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京都大学大学院文学研究科 

平成３１年度 

 

修 士 課 程（思想文化学専攻・行動文化学専攻） 

夏期学生募集要項 
 

 

 

京都大学大学院文学研究科アドミッション・ポリシー 
 

―京都大学大学院文学研究科が望む学生像― 

 

文学研究科修士課程 

 

１．京都大学文学研究科修士課程は、専門分野を学ぶための十分な基礎学力   

を具えており、哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる諸問題の解明を目指

し、自由の学風を重んじる本学の基本理念を踏まえながら、新たな知的価値

を創出することのできる学生を求める。 

２．入学者選抜においては、以下の点が問われる。 

(1) 志望分野に関する専門的知識を有しているとともに、人文学全般にわた 

って広い知識をもっていること。 

(2) 志望分野において自らが主体的に問題を発見し、原典や一次資料の適切 

な分析に基づいてそれを解決する能力をもっていること。 

(3) 将来国際的な場でも活動しうるだけの外国語能力の基礎を具えているこ

と。 

 

（本研究科の修士課程は、大学院設置基準（第 4条）にいう博士課程の前期 2年の課程です。） 

 

 

平成 30年 4月 

 

京都大学大学院文学研究科 

 
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 

電話（075）753-2710 （教務掛） 
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp 
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1.募集専攻(専修)   

専攻 専修 

思想文化学 
哲 学 西洋哲学史 日本哲学史 倫理学 

宗教学 キリスト教学 美学美術史学  

行動文化学 心理学 言語学 社会学 地理学 

※京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境 文化越境  

※京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻については、専攻独自の筆記試験・

口頭試問は実施しません。文学研究科のいずれかの専修に出願・受験して合格し、かつ

平成 30年 12月の国際連携文化越境専攻出願期間に必要書類を提出した者の中から両大

学が連携して書類選考を行います。国際連携文化越境専攻の出願要件については、下記

を参照してください。夏期入試合格者には、同専攻の出願要件に関する説明をお送りし

ます。（参考 https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/jdts/） 

 

2.募集人員 各専修 若干名     

 

3.出願資格  

次の各号のいずれかに該当する者、あるいは平成 31年 3月 31日までに該当する見込の者 

(1) 大学を卒業した者（注）① 

(2) 学校教育法第 104条第 4項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者（注）① 

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

外国の学校教育における 16年の課程を修了した者（注）① 

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

課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修

了した者（注）① 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外

国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるも

のとして文部科学大臣が指定するものに限る。）において、修業年限が 3 年以上である

課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい

て履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了するこ

とを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者（注）① 

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

者 

(8) 文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第 5号） 

(9) 大学に 3年以上在学した者(学校教育法第 102条第 2項の規定により、これに準ずる者と

して文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学において、所定の単位を優れた

成績をもつて修得したものと認めた者（注）② 

(10)本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、22歳に達したもの（注）② 



3 

 

（注）① 外国の大学を卒業した者及び卒業見込みの者、又は外国において学士の学位を取

得した者及び取得見込みの者は、学歴の事前確認をしますので、入学願書に必要事項を

記入したもののコピーと、卒業（見込）証明書、卒業証書（原本に限る）を平成３０年

６月８日（金）までに教務掛へ提出してください。ただし、京都大学に研究生として在

学中の者は不要です。なお、中国大陸、香港、台湾の大学を卒業・在学されている方は、

京都大学ＡＡＯを通じて照会してください。

（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html） 

（注）② (9)及び(10)により出願する者は、事前に出願資格の審査を受けなければなりませ

ん。（事前審査に該当する場合は、平成３０年６月８日（金）までに教務掛に照会して

ください。） 

※ 照会せずに出願した場合には願書を受理しません。 

 

 

4.出願書類等 
出願書類の書式は全て本研究科の WEBサイト 

（https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/admission/graduate_index/）より入手できます。 

WEBサイトよりダウンロードし、各自で印刷した用紙（A4サイズ）を出願書類として使用

してください。 

１．入学願書 所定用紙（入学願書は両面印刷）に志望専攻・志望専修・希望

の研究題目等必要事項を明記してください。 

２．受験票・写真票 所定用紙に必要事項を記入し、上半身脱帽正面向きで出願前 

3か月以内に撮影した写真を各々貼付してください。 

（大きさ縦 4㎝×横 3㎝） 

３．小論文等 

（同じものを２部、 

      様式随意） 
※なお、提出論文はコピーした

ものでも差し支えありません。 

提出する小論文 2 部をそれぞれ封筒に入れ、封筒には必要事項

を記入した所定用紙を貼付してください。小論文等の課題につ

いては、後述の専修ごとの説明を参照してください。 

４．出身大学成績証明書 

（１通） 

本学文学部卒業者及び卒業見込み者は提出不要 

 

５．出身大学卒業証明書 

又は卒業見込証明書 

（１通） 

本学文学部卒業者及び卒業見込み者は提出不要 

（出願時に大学院を修了している者は、出身大学院の修了証明

書を併せて提出すること。） 

６．入学検定料 ３０，０００円  

下記により入学検定料を振込・納入後、「入学検定料振込・納付

証明書貼付台紙」（所定用紙）に金融機関で振込みの場合は ATM

等から発行されるご利用明細書（本紙）等振り込んだことが確

認できるものを、京都大学 EX決済サービスで納入の場合は上記

サイトから収納証明書を印刷して所定の位置に「入学検定料振

込金受付証明書」を貼付のうえ提出してください。 

【振込・納付期間】平成 30年 6月 21日（木）～6月 28日（木）

（期間外取扱不可） 

《金融機関で振込みの場合》 

下記の期限までにお近くの金融機関にて次の口座にお振込みく

ださい。 
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（ATMからの振込も可。ただしインターネットでの振込は不可） 
銀行名 支店名 預金種目 口座番号 受取人氏名 

三井住友銀行 京都支店 普通 8089404 国立大学法人 

京都大学 

※三井住友銀行（京都支店）以外からの振込は、各金融機関所

定の手数料が必要となります。 

※必ず「振込依頼人名」が出願者本人の氏名であることを確認

のうえお振込み願います。 

（出願者以外の名義で振り込まれた場合は、願書を受理できな

い可能性があります。） 

※振込手数料については出願者の負担となります。 

※振込後、ATM 等から発行されるご利用明細書（本紙）等、振

り込んだことが確認できるものを「入学検定料振込・納入証明

書貼付台紙」に貼付して提出してください。その際に、写しを

取っておくようにしてください。 

《「京都大学 EX決済サービス」サイトで納入する場合》 

「京都大学 EX決済サービス」サイト 

（https://www3.univ-jp.com/kyoto-u/let/） 

にアクセスし、所定の手続きにより納入してください。 

納入方法等の詳細は、別紙「京都大学 EX決済サービスによる入

学検定料支払方法」を参照してください。 

支払い方法について不明な点があれば、以下に問い合わせくだ

さい。 

 「京都大学 EX決済サービス」ヘルプデスク 

 TEL 050-3786-3324 

 受付時間 10：00～18：00 

 問合わせ受付期間：平成 30年 6月 21日（木）～28日（木） 

※手数料（500円）は出願者負担となります。 

※必ず「納入者名」が出願者本人の氏名であることを確認のう

え納入願います。 

（出願者以外の名義で納入された場合は、願書を受理できない

可能性があります。） 

【注意事項】 

平成 28年 4月に発生した熊本地震及び平成 23年 3月に発生し

た東日本大震災による災害救助法適用地域において、主たる家

計支持者が被災された方は、入学検定料を免除することがあり

ますので、罹災証明書を添えて申請してください。罹災証明書

の入手が困難な人は文学研究科教務掛へ申し出てください。 

詳しくは、6 月 8 日(金)までに、文学研究科教務掛へ問い合わ

せてください。 

なお、日本政府(文部科学省)国費外国人留学生は検定料の納付

は不要ですが、その旨を証明する所属大学発行の証明書を提出

してください。 

また、入学検定料を振り込んだが出願しなかった場合、誤って

二重に振り込んだ等の場合には、必ず文学研究科教務掛に速や
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かに連絡し、返還請求の手続きを行ってください。 

その際、「入学検定料振込金受付証明書」が返還手続に必要です

ので、なくさないよう注意してください。 

７．受験票送付用封筒 長形 3 号封筒（120mm×235mm）に出願者の住所・氏名・郵便番

号を明記し、362円切手(速達扱)を貼付してください。 

８．合否通知受領用封筒 長形 3 号封筒（120mm×235mm）に出願者の住所・氏名・郵便番

号を明記し、82円切手を貼付してください。 

９．あて名票 

（H31.2送付） 

所定用紙に必要事項を記入して提出してください。 

10. 住民票 

（外国人留学生のみ） 

外国人留学生は、市・区・町・村長の発行する住民票を提出し

てください。（または、在留カードの両面をコピーしたもの） 

（注）次の(1)から(3)のいずれかであって、学位規則第 6条第 1項の規定に基づき、大学評

価・学位授与機構が定めている要件を満たすものとして認定を受けている専攻科に在籍

する者で、出願資格(2)に該当する見込みの者は、上記書類のほか、当該専攻科の「修

了見込証明書」及び「学士の学位授与申請予定者である旨の証明書」（様式随意：学位

が得られなくなった場合は、速やかに通知する旨の記載があるもの）を提出してくださ

い。 

(1) 修業年限 2年の短期大学に置かれた修業年限 2年の専攻科 

(2) 修業年限 3年の短期大学に置かれた修業年限 1年の専攻科 

(3) 高等専門学校に置かれた修業年限 2年の専攻科 

○小論文等の課題 

・ 哲学：（1）大学院で取り組みたい研究についての研究計画書（日本語の場合 1,200字以

内、英語の場合 500語以内）および（2）哲学に関する論文を提出してください。論文は、

日本語の場合 10,000〜12,000字程度、英語の場合 3,000〜5,000語程度にまとめてく

ださい。ただしこの条件に合致する卒業論文あるいはそれに相当する研究論文がある

場合、そのうち一編を（2）の論文に代えることができます。 

・ 西洋哲学史：（1）大学院で取り組みたい研究についての研究計画書（日本語の場合約

1,200字以内、英語の場合約 500語以内）、および（2）哲学に関する論文を提出してく

ださい。論文は、日本語の場合 10,000〜12,000字程度、英語の場合 3,000〜5,000語

程度にまとめてください。ただしこの条件に合致する卒業論文あるいはそれに相当する

研究論文がある場合、そのうち一編を（2）の論文に代えることができます。 

・ 日本哲学史：自分の関心のあるテーマについて、日本哲学あるいは日本哲学史の観点

から考察した小論文を提出してください。小論文は日本語で執筆し、参考文献表および

必要に応じた注を必ず付けて、12,000字程度にまとめてください。出身大学の卒業論

文、またはそれに相当する研究論文の内容が、日本哲学に関連する場合、その論文も

併せて参考資料とし１部を提出しても構いません。その論文が外国語で執筆されている

場合は、3,000字程度の日本語の要約も付けて提出してください。 

・ 倫理学：現時点で自分が関心をもつテーマについて、倫理学的視点から考察した小論文

（研究論文の体裁を備えたもの）を提出してください。小論文は、日本語で 8,000～

10,000字程度にまとめてください。すでに大学を卒業した者については、出身大学の
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卒業論文またはそれに相当する研究論文の内容が倫理学に関連する場合、その論文

も併せて参考論文として提出してもよろしい（1部）。ただしそれを小論文に代えることは

できません。 

・ 宗教学：現時点で自分が関心をもつテーマについて、宗教哲学的視点から考察した小論

文（研究論文の体裁を備えたもの）を提出してください。小論文は、日本語で 8,000～

10,000字程度にまとめてください。すでに大学を卒業した者については、出身大学の

卒業論文またはそれに相当する研究論文の内容が宗教哲学に関連する場合、その論

文も併せて参考論文として提出してもよろしい（1部）。ただしそれを小論文に代えること

はできません。 

・ キリスト教学：自分の関心のあるテーマに対して、キリスト教学的視点から考察した小論文

（研究論文の体裁を整えたもの）を提出してください。小論文は、日本語で 10,000～

12,000字程度にまとめてください。すでに大学を卒業した者については、出身大学の

卒業論文またはそれに相当する研究論文の内容がキリスト教学に関連する場合、その

論文も併せて参考論文として提出してもよろしい（１部）。ただしそれを小論文に代えるこ

とはできません。 

・ 美学美術史学：自分の関心のあるテーマに対して、美学美術史学的視点から考察した小

論文（研究論文の体裁を備えたもの）を提出してください。小論文は、日本語で 10,000

～12,000字程度にまとめてください。すでに大学を卒業した者については、出身大学

の卒業論文またはそれに相当する研究論文の内容が美学美術史学に関連する場合、

その論文も併せて参考論文として提出してもよろしい（1部）。ただしそれを小論文に代

えることはできません。 

・ 心理学：大学院において取り組みたい研究について、テーマ、着想に至った背景、目的、

現在までの進捗状況をまとめた本文4,000字程度の小論文を提出してください。図表は

字数に含めません。すでに大学を卒業した者については、出身大学の卒業論文または

それに相当する研究論文の内容が心理学に関連する場合、その論文も併せて参考論

文として提出してもよろしい（１部）。ただしそれを小論文に代えることはできません。 

・ 言語学：大学院において取り組みたい研究について、a)テーマ、b)着想に至った背景、

c)目的、d)現在までの進捗状況など、をまとめた小論文を提出してください。小論文は

日本文の場合 6,000字程度、英文の場合 2,000語程度にまとめてください。すでに大

学を卒業した者については、出身大学の卒業論文またはそれに相当する研究論文の

内容が言語学に関連する場合、その論文も併せて参考論文として提出してもよろしい

（１部）。ただしそれを小論文に代えることはできません。 

・ 社会学：自分の関心のあるテーマに対して、社会学的視点から考察した小論文を提出し

てください。小論文は、日本語で 8,000～10,000字程度にまとめてください。すでに大

学を卒業した者については、出身大学の卒業論文またはそれに相当する研究論文の

内容が社会学に関連する場合、その論文も併せて参考論文として提出してもよろしい
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（１部）。ただしそれを小論文に代えることはできません。 

・ 地理学：大学院において取り組みたい研究について、テーマ、研究の目的と意義、研究

方法ならびに資料、現在までの研究の進捗状況と今後の見通しをまとめた小論文を提

出してください。小論文の長さは 5,000～8,000字程度とします。引用した文献のリスト

や図表（志望者自身が作成したもの）がある場合は、小論文に添付して提出してくださ

い。すでに大学を卒業した者については、出身大学の卒業論文またはそれに相当する

研究論文の内容が地理学に関連する場合、その論文も併せて参考論文として提出して

もよろしい（１部）。ただしそれを小論文に代えることはできません。 

 

 

5.出願手続  

出願は郵送に限ります。 

「４．出願書類等」で説明した必要書類等をまとめて一つの封筒に入れ、必ず「書留郵

便」で送付してください。その際、郵送用封筒の表に「大学院修士課程夏期入学試験願

書在中」のラベル（所定用紙）を貼り付けてください。 

1. 願書受付期間 平成３０年６月２５日（月）から６月２８日（木） 

午後４時まで（必着） 

（ただし、６月２６日（火）以前の発信局消印のある書留郵便に限り、

期間後に到着した場合でも受理します。） 

2. 送付先 〒606-8501  京都市左京区吉田本町 

京都大学大学院文学研究科教務掛 

3. 受験票の送付 受験票および受験上の注意事項の送付については、7月 11日（水）頃

を予定しています。7月 18日（水）を過ぎても通知がない場合には、

文学研究科教務掛（075-753-2710）に問い合わせてください。 

 

 

6.選抜試験実施方法 

選抜試験は第一次試験、第二次試験に分けて実施します。 

第二次試験は、第一次試験合格者のみについて実施します。 

選抜試験全般について、辞書を使用可と特記した以外の試験では、辞書の使用を認

めません。 

○第一次試験(筆記試験) 

外国語試験および専門科目試験  

(ア) 外国語試験―英語・独語・仏語のうち一つを選んでください。 

ただし、外国人留学生（留学、文化活動等の在留資格を有する者）については、す

べての受験生に「日本語」の筆記試験のみが課されます。第一次試験（イ）・第二

次試験で「英語・独語・仏語」が課されているときは、「日本語」をもって代える

ことはできません。 

(イ) 志望する専修に関する基礎的学力を問う専門試験を行います。ただし、各専修の試験内
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容については、以下を参照してください。   

・ 哲学：哲学と西洋哲学史に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。（西洋哲学史と

共通） 

・ 西洋哲学史：哲学と西洋哲学史に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。（哲学と

共通） 

・ 日本哲学史：日本哲学史に関する基礎学力を問う筆記試験、および外国語試験（英語、

独語、仏語、漢文のうち、（ア）で選択しなかったもので、かつ母語でないものを一つ選

ぶ）を行います。 

・ 倫理学：倫理学に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。 

・ 宗教学：宗教哲学・宗教学の基礎知識を問う筆記試験と、外国語試験（英語、独語、仏語、

日本語のうち(ア)で選択しなかったもので、かつ母語でないものを一つ選ぶ）を行いま

す。 

・ キリスト教学：キリスト教学に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。 

・ 美学美術史学：美学美術史学に関する基礎学力を問う専門試験（日本語）と外国語試験

を行います。外国語試験は、英語、独語、仏語、伊語から 2科目を選択。ただし、日本・

東洋美術史学専攻希望者に限り、英語、独語、仏語、伊語、漢文、日本語（古文）から 2

科目を選択することができます。 

・ 心理学：心理学に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。 

・ 言語学：言語学に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。 

・ 社会学：社会学に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。 

・ 地理学：地理学に関する基礎学力を問う筆記試験を行います。 

○第二次試験   

専門科目試験および口頭試問  

(ア)  専門に関する試験 

志望する専修についての筆記試験を行います。ただし、各専修の試験内容については、

以下を参照してください。 

・ 哲学：英語、独語、仏語、および論理学のうち第 1次試験の思想文化学共通の外国語試 

験で選択しなかった一つの科目の筆記試験を行います。 

・ 西洋哲学史：古代哲学史志望者にはギリシア語、中世哲学史志望者にはラテン語、近世 

哲学史志望者には、英語、独語、仏語のうち第１次試験の思想文化学共通の外国語試 

験で選択しなかった１か国語の筆記試験を行います。ギリシア語については、試験時に 

希英辞書を貸与します。 

・ 日本哲学史：日本哲学史に関する専門知識を問う筆記試験を行います。 

・ 倫理学：英語、独語、仏語のうち第一次試験(ア)で選択しなかった 1か国語の筆記試験 

を行います。 

・ 宗教学：宗教哲学的思考力を問う論述試験を行います。 
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・ キリスト教学：英語、独語、仏語のうち、第一次試験（ア）で選択しなかった１か国語の筆記 

試験を行います。なお、大学院入学以降の研究テーマとの関連で、古典語（ギリシア語、

ラテン語、ヘブライ語）などの筆記試験を行う場合があります。 

・ 美学美術史学：美学美術史学に関する専門試験（日本語による論述試験）を行います。 

・ 心理学：心理学に関する専門試験を行います。 

・ 言語学：言語学に関する専門試験を行います。 

・ 社会学：論述問題および外国語の問題を課します。（ただし、外国語の問題は英・独・仏

語のうち第一次試験において選択しなかった 1か国語又は和文英訳問題から一つを選

択）。 

・ 地理学：論述問題および地理学文献の和文英訳の問題を課します。 

(イ)  提出された小論文等の課題を中心として口頭試問を行います。   

 

 

7.選抜試験日程・合格者発表（試験場 京都大学大学院文学研究科） 

1. 第一次試験 平成３０年８月６日(月) 外国語   午前 9時～午前 10時 30分 

専門科目 午前 11時～午後 0時 30分 

2. 合格者発表 

(第一次試験) 

平成３０年８月７日(火) 正午 

文学研究科西側掲示場に発表します。 

併せて本研究科の WEBサイトに受験番号で発表します。   

なお、電話、メール等による問い合わせには一切応じません。 

3. 第二次試験 平成３０年８月８日(水) 専門試験 午前10時～  

口頭試問 午後１時～  

4. 合格者発表 

(最終合格者) 

平成３０年８月９日(木) 正午 

文学研究科西側掲示場に発表します。 

併せて本研究科の WEBサイトに受験番号で発表します。   

なお、電話、メール等による問い合わせには一切応じません。 

 

 

８.入学料及び授業料 
入学料      282,000円 

授業料  半期分 267,900円 （年額 535,800円） 

 

注 1：入学料及び授業料は予定額ですので、改定されることがあります。 

入学時及び在学中に改定された場合には、改定時から新入学料及び新授業料が適

用されます。 

注 2：入学料及び授業料の免除・徴収猶予については、平成 31年 2月下旬頃に送付する

入学手続きに関する書類で通知します。 

注 3：国際連携文化越境専攻についても上記の金額となります。 

 

 

９.その他の注意事項 
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（１）願書受理後は、いかなる理由があっても入学検定料は返還しません。 

      また、出願のため提出した論文等は返却しません。 

（２）願書提出上の注意 

・願書は本人が楷書で鮮明に記入してください。 

・出願書類の受理後は、出願事項の変更を認めません。 

・障害等があって、受験上もしくは修学上配慮を必要とする者は、平成３０年 

６月８日（金）までに、文学研究科教務掛に申し出てください。 

（３） 受験に関する注意 

・筆記試験において使用を許可するものは、黒鉛筆・シャープペンシル・鉛筆削 

り・消しゴム・時計（計時機能のみ）に限ります。 

・試験室への入室は、係員の指示に従うとともに、必ず受験票を係員に呈示して 

ください。 

（４） 個人情報の保護について 

「京都大学における個人情報の保護に関する規程」の定めるところに従い、出願

書類等に記載された個人情報（成績判定に関する情報を含む）は、入学試験に関

する手続き以外の目的には使用しません。 

（５） その他 

・平成 31年 4月 1日以降において、在職または他の大学・大学院等に在籍する 

者は入学を許可しません。ただし、現職の教員で、本課程の正規在学期間２年 

につき、①学業専念のための「研修許可」もしくは②休職の許可のいずれかを 

勤務校から得ている場合は、除きます。 

・過去に実施された試験問題は、文学研究科教務掛窓口で閲覧できます。（身分 

証明書等を持参してください。）詳しくは本研究科の WEBサイトを参照して 

ください。 

著作権法との関係で、閲覧は窓口のみとなっております。受験希望者本人だけ 

でなく、代理の方でも閲覧できます。 

・本研究科の全専攻・専修(思想文化学専攻・行動文化学専攻を含む)を対象とし

た入学試験は、平成 30 年 12 月に出願、平成 31 年 2 月に実施という日程で行

います。 
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京都大学ＥＸ決済サービスでの入学検定料支払方法
コンビニ（セブン-イレブン・ローソン・ミニストップ・ファミリーマート・サークルKサンクス・セイコマート・デイリーヤマザキ・スリーエフ）、
クレジットカード、金融機関ATM、ネットバンキングを利用して24時間いつでも支払が可能です。

Webから申し込み１
以下のURLにアクセスし、画面の指示に従って申込みに必要な事項を入力してください。

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

申込内容の確認２
受付番号（受験番号ではありません）とお支払に必要な番号が表示されるのでメモするか画面を印刷してください。
なお、個人情報入力画面で入力したメールアドレスとパスワードは収納証明書を表示するときに利用します。

３ お支払い
お支払いは、以下のいずれかの方法で行ってください。日本国外からはクレジットカードでしか支払えません。

４ 出願書類への収納証明書貼付
お支払いおよび申込内容のご確認画面から収納証明書を印刷して、必要な部分を切り取り志願票の所定の位置に貼付し
てください。必要書類と同様に郵送してください。

①必要な部分を切り取り、 ②出願書類の所定の場所へ貼付する。

セブンイレブン

レジにて「インターネッ
ト支払い」と店員に伝え、
プリントアウトした【払
込票】を渡すか、【払込
票番号】を伝えお支払く
ださい。
※プリントしなかった場
合は、番号を伝える
のみでOKです。

マルチコピー機は使用し
ません

デイリーヤマザキ
スリーエフ

「オンライン決済番号」
を入力

ローソン
ミニストップ

(Loppi)
ファミリーマート

(Famiポート)
サークルKサンクス
(Kステーション)

セイコーマート
(クラブステーション)

出願情報が正しければ「確認」「印刷」ボタンを押す
端末より申込券が出るので30分以内にレジにて入学検定料を現金にて支払う

レジで店員に
「オンライン決済」

と伝える

レジにて
入学検定料を
現金にて支払う

各種サービス
メニュー

マルチペイメント
サービス

「お客様番号」
を入力

各種代金・インター
ネット受付・スマート
ピットのお支払い

各種代金お支払い

「確認番号」
を入力

代金支払い

各種番号をお持ちの方
はこちら

番号入力画面に進む

「お客様番号」
を入力

「確認番号」
を入力

同意して利用する

各種支払い

11ケタ等の番号を
お持ちの方

オンライン決済番号を
入力してお支払い

「オンライン決済番号」
を入力

次に進む

次に進む

インターネット受付・
各種代金お支払い

「オンライン決済番号」
を入力

次のページ

本人確認のため、クレ
ジットカードに記載さ
れている情報を入力し
ますので、支払前にク
レジットカードを準備
してください。
支払い方法は一括払い
のみです。
クレジットカードの利
用限度額を確認した上
で利用してください。

コンビニエンスストア（30万円未満のお支払い） クレジットカード

「税金・料金払込み」又は「Pay-easy」を選択

「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を入力

現金またはキャッシュカードを選択して、入学検定料を支払う

お支払いおよび申込内容のご確認画面を開く

[ネットバンキングでの支払に進む]ボタンを押す

ネットバンキングの契約をしている金融機関を選択し、ログインする

金融機関ATM【Pay-easy】 ネットバンキング

以下の金融機関でPay-easyマークの付いているATMでお支払いができます。
1回のお申込みにつき、現金では10万円未満、キャッシュカードでは
100万円未満のお支払いが可能です。
（利用可能な金融機関の一例）
・ゆうちょ銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行/埼玉りそな銀行
■支払い可能金融機関は下記ページの「ATM利用可能一覧」を確認してください。

http://www.well-net.jp/multi/financial_list/index.html

都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協などのネットバンキ
ングを利用することができます。事前に金融機関にて申し込みが必要です。
また、楽天銀行、ジャパンネット銀行、じぶん銀行、住信ＳＢＩネット銀行でも支払う
ことができます。事前に金融機関にて口座の開設が必要です。

事務手数料が別途かかります。詳しくはWebサイトをご確認ください。

お支払い可能なコンビニエンスストア・金融機関は変更する場合があります。詳しくはWebサイトをご確認ください。



Select [オンライン決
済番号を入力してお支
払い] (Enter online 

payment number and 
pay) .

Payment Methods for Application Fees with Convenience Store or Credit Card
Payment is possible 24 hours a day using a convenience store (Seven-Eleven, Lawson, Ministop, FamilyMart, Circle K Sunkus, 
Seicomart, Daily Yamazaki, Three F), credit card, financial institution ATM or Internet banking.

Apply From The Web1
Access the URL below and enter the required items following the instructions on the screen after selecting the 
school from the list.

https://www3.univ-jp.com/kyoto-u/en/let

Checking Application Content2
The reception number (not the examination number) and number required for payment will be displayed so 
please make a memo or print the screen. The e-mail address and password entered in the personal information 
input screen will be used when displaying the proof of payment.

3 Payment
Please make the payment using one of the methods below.
If you are outside of Japan, you can only pay by credit card.

4 Proof of Payment Seal for Application Documents
Print the proof of payment from the payment or application content confirmation screen, then cut out the 
required section and attach it to the designated position on the applicant ticket. Post it in the same way as 
the required documents.

(1) Cut out the required section, (2) Attach it to the designated 
position on the applicant ticket.

Seven-Eleven

Let a staff member at 
a 7-Eleven store know 
the [払込票番号]
(payment number) 
that was displayed 
after you completed 
your initial application 
and pay the 
application fee and 
processing fee in 
cash.
Be aware that no 

refunds will be given 
after you have paid at 
the cash register. 

Daily Yamazaki
Three F

On the LCD touch 
panel screen of the 
cash register, enter 
the online payment 

number (オンライン決
済番号) .

Lawson
Ministop
(Loppi)

FamilyMart
(Famiport)

Circle K Sunkus
(K Station)

Seicomart
(Club Station)

If the application information is correct then press the “Confirm” and “Print” buttons.
An application ticket will come out of the terminal so pay the admission examination payment fee 

with cash at the counter within 30 minutes.

Tell a staff member 
that you want to 
make an online 

payment (オンライン
決済).

After paying the 
amount in cash, be 
sure to keep the tax 

receipt (領収書), 
guide (ご案内), copy 
of the receipt (お客さ

ま控え), etc. 

Select [各種サービス
メニュー] (Service 

Menu).

Select [マルチペイメ
ントサービス] (Multi-
Payment Service).
Enter the customer 

number.

Select [各種代金・イ
ンターネット受付・ス
マートピットのお支払] 
(Pay a bill/Pay for an 
online purchase/Pay 

for a Smart Pit 
purchase).

Select [各種代金お支
払] (Pay a bill).

Enter the 
confirmation number

Select [代金支払い] 
(Pay a bill).

Select [各種番号をお
持ちの方はこちら] (I 

have a number).

Select [番号入力画面
に進む] (Go to 
number entry 

screen).

Enter the
customer number.

Enter the
confirmation number.

Agree and proceed.

Select [各種支払い] 
(Payments).

Select [11ケタ等の番
号をお持ちの方] (I 
have an 11-digit 

number).

Next

Next

Select [インターネッ
ト受付・各種代金お支
払い] (Complete an 

online 
transaction/Pay a 

bill). 

Enter the online 
payment number (オン

ライン決済番号) .

Next page

Personal 
identification
During the application 
procedure, you will be 
required to enter 
credit card details for 
personal identification 
purposes. Please have 
your card ready 
before applying.

Number of 
payments
Payments are only 
accepted in full.

Other precautions
Please ensure that 
you have sufficient 
funds available on 
your credit card 
before applying.

Convenience Store (Payments of 300,000 yen or less)Credit Card

From the ATM menu screen, select [税金・料金払込み] (Pay tax/bill).

Enter the receiving institution number, customer number and confirmation number

Select either 現金 (Cash) or キャッシュカード (Cash card) as a payment method.

Open the payment and application content confirmation screen

Press the “Payment with Internet Banking” 

Select financial institution with Internet banking contract and login

Financial Institution ATM (Pay-easy) Internet Banking
Payments can be made with ATMs with the Pay-easy mark at the financial 
institutions below.
A cash payment of 100,000 yen or less or a credit card payment of 1,000,000 yen 
or less is possible with a single application.
(List of compatible financial institutions)
-Japan Post Bank
-Mizuho Bank
-Resona Bank/Saitama Resona Bank
■Check financial institutions compatible for payment with the “List of compatible 
ATMs” below.

http://www.well-net.jp/multi/financial_list/index.html

Internet banking with major banks, regional banks, credit unions and 
cooperatives, worker’s credit unions, agricultural cooperatives and fisheries 
cooperatives can be used. Prior application with the financial institution is 
required.
Payments can also be made with Rakuten Bank, Japan Net Bank, Jibun Bank 
or SBI Sumishin Net Bank. Prior opening of an account with the financial 
institution is required.

A service fee is charged separately. Check with the website for details.

Payment compatible convenience stores and financial institutions are subject to change. Check with the website for details.

Enter the online 
payment number (オン

ライン決済番号).
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