2020年夏期実施 大学院入試の追試験について
京都大学大学院情報学研究科

【各専攻の修士課程4月期入学 追試験の概要】
専攻

実施方法

知能情報学

2021年2月3日(水)、4日(木)に京都大学内において本試験と同様の試験を行う。

社会情報学

2021年2月3日(水)、4日(木)に京都大学内において本試験と同様の試験を行う。

先端数理科学
数理工学

2021年2月3日(水)、4日(木)に京都大学内において本試験と同様の試験を行う。

システム科学 2021年2月3日(水)、4日(木)に京都大学内において本試験と同様の試験を行う。
通信情報
システム

2021年2月3日(水)に京都大学内において本試験と同様の試験を行う。

【備考】
・博士後期課程（4月期）入学の追試験については個別に通知する。
・追試験希望届の提出者には、試験の時間・会場等の詳細を2021年1月中旬以降
に、届け出のあったメールアドレス宛てに通知する。（通知先に変更がある場合
は、ただちに申し出ること）
・専攻によっては、英語スコア等の提出物を付加的に要求することがある。
・追試験希望届の提出者で、追試験を辞退するものは2021年1月26日（火）までに
申し出ること。これ以降の申し出については検定料の返還を行わない。

【連絡先：京都大学大学院情報学研究科教務掛 jyoho-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp】

Additional Examination for Entrance Examination in summer 2020
The Graduate School of Informatics, Kyoto University

Detail about Additional examination for Master’s program of April 2021
Department

Implementation

The additional examination will be given at the same condition as the
Department of Intelligence
original one. It will be given on 3 and 4 February 2021 at Kyoto
Science and Technology
University.

Department of Social
Informatics

The additional examination will be given at the same condition as the
original one. It will be given on 3 and 4 February 2021 at Kyoto
University.

Department of Advanced
Mathematical Sciences
Department of Applied
Mathematics and Physics

The additional examination will be given at the same condition as the
original one. It will be given on 3 and 4 February 2021 at Kyoto
University.

Department of Systems
Science

The additional examination will be given at the same condition as the
original one. It will be given on 3 and 4 February 2021 at Kyoto
University.

Department of
Communications and
Computer Engineering

The additional examination will be given at the same condition as the
original one. It will be given on 3 February 2021 at Kyoto
University.

Notes
- We will contact individual applicant of admission for Doctoral program April 2021 later.
- After mid-January, 2021, we will contact applicants who have requested an additional
examination at the registered email address for details. (Please notify us without any delay, if you
have recently changed email address.)
- Please aware that we may ask examinees to submit additional materials, such as English score.
- If you wish to withdraw the additional examination, you need to notify us by January 26, 2021.
No refund may be made after the date.
Contact: Student affairs division, Graduate School of Informatics, Kyoto University
Mail: jyoho-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

返還金振込依頼書・Remittance Request Form に関する注意点について
【返還金振込依頼書】
・日本の銀行口座に検定料を返還する場合に使用してください。
・必要事項を記入のうえ、情報学研究科教務掛へ「郵送」で提出してください。
・ゆうちょ銀行の口座に返還する場合は、通帳のコピー等、「振込用の店番・預金種目・口座番号」
を確認できる書類を併せて提出してください。
・外国人の方は、通帳のコピー等、口座名義を確認できる書類を併せて提出してください。
【Remittance Request Form】
・海外の銀行口座に検定料を返還する場合に使用してください。
・必要事項を記入のうえ、情報学研究科教務掛へ「メール」で提出してください。
※件名を「受験番号＊＊＊＊：検定料の返還について」とすること。

Notes on 返還金振込依頼書 and Remittance Request Form
返還金振込依頼書 (for domestic bank transferring)
- Please use this form “返還金振込依頼書” if you wish to refund your entrance
examination fee to the bank in Japan.
- Please submit this form to the office of the Graduate School of Informatics via post.
- If you wish to use Japan Post Bank, please send a photocopy of bankbook which
shows branch number, deposit type and account number.
- If you hold non-Japanese nationality, please submit photocopy of bankbook.

Remittance Request Form
- Please use this “Remittance Request Form” if you wish to refund your entrance
examination fee to the bank outside of Japan.
- Please submit this form to the office of the Graduate School of Informatics via
email.
- Please put “4 digits of your examination number: Refund of entrance examination
fee” in the subject line of the email.
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返還金振込依頼書
国立大学法人京都大学

学長

殿

住

所

氏

名

印

私が、貴学に対し支払った過誤納金について、下記の口座に振込み願います。

記

入金済額

円

返還額
銀

金融機関名

（

（

）支

店

信用金庫

預金種別

（本人または

行

）

金融機関コード

預金口座

円

支店コード

１．普通・総合
２．当座

口座番号

フリガナ

受領委任者の名義）

氏

名
（本人との続柄：

）

電話番号
備

考

返還理由：コロナウイルスの影響により入学試験を受けることが
出来なかったため

※入金を確認できる書類（金融機関振込時の受領書（写）等）を添付してください。
※ゆうちょ銀行口座の場合は、ゆうちょ銀行口座の「記号・番号」ではなく、「振込用の店番・
預金種目・口座番号」を「（
）支店・預金種別・口座番号」欄に記入し、通帳のコピー
等、「振込用の店番・預金種目・口座番号」を確認できる書類を併せて提出してください。
※外国人の方は、通帳のコピー等、口座名義を確認できる書類を併せて提出してください。

Remittance Request Form
Please complete the following and submit to the Student Affairs Division of Graduate School of
Informatics, Kyoto University.

Name
Your Contact
Information

Address
Country
Name

Account
Holder's
Information

Address
Country

Amount to be
Remitted

Japanese Yen
Bank Name
Bank Branch
Bank Address
Country
Account No. / IBAN Code*

Bank
Information

Swift Code
ABA No.

Please enter
if available:

Routing No.
BLZ No.
FED No.
BIC No.

*Remittance to Europe must include an IBAN code.

¥30,000

