoto.jp jobpark
of Health, Labor and elfare
◪ Ministry
www.mhlw.go.jp english index.html

Tutoring system is a system that the designated tutor
provides support to international students whenever their
supervisor deems it necessary. n general, the system is
applicable to undergraduate students during their first

◪

If em oye in a an after gra uating
t is necessary to make the appropriate change in your
status of residence.
epending on the type of employment, your status
may change to Engineer Specialist in Humanities
nternational Services, or other classification.
e.g.
hen graduates are employed by a Japanese
university as a paid researcher
Status of residence
must be changed to rofessor
n ge n e r a l, a p p li c a t i o n s t o c h a n ge s t a t u s o f
residence can be made from January
ecember for
the immigration bureaus in Tokyo and Osaka of the
year in which the employment will begins assuming
that the employment will begin in April . t takes
approximately one to three months for applicants to
receive the results of their application from the
immigration bureau. t is highly recommended that
applicants contact their employer and prepare the
necessary documents well in advance.
hen seeking em oyment in a an after gra uating
Those who seek employment in Japan after graduating
with a degree from a university, they must apply to
change their status of residence to the
esignated
Activities status. Only regular degree-seeking
undergraduate or regular graduate students are
eligible, non-degree-seeking students and students
who withdraw from a course having completed the
work, but without receiving a degree are not eligible. A
maximum period of stay is for six months if the
application for this type of residence status is
approved. t is possible to extend the period of stay
with this status of residence for up to one year from
graduation.
lease note that the documents re uired
for the application include a recommendation letter
from your faculty graduate school.
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Service Center for Foreigners
◪ Employment
Osaka osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp e-toppage.html

nternational students who stay in Japan to work or
seek employment after graduation must change their
status of residence. Anyone engaging in an activity
other than those permitted by their status of residence
may be subject to punitive measures.
nternational students are personally responsible for
following the necessary procedures to change their status
of residence at the immigration office. t may be necessary
to obtain various documents from the university, work
place, etc. For detailed information, including re uired
documents, please refer to the following website.
Kyoto niversity nternational Service Office
Extension of stay, Change of status of residence
kuiso.oc.kyoto-u.ac.jp visa extension en

onsu tation for Internationa

Business a anese asses
The Education Center for Japanese Language and
Culture offers Business Japanese classes to the
niversity s international students seeking employment
at a Japanese firm or a Japanese-affiliated firm
overseas. The aim of these classes is to foster the
communication skills needed to function in various
business settings.
First semester runs from April to August, and autumn
semester from October to February. Class registration
takes place twice a year, in March and September.
Consult the website below to complete the re uired
procedures.
Japanese Language Classes by Kyoto niversity
nstitute for Liberal Arts and Sciences
u.kyoto-u.jp ws60v

Kyoto City nternational Foundation provides an
interpretation service by telephone to facilitate
communications between public offices such as municipal
offices and non-Japanese speakers free of charge .This
service is available in Kyoto City for those who need
interpretation or counseling services, including
information about administrative services and procedures.
ai a e anguages
・English (Tue. Thu. 9:00-17:00
・Chinese ( ed. Fri. 9:00-17:00
More languages are available if you come in person
at the reception.
TEL: 075-752-1166
www.kcif.or.jp web en support govtinterpreting

Information an

K- A s reading room, salon and audio room are
open to Kyoto niversity students, faculty staff,
researchers and administrative staff. n addition to a
fulltime staffer, a student tutor (office assistant) is
available every day to help visitors.
The Reading Room houses an extensive collection of
materials for learning Japanese and preparing for
English-language tests. The Japanese-learning
resources include classroom textbooks, books on
Japan written in various languages,
s, and other
visual and audio materials.
Each user may borrow up to 3 items for 2 weeks.
Borrowing from the Reading Room library re uires a
membership card, available by application to K - A.
Students may bring their personal computers and
connect to the internet through the wireless internet
access point in the room user
is re uired in
advance. For details, please refer to .20 .
K- A hosts its own event every month, offering
opportunities for participants to experience Japanese
culture and get to know their counterparts from other
countries. Featured activities in the past have included
tea ceremony, lantern making, traditional dance,
shamisen (three-stringed musical instrument) practice,
and calligraphy. Reports of the past events and
announcement of forthcoming events can be found on
K- A s website.

two years in Japan, and graduate students and certain
research students during their first year. Tutors are
generally graduate students selected from the graduate
school to which the international student belongs.
hether the advice assistance given by the tutors will
focus on research or daily life will depend on the individual
needs of the international student. t is recommended,
therefore, that students relay their concerns to their
academic supervisor to receive the accurate support.
Further details are available at the faculty graduate
school offices where the international student belongs.

もしも病気になったら
もしも病気になったら、国民健康保険証を持って 療機
関へ行き、診療を受けましょう。
日本では一般的に、病気になったらまず地域の診療所へ
行きます。診療所での診断の
、より
な検査や手
等、高度な治療が 要とされる場合には、診療所から 者
へ病院が
されます。通常、診療所から病院の 約を行
いますので、 者は、診療所より 行された「
」を
持って、 定された病院へ行きます。
なお、入院 者のためのベ ドが 200 以 ある大きな
病院（ : 京都大学 学部 属病院等）でも、「
」
が い 診の 者を受け入れます。ただし、 れらの大き
な病院では、
「
」が い場合、 療費に えて 定
療養費制度に
く 別料金が
されます。
日本の 療機関の と
は、診療が 日（月曜から金
曜まで）と 曜の 前中に限られています。日曜や祝日、
年 年始、 間な 病院が閉まっている時間帯に急な病気
やけがをした場合には、 間休日急病診療所で診 が受け
られます。また、 療機関の くは 約が不要ですが、大
きな病院や 科 院は 約を 要とする場合が と
で
す。
京都市の外国語が通 る病院・ 科（京都市国際交流協会）

. ci .or. p/ e / p/ i ingg i e/hospita s/
京都府下の 間 / 休日診療所・病院、薬局な
（京都健康

療よ ずネ ト）

. is.pre . oto. g. p/ap/ / en/p tp en t01.asp
療機関検 等（観
）

. nto.go. p/e ergenc / pn/ i g i e.ht

◪
◪
◪

急時の連絡先
消防 （ 事・救急車）
（通話 料）
京都市では、5 か国語（ 語、中国語、韓国・
語、
ス イン語、ポルトガル語）での緊急通報に常時対 でき
る電話同時通訳サービスがあります。消防車や 急車を
ときは、119 番をダイ ルし、いずれかの 語で 事
か 急かを伝え、電話を らずにそのまま通訳の
を
ってください。
京都市
.cit . oto. g. p/sho o/

◪

通
（
、
、
）
京都市内にある京都市立病院、
会
総合病院、康
生会
病院、京都 病院の 4 つの病院では、京都に住
む日本語を 語としない人 のために、 療通訳
制度
を取り入れています（ 料）。制度を利用する場合は事前
に各病院で 約が 要です。
は、 文化共生センター
きょうとのサイト（
.ta n a oto.org/ ）を
してください。
なお、 の制度は通常、電話での診 相談には対 して
いま
。

病院に行く前に、自 からインターネ トで
に
語
問診を行う とができるシステムです。問診の
を リン
トアウトして病院に持って行く とができます。また
を
自分の携帯電話に転送する機 もあります。
 文化共生センターきょうと

.ta n a- oro.org 日、 、中、韓、ポルトガル語、
インドネシア語、やさしい日本語）

◪
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留学生のための相談 地図

.53 13

京都大学には、留学生のための相談窓口がいくつかあり
ます。 の窓口でも、 ライバシーや相談内 は
され料金は不要です。 しいときは一人で まずに、相談
してください。
留学生ラウンジ「きずな」およ 教育
・学生支 部
内（
化学教室本館）留学生相談室では、生活 の
問 、対人関 のトラブル、奨学金等の手続 の問 な 、
一人では解 できずに っている
な みや
事を相
談できます。
学生 ウ
T :075-753-2564
学生
室
T :075-753-2527
- ai :a ising
ai 2.a
. oto- .ac. p
. oto- . p/ar5t7
は
て
へ
留学生相談室で
理士やカウンセリン を
され
る場合は、 記へ 約メールを送ってください。
「きずな」
では 約なしで相談を受け けます。相談 が在室する時
間内に
来館してください。問い合わ メールはいつで
も受け けますが、
に数日かかる とがあります。
学生総合 援
学学生のための のカウンセリン ルームには、日本
語による相談が可 な 5 名の常 カウンセラーがいます。
電 メールによる問い合 は、24 時間受け けますが、
が 日以 になる場合があります（日本語のみ）
。
T :075-753-2515
A :075-753-2594
- ai :co nse ing
ai .gssc. oto- .ac. p
.gssc. oto- .ac. p/co nse /
学外
窓口
学外にも、生活相談をは めとする
な相談ができる
窓口があります。 しいときは一人で まずに、相談して
ください。相談時間や対
語等の情報は、各機関の
e サイトで確認してください。

京都市
交

. ci .or. p/
京都

. pic.or. p/
京都
T
 oto. ca.or. p/
tic t ra /
ル
 he p.co /
り

.since2011.net/ orisoi/
所

. o .go. p/
/ in en21.ht
日
「
ス」

.ho teras .or. p/in e .ht

◪
◪
◪
◪
◪
◪
◪

◪
◪
◪

◪

e ica Inter reter is atch ystem (En, Cn, Ko)
A free medical interpreter dispatch system for nonJapanese speakers who live in Kyoto is available at four
designated hospitals in Kyoto City: Kyoto City Hospital,
jinkai Takeda Hospital, Koseikai Takeda Hospital, and
Kyoto Katsura Hospital. To make use of the system,
appointments must be made at each hospital in
advance. For details including available languages and
times of service, please refer to the Center for
Multicultural Society Kyoto website (tabunka-en.jimdo.
com english ). n general, the medical interpretation
service is not available over the telephone.

o make your first a ointment
Send the re uest by e-mail to the E-mail address
mentioned above if you wish to consult with a clinical
psychologist or having a consultation. Appointment is
not re uired for a consultation at K
A , just visit
the advisors during the office hours. n uiries by E-mail
are accepted at any time, however it may take a few
days for them to be processed.
enera tu ent u ort enter ounse ing Office
There are five full-time counselors at this office for
those who are fluent in Japanese, n uiries by e-mail
are accepted at any time, however it may take a few
days (in Japanese only).
TEL: 075-753-2515
FA : 075-753-2594
E-mail: counseling mail.gssc.kyoto-u.ac.jp
www.gssc.kyoto-u.ac.jp counsel english.html
Off am us
ising er ices
There are also off-campus advising services available.
lease refer to the following websites for their hours
of operation and languages available for consultation.
City nternational Foundation
◪ Kyoto
www.kpic.or.jp english.html
refectural nternational Center
◪ Kyoto
www.kpic.or.jp english html
CA A T
◪ Kyoto
kyoto.ywca.or.jp en helpline
Helpline
◪ Japan
jhelp.com
orisoi Hotline
◪ www.since2011.net
yorisoi foreign
Affairs Bureau Human Rights Counseling
◪ Legal
Offices for Foreigners

◪

www.moj.go.jp E GL SH information hrcf-01.html
Japan Legal Support Center
www.houterasu.or.jp en index.html

u ti ingua
e ica
uestionnaire ystem
ou can take a medical interview in the selected
language Online before going to a hospital. rint the
results and take them to a hospital or scans the image
of R code to display on user s cell phone. (Available in
Ja, En, h, Ko, t, d, Easy Japanese). Mutual translation
is available among these seven languages. sites.google.
com site tabunkam3 home The Center for
Multicultural Society Kyoto
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afety

e ica mergency a
ire e artment
m u ance 11 ( hrs o
ree)
n Kyoto City, non-Japanese speakers can call
emergency services in Chinese, English, Korean,
ortuguese, or Spanish. f you need to call an
ambulance or the fire department, dial 119, and tell the
operator either fire or emergency in any of the above
languages. ou should then hold the line until an
interpreter answers.
Kyoto City Fire epartment: www.city.kyoto.lg.jp shobo

A : .53 13

There are several advisory services for international
students at Kyoto niversity. All are confidential and
free of charge.
hen in trouble, students are advised
to ask for help instead of worrying about their problems
alone.
At Student Lounge K - A or nternational
Student Advising Room in Education romotion and
Student Support epartment Bldg. (former Main Bldg.
of the etrochemistry Course), students can seek
counseling on their problems and worries they cannot
handle by themselves such as various matters about
their life in Japan, interpersonal issues, or procedures
to receive scholarships.
tu ent ounge KI
TEL: 075-753-2564
Internationa tu ent
ising oom
TEL: 075-753-2527
E-mail: advising mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
u.kyoto-u.jp intladvising

ea th an

f you are unwell and visit a medical care provider for
treatment, be sure to take your health insurance card with
you.
t is very common in Japan that patients visit their local
doctor s office or clinic to receive an initial consultation. f
patients need advanced treatment, such as a speciali ed
examination or operation, the local doctor will
recommend that patients go to a hospital. After making
an appointment with the hospital through their local
doctor, they will then go to the hospital with a referral
letter issued by their local doctor.
Large-scale hospitals which have more than 200 beds
for hospitali ed patients (e.g. Kyoto niversity Hospital)
also accept patients without the referral letter and or
appointments. Be aware, however, that an additional
fee is charged for patients without the referral letter
and that there can be a long waiting time for
consultation without an appointment.
Office hours for most medical care providers in Japan
are limited to weekdays and Saturday mornings.
esignated hospitals provide medical treatments at
night and on Sundays and national holidays. Many
Japanese medical care providers do not re uire
appointments (although large-scale hospitals and dental
clinics usually do).
Hospitals and ental Clinics with Foreign Language
nterpretation Services Kyoto City Foundation
www.kcif.or.jp web en livingguide hospitals
Hospitals and clinics open at night and holidays in
Kyoto refecture , etc. Kyoto Kenko ryo oro u etto
www.mfis.pref.kyoto.lg.jp ap
men pwtpmenult01.aspx
List of Medical nstitutions Accepting Foreign
Tourists isiting Japan , Guide for sing Medical
nstitutions , etc. Japan Tourism Agency
www.jnto.go.jp emergency eng mi guide.html

・外

各種保険について
交通事 な による
の治療や、他人に
を わ
た場合、 物を
した場合の
な は、国民健康
保険（ .7
）が 用されま
。不 の事 に え、
下記を
に、保険に 入してください。
自 の
・
・学生教
害 害保険（
入学時に全員 入）
大学内での授業や研究中、課外活動中およ 通学中の不
の事 等により る
を補 します。
問合 先
生課 生 。（地図
.53 16）
・学生総合
・生命
（
）
学生本人の病気や ガを 24 時間、学内外・国内・ 外
を問わず保障します。 込先は京都大学生協。
・対 への
京都大学に在籍している留学生は京都大学生活協同組合
の学生
保険に 入していれ 、自転車保険に別
入する 要はありま
（ .35
）。
・学生
保険（
入学時に全員 入）
学内・学外、国内 外において他人に ガをさ たり、
他人の持 物を つけたりした場合の
事 を保障しま
す。 込先は京都大学生協。
に関

・学生
保険（一
し
、
）
一人 らしする学生の 家人
保障と 災・
等による家 の
を保障します。 込先は京都大学生協。
「一人 らし 約」のみの 入はできま
。
防犯
急連絡先（通
警察（
消防

難・

（

）

24 時間対応）

事・救急車）

緊急電話へ連絡するときには「いつ、
で、 が き
たのか」をできるだけ 確に伝え、あなたの名前と電話番
号を います。消防 119 番に通報するときは、
「 事」
か「 急」かも伝えましょう。
なお、京都市では電話同時通訳サービスを用いて、
語、中国語、韓国・
語、ス イン語、ポルトガル語で
も対 が可 です。通訳が対 するまで電話を らずに
ってください。
外
・

・
時の
り、電気、ガス、 の （アイロン、台所のコンロ、
）、水 りな を確 に 検する。

難・
・
にあったら、110 番（警 ）に通報する。
・預金通 やキャ シュカード、クレジ トカードな
を
したり まれたときは、 行した金 機関にす
に支
止を
する。また警 にも届け出る。
・警 では、
届・
届証 書を 行します。 の
証 書は在留カードやパスポートの再 行手続の際等
に 要となる場合があります。
通事故
・ さな事 でも、す に 110 番（警
・
者がいるときは、119 番（消防
急車を
病院へ運 。

29

）に連絡する。
）に電話して

がなくても、後日に後
がでる ともあるので、
ず病院で診 を受ける。
・事 の相手の名前・住所・電話番号・年 ・運転免許
証番号・自動車の車 番号・ 入している保険会社・
保険内 を確認する。
・
者がいる場合は、その人の名前・住所・電話番号
も く。
京都 交通
所（日
）
T
075-414-4274

.pre . oto. p/ ots i oso an/

◪

防災
地 ・
等の自
害への防 対
・
時の通 には 物を置かない。
・家 は
中に に物が
て ないように 置し、
転 防止のために 定する。
・ 常時のための 料品、 料水、携帯ラジオ、 中電 、
うそく、マ チ、 急 薬品等を
しておく。
・居 住地の 定された
場所を事前に確認しておく
（ .31
）
。家族と共に日本で生活している場合は、
は れたときの集合場所を めておく。 学 の運動
場な が
場所によく使われている（ .31
）。
急 報に いて
・緊急地
報
・
・気象（大 、 風、大 な ）に関する 別警報
・災 ・
情報
・ アラート（ 国 時警報システム）

記の緊急時にはテレビ・ラジオで警報が流れ、携帯電話
（a , oco o, o t an ,
o i e のみ対
）にアラ
ームとともに緊急 報メールが
さ れ ま す。 a ,
oco o, o t an ,
o ie 以 外 の 携 帯 の 方 は
「 ahoo 防災 報」な の防災ア リ（日本語のみ）や
観
が
している「外国人旅行者 け災 時情報
ア リ a et tips 」をご利用ください。
緊急 報が流れたら、行政からの
に って
い
て行動してください。各 報は日本語のみで記載されてい
る とが いため、
訳ア リ（
oog e 訳・
icroso t 訳）等活用される とをお めします。不
な は
の人に
、 ず内 を確認するようにして下
さい。また、日 から居住地域や通 ・通学先の
場所、
を確認しておくようにしましょう。
被 した
す にガスな の
を消す。
ラジオやテレビから しい情報を入手する。大阪・京都・
な 関 の な都市では、外国語ラジオ 送

Coco o（76.5
）で、災 が きたときの緊急
送な を く とができます（アジアの 語を中 に
17 カ国語）
。
「

で、 物を
限にして」
する。
災 な によりたくさ の家が れた
地 な の大
り、電気・ガス・水道が使えなくなると、 くの人 が
できる
場所（
所）が各地に開設されます。
場所では、
物や み物の 料
や情報の
な の
な支 を受ける とができます。
自 へ れない場合は、自国の在日大使館（ 事館）
と所属の学部・研究科等に連絡し、大学、大使館（
事館）の 助や家族からの問い合 に えましょう。
防災に関するリンク集
.31
緊急時連絡フロー図/緊急連絡シート

 .56

Japan s ational Health nsurance (ref. .8) Scheme does
not fully cover fees for the treatment of injuries that
arise from accidents or the costs incurred for damages
done to another person or their property. nanticipated
situations, such as accidents or illness, may result in an
overwhelming financial burden. t is necessary, therefore,
to enroll in additional insurance programs.
In case of i ness or in ury
・Persona
cci ent Insurance for tu ents
hi e
Pursuing
ucation an
esearch ( om u sory for
a stu ents at the time of enro ment)
rovides cover for accidents which occur during
commuting, extracurricular activities, and education
research activities at the university. etails, please ask
at the elfare ivision (MA : .53 16).
・ tu ent utua Benefit ife utua Insurance (O tiona )
Cover for illness and injury 24 hours a day, on or off
campus, inside and outside Japan. Apply at the Kyoto
niversity Co-op.
In case of o i y in ury or ro erty amage to a thir arty
f you have enrolled in the Kyoto niversity Co-op s
personal liability insurance, you do not need to enroll
in the extra bicycle insurance (ref. .36).
・P e r s o n a
ia i ity Insurance for tu ents
( om u sory for a stu ents at the time of enro ment)
Covers the insured party s legal liability for bodily injury
or property damage caused to a third party on or off
campus, inside or outside Japan. Apply at the Kyoto
niversity Co-op.

mergency Phone

um ers ( o

ree

Po ice
e artment

m u ance

110

ours)

11

hen calling an emergency number, tell the operator
when, where, and what happened, as accurately as
possible, and then provide your name and phone number.
f you need to call an ambulance or the fire department,
dial 119, and tell the operator either fire or emergency .
n Kyoto City, interpreter service is available in
Chinese, English, Korean, Spanish and ortuguese.
lease hold the line until an interpreter answers.
afety i s Before oing Out or oing to ee
・ Lock doors and windows, turn off gas, electrical
appliances, and all sources of heat such as irons,
kitchen stoves, and heaters.
ost or to en Pro erty
・ Call 110 (police) in the event of theft or burglary.
・ Report lost or stolen ATM credit cards to the card
company immediately to prevent stop any
unauthori ed use. Also make a report to the police.
・ olice offices issue a certificate of loss stolen
property, usually called
, which may be re uired for a
reissue application of a Residence Card passport.
raffic cci ents
・ Call 110 (police) even in the event of slight accidents.
・ f there are any injured persons, call 119 (Fire
epartment) and re uest an ambulance.
・ The effects of injuries can take several days to become
apparent, so even if there is no external injury, be sure
to get a medical examination at a hospital.
・ Make a note of the other party s name, address, phone
number, age, driver s license number, plate number, name

Precaution gainst atura
isasters Inc u ing
arth uakes an
y hoons
・ Keep the escape route clear and unobstructed.
・ Arrange furniture in such a way that there is no
danger of items toppling or falling on you in the
event of an earth uake occurring while you are
asleep. Bolt furniture in place if necessary.
・ repare an emergency bag containing food, water,
portable radio, flashlight, candles, matches, medical kit etc.
・ Be sure to confirm the locations of nearby evacuation
sites in advance, and decide on which evacuation site
you will use in the event of such an emergency. f you
live with your family, decide together with your family
members. The sites are often located in elementary
schoolyards (ref. .31).
mergency erts
・ Earth uake warnings
・ Tsunami and extreme weather warnings (including
heavy rain, heavy snow, storms, etc. ssued by the
Japan Meteorological Agency JMA )
・ isaster evacuation information
・ J-Alert warnings (A nationwide satellite-based
system to warn citi ens and media of various threats.
Operated by national and local government)
n the event of the above emergencies, alerts will be
transmitted via television and radio. Early warning e-mail
alerts with distinctive alarm sounds will be transmitted to
cell phones ( TT oCoMo, au, Softbank, and
mobile
services only. Those using other cell phone service providers
are re uested to use disaster warning applications, such as
ahoo Bosai-Sokuho available in Japanese only , or Safety
Tips provided by Japan Tourism Agency, etc.).
f an emergency warning is issued, please remain calm
and follow the instructions provided by the government.
Since most warnings are provided in Japanese only, we
recommend you utili e a reliable language translation
application (e.g. Google Translate, Microsoft Translator
etc.).
For your safety, please be sure to confirm any unclear
points in advance, and confirm your local shelters and
evacuation routes, as well as those on your regular routes
to work or university.
In the
ent of atura isaster
・ Turn off any source of heat such as gas or electric
heaters, stoves, etc.
・ Turn on the radio or television to get accurate information.
n the main cities of the Kansai area (Osaka, Kyoto,
Kobe, etc.) the foreign language FM station FM
Cocolo (76.5 MH ) broadcasts emergency information
etc. in 17 languages (mainly Asian languages).
・ Travel on foot and carry the minimum necessities
when evacuating.
・ n the event of a large-scale natural disaster (such as
an earth uake) which destroys large numbers of
buildings and disrupts electricity, gas, and water
services, public evacuation sites and shelters are
established that provide various forms of support
(food and drink, information, etc.).
・ f you evacuate your residence to seek a safe area,
report your status to the relevant faculty graduate
school administration office and your country s
embassy or consulate in Japan so that family
members can be informed of your situation if they
contact the university, embassy or consulate.
Links regarding disaster prevention
.31
Emergency rocedures
Emergency Contacts
nformation Sheet
.56
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afety

ire

ai a e

◪

ea th an

In case of amages to cause to rente a artments
・Persona ia i ity Insurance for tu ents ( ecia
c ause for ersons i ing a one. O tiona )
For students living alone, this insurance covers the
tenant s liability and the costs of damage to household
property resulting from accidental fires or burglary.
Apply at the Kyoto niversity Co-op.

of insurance company and insurance policy number.
・ Make a note of the name, address, and phone
number of the witness if there is any.
Kyoto Traffic Accidents Consulting Office
(in Japanese language only)
TEL: 075-414-4274
www.pref.kyoto.jp kotsujikosodan

Useful Links for Disaster Prevention
情報
. a.go. p/ a/ en / en ash.ht
報
ルの
について
. a.go. p/ a/ isho / no /to
ets eiho/ inso .ht
.cit .

所

場所
oto. g. p/g o ai/page/0000109137.ht

.cit . i.

isaster Pre are ness an ook
Kyoto Prefectura Internationa enter
www.kpic.or.jp english information disasterhandbook.html

oo .ht

型情報
.

it.go. p/ an ocho/ne s03 000136.ht
情報

事

. ci .or. p/ e / p/e ai ne s etter/
に
すれ 、
情報
に
、
、
されます。

. o sai-

.

he ush ena e information a erts a
afety
ti s for foreign tourists
a an ourism gency
www.mlit.go.jp kankocho en page03 000002.html

u ti ingua sefu Information
Kyoto ity Internationa oun ation
www.kcif.or.jp web en emailnewsletter
egister to recei e usefu information (inc u ing isaster
つ情報が information) for foreign nationa s resi ing in a an.
Information i
e sent as e mai ne s etters in
a anese ng ish an
hinese

情報
oto-cit . p/ o sai/in e .ht

生 の
学 務部 務
oto- . p/ 83p

Kyoto ity e
acuation sites ma
www.city.kyoto.lg.jp gyo ai page 0000109137.html
a ar
a in
i ity Kyoto
www.city.uji.kyoto.jp en living living 19 index.html

oto. p/soshi i/25/5123.ht

. pic.or. p/saigai/ isasterhan

a an eteoro ogica gency
eather
imate
arth uake Information
www.jma.go.jp jma en menu.html
mergency ar y arning
ai s
www.jma.go.jp jma indexe.html

ル

Kyoto risis anagement Information enter
www.bousai-kyoto-city.jp bousai sub chiebukuro des info foreign english.html
arth uake afety
enera
ffairs
e artment Kyoto
u.kyoto-u.jp 8x7b5

anua
i ision
ni ersity

enera

ffairs

日常生活に関する便利な情報
」京都市
交
Easy Living in Kyoto Kyoto City nternational Foundation
◪「京都市
www.kcif.or.jp en
」
ス
京都
Study Kyoto by nternational Student Study Kyoto etwork
◪「
www.studykyoto.jp en
日
Japan Student Services Organi ation)
◪
www.jasso.go.jp index.html
手 」
交
nternational Student Life Handbook by Kyoritsu nternational Foundation
◪「
www.kif-org.com activity publication.html
Kyoto refectural nternational Center
◪ 京都
www.kpic.or.jp
「
」Multi-lingual Living Guide by Council of Local Authorities for nternational Relations (CLA R)
◪
www.clair.or.jp tagengo index.html
www.kif-org.com activity publication.html
入
庁
合
mmigration Service Agency nformation Center
www.immi-moj.go.jp english info index.html
eb Japan
web-japan.org index.html
【T ・Radio・ nternet】
HK orld
www3.nhk.or.jp nhkworld
【Radio】FM Cocolo (76.5MH )
cocolo.jp
日
ス Foreign Missions in Japan
www.mofa.go.jp mofaj link emblist index.htm (JA)
www.mofa.go.jp about emb cons protocol index.html (E )

◪
◪
◪
◪
◪
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京都大学における情報セキュリティについて
本学の情報ネ ト ークの利用にあたっては、
ルを って
に利用してください。

ずルー

Always follow the rules and use the information network at
Kyoto niversity in an appropriate manner.

行な
・情報セキュリティ e- earning を受講する と。
・アカウント（ ）・パス ードを
に管理する と。
・ C 等の
やウイルス対
フト、ア リ ーシ ン
な のセキュリティア
ートは、 表後 やかにイ
ンストールする と。
・ウイルス対
フトを、
者との 約に
いて利用
する と。
・本学およ 所属学部・研究科等により定められた
お
よ 利用する情報システムごとに定められた
を
する と。

O
・Complete the nformation Security e-Learning course.
・Keep your account
and password safe.
・ nstall security updates for your C s OS, anti-malware
software, and applications as soon as they become available.
・ se antivirus software under proper license contract.
・Follow the rules prescribed by Kyoto niversity and
your faculty graduate school, as well as the rules set
for individual information systems.

事
・ 別、名
、
、 ラスメントにあたる情報、
ライバシーを
する情報、
義務に
する情報、
作 等の 産 を
する情報、その他法 に
く
の対象となる情報、
等の民事
を 生さ
る情報の
を行なってはならない。
・ フトウ アの不 使用、 作 等の 産 を
する
行 、その他法 に
く
の対象となる行 を行っ
てはならない。
の
P2P
イ
・学 内ネ ト ークにおいてフ イル共有機 を有する
2 フ イル交
フトの利用は原則として禁止され
ています。
・ 作 のある情報を許可なく
する とは、 作 法
です。
・ 法
されている
・
な を 法と りながら
ダウンロードする行 は 法です。
 n ei（
）
、BitTorrent、 inn な インターネ トを通 て
フ イルを不 定 数で共有する とを 的とした フトウ ア。

 R

・
i-s-o ce ii c. oto- .ac. p
.ii c. oto- .ac. p/ a/ser ices/is o/
学生生活を送るうえでの諸注意

請
事件
してい
金 をだまし取る 空
事 が
しています。
に えのない
書（
利用した とのない有料サイ
ト利用料
書な ）が届いたら、 の とに注意してく
ださい。
・ に えのない
は
し、
のはがきやメールは
保管しておく。
・ 定された連絡先には 対に連絡しない。
・ 空
が メールで届く場合は、
メールの受
設定をする。
・一人で 断 ずに警 や家族、
の人に相談する。
難・
に
本学では、体育館、部室、 ラウンド、講義室、研究室
な 、
な場所で
・置き引きが 生しています。大
学は、学生や教職 だけでなく、外部の人も 数出入りし
ています。 重品等は常に に け、わずかな時間であっ
ても自分の持 物から を さないよう 分注意してくだ
さい。
自転車は防犯登録する（ .35
）とともに、
時
は ず施 しましょう。 を つかける とが 奨されて
います。

estriction on the se of P P i e haring oft are
・ sing 2 File Sharing Software in Kyoto niversity network
is prohibited.
・ istributing materials with copyrights violates copyright
laws.
・ ownloading of music and pictures knowing they are
obtained illegally is a violation of the law.
Software with the purpose of sharing les with an unknown
number of other users i.e. unlei, BitTorrent, inny, etc.
Security Management Office,
◪ nformation
lanning and nformation Management

T Services ivision,
epartment, Kyoto

niversity
E-mail: i-s-o ce iimc.kyoto-u.ac.jp
RL: www.iimc.kyoto-u.ac.jp en services ismo

ai y ife

◪京都
- ai

O O
・The university prohibits the transmission of information
that is discriminatory, defamatory, insulting or harassing,
infringes on the privacy of any individual, is a breach of
confidentiality, infringes on copyrights or other property
rights, is punishable by law and or may otherwise incur civil
liability.
・ o not engage in acts, such as the unauthori ed use of
software, that infringe property rights, copyrights or other
laws. o not engage in any acts that are liable for
punishment under law.

Important Notes on Campus Life
Be are Bi ing cams
False billing scams are becoming increasingly common. f you
receive an invoice charging you for services that you have
never used (e.g. charges for paid websites that you are not
familiar with), please respond as follows:
・ gnore re uests for unrecogni ed charges, however, be sure
to retain the billing postcards, e-mails, or documents that
you received.
・ ever contact the sender.
・ f you received the billing re uest via e-mail, set the sender s
address as spam mail to stop receiving their messages.
・ o not make a judgment on the re uest s validity by
yourself, seek advice from the police, your family,
ac uaintances at the university, etc.
atch Out for heft
There have been cases of theft (including the theft of
unattended bags and other items) at various locations on
Kyoto niversity s campuses, including the gymnasium, club
rooms, athletic grounds, lecture rooms, and laboratories.
The university s campuses are open to the general public,
and not everyone on campus is a student or a member of
the university s faculty or staff. Make sure that you always
keep your valuable items on your person, and to never
leave your belongings unattended, even momentarily.
Be sure to register your bicycle (ref .36) and lock it
when parking for any length of time (it is highly
recommended to use two locks).
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普通銀行・ゆうちょ銀行口座の開設
通 行や う ょ 行で 通預金口座を開設すると、預金、送金、公共料金の自動 込、クレジ トカード 金の
支 い等ができます。 う ょ 行は 便局の中にあります。預金口座開設の手続は、
者の
確認作業等のために
時間を要する場合があります。来日した かりの外国人居住者は、入国後一定期間内は一部のサービスが利用できない場
合もあります。また、奨学金によっては送金先の 行口座が 定されている とがあります。その場合、奨学金受給者は
奨学金支給団体の 定する 行口座を開設する 要があります。 え 、日本政府（文部科学省）奨学金は受給者の「
う ょ 行」口座へ月ごとに り込まれます。
通 行口 の開
行口 の開
（ 日 9：00-15：00）
（ 日 9：00-16：00 京都
18 時
）
一般的な 要書 （ 行により なる）
①旅 （パスポート）
①
に住所が記載された在留カード
②在留カードまたは国民健康保険証
②印 （または 名）
③印 （ 行によっては 名のみでよい）
③学生証
④入金用の現金
④入金用の現金
原則として、居住地もしくはキャンパス
の う ょ
行にて開設しましょう。
電気・ガス・水道

ごみの収集・リサイクル

れらの公共サービスは、家 が管理している とがあ
るので、まず家 もしくは
不動産業者に問い合 てか
ら手続きを始めてください。
公共サービスの使用料（公共料金）の支 いは、 行・
う ょ 行（ 便局）
・コンビ
ンスストアでできます。
また、口座
で自動 いする方法や、クレジ トカード
で支 う方法もあります。

ごみの収集日、分別の方法は地域により なります。
しくは居住地区の市（区）役所・支所、または家 や
所の人に いて、ルールに ってください。
京都市では、
「家 ごみ（生ごみ ・
等）
」と「資
ごみ（ ・
・
ト トル・ ラスチ ク
）」
はそれ れ 定のごみ に入れて出さなけれ なりま
。 定のごみ は、市内のスーパーやコンビ
ンスス
トアで 入してください。また、家 ・ と 等は「大
ごみ」
（有料）として下記の京都市大 ごみ受 センター
に電話で収集を 込みます。
ごみの出し方や分別方法については、下記 e サイトを
してください。

・日本で使われる電気の
数は 2 種 あり、京都があ
る 日本では、100 /60 です。
数に した電
化 品を使いましょう。
・下記ウ ブサイトより使用開始手続きをしてください。
・使用料は 1 月に一度支 います。
電 （ ） http:// epco. p/ser ice

◪

・イ ンターネ ト、電話により し込み、
らいます。ガスの開 には、入居者が立
あります。
・使用料は 1 月に一度支 います。
阪 ス（ ）
0120-8-94817（京都事務所）
06-6586-1252（ 外から）
.osa agas.co. p/in e .ht

に来ても
会う 要が

◪

・日本の水道水はそのまま む とができます。
・使用料は 2 月に一度支 います。
開 ・
続 （京都 ）
水道の使用開始カードが部 の 関もしくはポストな
に置いてあります。 のカードに書かれたお
番号が、
開 ・閉 手続きに 要です。開 の し込み方法は、イ
ンターネ ト、電話、来所が可 です。3
て以 の民
間マンシ ンについては、各部 の使用者からの 込手続
きが要らない場合があります。事前に管理組合、不動産業
者等に 下水道局への し込みが 要か うか確認してく
ださい。
京都市 下

075-672-7770（お さま窓口サービスコーナー）

.cit . oto. g. p/s i o/
開 ・
続 （
）
宇治市役所に
金（ 本料金の 4 月分）を持 し
開 の手続きをしてください。退去時の閉 も宇治市役所
に届出が 要です。
市 所2階
下
0774-22-3141（ 表）
.cit . i. oto. p

◪

◪
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京都

・分
ル 合
◪京都市
oto- ogo i.net/citi ens/ho to/
分 方・
方」
◪「 oto- ogo i.net/ p-content/
p oa s/2015/08/gg.p
受付
◪
075-330-6100



◪
◪


0120-100-530（通話料 料）

0570-000-247（携帯電話から）

分 方・
方
.cit . i. oto. p/site/go i/
0774-22-3141
.cit . i. oto. p/site/go i/5249.ht

家
の
テレビ、
） 、
機、
機、 アコ
ンの 分については、以下の e サイトを
してくだ
さい。
電
電
ル

0120-319640

.r c.aeha.or. p/in e .ht

◪

イク
京都市内には、
なリサイクルシ
やリサイクル
制度があります。また、京都市国際交流会館内に設置のメ
セージコーナーを利用する ともできます。

◪（「メ



）京都市
交
セージ ード」
（日・
. ci .or. p/
/

・中・韓・ス

イン語）

By opening an account at a bank or a Japan ost Bank ucho Bank , students will be able to deposit and transfer
money, arrange automatic withdrawal for public utilities and credit card payments, etc. lease note that, in some
instances, it can take up to several weeks to open a savings account as the applicant s identity must be confirmed.
For newly arrived foreign nationals, certain account services may be unavailable for the first several
months. n addition, some scholarship recipients may be re uired to open an account at a particular bank as
some scholarship foundations designate the banks to which they will send scholarship payments. For example,
ME T Scholarship payments are deposited monthly into the recipients Japan ost Bank ucho Bank accounts

o O en a Bank ccount
(Mon-Fri, 9:00-15:00 except holidays)
enera y e uire Items may vary by bank
assport
Residence Card or ational Health nsurance Card
ersonal seal ncan・Stamp
Some banks accept signature as a substitute for
inkan .
Cash for deposit

o O en a Post Bank ccount
(Mon-Fri, 9:00-16:00 except holidays, till 18:00 at Kyoto branch)
e uire Items
Residence Card that shows your current address in Japan
ersonal seal ncan・Stamp or signature
Student
Card
Cash for deposit
Open an account at the ost Bank in the city
where you live or near the campus in principal.

First, check with the landlord or the real-estate agent
as to what utility electricity, gas, water, etc. fees are
included in the rent.
tility fees can be paid at a bank, post office, or
convenience store. Arrangements can also be made to
have them withdrawn directly from a bank account or
paid by credit card.

Collection days and the rules for separation of trash
by type will vary depending on the area in which you
live. For detailed information, please ask your landlord,
neighbors or the City
ard Office, and follow the rules
when disposing of trash.
Kyoto city re uires that household refuse
garbage paper items and recyclable garbage
aluminum cans glass bottles ET bottles plastic
items put out for collection be placed in specially
designated bags. These bags can be purchased at
convenience stores and supermarkets in Kyoto City. To
dispose of large items such as furniture or bedding for
a fee , please contact the Kyoto City Large Garbage
Collection Center below.
Rules for putting out and separating garbage in
Kyoto City and ji City are detailed in the following
websites.

ectricity
・ n Japan, there are two different electric
fre uencies. n Kyoto, the fre uency is 100 60H .
Be sure to use electrical appliances matching this
fre uency.
・ To connect your electrical supply, visit the
company s website mentioned below.
・ The utility fee is calculated each month.
Kansai Electric ower Co., nc.
www.kepco.co.jp english home denki 07.html

◪

◪

ater
・ Tap water is safe for drinking.
・ The utility fee is calculated every two months.
O ening
osing the ater a e (Kyoto ity)
A water service card should be found hanging on the
front door or post box of a newly rented residences.
The customer number on the card will be re uired
when contacting the
aterworks Bureau to connect
to the water supply. ou can apply for connection via
the internet, by phone, or in person at the aterworks
Bureau. n private apartment buildings over three
stories high, it may not be necessary for each resident
to apply individually. Contact the apartment s
management company or the real estate agency to
confirm whether or not you need to apply.
aterworks Bureau, Kyoto City
TEL: 075-672-7770 Customer Service Center
www2.city.kyoto.lg.jp suido engtop.htm
O ening
osing the ater a e ( i ity)
ay the initial fee four months of the basic charge
and apply to have your water valve opened at the ji
city hall. The ji city hall must also be notified before
moving out, to close your water valve.
aterworks Bureau, second floor of the ji City Hall
TEL: 0774-22-3141
www.city.uji.kyoto.jp Japanese only

◪

◪

Kyoto ity
ays to separate and dispose of garbage and recyclables
kyoto-kogomi.net wp-content uploads 2016 04 gg-eng.pdf
How to Reduce aste, Recycle and ispose of Garbage in Kyoto City
www.jeeeco.org projectE booklets.html
Kyoto City Large Garbage Collection Center
Ogata Gomi ketsuke Center
TEL: 075-330-6100
0120-000-530 toll free
0570-000-247 by cell phone

◪
◪
◪

i

ity

ji City Hall
◪ TEL:
0774-22-3141 www.city.uji.kyoto.jp site gomi

◪

(in Japanese only)
ji City Hall Large-Garbage Collection

TEL: 0774-22-3141
is osa of home a
iances
lease refer to the following websites for disposal of
T s, air-conditioners, washing macchines, cloths driers,
and refrigerators.
Association for Electric Home Appliances
TEL: 0120-319640
www.rkc.aeha.or.jp index.html
(in Japanese only)

◪

ecyc e
Kyoto City has various recycle shops and recycle
systems.The Message Corner inside the lobby of the
Kyoto nternational Community House is also available
for posting and viewing items for sale and other
notices.
City nternational Foundation
◪ Kyoto
nternet Message Board

www.kcif.or.jp mb eng
(Japanese English Chinese Korean Spanish)
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as
・ To connect your gas supply, make an appointment
for service representative to visit your home and
open the gas valve.
ou can re uest the
appointment either via the internet or by telephone.
ote: Someone must be home at the appointed
time.
・ The utility fee is calculated each month.
Osaka Gas Co., Ltd.
TEL: 0120-894-817 Kyoto Branch
TEL: 81-6-6586-1252 from overseas
www.osakagas.co.jp en index.html

ルールに

携帯電話
携帯電話は、 の携帯電話
で し込みます。 要
書 は
により なるため、携帯電話を 入する で確
認してください。在留カード、旅 （パスポート）、
学生証、
国民健康保険証、預金通 、キャ シュカード、クレジ
トカードな が 要な とが いようです。 リ イド
なら、インターネ ト、コンビ
ンスストア、家
電
、空港な で 入でき、す 使う とができます。
の
T
（日・ ・ ・ ・
・
ル
）
gtn- o i e.co /

◪

インターネット
インターネ トへの 続方法は、使用
によって な
ります。住居で利用できる ロバイダーを不動産業者や大
家さ に確認しましょう。なお、京都大学では ,
中の
大学等教育研究機関の間での
A  ローミン
相
利用 環境を
するサービス e roa に
して
います。学外 e roa 
機関所属の方は、各所属機
関において取得した e roa  アカウントを確認・設定
した で利用してください。
京都大学情報環境機構 e roa
 . oto- . p/ 26 p

◪

家族や日常生活のための情報
た
留学中に
が生まれた場合は ず病院で出生証 書を
もらい、市（区）役所、自国の大使館に問い合 て、それ
れ、住民登録と 保険者の 記、旅 （パスポート）
、
在留資格の取得な の手続きをしてください。なお、国民
健康保険 入者は、居住地区の役所に
すると、「出産
育 一時金」が支給されます。国民健康保険以外の健康保
険に 入している場合は、 入している保険に出産一時金
を
します。その他、
のいる家 への
な助成制
度があります。
しい情報は、下記の京都大学国際交流サービスオフィ
スのサイトに 載されていますので、 にしてください。
京都
交
ス
ス
 iso.oc. oto- .ac. p/ i e/ or a i / a

◪

ック（
）
国際教育交流課、留学生ラウンジ「きずな」およ
交流サービスオフィスにあります。

国際

自転車について
のため、自転車に る際は以下の 則を ず るよ
うにしてください。
の
・原則として、車道の
を 行します。
・「自転車 道通行可」の
がある所は、 道を 行で
きます。 度を とし、 行者を 先して車道寄りを
行します。
・交
で自動車と同 ように
しない。「自転車 断
帯」がある場合はそ を通行する。
・ に人通りの い所では、自転車を して通る。
・
運転、 人 り、
は禁止。
・ 間は ず自転車 を ける。
・携帯電話やイ
ンまたは
ド ンを使用しながら
運転してはいけま
。
・自転車をとめるときは ず をかける。
・
は ルメ ト 用が義務 けられています。
・ をさして運転をしてはいけま
。
・ 号機の 号に う。
・一時 止す き とを す
等がある場合は、一時
止する。
・急な
変更をしてはいけま
。
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すると

則を受ける場合があります。

則（京都府警 ）
◪自転車ルールと
.pre . oto. p/ ei/ ot / o i t/ itensha/in e .ht
自

車保険
年、自転車による事 が交通事 の約 2 割を め、
運転者が ガを うだけでなく、
者となる
事 が
しています。 うした事 では、 額の
を
められる場合があります。
京都府では自転車利用者は、自転車保険への 入が義務
けられています。また、 成年者が自転車に る場合も、
保 者が 成年者の分も保険に 入するようにしてくださ
い。自転車保険は、
自転車に っている時に事 を
し、
他人に ガや
さ た場合の
や自 が ガをし
た場合の治療費を補 するものです。すでに 入されてい
る
保険（ 災保険、自動車保険な ）があれ 、その
保険の補 内 を確認してください。もし、 人
補 が含まれていない場合は、自転車による対人・対物事
に対 した 人
保険
（補 額 高 1 事 1
）
に 入してください。
なお、京都大学に在籍している留学生は京都大学生活共
同組合の学生
保険に 入していれ 、自転車保険
に別
入する 要はありま
（ .29「各種保険につ
いて」を
）
。
自 車の 入
新品を自転車 等で 入する他に、リサイクルシ
等で中 品を 入する とも可 です。市内には中 自転
車を 門に
する
が各所にあります。
なお、 国の際には、大 ごみとして 分するか（ .33
）
、
リサイクルに出すな して、 置しないでください。
防
自転車 入時に、その で防犯登録をする とが義務
けられています。登録には、健康保険証な の名前と住所
が確認できる 分証 書と 600 が 要です。登録の有
期限は 10 年です。 入時に
からもらう登録カー
ドの えは ず保管しておきます。他人から自転車を り
受けるときは、前の所有者の防犯登録カードや自転車の保
証書も一 にもらい、自転車 で登録カードを自分名義に
書き えてもらいます。もし
にあったら、防犯登録カ
ードの えを持って くの交番に届け出ます。
自 車を く
の
自転車を道 な に置くと、 くの人の
になります。
場な
められた場所に置きましょう。
京都市では
によって、 の前な 自転車 置禁止区
域に置かれた自転車を 去（他の場所に 動）しています。
自 車
さ た
止めている自転車がない場合は、まず くの
や
を ます。 去の場合、 去と保管場所を ら るシール
が ってあるので、そ に取りに行きます。 去された自
転車は、4 間、市内の保管場所に置かれます。その間に
取りに行かなけれ
分されます。
保管場所の検
oto- ic c e.co /re o a（日本語のみ）

◪

自 車の受 に 要なアイ
①自転車の
②在留カード等、名前と住所が確認できるもの
③ 去・保管料 2,300
防犯登録カードの えを
すると自転車の 定に役立
ます。
京都

内の

◪京都市

自

車に いての い合
車
（日
075-222-3565

）

Cell phones can be purchased in cell phone shops
throughout the city. The documents re uired vary from
company to company, but the most fre uently re uested
items are a Residence Card, passport, Student ,
ational Health nsurance Card, and an account
book, ATM card, or credit card. repaid S M cards can
be purchased on the internet, from convenience
stores, appliance stores, and at airports. Once
purchased cards may be used immediately.
The company below provides a special service for
foreign customers who are planning to use a mobile
telephone for more than seven months.
GT Mobile( in ja, en, h, ko, vo, ne)
gtn-mobile.com en

◪

The types of internet services available at a property
vary depending on the type connection facilities
available. lease consult with the real estate agency or
house owner about which internet service providers are
available. Kyoto niversity uses the Eduroam service
which provides a wireless LA roaming service across
multiple universities and academic institutions. ersons
visiting Kyoto niversity from another institution that
uses Eduroam are re uested to complete the necessary
log-in procedures at their faculty department of
affiliation in order to use the service.
Kyoto niversity Eduroam nformation and sage
u.kyoto-u.jp 5ewfd

◪

◪

lease be sure to follow the rules below for safe cycling.
u es
・ n general, bicycles are ridden on the left side of the road. t
is permissible to ride on sidewalks if there is a sign indicating
that bicycles are allowed
.
・ Bicycles are not allowed to turn right at intersections
like cars. se the bicycle crossing if there is one nearby.
・ n crowded areas, dismount the bicycle and walk with it.
・ Riding while under the influence of alcohol or carrying
passengers, as well as riding abreast of other bicycles
are prohibited by law.
・ se a light when cycling at night.
・ o not use a cell-phone smartphone or wear a
headset headphone while riding a bicycle.
・ Lock your bicycle when parking for any length of time.
・ Children are re uired to wear helmets.
・ o not use an umbrella while riding a bicycle.
・ Abide by the traffic lights.
・ Abide by the signs indicating a temporary stop.
・ o not make an abrupt change of direction.

◪

◪

◪
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hen a hi is Born
Following the birth of a child, the parents must obtain
a Birth Certificate issued by the hospital, and go to the
City
ard Office for Resident Registration and
ational Health nsurance, to the appropriate
diplomatic mission in Japan for a passport, and to the
mmigration Bureau for Status of Residence. One-Time
Financial Assistance for Childbirth will be granted to
ational Health nsurance subscribers on application
to the City
ard Office. Those who join other health
insurance programs in Japan will also receive a lump
sum birth allowance on re uest to the relevant
insurance providers. There are also additional subsidies
for households with children.
lease refer to the following website for details.
Kyoto niversity nternational Service Office
kuiso.oc.kyoto-u.ac.jp life for family en
an ook for
ectant Parents
ublished by former nternational Center of Kyoto
niversity. Available at the nternational Education and
Student Mobility ivision, Student Lounge K - A
and nternational Service Office.

Failing to abide by the rules may result in being fined
or penali ed.
Bicycle Rules
enalties (Kyoto ref. olice
Head uarters)
ww.pref.kyoto.jp fukei kotu koki k t jitensha index.html
Bicyc e Insurance
n recent years, accidents caused by bicycles have
accounted for about 20 of traffic accidents. n such an
accident, bicycle users not only suffer injury but also
become perpetrators resulting in deaths and injuries of
victims. Also, they may be asked to pay a large amount
of compensation. Everyone who uses a bicycle in
commuting or going to school in a daily life must
understand the bicycle s danger and traffic rules well and
prepare for safe driving and respond to the accident.
Kyoto refecture urges all bicycle users to enroll in
commercial insurance or mutual aid insurance to pay any
necessary damages compensation in preparation for an
accident.
hen your children ride on a bicycle, it is
necessary for parents to have your children enrolled in
the insurance. Bicycle insurance compensates for
damages in case of injury or death to others while riding
a bicycle or compensation for medical expenses incurred
in case of injury. f there is any damage insurance already
enrolled, please check the compensation contents of
that insurance. f personal compensation liability
compensation is not included, please consider the
personal compensation liability which covers
100,000,000 yen for one accident at maximum.
For Kyoto niversity international students, if you
have enrolled in the Kyoto niversity Co-op s personal
liability insurance (ref. 30), you do not need to enroll
in the extra bicycle insurance.
Buying a Bicyc e
nstead of buying a new bicycle, there is also the
option of buying a used one from one of Kyoto s
numerous recycle shops.
o not abandon your bicycle when leaving Japan. Be
sure to make the necessary arrangements to have it
collected as oversi ed garage (ref. 30), or recycle it by
taking it to one of the recycle shops.
rime Pre ention egistration
Bicycle registration
is re uired by law.
hen purchasing a bicycle, bring identification and proof
of address. The cost of registration is 600 yen.
Registration is valid for ten years. lease make sure to
keep the receipt given by the shop. f purchasing a bicycle
registered in someone else s name, be sure to obtain the
registration certificate and the warranty certificate from
the former owner, and change the registered name. f the
bicycle is stolen, report to the police with the bicycle
registration receipt.
Points to Be
are of hen Parking Bicyc es
Bicycles parked unlawfully on side walks cause great
inconvenience to pedestrians and drivers alike. Be sure
to park only in the designated areas.
Bicycles parked in bicycle-prohibited- ones such as
in front of stations, etc., will be removed in accordance
with Kyoto City regulations.
o ec aim emo e Bicyc e
hen a bicycle is missing, before assuming it was
stolen, check the nearby notice or bulletin board. There
may be a sticker indicating that the bicycle has been
removed and instructions showing where to reclaim it.
Removed bicycles are kept at the bicycle pound for
four weeks. f unclaimed within this period, they will be
disposed of.
Bicycle pound search: kyoto-bicycle.com removal
(in Japanese only)
e uire items for recei ing your icyc e
The key to the bicycle lock
dentification with the owner s name and address
e.g. Residence Card
2,300yen handling fee
f you have your bicycle registration receipt with you,
it will help to identify your bicycle.
or urther Information on emo e Bicyc es
Kyoto City Construction Bureau in Japanese only
Bicycle olicy Section
TEL: 075-222-3565

住まいの退去手続

市役所・区役所での手続

国する なくとも か月ないしは か月以 前に、家
もしくは不動産業者に退去 定日を通 してください。
前に し出ると の月の家 を
されます。
部 をきれいに 除し、住み始めたときと同
にし
ておかないと、 金から 理 な が し引かれます。部
の
が
に けれ 、
される とがあります。
家 や
、自転車な の大
ミの 分が 要な場合は、
居住地区の市（区）役所・支所に問い合 るな 、自治体
の 則に ってください。
なお、テレビ、 アコン、
、
機、パ コ
ンは法 により自治体で 収できないので、 入した電
、電
収協
、または各メーカーに 収を
して
ください。いずれも 収手数料がかかります（ .33
）
。

日本での留学を終えて日本を出国する場合、出国日が
まったら、居住地区の市（区）役所・支所へ行って、以下
の手続きをする 要があります。

公共料金の精算
電気・ガス・水道・電話料金等の公共料金は退去日の数
日前に、料金
書に書かれた 業所やサービスセンター
に連絡し、
に って料金の精算や使用 止の手続きを
してください。
普通銀行・ゆうちょ銀行口座の解約
通 行・
ください。
合 、
を 約

う
く

ょ
金を
金

行窓口に、解約手続きを
り
を
。

要
①在留カードや旅 （パスポート）等の
②口座を開設した際に使用した印
③通
窓口の
通 行
う ょ

分証

し出て

書

時間
日9:00− 15:00
行
日9:00− 16:00
（京都 （京都 前）は 18:00まで）
外務省による公印確認・アポスティーユ

公印確認・アポスティーユは、日本で 行された公文書
を、外国でも公的な文書として認めてもらうための外務省
による証 です。外国の 出機関あるいは 日大使館・
（総）
事館が めている場合のみ
ができます。留学期間を
終えて 国する際に、京都大学の学位証 書、学位記、成
証 書、健康診断書等にアポスティーユ証 等を
す
る留学生がいますが、手続きには時間がかかります。 事
前に 出先機関や日本に 在する自国の大使館（ 事館）
で手続きについて確認してください。なお、学位記や学位
授与証 書、卒業証 書の交 は卒業式や学位授与式後で
す。
外務省
. o a.go. p/ o a /to o/to o e/sho ei/in e .ht


◪

京都大学同窓会
在学中から同窓会に 入できます。学生生活の 問や卒
業後の
相談な について、 国の先 留学生に相談で
きます。 国後も 国での交流活動や大学と がる機会が
あるので
してください。
は、以下の e サ
イトをご覧ください。入会
の方は、各同窓会連絡先に
お問い合わ ください。
hp.a
ni. oto- .ac. p/a o t/

◪

要
①パスポート
②在留カード
③国民健康保険証
④国民年金手 （国民年金

入者のみ）

の
に「転出届」を住民登録
い。国民健康保険や国民年金の
続きが 要です。

窓口へ 出してくださ
退手続きより前に の手

保険 の
保険料は、月 いで 算されているので、日本での留学
期間を終えて 国する場合、保険料の 不 を精算する
要があります。国民健康保険
窓口で保険料を精算して
ください。保険証の有 期限が出国日までに
されるの
で、出国日まで使えます。
イ
の
外へ転出する際に
します。再度日本へ転入すると
きには同 番号の新しい通 カードが送 されます。
の
（ 入者の ）
国民年金
窓口へ 退を し出てください。なお、年
金保険料を 6 月以
めていた等の
を たす場合
には、 退一時金を
する とにより、支 った年金保
険料の一部が 金されます。
については、以下のウ
ブサイト、または居住地区の役所の国民年金
窓口へ問
い合 てください。
日
金
「
時金」
.nen in.go. p/ser ice/
/sonota/ attai-ichi i/20150406.ht


◪

在留資格に関する手続
在留資格「留学」を有する留学生が大学を休学または
（卒業・
、退学な ）すると、在留期限が ってい
たとしても、「留学」の在留資格のままで日本に 在する
とはできま
。 やかに日本を出国するか、または引
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、在留資格取り消しの対象となります。
動機関に関
大学を
した日より 14 日以内に、出入国在留管理局
へ「活動機関に関する届出」
（
）を 出してください。
入国管理局窓口、 送、またはインターネ トを利用して
届出を行なう とができます。ただし、現在所属する大学
や研究機関での活動終 後す に 国する場合は、空港の
出国 査時に在留カードを
すれ 、 の手続きは不要
です。
要
（
書 が 要な場合があります）
①在留カード（ 送の場合は在留カードの し）
②届出書
日本を
場合の
に
在
の
留学期間を終えて日本を去る留学生は、出入国港（関
国際空港等）の入国 査 から、在留カードの
を め
られますので、 ってください。
続 日本に 在
場合の在
の
定められた期間内に、
に
た各種手続きを行って
ください。
・日本国内の他大学へ入学する
.11
・日本で就職する場合、または就職活動を行なう
.23
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Before moving out of a rented house apartment, give
the landlord or the real estate company at least two or
one month s notice in advance. f the notice is given at
the last minute, the next month s rent will be charged.
Clean the room thoroughly and return it to its
original condition, otherwise repair fees will be
deducted from the deposit (
). f the room is in
an unusual severe condition, additional expenses may
be re uired. Contact the City
ard Office to arrange
for the disposal of large-scale garbage such as
household furniture, futons, bicycle etc. (ref .34).
According to law, air-conditioners, T s, washing
machines, refrigerators, and computers cannot be
disposed of as large-scale garbage. Contact the shop
where the appliance was purchased, electronic stores,
or the manufacturer to arrange for disposal. n all
cases, a disposal fee will be charged (ref .34).

o not forget to settle electricity, gas, water,
telephone and other utility bills by contacting the
respective companies several days before moving out.

Close bank or postal savings accounts at respective service
counters after making sure all debts are paid (especially
those who have arranged for the automatic deduction of
utility bills from their bank postal saving accounts).
e uire Items
Residence Card and or assport
ersonal seal (
)・Stamp (if used when opening
the account)
assbook
O en ours
Bank: Mon. - Fri., 9:00 - 15:00 (Except Holidays)
Japan ost ( ucho) Bank: Mon. - Fri., 9:00 - 16:00
(except Holidays)
(Kyoto branch (north of Kyoto station) opens to18:00.

◪

Students with a valid Student residence status who graduate,
or withdraw from the university are not allowed to stay in
Japan under the Student residence status regardless of their
visa expiration date. They must return to their home countries,
or change their residence status if they intend to remain in
Japan. Failing to abide by the law may result in a revocation
of residence status.

◪

eturning esi ence ar at Port of e arture
hen leaving Japan after completing your program,
return your Residence Card to the customs officer at
the port of departure, e.g. Kansai nternational Airport.

ou can join the association while you are at Kyoto
niversity. There are opportunities to talk about many
kinds of topics you may have like campus life or career
counseling with senior international students from your
home country. lease join and keep good relations with
alumni members
Kyoto niversity for your future
activities after graduation.
How to join the List of regional alumni associations
are available from
u.kyoto-u.jp bd-ry

hen emaining in a an
Students who intend to remain in Japan after completing
their program must follow the appropriate procedures to
maintain a valid residence status, and submit all re uired
documents within the appropriate time periods.
Further information for:
・ Students who will leave Kyoto niversity to enroll at
another university
.12
・ Students who will be employed or seek employment
in Japan
.24

◪
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ith ra ing from the ni ersity

hen ra uating or ith ra ing from the ni ersity
Students who graduate or withdraw from the university must
notify the mmigration Bureau of their graduation withdrawal
within fourteen days by submitting the form, otification of
the Accepting Organi ation (Left). Be sure to submit the
necessary documents (listed below) to the mmigration
Bureau. The documents may be submitted in person, sent by
post, or submitted online. f you leave Japan soon after your
activities at the current university or organi ation are
completed, and relin uish your residence card at the port of
departure, the notification described above is not re uired.
e uire items (additional documents may be re uired)
Residence Card (or copy, if submitting by post.)
Form: otification of the Accepting Organi ation (Left)

10
ra uating or

An authentication and an apostille are both certifications
from the Japanese Ministry of Foreign Affairs, used to
certify the authenticity of documents issued in Japan so
that their validity can be recogni ed in other countries.
An authentication or an apostille can be applied only
when it is re uired by the relevant foreign agency or
Embassy Consulate (-General) in Japan. Some students
may wish to get such certifications on Kyoto niversity
certificates such as diplomas, transcripts, and health
certificates when leaving Japan, however, please note
that it takes some time to obtain the certification. Those
re uiring certification should confirm in advance what
type of certification is necessary with the institution to
which the documents will be submitted or with your
national embassy in Japan. lease be aware that the
procedures cannot begin until the actual documents (e.g.
diplomas, certificates of degree conferred, or graduation
certificates) have been issued after the commencement
ceremony.
Ministry of Foreign Affairs of Japan
www.mofa.go.jp ca cs page22e 000416.html

nternational students leaving Japan after completing
their study programs must complete the following
procedures at the appropriate sections of their City
ard Office once their departure date has been decided.
e uire Items
assport
Residence Card
ational Health nsurance Card
ational ension Handbook (if enrolled in the
ational ension Scheme)
otification of o ing Out
First of all, a otification of Moving-Out must be submitted to
the resident registration counter. This procedure should be
completed before you apply for a cost-adjustment of the H
and withdrawal from the ational ension System (see below).
ost
ustment of ationa ea th Insurance
The payment of the ational Health nsurance ( H )
premium is divided into ten installments per year.
nternational students leaving Japan must apply for
cost adjustment of their premiums at the H section
of their City
ard Office. The H expiration date will
be modified to be valid until the time of departure.
eturn y um er ar or y um er otification ar
ou must return your My umber Card or otification Card
before leaving Japan. f you return to Japan to reside in the future,
a new notification card with the same number will be issued.
ith ra a from
ationa Pension ystem (if
enro e in the ationa Pension cheme)
The cancellation procedures must be done at the ational
ension System ( S) section of the City ard Office. Those who
satisfy the conditions (e.g. having paid the pension premiums over
six months) can file for a partial reimbursement of their premiums.
For further details, please refer to the Japanese ension Service
website or visit the S section of your municipal office.
Japan ension Service Lump-Sum ithdrawal ayments
www.nenkin.go.jp international english lumpsum lumpsum.html

学公認団体には、文化 サークル、体育会所属の運動部、体育 サークル、その他の団体があります（2020 年 12
月現在）
。文化 サークルは 運動（ 体育） の団体です。体育会所属の運動部は、京都大学の 表として大学対 試
合等に出場するため、
のための 習を重 する
があります。一方、体育 サークルは、スポー を通 て
人関 を
る とに重 を置く団体が いようです。 てのクラブ・サークルに 入できるとは限りま
ので、 生
課課外活動 （教育
・学生支 部 2 地図
.53 16）に連絡先等を問い合わ のうえ、
交 してください。
The following is a list of official clubs and circles at Kyoto niversity (as of ecember, 2018). on-sports
groups are listed as Cultural Circles. Those listed as Sports Clubs represent Kyoto niversity in interuniversity competitions and tend to focus on heavy training. Those listed as Sports Circles are focused on a
more casual enjoyment of sports, and developing friendships through sports activities. As some of the clubs
and circles listed below may not currently be accepting new members, please contact the club or circle
directly to in uire about joining. The contact details for clubs and circles are available from the Extracurricular
Activities Section of
elfare ivision, which is located on the second floor of the Education romotion and
Student Support epartment Bldg. (Former Main Bldg. of the etrochemistry Course. See MA : .53 16).

資料
︵

体

会所属の

動部

体

ク

（ 2

応援

（ 4

合気道部 ai i- o
アイス
ー部 icehoc e
アーチ リー部 archer
アメリカンフ ト ール部 A erican oot a
居合道部 iai- o
ウインドサーフィン部 in -s r ing
ウ イトリフティン 部 eight- i ting
カ ー部 canoeing
空手道部 arate
道部 apanesearcher
ライダー部 g i er
道部 en o
式
部 tennis
式野 部 ase a
ルフ部 go
サイクリン 部 c c ing
サ カー部 soccer
部 o ntainc i ing
自転車
部 ic c erace
自動車部 a to o i e
道部
o
式野 部 ase a
法部 shorin i enpo artia arts
水 部 s i
ing
スキー
部 s irace
スピードス ート部 spee s ating
相 部 s o rest ing

体）

︶



 tennis

スサークル so ttennis

T
T tennis
TCT tennis
た tennis

スキー同 会・ス ーパンサー s iing
会 ing a oon
持
同 会 ong istantr nning
フリークラブ as et a
. . .

バレー
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as et a

ールサークル・

4 ports Clubs

TC  o e

産合 道同 会 ai i- o
シャー  so t a
同 会 A   A  ta etennis
ンスカ シュ a inton

レ
レ



 o t oor

人間シューティン スター  h an-po ere aircra t
ブーメランサークルく oo erang
流 道部 artia arts
アイアンマンスクール（トライアスロンサークル）
 triath on
ルージュ .C soccer
京大カーリン サークル car ing
サ ーロード
りだー c c ing
AR

空手同
式野
a

Cheerleading Party

フトテ ス部 so ttennis
フトテ ス部 so ttennis
フト ール部 so t a
体 部 g nastics
部 ta etennis
部 horseri ing
バス
ト ール部 as et a
バス
ト ール部 as et a
バドミントン部 a inton
バーベル部 eighttraining
バレー ール部 o e a
バレー ール部 o e a
ンド ール部 han a
フィールド
ー部 ie hoc e
フィ ュアス ート部 ig res ating
フ ンシン 部 encing
フ トサル部 tsa
ウリン 部 o ing
ート部 oating
クシン 部 o ing
ト部 achting
ライフル
部 ri e
ラクロス部 acrosse
ラクロス部 acrosse
ラ ビー部 r g
部 trac an  ie
団 cheer ea ingpart

2 ports Circles

の会 o ntainc i ing
オリ ンテーリン クラブ orienteering
ンダーフ ー ル部 an er oge - a ing
フリークライミン クラブ reest ec i ing
式
同 会・フリーク tennis
フレームシ
ト tennis
フトテ

体）



会
同

 sc
arate

会・ウ

a i ing

ドスト

ク

ase a

文

ク （

体）

Cultural Circles

・
Music/Dance

文・社会・自
Humanity/Sociology/Natural Sci.

部交
団 s phon orchestra
部 ight sic
研究会
sicst
合 団 chor s
リークラブ g eec
アカ ラサークル・CRA C  acape a
タークラブ g itar
マンドリンオー ストラ an o inorchestra
団 rass an
リコーダー同 会 recor er/ ng ish te
. .B. . ight

sic

サークル・
いとう ight sic
サークル・ T  ight sic
民族
研究会 o  ance
研究会 ancest
アマチュアダンスクラブ a ate r ance
風会 tra itiona  apanese sica instr
アン ラ ド aco stic sic
レクトーンサークル

sic
アンサンブルリード chor s
goistic ancers street ance

ent

・
Art/Classics

物 研究会 ateria is st
コリアン学生の集い oto ni ersit  oreanst
歴史研究会 histor st
地理同 会 geograph
道研究会 rai roa st
文同 会 astrono
な科学の会 science
生物科学の会 io og
コロポ クル o t ooracti it
野生生物研究会 i creat rest
都市公 問 研究会 cit po tionst
環境サークル・え みっと en iron ent
機 研究会 achinest

ents

. . . ng ish pea ing ociet
ス ラント語研究会 sperantost
文学研究会・ 風  chi ren s iterat rest
訳サークル Brai e
手話サークル sign ang age
ドサマリタンクラブ o nteerto rg i e
さいも め o nteer or
現 社会研究会 o ernsociet st
事法研究会 cri ina  a st
検部 e p oration
有機 業研究会 organicagric t rest
きの
き
shroo st
自
法研究会 organicagric t rest
ローバースカウトクラブ o nteer
業交流ネ ト ーク agric t ra net or
国際ビジネス研究会（ B ） internationa  sinessst
サークル
gar enresearch
マイコンクラブ icroco p terc
ユネスコ学生クラブ
C
ユース ステルクラブ Ca p
理
研究会 etecti e o e
学研究会 Archeo og

11

の
Others
o o iaisonco nci
部講 連絡協 会 ei
文化サークル連合会 c t ra c  iaison eeting
会 o . esti a Co
ittee
11 月祭 学 行
京都大学新 社 oto ni ersit  ress
院生協 会 ra ate t entsCo nci
生協学生
会 Coop t entsCo
ittee
学学生自治会同学会 n ergra ate t entsCo nci

(
u s an
irc es)

 tan a- apanesepoetr
 T TC  han icra t
京大 トロピー anga-co ic oo st
京都大学 道部 o erarrange ent

CR

st

eferences

団
キ theater
文化研究会 o iest
シネマ研究会 cine ast
だるま ロ i  a ing
研究部 anga-co ic oo sst
ア メーシ ン同 会 ani e-ani ation
創作サークル「名
定」 icti e riting
部 art
部 potter
部 photograph
書道部 apaneseca igraph
部観 会 oh
学部 生会 oh
部金 会 oh
部
会 ogen
会 teacere on
語研究会 ra go-co ica stor te ingst
研究会 agic
部 ga eo go
部 ga eo shogi
かるた会 ar taga e
ジタル
サークル igi ＊ hoto photograph

クイ 研究会 i st
研究会 ro ep a ingga e
・
文 学 研 究 会 cience iction・ antas  iterat re

R

教
Religion
キリスト者学生会 Christianst ents
書研究会 Christianit
に学 会 i ephi osoph
原理研究会 ni icationch rchst
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私費外国人留学生対象奨学金
以下の一覧表は、京都大学へ届いた奨学金の情報について、2021 年 3 月現在の
を に作成されています。年度
によって変更があります。所属の学部・研究科等によって
できる奨学金が限られますので、学部・研究科等事務室か
らの通 によく注意し、 内にしたがってください。
なお、表 の
時期は、奨学団体に
する
です。
学内
のために、
あなたが所属する学部・研究科等の
日は、
奨学団体の
日より1カ月以
くなります。奨学金の くは日本語
を 要としており、
が高いです。
京都大学では留学生の奨学金の
に関して まりがあります（ : 原則として一度に 2 つ以 の奨学金
、 給を
認めない等）
。奨学金の
則や
については、所属の学部・研究科等事務室または国際教育交流課奨学金
に
てください。
の他奨学金に関する情報は .21「私費留学生のための奨学金」を
してください。
を通

◪

金：

EE ... 日本国際教育支 協会
応
奨学団体へ
日本 能
に
としない
○ コミュ
ーシ ン
高い日本語
が 要
語で
可

イ

要。

団による

名等

ラ

が日本語により行われる場合があります。

）

中国
（香港含む）
、
マレーシア、
タイ、
台湾、
インドネシア、
フィリピン、
ベ
トナム、
カン ジア、
ラオス、
ミャン
マー、
バン ラ シュ出 。 教学・
政治学を除く 学部、
分野。

H

アジア地域出
アジア、
アジア地域出
学
学分野。

会
京海
務
A EAN 学生
本
会
学会

A

アジア・

ッ

EE ・

学
学生

資料 ︵

日本文
学会
学生

学

EE ・MHI/MHP

い

︶

日
学

学
学生 学
受入 ）

EE
（

EE 日本
（日能）

学

会

学

UF

学）
学

学生
学会

KDDI

学

学

学

文部科学省外
学
会
海外 学
ラ

ッ

1

、
機

、
原

の

人文科学・社会科学
在籍 期間が2年以 の者
アジア、
アフリカ、
地域出 。
養 保健分野。
アジア、 アジア、
アジア出
通
情報 理
およ 関連分野

者

士1年
学部2年以 ・
士・博士
学部・ 士・博士また
は交 留学生

日本語
試験
合格者。
日本語
者養成に
な分野
（日
本語学、
日本文学等）
を
。

学部・ 士・博士

日本語教育

学部・ 士・博士

検定試験合格者

学業成
者 前年度の成
数2.60以
ジャーナリ ム・マスコミ関 分野
学分野
法学・ 学・理学・ 学・ 学・ ネル ー科学・
情報学・生 科学・地 環境・法科・公共政 ・
管理の学部・研究科所属。
アジア地域出 。
学部

学部2年以 ・ 士・博士
士1年
学部2 4年・ 士
31
38

士 博士 研究生

120,000

2年

100,000

2年

学

○

4月中

○

4月中

○

4月中

180,000

業年限

○

4月中

100,000
100,000

業年限
業年限

○
○

4月下
4月下
4月下
4月下

120,000

学部・ 士 2年
博士 
3年

○

4月下
10月下

1名

100,000

2年

2名

150,000

2年

2名

120,000

2年

体

時

○

学部 1名
士・博士 3名
1名
3名
3名

120,000
学部 25,000
士 40,000
博士 70,000
120,000

4月下
○

1年
続可

学部・ 士 1年
博士 
2年
業年限

120,000

5月
○

5月

○

5月

2年

学部 70,000
士・博士 100,000

2年

100,000

5月
○

2年

-

150,000
120,000

2年
1年

4月下
4月下

3年

6名

5月
5月中

2年

5月中
○

5月中

1名

50,000

1名

50,000

2年

-

50,000

2年

-

50,000

2年

1名
2名
1名

30,000
50,000
50,000

2年
2年
業年限

○
○
○

5月中
5月中
5月中

業年限

○

5月下

○

5月下
7月

以下の学部
学部 1名
以下の 士・博士 士・博士 1名

学部・ 士・博士
法学、
学、 学分野
学部2年以 ・ 士・博士
法 政治
社会 文化
の分野に
35 以下の 士・博士
おいて情報通 関連をテーマとして
「日本と諸外国との相 理解」もしくは「自
と人間との共生」に関する研究テーマ。
10月入学の 士
アジア、中 アジア、 アジア、 アジ
ア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国出 。

4年
2年

日本
能

○

1名

2

間

学部 
士 

一 200
、
150
、
または
100

士1年

29 以下の 士・博士

月額100,000
およ 授業料

受

2年

士・博士
29 以下の学部3年以
34 以下の 士・博士
34 以下の学部・
士・博士

）

100,000

1名

れに

29 以下の学部2 4年
39 以下の 士・博士

出

数受入国出

EE 日本 教
（
）
EE
学生 学 （
会
会

KMMF

日本文化を研究テーマとする文

博士または
ずる者

アジア地域出

教

26 以下の学部3年/
学部5年。34 以下 学部 1名
の 士1年/博士2年/
士・博士 1名
学博士3年。
34 以下の 士1年・
2 3名
博士2年
29 以下の 士
1 2名
34 以下の博士
学部・ 士・博士
名
学部・ 士・博士・研究生
2名
29 以下の 士1年
1名
34 以下の博士1 2年

37 以下の学部3年
以 ・ 士・博士

国籍の割合

の
学会
A INOMOTO CHOLAR HIP
京都

6名

学部3年

学生 中国出
化学、
電気・電
学
学生

学

学生

以下の学部
以下の 士

学・薬学・ 学
（ただし 学・薬学に
関連の い分野）
・
学

韓国、

外

30
35

（

、

中国、台湾、シンガポール、タイ、マレー
シア、ベトナム、フィリピン、インドネシ 学部3 4年、
ア、インド、ネパール出
文学、法学、
士、
博士
政治学、 学、 学、社会学、理学、 学

学

EE

地域出

学分野

動

大

。

学

（電気 、
機
、 料 、
化学
士1年
は物理 等）
大阪府在住。
アジア、
アジア、 学部2 3年・ 士
アジア地域出 。
1年・博士1年

学

教

。
人文科学

理

社会
学生

。

A 諸国出

アジア地域出
インドネシア出

学

41

対 （
等

身地域、専

ッ

7

する奨学金

（2021 年 3 月現在）
学

-

学部 70,000
士・博士 100,000

1名
5名

学部・ 士・博士
48,000
100,000
年額150,000

6名

100,000

4名

月額120,000 、
入学金、
授業料、
費

-

○

5月中

○

5月中
5月中
5月中

1年

6

業年限
1年
月または1
年
2年

5月下

8月
8月

Scholarships for Privately Financed International Students
The following table shows the scholarship information that Kyoto niversity has received from scholarship foundations as
of March 2021. The information shown is subject to change, so please pay regular attention to the updated information
given by the relevant faculty graduate school office and follow the procedures.
The application deadlines shown here are those set by the respective foundations, not the Kyoto niversity s deadlines.
ue to the university s internal selection process, the deadline set by faculty graduate school will be over one month
earlier than the foundation s deadlines. Many scholarships re uire Japanese language ability and are highly competitive.
Kyoto niversity also has its own rules concerning scholarship applications. For example, students are not allowed to apply
for, or receive more than one scholarship at a time. Eligibility details and contact information for the listed scholarships are
available from faculty graduate school offices or from the nternational Education and Student Mobility ivision.
lease refer to .22 for further information on scholarships.

◪

niversity-nominated scholarships

u.kyoto-u.jp 73s2o

Minimum ear Re uired
Japan Educational Exchanges and Services
O Japan Student Services Organi ation
P
Japanese Language roficiency Test
Japanese Language Teaching Competency
Test
irect Scholarships applied for directly to the
institutions providing scholarships.

Aso  arch,2021
cho arshi s

O

cho arshi

cho arshi
oun ation
amaoka cho arshi
oun ation
okio arine Kagami emoria
oun ation cho arshi for
tu ents
ashimoto un
emoria cho arshi
ashiya cho arshi
oun ation
Kashiyama cho arshi
oun ation
umitomo ectric
In ustries rou
oun ation
ishimura cho arshi
oun ation
u i ea Packaging
oun ation
itsui u osan
cho arshi
Otsuka oshimi
cho arshi
oun ation
Internationa esearch
change oun ation for
a anese tu ies

shio cho arshi
oun ation
I
P
irai
cho arshi
o it

oun ation

inomoto cho arshi
ocomo Internationa
tu ent cho arshi
Kyoto ity Internationa
oun ation
cho arshi
cho arshi for the
Promotion of Internationa
n erstan ing (Priority
ountries)
cho arshi for
the Promotion of
a anese anguage
earning ( P )
cho arshi for the a anese anguage
eaching om etency est (
)
cho arshi
oumei Ikuseikai uruno
scho arshi
himi u oun ation
cho arshi
itsu ishi
rust
cho arshi oun ation
on ukagakusho onors cho arshi
Koku o cho arshi oun ation

ountries

ie

ui e ines

tu ent
ategory 1
( ge imit)

s of tu y etc.

uota for
ecommen ation

onth y
o ance ( en)

uration

a anese
anguage
i ity

Student from China (including Hong Kong), Malaysia, Thai, Taiwan,
Monthly stipends
S (30 or younger)
S: max. 4 yrs
ndonesia, hilippines, ietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, or
6
(100,000) and
MS (35 or younger)
MS: max. 2 yrs
Bangladesh in any field of study other than Religion, and olitics
tuition
Southeast Asian nationality
S: 1
3rd yr. S, 5th yr. Medical S (26 or younger).
120,000
2 yrs
MS S: 1
1st yr. MS, 2nd yr. S, 3rd yr. Medical S (34 or younger)
1st yr. MS, 2nd yr.
Engineering or Agriculture student from East or
2-3
100,000
2 yrs
S (34 or younger)
Southeast Asia
Students from ASEA

MS (29 or younger)
S (34 or younger)

countries

1-2
Small
number

180,000

ication
ea ine
mid Apr.
mid Apr.
mid Apr.

M R

mid Apr.

Humanities student from East Asia

S, MS,

S

100,000

M R

late Apr.

ndonesian nationality

S, MS,

S, RS

2

100,000

M R

late Apr.

Student from the Asia- acific region

1st yr. MS (29 or younger)
1st - 2nd yr. S (34 or younger)

1

120,000

max. 2 yrs

late Apr.

Student majoring in Science or Engineering (electrical,
mechanical, materials, chemical or physical)

1st yr. MS

1

100,000

2 yrs

late Apr.

1-2

120,000

1

100,000

2 yrs

late Apr.

2

150,000

2yrs

late Apr.

2,000,000 yr., or
1,500,000 yr
1,000,000 yr

1 yr (Renewal
acceptable)

1

120,000

max. 3 yrs

early May

S: 1 MS
S: 3

S: 25,000 MS:
40,000 S: 70,000

S, MS: 1 yr
S: max. 2 yrs

early May

-

120,000

M R

early May

1

120,000

max. 2 yrs

early May

2 yrs

early May

Southwest, Southeast or East Asian student who lives in 2nd - 3rd yr. S,
1st yr. MS, 1st yr. S
Osaka refecture
Student majoring in Engineering

3rd yr.

Student from China, Taiwan, Singapore, Thai, Malaysia,
hilippines, ndonesia, ndia, epal
Student majoring in Medicine, harm. Sci., Engineering
(related to Medicine or harm. Sci.) or Management
Humanities student whose research topic is related to
Japan
Student from Republic of Korea or
Republic of Korea

emocratic eople s

S

ietnam,

3rd yr. or upper grade of S.,
MS, S (37 or younger)
S or those who are
preparing a doctoral
thesis
2nd - 4th yr. S (29 or
younger)
MS, S (39 or younger)

Students from China

MS,

Female students majoring in Chemistry, Electrical and
Electronic Engineering or uclear ower Engineering

1st yr. MS

Candidates are selected from different countries
Students majoring in Humanities, Social Science who re uires
two years or more to complete the program
Asian, African, or South American student whose
research topic is related to food, nutrition or health
Student from South, East or Southeast Asia studying in the
area of communication and or information technology

S

3rd or upper grade of
S (30 or younger)
MS, S (35 or younger)
S, MS, S (35
or younger)

irect

2-3

MS,

S 70,000
S 100,000

S, MS: 2 yrs
S: max. 3 yrs

late Apr.
late Oct.

E

late Apr.

3

100,000

max. 2 yrs

E

mid May

MS, S (29 or younger)

-

150,000

max. 2 yrs

E

mid May

1st yr. MS

6

120,000

2 yrs

mid May

Asian nationality

2nd yr. or upper
grade of S, MS, S

1

50,000

1 yr

mid May

Student from designated countries

S, MS, S, or
exchange student

1

50,000

max. 2 yrs

mid May

-

50,000

max. 2 yrs

mid May

Student who passed the 1 level of JL T, studying in the
area of Japanese language teacher education (including
Japanese Studies and Japanese literature major)
Student who passed JLTCT
Student who obtained G A 2.60 or higher grade point
Student majoring in the area of Journalism or Mass
Media
Student majoring in Engineering
Southeast Asian student within the Faculty Graduate School of Law, Econ., Sci. Eng., Agri.,
Energy Sci., nfo., Biostudies,, Global Environ. Studies, Law School, Gov. or Management.
S, MS, S, RS
S, MS, S

S, MS,

S

S, MS,

S

-

50,000

max. 2 yrs

mid May

2nd yr. or upper
grade of S, MS, S

1

30,000

2 yrs

mid May

1st yr. MS

2

50,000

max. 2 yrs

mid May

50,000

M R

mid May

2nd yr. or upper
1
grade of S, MS
S (31 or younger)
S: 1
MS, S (38 or younger) MS S: 1
1

S: 70,000 MS,
S: 100,000
S, MS, S: 48,000
100,000

M R
1 yr
M R

late May
E
E

late May
late May
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( cho arshi s)

i uho Internationa
oun ation

esignate

P
P
P

a anese anguage
i ity
nspecified
Ability to communicate in basic
Japanese re uired. nterview may be
conducted in Japanese.
Sufficient proficiency in Japanese
re uired
May be applied for in English

tu ent ategory
ndergraduate student
Master s student
octoral student
Research student
rospective master s student
rospective doctoral student
rospective research student

eferences

Korean cho arshi
oun ation

igi i ity

1

dministration
文学
科・文学部
ra uate choo an

acu ty of etters

教 学
科・教 学部
ra uate choo an
acu ty of

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-3025/E-mail: 020kyokyo2@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

ucation

学
科・ 学部・ 科大学
ra uate choo an
acu ty of a

a

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-3104/E-mail: kyomu032@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

choo

学
科・
学部
ra uate choo an
acu ty of conomics
理学
科・理学部
ra uate choo an

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-3492/E-mail: kyoumu@econ.kyoto-u.ac.jp
606-8502 京都市左京区北白川追分町
Kitashirakawa Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502
Fax: +81-（0）75-753-3624/E-mail: 050ryugaku@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

acu ty of cience

学
科・ 学部
学
科社会 学 専 専門 学
ra uate choo an
acu ty of e icine
Professiona egree Program ( aster ourse) of choo of Pu ic ea th
学
科・ 学部 間
科学科
choo of uman ea th ciences
ra uate choo an
acu ty of e icine
学
科・ 学部
ra uate choo an

ffice Contacts

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-2831/E-mail: bun.kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

606-8501 京都市左京区吉田近衛町
Yoshida Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-4637
E-mail: kyoumu-in@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
606-8501 京都市左京区吉田近衛町
Yoshida Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-4637/E-mail: 060-992hs-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

acu ty of Pharmaceutica

ciences

学

606-8501 京都市左京区吉田下阿達町
Yoshida Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-9276/E-mail: 080yakukyomu1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

科・ 学部
一
ra uate choo an
acu ty of ngineering
ukui Institute for un amenta hemistry

615-8530 京都市西京区京都大学桂
Kyoto Daigaku-Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8530
Fax: +81（0）
75-383-2038
E-mail: 090kryugakusei@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

学
科・ 学部
ra uate choo an

606-8502 京都市左京区北白川追分町
Kitashirakawa Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502
Fax: +81（0）
75-753-6005
(研究科 Graduate School) E-mail:agri-kyoumu2@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
(学部 Faculty)
E-mail: agri-kyoumu1@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

acu ty of

gricu ture

間・
学
科
総合 間学部
ra uate choo of uman an
n ironmenta
acu ty of Integrate
uman tu ies

tu ies

科学
科
ra uate choo of nergy cience
ア ア・ア
地域
ra uate choo of

科
sian an

frican

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-4745/E-mail: energykyoumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

rea tu ies

資料 ︵

報学
科
ra uate choo of Informatics

︶

地
学
ra uate choo of
教
choo of

ance

o a

部（
大学
o ernment

606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46
46 Yoshida Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-7350/E-mail: kyoumu@asafas.kyoto-u.ac.jp
606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-5379
E-mail: jyoho-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

生命科学
科
ra uate choo of Biostu ies
総合生 学館（
館）
ra uate choo of
uman ur i a i ity

606-8501 京都市左京区吉田二本松町
Yoshida Nihonmatsu-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
（研究科 Graduate School）Fax: +81（0）
75-753-2957
E-mail: 110jinkan_jimu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
（学部 Faculty）
Fax: +81（0）
75-753-7874
E-mail: 110kyomu2@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

606-8501 京都市左京区吉田近衛町
Yoshida Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-9229/E-mail: 150kyomu@adm.lif.kyoto-u.ac.jp

Integrate

n ironmenta

tu ies in

tu ies

）

606-8306 京都市左京区吉田中阿達町1東一条館
Higashi-ichijo Bldg.1 Yoshida Nakaadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8306
Fax: +81-（0）75-762-2277/E-mail: gsais-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-9187/E-mail: 160tikyukankyoumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-3104/E-mail: kyomu033@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

管理教 部（
管理大学 ）
ra uate choo of anagement

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-3529/E-mail: keieikyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

学

611-0011 京都府宇治市五ケ庄
Gokasho, Uji City, Kyoto Prefecture 611-0011
Fax: +81（0）
774-38-3369
E-mail: uji.sien@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

所

理
所

学

所

生
防
所
Institute for hemica esearch
Institute of
ance
nergy
esearch Institute for ustaina e umanos here
isaster Pre ention esearch Institute
文科学
所
Institute for esearch in

45

umanities

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-6903/E-mail: zb-soumu@zinbun.kyoto-u.ac.jp

イ

・ 生
ア地域
所

ア

iP

科学

所

606-8507 京都市左京区聖護院川原町 53
53 Shogoin Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8507
Fax: +81（0）
75-366-7106
E-mail: A50soumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

所

の
ア
地域
Institute for rontier ife an
e ica ciences
enter for outheast sian tu ies
enter for iP
e
esearch an
ication
Kokoro esearch enter
enter for frican rea tu ies
理学
所
uka a Institute for

606-8502 京都市左京区北白川追分町
Kitashirakawa Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502
Fax: +81（0）
75-753-7020/E-mail: soumu@yukawa.kyoto-u.ac.jp

heoretica Physics

所
Institute of conomic esearch
理
所
esearch Institute for

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-7193/E-mail: soumu@kier.kyoto-u.ac.jp

athematica

合
科学
所
Institute for Integrate

606-8502 京都市左京区北白川追分町
Kitashirakawa Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502
Fax: +81（0）
75-753-7272/E-mail: soumu@kurims.kyoto-u.ac.jp

ciences

a iation an

590-0494 大阪府泉南郡熊取町朝代西2丁目
2 Asashironishi, Kumatori-cho, Sennan-gun, Osaka Prefecture
590-0494
Fax: +81（0）
72-451-2600/E-mail: soumu2@rri.kyoto-u.ac.jp

uc ear cience

長
所
Primate esearch Institute
報
機
Institute for Information
学
報
ca emic

ア
enter for

生
a iation Bio ogy

484-8506 愛知県犬山市官林41-2
41-2 Kanrin, Inuyama City, Aichi Prefecture 484-8506
Fax: +81-（0）568-63-0085/E-mail: soumu_reichou@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

anagement an

om uting an

生動
i ife esearch

606-8203 京都市左京区田中関田町2-24
2-24 Tanaka-Sekiden-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8203
Fax: +81（0）
75-771-4394/E-mail: office@wrc.kyoto-u.ac.jp

ucation

ort

606-8502 京都市左京区北白川追分町
Kitashirakawa Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502
Fax: +81（0）
75-753-6451/E-mail: joho@kais.kyoto-u.ac.jp

enter

606-8501 京都市左京区吉田二本松町
Yoshida Nihonmatsu-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-9595/E-mail: A30kyomuj@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

ciences

606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-2594/E-mail: counseling@mail.gssc.kyoto-u.ac.jp

enter

（KUIA ）
ni ersity Institute for

ance

tu y (K I

合
拠点（iCeM ）
Institute for Integrate
e
ateria

ciences (i e

生 学 等
拠点（A H i）
Institute for the
ance
tu y of

uman Bio ogy (

ucation an

tu ent

o i ity

i ision

606-8501 京都市左京区吉田牛ノ宮町
Yoshida Ushinomiya-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
E-mail: info@icems.kyoto-u.ac.jp

)
Bi)

606-8501 京都市左京区吉田近衛町
Yoshida Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
E-mail: ASHBi-info@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-5680/E-mail: studyku@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

46

ontacts)

教
Internationa

606-8501 京都市左京区吉田牛ノ宮町
Yoshida Ushinomiya-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
E-mail: info@kuias.kyoto-u.ac.jp

)

mministration Office

606-8305 京都市左京区吉田河原町15-9
15-9 Yoshida Kawara-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8305
Fax: +81（0）
75-753-2025/E-mail: archives@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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606-8501 京都市左京区吉田二本松町
Yoshida Nihonmatsu-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81-（0）75-753-3045/E-mail: 550soumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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606-8501 京都市左京区吉田本町
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
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75-753-3277/E-mail: info@inet.museum.kyoto-u.ac.jp
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大学文 館
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520-2113 滋賀県大津市平野2丁目509-3
2-509-3 Hirano, Otsu City, Shiga 520-2113
Fax: +81-（0）77-549-8201/E-mail: 620groupA@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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enter for the Promotion of
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606-8501 京都市左京区吉田二本松町 学術情報メディアセンター南館1F
ACCMS South Bldg. 1F, Yoshida Nihonmatsu-cho, Sakyo-ku, Kyoto
606-8501
Fax: +81-(0)75-753-9001/E-mail: support@iimc.kyoto-u.ac.jp

606-8501 京都市左京区吉田近衛町
Yoshida Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax: +81（0）
75-753-7564/E-mail: 060hosei@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
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606-8501 京都市左京区吉田本町
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75-753-7450
E-mail: 740jyohokikaku-soumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

e ia tu ies

enter

生 学
enter for co ogica

総合
館
he Kyoto

ommunication (II

ccess

)
車の場合 Train
関西国際空港から京都駅までの交通手段
Airport
Limited E press Train Haruka
車の場合
rain

)

one wa

R関

one

急

are

は

ay fare

non reserved seat

seat
ir ortreserved
imite

国
Kansai International
Airport

J

R Train

one wa

are

国

資料 ︵

rain Kansai International
one

J

Airport
ay fare

e erence 関

htt

手

J

︶

e erence

2)

one

関

国

htt

About

About

aruka
J 京都
J Kyoto ta

aru a

J 京都

急

rans er nce

min

J

J
J E press rain
Kan u aiso u

J 大

sa a tation

J 大

国

www ansai air ort or

About

min

J
J E press rain
hin aiso u

J 京都
J Kyoto tation

J ation
京都
Kansai nternational ir ort rain ccess n or

en access train inde ht l

J

ares and cheduling

www r ode a e net dia n a anese anguage nl

de a e net

he ares are as o

の の
cto er

の場合 ir ort imousine Bus

ay fare

国
国

e erence

rain

min

J
急
J Airport imited E press

J

ress

関

J 京都

国

he ares are as o

47

の の
cto er

関西国際空港から桂駅までの交通手段

)

車の場合 rain
J

J 大

急

J
急
急

e erence

2)

one

htt

an

rail han

ay fare

急

u ailwa

u co

車の場合 ir ort imousine Bus

国

rain

急

急

国

急
急

（

乗り合いタクシー（有料 要事前予約）

MK

イ

e

関
e

イ

京都
の
の

京都

の
の

の

K ky

K
の

ate hutt e

a i

Kanku hutt e

a i

11

の

eferences

キャンパスへの交通手段
・循環路線バス"hoop"：約25分 (¥230)

JR 京都駅

（
（

・タクシー：約20分（￥2,000程度）
京都大学

( ccess)

・京都市バス206系統：約35分（￥230)
東山通北大路バスターミナルゆき

吉田キャンパス
）

の

・JR奈良線普通：「黄檗」下車、約20〜25分 (¥240)

JR 京都駅

阪急桂駅

宇治キャンパス

・京都市バス西6系統：約12分（¥240）
・タクシー：約10分（￥1,000程度）

桂キャンパス

）
he ares are as o

の の
cto er
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Katsura
Junior High School

Nishikyo Ward Office

山
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山
Randen Yamanouchi Sta.

Subway Daigo Sta.

Uji Police Station

区役所
所

京

道

道
Shidan-kaido
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TEL:075-642-3101
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Fushimi Ward
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Kyoto Medical Center
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・ ishikyo

Ukyo Ward Office

Fudanotsuji-dori

Route 1

京都
Kyoto Station

TEL:075-371-7101

nky

Minami
Ward Office

道

京

西

京区役所

Randen Kaikonoyashiro Sta.

区役所

京都
Kyoto Central Post Office

Ha

Oike-dori
Subway Uzumasa Tenjingawa Sta.

Shimogyo Ward Office

京

ar

Toba High School

京

Shiokoji-dori

京

Yamashina Ward Office

大

町

役所

Uji City Hall

TEL:075-571-0003

Fire Station

TEL:0774-22-3141

a

大

国

留

京都
大
入 在 管理局京都
所（P.
）
・住所：〒606-8395 京都市左京区丸太町川端東入ル
東丸太町 34-12 京都第二地方合同庁舎 4 階
・TEL：075-752-5997
・受付時間：月～金曜日（祝日を除く）
9:00-12:00、13:00-16:00
【交通手段】
・京阪電鉄「神宮丸太町」駅下車 丸太町通りを東へ約 500ｍ
・京都市バス「熊野神社前」下車 徒歩約 2 分
Kyoto Branch of Osaka Immigration Bureau (ref.P.10)
・Address: 4th floor, Kyoto Second Local Joint Government
Bldg., 34-12 Higashi-Marutamachi, Marutama
chi-Kawabata, Sakyo-ku, Kyoto 606-8395
・TEL: 075-752-5997
・Open: Mon. - Fri. (except Holidays)
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
【Access】
・Keihan Railway: 7-min. walk from Jingumarutamachi
station.
・Kyoto City Bus: 2-min. walk from Kumano-jinja-mae
bus stop.

京都大学シャトルバス運行表

2021 年 4 月現在 (As of April 2021)

京都大
連絡バスは、京都大学の教職員、学生等が対象で、キャンパス間の移動にのみ利用できます。（
・ 学
京都大
なお、乗車定員に達した時点で、乗車をお断りします。また、運行時間が変更される場合があります。
◆京都大学（トップ＞アクセス＞キャンパス間の移動（教職員向け）連絡バスの運行）
www.kyoto-u.ac.jp/ja

）

Only Kyoto University related personnel, including staﬀ and students, are permitted to take the university's shuttle bus service
 ersity
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◆Kyoto University (in Japaese language only: Home＞アクセス＞キャンパス間の移動（教職員向け）連絡バスの運行 )
www.kyoto-u.ac.jp/ja
oshi a am us
Katsura am us 2019年4月現在（As
ro
min.of April 2019）
本部 ⇔ 桂構内間 （所要時間 約５５分）

吉田

吉田

Approx.
huttle bus departure and arrival depot on Yoshida Campus

吉田構内バス停留所

吉田構内

11

吉田構内

C

吉田構内

吉田
（吉田：吉田構内バス停留所 →）宇治構内 （Yoshida Campus
本部 ⇔ 宇治構内間 （所要時間 約５０分）

Approx.
huttle bus departure and arrival depot on Yoshida Campus

）U i Campus

( rans ortation among

吉田構内
（宇治：宇治地区研究所本館東側 →）吉田構内 （U i Campus On the east side of U i Campus Main ldg.
吉田構内行
us stops

）Yoshida Campus

ji Campus
Konoe

吉田構内

oshi a Campus

宇治構内 ⇔ 桂構内間 （所要時間 約４５分）

eferences

吉田構内

4545 min.)
Uji Campus ⇔ Katsura CampusApprox.
(Approx

宇治地区研究所本館東側

On the east side of U i Campus Main ldg.

am uses)
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吉田キャンパス周辺にある不動産業者
先
京都大学生
Kyoto ni ersity oo
i ing ho ( enais sho )
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京
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Branch tore
京大

門
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ッ
ク
部
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Internationa i ision
長
※ご来店前の予約が必要です。
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国

国

国

国

）

京都河原町
KyotoKawaramachi

）

沓掛IC
Kutsukake IC

F）

洛西口
Rakusaiguchi

）

京都縦貫自動車道

館1F）

Kyoto-Jukan Expressway

）

大山崎JCT
Oyamazaki JCT

野神社前」

学科）は

鞠小路通

Marikoji St.

学科）は

Kamogawa River

野神社前」

E
C

11

a s)

荒神橋
Kojinbashi
川端荒神橋
Kawabata-Kojimbashi

G

( am us

京都大学前
Kyoto University

A

eferences

KYOTO UNIVERSITY CAMPUS MAP

）

京 都 大 学 キャンパ スマップ

館1F）

桂

京大病院前
Kyoto University Hospital

バス停 Bus Stop

バス停
（hoop） Bus Stop(hoop)
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内
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St.

東大路通

前

Kumano Jinja-mae

前

Kyoto University
Hospital

京大

Higashioji St.

構内
sity Hospital,
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通

Konoedori

通

Kyodai Seimon-mae

京大 門前

Higashi-Ichijo St.

）

西南門

西門

百万遍門

田南構内
Yoshida-South Campus

百万遍
構口
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百万遍

通 Konoe St.

Konoedori
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Int l Education and tudent Mobility Division ( outh O ce, asement)
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Int l ervice O ce ( st Floor)
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Faculty of Medicine
Campus
窓口（ 間・
学）
Adm. O ce (Hum. Env. t.)

窓口（総合 間学）
Adm. O ce
(Integ. Human t.)

窓口（総合生 学館（
館））
京 大学前
Adm. O ce
University
(Advanced Integ. Kyoto
t. in Hum.
urv.)

東

学生ラ
な
tudent Lounge KI- U-NA

西門

本部
通用門

Higashioji St.

ita St.

Hyakumanben

京 大学前

dicine Campus

百万遍

Kyoto University

教
（本部事務 ）
Int l Education and tudent
Mobility Division (Main O ce)

St.

門

Shiran Kaikan (Annex)

（

Higashi-Ichijo

Prayer Room
Open
-

西部構内
West Campus

百万遍

Hyakumanben

Keihan Demachiyanagi Station

京 出町

窓口（
）
Adm. O ce (Management)

窓口（教 学）
Adm. O ce
(Education)

Marik
oji

g

dical

究 ン

linical and
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xt-Generation
py
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門

東門

自動
通用門

東南門
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用門

本部構内
Main Campus

窓口（

ン ン

Cafeteria

Museum Shop

の
の

の

ー
の

の

Automated Extemal Defibrillator

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

バス停（hoop） Bus Stop (hoop)

Bus Stop

Cafe

田

Yoshida Shrine

Co-op Gift Shop

Cooperative Store

生協店舗

バス停

京大

食堂

Information Center

ン

窓口（ 報学）
（
科学）
Adm. O ce
(Informatics)
(Energy ci.)

窓口（
学）
Adm. O ce
(Economics)

東門

Ginkakuji

銀閣寺

Kyodai Nogakubu-mae

学）Adm. O ce (Engineering)

北門

今出川通 Imadegawa St.

京大農学部前

North Campus

北部構内

窓口（地
学）
Adm. O ce ( lobal Environ.)

窓口（ 学）
（
）
Adm. O ce
(Law)
( overnment)

窓口（文学）
Adm. O ce (Letters)

＊キャンパス内は、
所定の場所以外は禁煙です。
＊Smoking is limited to designated areas on campus.
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Yoshida-South Campus Academic Center Bldg.
(North Wing / East Wing / South Wing / West Wing)

田南
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Keihan Obaku Station

Electromagnetic Wave Laboratory
(RISH)

器

研）

Microwave Energy Transmission Laboratory
(RISH)

（生

Solar Power Station / Satellite Laboratory
(RISH)

所研究

Laser Science Laboratory (ICR)

学

器

Accelerator Laboratory (ICR)

ン

Advanced Microwave Energy Transmission Laboratory
(RISH)

Boundary Layer Wind Tunnel
Laboratory (DPRI)

Research Center for
Earthquake Prediction (DPRI)

Earthquake Response
Simulation Laboratory (DPRI)

研）

Strong Motion Observation Test
Site (DPRI)

動

Full-Scale Steel Structure for Field
Observation (DPRI)

構

Collaborative Research Hub, DPRI (DPRI)

研究所

Cafeteria, Cooperative Store

生協食堂

Career Support Office Uji Satellite

ラ

North Bldg. No. 4 (IAE, Graduate School of Energy Science)

研）
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北

North Bldg. No. 3 (IAE)

北

バス停
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Center for Advanced Science and Innovation
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Super Air Gasdynamics Laboratory
(Graduate School of Engineering)

North Bldg. No. 2 (IAE)

北

Research Bldg. No. 2 (Former National Training Institute for
Engineering Teachers) (ICR, IAE, RISH, DPRI)

（

Nucleic Acid Research Bldg. (ICR)

解析

Informatics Bldg. (ICR)

研究

構

Division of Low Temperature and Materials Sciences

理部門

研）

研）

Low-Temperature Laboratory (ICR)

物

North Bldg. No. 1 (IAE)

北

Biotechnology Laboratory (ICR)
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Hekisui-sha (ICR)

舎（

Development and Assessment of Sustainable
Humanosphere (DASH Plant Growth Subsystem) (RISH,
Center for Ecological Research)

（

生
物
学研究 ン

研）

Bioprocessing Factory (RISH)

（生

（

High-Resolution Electron Spectromicroscope Bldg. (ICR)

解

High-voltage High-resolution Electron Spectromicroscope
Bldg. (ICR)

解

Graduate School of Energy Science

研）

生

学研究

Quantum Science and Engineering Center
(Graduate School of Engineering)

理

京都河原町
学
（ 学研究 ）
KyotoDepartment of Nuclear Engineering
Kawaramachi
(Graduate School of Engineering)

Radiation Laboratory

Automated Extemal Defibrillator

の

研）

Joint Research Laboratory (ICR)

（

研究 ン

研
（

Quantum Science and Engineering Center
(Graduate School of Engineering)

理

ン

共同研究
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研
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Bioinformatics Center (ICR)

学研究所
荒神橋
Institute
for Chemical Research
Kojinbashi
研
理 学研究所
IAE
Institute of Advanced Energy
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Kawabata-Kojimbashi
京大病院前
生 研 生
研究所
Research Institute for Sustainable Humanosphere Kyoto University Hospital
RISH
研
研究所
DPRI
Disaster Prevention Research Institute

研
ICR

鞠小路通

京都大学前
Kyoto University
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乗車バス
市バス西 6
京阪バス 20
京阪バス 20B
京阪バス 22B
ヤサカバス 6・6S

京

大学

Bakery

Bus Stop

Cooperative Store

の
の

の

ー
の

の

Automated Extemal Defibrillator

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

バス停

生協店舗

ノ

B Cluster

ン

Funai Center

Common Facilities Zone

Bクラスター

Kyoto University ROHM Plaza

Tennis Court

ス

ン ラ

Innovation
Plaza
（
・・ ）

Energy Management Center

ン

Bakery Cafe “Lune”

ラ

ン

理

百

百

）
Katsura
Campus Administration Bldg.

自

ン

物

理部門

口

（
Cafeteria“Selene”

（

ス
）

Cafe“Arte”

（

）

）

・

）

学

理

ング

学

Department of Aeronautics and Astronautics

学

Department of Micro Engineering

ン

Department of Mechanical Engineering and Science

学

Department of Environmental
Engineering
（
）
（
）
（
）
C2 Bldg.
and Architectural
京大 Department
ン
学生of Architecture
生
Engineering
京大
ン
ン ランス
京 大学基
前
京 C3
大学基
Bldg.

ラン

http://madoi-co.com/restaurant/la-tour/
学

ン スDepartment
本部・
・ 田南構内
of西部
Urban
Management

学

レストラン「ラ･トゥール」
（百周年時計台記念館1F）

学

Department of Civil and Earth Resources Engineering

基

Bldg.
ン スC Cluster Office
本部・西部・
田南構内
（
C1
）Bldg.
（

京大サロン
（百周年時計台記念館1F）
ラス

Global Engineering Departments / Architecture
・ Departments / Engineering Science
（ Departments ）

・

ン ス
本部・西部・ 田南構内
学
https://www.s-coop.net/
Graduate School of Engineering Zone

Cクラスター
C Cluster
京大ショ
ップ（百周年時計台記念館1F）

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/about/detail/
exhibition.html

） Katsura Library
（

ン スRestaurant“la
本部・Colline”
西部・ 田南構内

歴史展示室
（百周年時計台記念館1F）
ス ラン ラ・

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/about/detail/
introduction.html

2021

Public Relations Division Kyoto University
Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan
TEL. (075)753-2071

A Cluster

Ａ ラス

（

・

ノ

京
）

大学
京

ン

前

京

部

Katsura-Innovation-Park-mae

経路
下車バス停
京大
ン ス前
「京大桂キャンパス 西桂坂・桂坂中央」 行 Kyodai-Katsura-Campus-mae
「桂坂中央」 行
「京大桂キャンパス前」（所要時間約 12 分）
「西桂坂・桂坂中央」 行
「西桂坂・桂坂中央」 行（土・日のみ）
「京大桂キャンパス前」（所要時間約 20 分）
「桂坂中央」 行

URL https://www.kyoto-u.ac.jp/en
facebook.com/Kyoto.Univ.E
@KyotoU_News
@kyotouniversity

主要鉄道駅食堂 Cafeteria
駅からのアクセス
黄檗駅（JR、 京阪） 当駅下車南西へ徒歩約 10 分

◆宇治キャンパスへの主な交通機関

桂川駅前

桂駅西口
桂川駅（JR）

乗車バス停

主要鉄道駅
桂駅（阪急）

◆桂キャンパスへの主な交通機関

市バス
206
17
201
31

（
）

構

本部・西部・ 田南構内

Division of Low Temperature and Materials Sciences
（
）

ン ス

田本町

市バス経路等
下車バス停
Department of Nuclear Engineering
「東山通 北大路バスターミナル」 行 「京大正門前」または「百万遍」、医（医学科）
・薬は「近衛通」、医（人間健康科学科）は「熊野神社前」
京都駅前
ラス
「河原町通
銀閣寺・錦林車庫」 行
「百万遍」、理・農は「京大農学部前」、薬は「荒神口」
Cafeteria “Soleil”
C Cluster
「祇園 百万遍」 行
「京大正門前」または「百万遍」、医（医学科）
・薬は「近衛通」、医（人間健康科学科）は
四条河原町①
「熊野神社前」
「高野・国際会館駅・岩倉」 行
京都河原町駅
「出町柳駅 百万遍・北白川仕伏町（上
（阪急）
3
「百万遍」、薬は「荒神口」
Dクラスター D Cluster
終町・京都造形芸大）」 行
四条河原町②
17
「河原町通 銀閣寺・錦林車庫」 行
「百万遍」、理・農は「京大農学部前」、学
薬は「荒神口」
御
Graduate
School
of Informatics
Zone
201
「出町柳駅 百万遍・祇園」 行
「京大正門前」または「百万遍」、医（医学科）
・薬は
「近衛通」
、医（人間健康科学科）
は「熊野神社前」
今出川駅
Katsura
Goryozaka
烏丸今出川
(Construction Planned)
（地下鉄烏丸線）
203
「白川通 出町柳駅 銀閣寺・錦林車庫」 行 「百万遍」、理・農は「京大農学部前」
206
「高野・北大路バスターミナル」 行
「京大正門前」または「百万遍」、医（医学科）
・薬は「近衛通」、医（人間健康科学科）は
東山駅
201
「百万遍・千本今出川」 行
東山三条
「熊野神社前」
（地下鉄東西線）
31
「高野・国際会館駅・岩倉」 行
出町柳駅（京阪）
文・教・法・経済・工は、 当駅下車東へ徒歩 10 分、 総合人間・理・農は徒歩 15 分 ラス
神宮丸太町駅（京阪） 医（医学科）
・薬は、 当駅下車北東へ徒歩 10 分、 医（人間健康科学科）は、 当駅下車東へ徒歩
5分
窓口（ 学）
B Cluster
→ 「四条河原町」 → 「河原町御池」 → 「京大病院前」 → 「京都大学前」 → 「川端荒神橋」 → 「河原町御池」 →
（京都駅八条口から京大病院直通の循環路線バス）
Adm. O ce (Engineering) 「京都駅八条口」
「烏丸御池新風館前」 → 「四条烏丸」 → 「京都駅八条口」

乗車バス停

◆吉田キャンパスへの主な交通機関
主要鉄道駅
京都駅
（JR、 近鉄）

・

Cafeteria “Half Moon Garden”

A Cluster Office Bldg.

ン ス
本部・西部・ 田南構内
堂
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/coop/camphora.html
Funai Tetsuro Auditorium

ア ク セ ス

ウ

D Cluster

Ｄ ラス

）

学

ン
ン
百周年時計台記念館
Katsura Int'tech Center

利・
理
・Department
）
of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/
Campus Service Center
学 学
構（百周年時計台記念館1F）
理部門
大学紹介所
・広報誌コーナー
Department of Chemical Engineering
ン スHealth Service
本部・西部
・ 田南構内
Katsura
Branch
ラス

・生物

） of Molecular Engineering
Department

学

A4 Bldg.

カフェレストラン「カンフォーラ」
（正門横）
Career Support Office Katsura Satellite

（

本部・西部・ 田南構内

）

本部・西部・ 田南構内

広報センター（正門前）

ン ス
Department of Polymer Chemistry

学

Department of Material Chemistry

学

学

Department of Energy and本学
Hydrocarbon Chemistry
（
A3 Bldg.

A2 Bldg.

物

インフォメーション（正門）

Photonics and Electronics Science and Engineering Center

研究 ン

研究

http://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/
Department of Electronic
Science and Engineering

学

Department of Electrical Engineering

学

本部・西部・ 田南構内
（
・ 学
（
） 本学
Electrical and Electronic Engineering Departments
（
）
（
・
Chemical Science and Technology Departments
ウ
ス
大
物
A1 Bldg.
http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/

学
ン ス
Graduate School of Engineering Zone

Aクラスター

桂キャンパス
Katsura Campus
一般の方にご利用いただける施設（吉田キャンパス）

＊キャンパス内は、所定の場所以外は禁煙です。
＊Smoking is limited to designated areas on campus.

川端荒神橋
Kawabata-Kojimbashi

荒神橋
Kojinbashi

大山崎J
Oyamazaki J

洛西口
Rakusaiguchi

沓掛IC
Kutsukake IC

Kyoto-Jukan Expressway

宇治キャンパス

京 都 大 学 キャンパ スマップ

＊キャンパス内は、
所定の場所以外は禁煙です。
＊Smoking is limited to designated areas on campus.

Kamogawa River
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Emergency Procedures / Emergency Contacts Information Sheet

以下は、緊急時のフローチャート、且つ、緊急連絡シートです。空欄に緊急時の連絡先を記入し、所属
する研究室や事務室、家族等と情報を共有してください。旅行時にはシートのコピーを携行しましょう。
なお、以下のフローチャート / シートは、京都大学国際戦略本部が作成したひな形のため、所属する学部
や研究科等作成の同図については確認してください。
Showing below is the Flow Chart Emergency Contact nformation Sheet for emergencies. lease fill in
the information of emergency contacts in the blanks, and then provide the information with the relevant
persons in your faculty department as well as your members. lease carry a copy of the sheet with you
when traveling. The sheet is suggested by the Kyoto niversity nternational Strategy Office, so please
check it with your department of affiliation because they may have their own version of the sheet.

留時

国内

While in Japan

Japan

事件･事故･災害･テロ等の発生

Emergency (accident / disaster / terrorist attack)

京都大学
Kyoto University
所属部局
Faculty /
graduate school /
research institute /
administration office
Tel ......................................

Tel ......................................

Email ................................

Email ................................

部局長
本部

万一、事件・事故等に遭遇した場合は、自身の生命身体の安全確
保を最優先に判断・行動し、関係者への連絡・救援要請を開始し
てください。
In case of emergency, first of all ensure your own safety, then
contact the relevant persons / organizations to request for assistance.
緊急通報時連絡内容
•氏名・連絡先
•発生日時・場所
•被害内容
•現在の現場の状況
•関係先への通報状況
•避難場所

Dean, director, etc.

University headquarters

京都大学の連絡フロー
Contact with KU
関係先の連絡フロー
Contact with relevant organizations

警察
救急車・ 消防
Local police
Ambulance / Fire brigade
保険会社24時間対応窓口等
Insurance emergency line

外国人留学生
International student

指導･受入教員
Host professor
(if applicable)

外国人留学生の連絡フロー
Contact with international student

What to report ?
•Your name and contact number / email addess
•Date, time, location and details of the incident
•Current situation and details of damage
•Persons / organizations that you have already
contacted
•The location which you have been evacuated
(if applicable)

Tel ..................................................................
在日 館
Relevant embassy or consulate
Tel ..................................................................
文部科学省・外務省等
Relevant government ministries
(MEXT, MOFA, etc.)
家族等
Family member, etc.
氏名 / Name

............................................

続柄 / Relationship .............................

国外
ome country etc

Tel ..................................................................
保険会社24時間対応窓口等
Insurance emergency line
Tel ..................................................................

在 大学・機関等
Home university / institution
(if applicable)
担当 / Name

............................................

Tel ..................................................................
Email ............................................................

海外渡航時
国外
警察

Abroad

事件･事故･災害･テロ等の発生

Emergency (accident / disaster / terrorist attack)

............................................

続柄 / Relationship .............................
Tel ..................................................................
Email ............................................................

Fire brigade

Tel ..................................................................
大使館・総領事館
Relevant embassy or consulate
Tel ..................................................................

担当 / Name

............................................

万一、事件・事故等に遭遇した場合は、自身の生命身体の安全確保を最
優先に判断・行動し、関係者への連絡・救援要請を開始してください。
In case of emergency, first of all ensure your own safety, then contact
the relevant persons / organizations to request for assistance.

緊急通報時連絡内容
•氏名・連絡先
•発生日時・場所
•被害内容
•現在の現場の状況
•関係先への通報状況
•避難場所

What to report ?
•Your name and contact number / email addess
•Date, time, location and details of the incident
•Current situation and details of damage
•Persons / organizations that you have already
contacted
•The location which you have been evacuated
(if applicable)

Email ............................................................
関係先大学・機関
Host university / institution
担当 / Name

............................................

Tel ..................................................................
Email ............................................................
家族等
Family member, etc.
氏名 / Name

............................................

続柄 / Relationship .............................

国内

Tel ..................................................................

Japan

文部科学省・外務省等
Relevant government
ministries
(MEXT, MOFA, etc.)

京都大学
Kyoto University
所属部局
Faculty / graduate school /
research institute /
administrative office

指導･受入教員
Host professor (if applicable)

Tel ........................................................

Tel ........................................................

Email ..................................................

Email ..................................................

部局長
本部

Dean, director, etc.

University headquarters

Email ............................................................
氏名 / Name

11
eferences ( mergency Proce ures)

外国人留学生
International student

Ambulance

Tel ..................................................................

京都大学全学海外拠点（対応可能な地域)
KU Overseas Centers (if applicable)
Tel ..................................................................

Tel ..................................................................

消防

氏名 / Name

When travelling abroad

Local police

救急車

Email ............................................................

............................................

続柄 / Relationship .............................

Tel ..................................................................
Email ............................................................

保険会社24時間対応窓口等
Insurance emergency line
Tel ..................................................................
危機管理専門会社（アイラック等）24時間対応窓口等
Risk management company emergency line
(I-rac, etc., if applicable)
Tel ..................................................................
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