
修士課程入学試験の成績提供について 
 

 

修士課程入学試験の成績提供を希望される場合は、受験者本人に限り、下記のとおり申請

してください。 

 

記 

 

１．成績提供の申請及び交付期間（ただし、土・日曜日、祝日は除きます。） 

【２０２１年 夏期 実施分】 

 ・申請期間：２０２１年８月１０日（火）～９月 ２日（木） 

 ・交付期間：２０２１年９月 ６日（月）～９月３０日（木） 

 

２．申請及び提供方法 

【窓口での請求】 

 下記の書類を情報学研究科教務掛（総合研究８号館１階）に持参してください。 

 ・修士課程入学試験成績提供申請書 

 ・受験票および学生証等身分証明書（本人確認を要するため、受け取り時にも必要） 

 ※交付期間に、教務掛まで受け取りに来てください。 

  

【郵便での請求】 

 下記の書類を情報学研究科教務掛に送付してください。 

 ・修士課程入学試験成績提供申請書 

 ・受験票および学生証等身分証明書の写し 

 ・返信用封筒（請求者の住所・氏名を明記し、簡易書留分の切手（404 円分）を貼付した 

長形 3 号の封筒） 

 ※交付日（９月６日）に発送します。 

 

 送付先 

  〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学情報学研究科教務掛 

  封筒の表面に「成績提供申請書在中」と朱書きしてください。 

  

  情報学研究科教務掛 

  



 
 

修士課程入学試験成績提供申請書 
 
 
入学試験における成績提供について、下記のとおり申請します。 
 

記 

 
申請年月日      年   月   日 

受験番号  

志望専攻   

申請者氏名 
（受験者） 

 

住  所 
〒 

電話番号  

※太枠線内の項目全てを申請者（受験者）が記入してください。 



 
Graduate School of Informatics, Kyoto University 

 

Providing the Entrance Examination Score of the Master's Program 
 
Only the examinee can request for the entrance examination score as follows. 
 
1. Period of application and issue (except Saturday, Sunday, and Holidays) 
Application Period:  Tuesday, August 10 - Thursday, September 2, 2021 
Issue Period:   Monday, September 6 - Thursday, September 30, 2021 
 
2. How to apply 
Request at the school office in person 
Bring the following documents at the Students Affairs Division, 1st floor of Research 
Building No.8.  
1) Request form for the entrance examination score of the Master’s Program (attached) 
2) Examination voucher and Passport  

*It is also necessary to bring the voucher and passport when you pick it up at the office.  
Request by post 
Send us the following documents. 
1) Request form for the entrance examination score of the Master’s Program (attached)  
2) Copy of Examination voucher and Passport  

*1) and 2) should be sent by e-mail in advance. 
3) Stamp 
 Residing in Japan:  

Self-addressed Envelope (120mm×235mm) and a 404 JPN stamp 
 Residing Outside Japan: 

 “International Reply Coupon” 
https://www.post.japanpost.jp/int/service/int_coupon_en.html 
Please use “The international Reply Coupon” for international delivery : enclose the 

Coupon with correct value. 
We will send your score report on September 6, 2021. 
 

Address: 
Student Affairs Division 
Graduate School of Informatics, Kyoto University 
1st floor, Research Bldg. No. 8 
Yoshida Honmachi 36-1, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501 Japan 
*Please write "Request for Entrance Examination Score" in red on the envelope. 

https://www.post.japanpost.jp/int/service/int_coupon_en.html


 
Graduate School of Informatics, Kyoto University 

 

 
 

Request form for the entrance examination score  
of the Master’s Program 

 
 
I hereby request for providing the entrance examination score of the Master’s Program 
 

Application Date 
(Year)          (Month)          (Day) 

Examination Number 
 

Preferred Department 
 

Examinee Name 
 

Address 
 

E-mail 
 

* The examinee should completely fill out the form.   
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