
このフォームに必要事項を記入し，印刷したものを返信用封筒と共にお送りください。
Please fill in all the necessary information and send the printed form with the return envelope.

【注意事項】Note：

・郵送による募集要項請求の場合、願書受付期間最終日の1週間前までとなりますのでご注意下さい。それ以降の請求について、当該年度

の受験をする場合は、直接窓口(募集要項請求先)まで取りに来て下さい。

平成31年度夏入試　郵送での募集要項請求締め切り　平成30(2018)年6月20日(水)

平成31年度冬入試　郵送での募集要項請求締め切り　平成30(2018)年12月5日(水)

If you would like the application documents mailed to you, the deadline is one week before the application ｓubmission period.

Please visit our office (sending address) for request after the deadline.

【2019 Summer Entrance Examination】 Deadline for the post service : June 20th, 2018 (Wednesday)

【2019 Winter Entrance Examination】 Deadline for the post service : December 5th, 2018 (Wednesday)

・返信用封筒（角型2号(A4サイズ)の封筒に送付先の住所・氏名を記入し、返信用の切手400円(海外宛の場合は、必要な分のIRC)切手を

貼ったもの）を同封してください。返信用の切手が用意されていない場合は、どのような事情があっても、募集要項をお送りすることはでき

ません。

【IRC　必要枚数】　アジア＝11枚、オセアニア/北米/中米/中近東＝16枚、ヨーロッパ＝17枚、アフリカ＝19枚

Please send your completed request form enclosing an A4 size return envelope (self-addressed, 400-yen stamped*) to the

following address:

Please be aware that we will not send the application form if the amount of stamp (or IRC) is insuffcient for reply.

*If the address is outside of Japan, enclose necessary amount of IRCs.

【Amount of IRCs】 Asia = 11, Oceania/North America/Middle America/Middle East = 16, Europe = 17, Africa = 19

・請求先へ郵送にてご請求願います。郵送以外でのご請求には一切応じられません。

Please be sure to send your request to our address by post-mail. We will accept requests ONLY by posting.

・記入漏れのないようにお願いします。

Please make certain of completing the form.

申請日
Request date

電話番号
Telephone Number

メールアドレス
E-Mail address

募集要項の種類

志望課程(いずれかに○)
Course

(Put a circle on your
interesting)

修士課程
Master Course

博士課程
Docter Course

博士課程
［社会人特選］

コンピュータ科学
Computer Science

数理情報学
Mathematical Informatics

システム情報学
Information Physics

and Computing

電子情報学
Information and
Communication

Engineering

知能機械情報学
Mechano-Informatics

創造情報学
Creative Informatics

※入試担当記入欄(Do not fill in the following)

受付番号 受付日 ／ 発送日 ／

　　　　　　　　　　年　　　　　　           月　　　　　　　             日
　　　　　　　　　(year)                   (month)                    (day)

情報理工学系研究科　学生募集要項請求フォーム

Request Form for Application Documents
Graduate School of Information Science and Technology

【募集要項請求先】　Sending　Address

〒113-8656
東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院情報理工学系研究科　入試担当

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 113-8656
Admissions Office, Graduate School of Information Science and
Technology,
The University of Tokyo.

                          (　　　　　　　)

※修士課程 冬入試はコンピュータ科学・電子情報学・創造情報学で行う。
※Winter Entrance Examinations of Master's Program will be held in: the Department of Computer Science, the
Department of Information and Communication Engineering, and the Department of Creative Informatics.

志望専攻
(いずれかに○)

Department
(Put a circle on your

interesting)

送付先住所
Sending Address

〒　　　　    　－

フリガナ

氏名
Full Name
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