
京都大学の改革と将来構想
-ＷＩＮＤＯＷ構想- 実績集

平成30年3月



Message from the President

京都大学の改革と将来構想（ＷＩＮＤＯＷ構想） 実績集

本学が歩む指針として平成27年6月に「ＷＩＮＤＯＷ
構想」を打ち出して約3年が経過したことから、本構
想にまつわる多くの取組から主な事項をまとめ、本構
想の「これまで」を表す実績集を作成しました。標語
を構成する6つのテーマ毎に、充実した成果を確認
することができました。

本学は、今後もより一層質の高い高等教育と先端
的学術研究を推進し、社会や世界に開く「窓」として
発展する所存であり、平成29年度には指定国立大
学法人に指定され、新たな試みも多数開始していま
す。
この決意を込めるとともに新たな動きを踏まえて、
本構想の改定を行いました。併せてご高覧いただけ
ますと幸いです。

京都大学総長 山極 壽一

WINDOW構想の
これまで・これから



WILD and WISE

「おもろチャレンジ」創設

「ワイルド＆ワイズ共学教育
受入れプログラム」創設 「Kyoto iUP」創設

外国人留学生と日本人学生が
共に学ぶ外国人留学生受入れ
プログラムを開始！
（平成28年度）

グローバル人材の育成
に向け、日本語教育を
前提とした外国人留学生
受入れプログラムを開始！
（平成29年度）

京都大学の改革と将来構想（ＷＩＮＤＯＷ構想） 実績集

学生の自己提案形式による海外研修プログラムを開始し（平成28年度）、

国際社会で活躍できるグローバル人材を育成！

学生派遣中の様子

「強靱な国づくりを支える
国際人育成プログラム」の様子 Kyoto iUPロゴ

▶ HP

▶ HP
▶ HP

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/student_3/types/program2/omoro_challenge/index.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/other/course_01
http://www.iup.kyoto-u.ac.jp/


INTERNATIONAL and INNOVATIVE

全学海外拠点の拡大

ASEAN（タイ）、欧州
（ドイツ）に続き、北米
拠点設置を決定！ （平成28
年度）

「京大オリジナル(株) 」
設立を発表

研究成果の発信

「KYOTO U Research 

News」創刊 （平成28年度）

をはじめ、教育研究活動
データベース、京都大学学
術情報リポジトリ、研究資
源アーカイブ等により世界
に発信！

高等研究院の設置

世界トップレベルの
国際研究拠点を設置し（平

成28年度）、最先端研究を
実施！

医学部附属病院
臨床研究中核病院に承認

京都大学の改革と将来構想（ＷＩＮＤＯＷ構想） 実績集

臨床研究中核病院に承認され
（平成28年度）、信頼性の高い
研究支援体制を整備し、日本
発の革新的な医薬品や医療機
器の開発に必要となる質の高
い臨床研究や治験を推進！

ジョイント・ディグリー設置

文学研究科とハイデルベルク大学（平成29年度）

→人社系では国内初！
医学研究科とマギル大学（平成30年度）

白眉プロジェクトの拡大

次代の学術を担う優秀な若手研究者の育成・
輩出を行う白眉プロジェクトについて、
テニュアトラック型を開始！（平成28年度）

ASEAN拠点

「KYOTO U Research News」

※文中のコンテンツ名をクリック！

▶ HP

▶ HP

▶ HP

▶ HP

▶ HP ▶ HP

▶ HP

実験室での研究ミーティング
の実施

▶ HP

本学の子会社であるベンチャー
キャピタル「京都大学イノベー
ションキャピタル（株）」
及び技術移転機関「関西ティー・
エル・オー（株）」に加え、コン
サルティング事業や研修・講習事
業等を実施する本学100%出資の
子会社設立を発表！（平成29年
度）

https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/jdts/
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/blog/japan/news/news-prerelease/2017-12-5/
http://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/jpn/jpn.html
http://www.oc.kyoto-u.ac.jp/overseas-centers/
http://www.kyoto-unicap.co.jp/
http://www.kyoto-u.ac.jp/cutting-edge/
http://www.kyoto-u.ac.jp/cutting-edge/
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/view/
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/
http://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/
http://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/
https://kuias.kyoto-u.ac.jp/j/
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~iact/hospital/


NATURAL and NOBLE

サステイナブルキャンパス構築

コンプライアンス推進本部の設置

コンプライアンス推進本部を設置し（平成27

年度）、学内のコンプライアンス事案の情報
共有及び対応を検討・実施！
迅速な対応だけでなく、コンプライアンスの
推進、コンプライアンス事案の予防に寄与！

地域連携型サマープログラムの開催

京都大学の改革と将来構想（ＷＩＮＤＯＷ構想） 実績集

耐震化事業により安全・安心な環境を整備！
環境配慮型大学を目指して啓発イベントを開催の他、
大学間ネットワークを通じて取組事例を情報共有！

京都市・精華町・美山町・
宮津市等と連携し、香港・
中国・韓国の学生と本学学
生が、地域の高齢者の方か
ら学び・共に活動する地域
連携型サマープログラムを
実施！（平成29年度）

サステイナブルキャンパス推進協議会
（CAS-Net JAPAN）年次大会（平成28年度）

医学部I棟（医学プラザ）
（平成27年度）

エコ～るど京大初夏の陣
（平成29年度）

サマープログラム
「China-Japan-Korea SERVE Initiative 2017」

｢サステイナブルキャンパス構築｣
国際シンポジウム（平成28年度）

▶ HP

▶ HP

http://www.esho.kyoto-u.ac.jp/
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kyomu-kikaku/news/2017/170812_1.html


DIVERSE and DYNAMIC

「京都アカデミアフォーラム」設立

ダイナミックな運営に向けた
ガバナンス体制の構築

IR担当部署を設置し（平成27年

度）、URA室と連携の上、エビデ
ンスベースの大学運営に寄与！
全学的な課題に係る戦略立案と
その推進を図る「京大版プロボ
スト」を設置！（平成29年度）

京都大学の改革と将来構想（ＷＩＮＤＯＷ構想） 実績集

「京都市と京都大学との国際学術都市と
しての魅力向上に関する連携協定」締結

協定を締結し（平成27年度）、
国際学会誘致に向けた取組
等により京都のアカデミズ
ムを世界に発信！

京都所在の10大学が京都の文化・芸術・科学を学術面から
発信する拠点を東京に設立！（平成29年度）

開設式の様子

エントランス イベントの様子

調印式の様子 IR推進室打合せの様子

▶ HP

▶ HP

http://www.kyoto-af.jp/
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/shogai/news/2015/150806_1.html


ORIGINAL and OPTIMISTIC

学生チャレンジコンテスト
(SPEC)の開始

京都大学の改革と将来構想（ＷＩＮＤＯＷ構想） 実績集

学生の自由かつユニーク
な発想によるプロジェク
トに対し、クラウドファ
ンディングで支援する取
組を開始！
（平成27年度）

特色入試の開始
高大連携事業の推進

（学びコーディネーター ELCAS ）

大学院生による出前授業・
オープン授業を高等学校で
実施！

高校生が本学に通い、専門分野
の教員等が直接指導するプログ
ラムを実施・文系にも拡大！
（平成29年度）

能力、意欲、志を総合的に
評価する新たな入試方式を
導入！（平成28年度）

寄附募集特設サイトTOP

特別応援企画（本の寄附による募金
や、売上の一部をSPEC支援に充てる
自動販売機（約100台）を活用）

特色入試ポスター

学びコーディネーター
（出前授業）の様子
（平成29年度）

ELCAS（プログラム）指導風景

▶ HP

▶ HP ▶ HP ▶ HP

「学際研究着想コンテス
ト」及び「京大100人論
文」等のイベントにより、
研究者の分野横断の機会
を創出し、異分野融合を
推進！

異分野融合の推進

※文中のイベント名をクリック！▶ HP

京大100人論文の様子
（平成28年度）

学際研究着想コンテストの様子
（平成29年度）

採択発表会

http://www.kikin.kyoto-u.ac.jp/spec/2017/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/contest/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/contest/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/2017/12/h29_100nin/
http://www.cpier.kyoto-u.ac.jp/2017/12/h29_100nin/
http://www.tokushoku.gakusei.kyoto-u.ac.jp/
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions/koudai/coordinator.html
http://www.elcas.kyoto-u.ac.jp/


WOMEN and WISH
女子高生・車座フォーラム開催

研究者の仕事や大学での学び
について、女子高生の疑問を
本学の教員･学生が直接回答！

京都大学の改革と将来構想（ＷＩＮＤＯＷ構想） 実績集

男女共同参画に向けた意識改革の実施

女性職員対象のキャリアデザインセミナー、優れた研究
成果を挙げた女性の若手研究者・博士課程学生を顕彰す
る「たちばな賞」、女性研究者が抱える課題について議
論する「Women and Wishフォーラム」など、多様な取組
を実施！

子育て支援

待機乳児保育、病児保育、お迎
え保育などの多様な制度により、
家庭生活との両立支援を継続し、
その内容を充実！（平成28年度）

待機乳児保育室

病児保育室

女子高生・車座フォーラム
（平成28年度）

Women and Wish フォーラム
（平成28年度）

たちばな賞 表彰式
（平成28年度）

女性研究者紹介冊子
（平成27年度）

キャリアデザインセミナー
（平成29年度）

▶ HP

▶ HP ▶ HP

http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/
http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/ikuji_kaigo/index.html
http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/cheer/index.html



