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令和 5年度 京都大学文学部学士入学出願要項  

 

１．出願資格 

(1) 大学を卒業した者及び 2023年（令和 5年）3月 31日までに卒業見込みの者。 

(2) 学校教育法第 104条第 7項の規定により学士の学位を授与された者及び 2023年 

（令和 5年）3月 31日までに授与される見込みの者。 

 

２．選抜方法 

    入学者の選抜は、筆記試験及び口述試験による。 

 

３．受入予定人員 

若 干 名 

 

４．選考を実施する専修及び試験科目 

系 専   修 
筆 記 試 験 科 目 口述 

試験 外 国 語 専 門 科 目 

西 洋 

文 化 学 

西 洋 古 典 学 英 語 西 洋 古 典 学 有 

スラブ語学スラブ文学 英 語 スラブ語学スラブ文学 有 

ドイツ語学ドイツ文学 英 語 ドイツ語学ドイツ文学 有 

イタリア語学イタリア文学 英 語 イタリア語学イタリア文学 有 

 

（注）外国人の出願者は、日本語を受験しなければならない。ただし、日本の大学を卒業した外国人に 

ついては、日本人の出願者と同じ扱いとする。 

 

５．出願書類等 （記載事項の記入もれ、その他不備・不足のある場合は、受理しない。） 

出願書類の所定用紙は本学部のWEBサイト 

（https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/admission/undergraduate_index/）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すること。 

 

(1) 入学願書 所定用紙（両面印刷）に志望専修等必要事項を記入すること。 

（全項目必須。該当しない項目には斜線を引くこと。） 

(2) 学業成績証明書 原本を提出すること。（本学部卒業者及び卒業見込者は提出不要） 

(3) 卒業(見込)証明書 原本を提出すること。（本学部卒業者及び卒業見込者は提出不要） 

改姓・改名により願書記載の氏名と証明書記載の氏名に違いがある場合、その

事実が確認できる書類を合わせて提出すること。 

(4) 受験票・写真票 所定の用紙に必要事項を記入し、上半身脱帽正面向で出願前 3か月以内に撮影

した修正・加工していない写真（2枚）をそれぞれ貼付すること。（大きさ 4.5

㎝×3.5㎝）。写真の裏面に氏名を記入しておくこと。 
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(5) 入学検定料収納

証明書 

入学検定料：30,000円 

振込期間：令和 5年 2月 6日（月）～2月 13日（月）（期間外取扱不可） 
 

※本学が指定する災害（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions/fees_exemption 

参照）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で、

罹災証明書等を得ることができる場合は入学検定料を免除することがある。詳細

は、令和 5年 1月 20日（金）までに、文学部教務担当まで問い合わせること。 
 

＜納入方法等＞ 

京都大学EX決済サービスにより上記期間に入学検定料を納入すること。 

①詳細は 4ページの入学検定料支払方法に従って納入すること。入学検定料の

他に支払い手数料（650円）が必要。 

②納入後、収納証明書を印刷し、「入学検定料収納証明書貼付台紙」（所定用紙）

に貼付すること。 

③願書受理後の入学検定料の払戻しには応じない。 

(6) 連絡用封筒（2枚） 長形 3 号封筒（120mm×235mm）2 枚にそれぞれ「郵便番号・住所・氏名」

を明記し 344円切手（速達扱）を貼付すること。 

(7)（外国人留学生の

み） 

在留カード（両面コピー）又は住民票（市・区・町・村発行の在留資格・在留

期間が記載されたもの）。 

 

６．出願手続 

    出願は、郵送に限る。 

郵送にあたっては、「出願書類等」を一括して封筒に入れ、封筒の表に「学士入学願書在中」と

朱書して、必ず書留郵便とすること。 

(1) 願書受理期間 

       令和 5年 2月 7日（火）から 2月 13日（月）午後 5時まで（必着）。 

（ただし、令和 5年 2月 7日（火）以前の発信局消印のある書留速達郵便に限り、期間後

に到着した場合でも受理する。） 

(2) 送付先 

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学文学部教務掛 

 

７．試験期日及び場所 

  令和 5年 2月 28日（火）午前 9時から 京都大学文学部 

（集合場所、その他詳細は、受験票送付の際に通知する。） 

 

８．合格者発表 

    (1) 令和 5年 3月 10日（金）午前 10時頃発表の予定。 

（文学部校舎講義棟掲示板に合格者の受験番号を掲示し、併せて下記のホームページに

合格者の受験番号を発表する。） 

    (2) 発表後に出願者に郵送で通知する。 

    (3) 電話、メール等による問い合わせは受け付けない。 
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９．入学料及び授業料 

  入学料 282,000円（予定） 

  授業料 267,900円（前期分） ［年額 535,800円］（予定） 

     注１：入学料及び授業料は、入学時に改定されることがある。なお、在学中に授業料が改定 

された場合には、改定時から新授業料が適用される。 

     注２：入学手続き日程及び提出書類等の詳細については、合格通知の際に指示する。 

     注３：入学料及び授業料の免除・徴収猶予については、入学手続きに関する書類で通知する。 

 

10．個人情報の取扱い 

     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、①入学試験、②合格発

表、合格者のみ③入学手続業務、入学者のみ④教務関係（学籍、修学指導等）、⑤学生支援関

係（健康管理、奨学金申請等）、⑥授業料徴収に関する業務を行うために利用し、「京都大学に

おける個人情報の保護に関する規程」の定めるところにより取扱う。 

 

◎ 注意事項 

(1) 令和 5年 4月 1日以降において、在職又は他の大学等に在籍する者は入学を許可しない。 

(2) 卒業に要する修業年限は 2年とする。在学は 4年を超えることが出来ない。又、休学は通

算 2年を超えることが出来ない。  

(3) 入学を許可された者は、卒業に必要な単位数の内、全学共通科目の単位数は入学前に他大

学等において修得したものとみなす。 

(4) 外国において大学を卒業した者は、出願手続きの前に出願資格の審査を受けなければなら

ない。該当する者は、令和 5年 1月 6日（金）までに文学部教務掛に問い合わせること。 

(5) 障害等がある者で、受験上もしくは修学上配慮を必要とする者は、令和 5年 1月 6日（金）

までに文学部教務掛へ申し出ること。 

 

 

 

      令和 4年 11月 

 

京 都 大 学 文 学 部 

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 

電話  (075) 753-2864 

 

 京都大学大学院文学研究科・文学部ホームページ 

https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/admission/undergraduate_index/ 



コンビニ・クレジットカード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・セイコーマート・デイリーヤマザキ）、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、一覧から本学を選択後、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。

文学部 https://www3.univ-jp.com/kyoto-u/let1/

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。

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
ローソン

ミニストップ
(Loppi)

セイコーマート

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

「オンライン決済番号」を入力

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

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、PayPay銀行、au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。

レジで店員に
「インターネット支払い」

と伝える

ファミリーマート
(マルチコピー機)

代金支払い/チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）

番号入力画面に進む

「お客様番号」を入力

「確認番号」を入力

注意事項を確認
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