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生活空間の価値と課題を考える
　様々な文化遺産を含む多数の建築群からなる生活空間の安全の確保は，
地球環境問題が 21 世紀の課題となり，さらに，巨大地震の発生が想定さ
れる状況の中で，現代の重要かつ緊急の課題となっています。ポケットゼミ

「生活空間再生学ゼミナール」は，この問題意識にもとづいて 21 世紀の重
要な社会的資源である建築群の再生と活用について考えることを目的とし
ています。生活空間には，歴史的経過のなかで形成された住まい方の文化

はじめに
　ポケットゼミ「周北極域の世界 : 亜寒帯林 ･ 環境 ･ 歴史」では，私が長年
研究してきた北半球高緯度地域の森林植生と環境に関する問題の基礎的な
部分を含め，先住民の生活・この地域の歴史・地下資源の開発など，関連
するいろいろな問題をいっしょにして扱ってみることにしました。過度に専
門的な議論を行うより，私自身これまで折りに触れて興味を持ってきた他の
問題もいっしょに考えてみたいと思ったからです。新たに多くの資料を読み
ながら，学生のみなさんと一緒に勉強しています。
　このポケットゼミでは北極圏とその周辺地域を含む「周北極域」の環境

とこれに関係して展開する空間性があり，それ自体が価値あるものですが，
環境負荷の低減，火災や地震時の安全性，社会構造の変動への応答等，
現代において新たに直面している課題に応えつつ，将来にむけてより質の高
い生活空間を伝え，創っていく営みが必要とされています。

多角的な視点
　ゼミナールは，建築学専攻の計画系・構造系・環境系のそれぞれの系から
2 名ずつ，計 6 名の教員が講師となり，多角的な視点から生活空間の再生と
活用について議論を行います。講義のほか，京都市内の建築物の見学，簡易
な模型の作成と実験，環境測定とその分析等，系や講師の専門性をいかし
た多様な内容で開催しています。平成 25 年度は，「町並み調査と保全計画」「文
化財建造物の修理の実態，既存木造建築の保存・修復・再生の基礎的考え方」

「京都の大空間構造と支えるしくみ」「鉄筋コンクリートでつくる安全で環境に
やさしい構造物」「健康で快適な住宅の温熱環境」「地球環境負荷低減のた
めの再生可能エネルギー利用」の 6 つのテーマをとりあげました。

ゼミナールの風景～西陣にて（平成 25 年度）～
　写真は，京都市内の西陣地区において伝統産業とそれに密接に関わる暮
らしの空間を実地に見学した際のもので，建築物の特徴と同時に，伝統的
町家の再生と新たな活用の取り組み，地震や火災に備えるための町家の構
造補強の取り組みなど，地区で行われている生活空間再生の実際の取り組
み例を，関係の方々の話を直接伺いつつ学び，さらに，町並み調査の作業
体験も行いました。

自らの議論を
　本ゼミナールを通じて，各自が，京都をはじめ国内外の都市や集落について，
それぞれ独特の生活空間の特徴，安全の確保にむけた課題，再生手法のあ
り方などについて関心を深め，積極的に議論してほしいと考えています。

を概観し，気候の温暖化によって進みつつある植生と環境の変化について
考察します。現在この地域に住む人々が歴史的にどのようにこの地に定着し，
亜寒帯林やツンドラ植生とどのようなかかわりを持って生活しているかも理
解しようとしています。おもに 18 世紀以来ロシア，フランス，イギリスなど
による周北極地域への進出が進み，先住民の文化や生活に大きな影響を与
えてきました。また今日では，石油，天然ガス，オイルサンド，オイルシェー
ルなどの地下資源開発が進み，この地域の人々に影響を与えています。し
たがって，周北極地域の歴史的事実を踏まえ，またこの地域におこりつつ
あるさまざまな変化を総合的にとらえて，環境変化とその意味について考え
ることがこのポケットゼミの目的です。

ポケットゼミの内容
　本来なら，周北極域に直接旅行して自然植生や環境を観察し，現地の人
たちと話し，これらを行ったうえでいろいろな資料を読み，考える，という
方法が理想です。しかし，毎週開講するスタイルの授業には収まりようがあ
りませんし，旅費も高額になってしまいます。そこで，関連した資料をでき
るだけたくさん読み，足りないところは実際に現地へいったことのある私が
説明し，スライドなどを見せ，イメージを膨らませた上で考える，という方
法をとることにしました。周北極域に関する書籍で日本語で出版されたも
のはあまりないので，資料のほとんどは英語の文献を使っています。本来
の調査 ･ 研究活動により近い学び方をしてもらうため，毎週 20 － 30 ペー
ジ分の英文を読んでいます。その中で重要だと思った部分を学生が順番で
解説し，ディスカッションをします。扱っているテーマは，亜寒帯林植生，
氷河期以降の気候と植生変化，地球温暖化と亜寒帯林，先住民の歴史，
ロシアのシベリア進出，フランス･ イギリスの北米進出と植民地経営，地下
資源問題などです。

工学研究科　　

神吉  紀世子 教授　　専門分野：人間生活環境学
西山  峰広 教授	 専門分野：建築構法学
山岸  常人 教授	 専門分野：建築史学
上谷  芳昭 准教授	 専門分野：都市空間工学
小椋  大輔 准教授	 専門分野：生活空間環境制御学
聲高  裕治 准教授	 専門分野：空間構造開発工学

農学研究科

大澤  晃 教授　　専門分野：森林利用学分野



「総人での学び」
人間科学系２回生

（県立千葉高等学校（千葉県）出身） 吉川  将平 さん

　僕はリベラルアーツへの憧れ，分野を越えて自由に学びたいという想いか
ら総人を選びました。総人は履修制限が緩く，割と好き勝手に授業が受け
られます。実はこれが自分の興味関心について考える機会になり，関心や
視野を広げることもできて。色々な講義を受けるうち，どこかで繋がりが見
つかって，ひとりでに集約していく。驚くことに，沢山の総人の先輩方が同
じことを言うのです。院生や教授の方々との距離も近く，今年はなんと学生
と教授陣の共同プロジェクトまで始まりました。
　また，周りの総人生を見ていると，サークルで部長や会長をやる人が多
いですね。自分でサークルを作る人もいます。それから総人 OBOG には自
分で会社や事業を創る人も多く，総人で学んだリベラル
アーツが活きているそうです。
　型通りの「勉強」だけでない総合的な学び，
それが存分にできる場が総人です。

「総人＝知的好奇心を満たす場所！」
認知情報学系４回生

（岡山芳泉高等学校（岡山県）出身） 土手  しきほ さん

　総合人間学部に入ってよかったと思うことは自分が興味のあることに何で
も取り組めることと，様々なことを学ぶ人々と友達になり話ができることで
す。高校生のころ私はやりたいことが多すぎて，自分が何に一番興味があっ
て学んでいきたいのか分かりませんでした。だから，何でも学べる総合人
間学部で１ ,２回生の頃は様々な授業を選択したのですが，その中で認知神
経心理学に興味を持ち，現在は人の顔を記憶する際の処理
水準の違いが与える差に関して学び研究しています。総合
人間学部には，パレスチナ問題に関心がある人，東南アジ
アの文化に興味がある人，運動や食生活が健康に与える
影響に関して研究している人等，様々なことを学ぶ人が
います。何でも学べる環境で友人達からも様々な刺激
を受けて充実した日々
を過ごすことができます。
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総合人間学部が望む学生像

　本学部の基本理念に共鳴し，積極的に総合人間学の開拓を志す学
生，また文系・理系の既成の枠に縛られることなく，多様化する 21 世
紀国際社会のリーダーたらんとする学生，未知の分野・未踏の地を恐
れず，限りない好奇心をもつことのできる学生，学を究めるためには
いかなる労苦をもいとわず，その先に見えてくる新たな光に無上の悦び
を感じることのできる学生，本学部はそういう学生が門をたたくことを
望んでいます。

総合人間学部への誘い

　本学部は，平成 4 年 10 月 1日に法令上設置され，平成 5 年 4 月に
第 1 期生を迎えた，京都大学で最も新しい学部です。 
　この学部を「総合人間学部」と名付けた理由は，ここでの研究と教
育が，自然と調和した人間の全体的形成を目標とするからです。「総合
人間学」は，心理や思想といった内面，あるいは身体面からだけでなく，
政治・経済・文化・歴史といった社会環境，さらには物質や生物など
の自然環境との関係を含めて，人間存在のあらゆる面に光を当てよう
とする学問です。すなわち，人間と，人間をとりまく世界を，総体的に
捉える学問の確立が，総合人間学部に与えられた課題です。 

総合人間学部の教育

●５つの学系
　総合人間学部には，5 つの学系があります。
　人間をめぐる現代の複雑な状況は，人間について蓄積されてきたこ
れまでの叡智をふまえ，人間についての根源的，総合的理解を緊急に
進めることを，われわれに求めています。この要求に応えるため，思想，
社会，文化といった多様な観点から，人間の総体的な把握がなされな
ければなりません。こうした観点から現代の人間の在り方を系統的に
学ぶことによって，従来存在しなかった新しいタイプの人材を養成する
ため，「人間科学系」が設置されています。さらに，人間と機械の情
報処理の問題を総合的に学ぶことは，焦眉の急となっています。脳の
機能の探究から，人間の認知，行動発現，言語機能の探究，さらに
はその基礎をなす情報科学や数理科学にいたる広範な領域を深く学
ぶために，「認知情報学系」が設置されています。
　世界のグローバル化が進む状況のなかで，西洋ならびに近代主義と，
非西洋ならびにその固有の文明を，多様かつ複合的な視点から捉える
ことが要請されています。近代主義を主として社会科学領域や歴史文
化研究の側面から分析し，いち早く近代化した日本の在り方を検討す
るとともに，東アジアとの比較を行うことによって新たな国際的な文明
の理念を構築するため，「国際文明学系」が設置されています。また
世界各地の固有の民族性や地域性，人間にとって基本的な居住の視
角から各文明の特質を解明し，文明相互の交流を理解するため，「文
化環境学系」が設置されています。
　自然を理解し，人間と自然の共生を保持するために，多様な自然現
象を物理科学，物質科学，生物科学，地球科学的手法によって探究し，
自然現象の構造や基本原理を明らかにする必要があります。自然科学
の諸分野の基礎を学ぶとともに，自然と人間の共生関係を維持するた
めの自然観・物質観を養成するため，「自然科学系」が設置されています。
　以上５学系から総合人間学部・総合人間学科が構成され，それらの
ダイナミックな連携のもとでの教育と研究をめざしています。

　現代社会の危機感の中にあるわれわれは，人間自身を最大のテー
マとして取り上げます。そうしてこそ初めて人類生存や文明の可能性を
求めることができるからです。このような根本問題の追究は，従来の
ように高度に専門化された研究だけでは不可能です。京都大学の自由
な学風と伝統のもとに，既存の個別科学の枠を越えた，より多様で総
合的な学問の場を提供することを，われわれはめざしています。 
　総合人間学部は，人間・環境学研究科（大学院）に直結する学部と
して構成されています。専攻分野の細分化を避けて，1 学部 1 学科制
をとり，総合人間学科の下に，人間科学系，認知情報学系，国際文明
学系，文化環境学系，自然科学系の 5 学系を設けました。
　120 名の入学生は，最初の 1 年間はどの学系にも属しません。そして，
自由に広い学問分野に触れた上で，2 年進級時に自らが主専攻とする
学系を選択します。また広い視野を持つ創造性豊かな人間を育成する
目的で，副専攻制度を設けています。これは各自の主専攻の他に，異
なる学問分野を系統的に履修することによって，幅広い専門知識を身
につける制度です。卒業の際に，学位記と並んで主専攻・副専攻を明
記した専攻認定書が発行されます。

● 専攻の決定
　 「文系」，「理系」という入学試験の形態にかかわらず，自由な学風
のなかで，幅広い学問分野に触れ，自分の専攻する分野を見極めた
上で，2 年進級時に主専攻を決めて，学系に分属します。

● 4 年一貫教育
　柔軟で広い視野をもつ知性の涵養を目的とした全学共通科目と，総
合人間学部固有の授業科目とを 4 年間を通じて有機的に結合させた
カリキュラムが実施されます。大学院「人間・環境学研究科」の教員
が，総合人間学部の学部教育を担当し，指導教員となっています。また，
指導教員とは別に，教員アドバイザー制度を設け，履修上の指導と学
生生活上の相談に応じます。

● 副専攻制度
　総合人間学部では，広い視野を持ち創造性豊かな人間を育成する
目的で，主専攻のほかに，副専攻の制度を設けています。副専攻は，
各自が所属する学系の専門分野以外の特定の分野を系統的に履修す
る制度です。これによって，専門以外の分野でも深い知識と素養を身
につけることができます。副専攻は，指導教員等とよく相談の上，各
自で選択します。副専攻を修得したことに対しては学士の学位記とは
別に副専攻名を記した認定書が発行されます。

総合人間学部
Faculty of Integrated Human Studies

総合人間学部のホームページ :

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
総合人間学部教務掛　tel. 075-753-7875

Message 在学生メッセージ

［写真］「人間形成史論演習 A」



［写真］ホッティチェッリ《リベラル・アーツに導かれる若者》 
 背景は宇治分校正門（昭和 31 年） ［写真］MRI を用いた実験風景 ［写真］地球科学演習 C（伊豆大島巡検）

進学
（大学院）

39.4%

その他
13.9%

就職 46.7%

総合人間学部で取得できる教育職員免許の種類及び教科

種　類 教　科

中学校一種

高等学校一種

国語，社会，数学，理科，保健体育，英語，
ドイツ語，フランス語
国語，地理歴史，公民，数学，理科，保健体育，
情報，英語，ドイツ語，フランス語
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学系紹介

　本学系は，既存の人間についての知を踏襲しつつ，
より包括的根底的な人間理解を目指しています。そ
の道筋として 3 つが考えられます。第一は「思想」
の方向で，人間存在の哲学的，倫理学的解明ならび
に芸術などの創造行為の思想的，歴史的解明です。
第二は「社会」研究の方向で，社会的存在としての
人間の形成や社会行動について実証的，理論的研究
です。第三は「文化」研究の方向で，文学や映画な
どの文化現象についての歴史的社会的研究です。「思
想」，「社会」，「文化」の三方向はさらに以下の 6 分
野から成り，それらは相互に有機的に連関し，人間
についての知を刷新して，新たな総合的学の構築を
目指します。

人間形成論，社会行動論，文化社会論，人間存在論，創造
行為論，文芸表象論

　脳，身体，言語，数理情報などに関する研究をと
おして，人間の多様な創造世界に関する理解を深め
ることが本学系の目的です。 人間同士，あるいは人
間と環境との関わりは，脳，身体，言語等をインター
フェイスとして行われています。環境の認識と環境へ
の働きかけは脳内の認知機構と行動制御機構によっ
て実現されるものです。人間相互のコミュニケーショ
ンは言語システムを媒体に行われ，それを媒介する
計算機の情報処理には複雑な数理機構が関与してい
ます。 本学系では，人間の健康や脳の機能から，人
間の認知，行動発現，言語機能，そしてその基礎と
なる運動・代謝栄養医科学，情報科学や数理科学に
至るまで，人間や機械の情報処理システムを総合的
に学びます。その過程で，理系・文系という枠を超
えた幅広い探究能力と，人間の認識行動の包括的
理解に基づく科学的で柔軟な思考能力を身につける
ことを目指しています。

認知・行動科学，数理情報論，言語科学，外国語教育論

　社会科学・人文科学の諸分野が，「タコツボ化」
して柔軟さや他分野との連携を失い，現代社会が直
面する深刻な諸問題の解決に十分な対処ができなく
なったとする指摘がなされるようになってすでに久し
い。それを克服すべく，本学系において学生諸君は，
社会科学系諸分野，日本・東洋・西洋の歴史と文化
に関する諸分野から，主専攻を選び，その研究に従
事するとともに，関連する諸学問を領域横断的に学
ぶことになる。これを通して，真の意味での「ユニバー
シティー」で学んだ者が体得する，高度で幅広い教
養（リベラルアーツ）と，柔軟な思考に裏付けられた
専門知の習得を目指してもらいたい。「何をどう学ぶ
か」を自分で設計したいと願う意欲的で主体的な学
生を期待する。

社会相関論，歴史文化社会論

　本学系では近代文明のグローバル化が進展する現
代にあってその基層単位をなす世界各地固有の民族
性や地域性，人間社会にとって基本的な人間活動や
居住の諸相の実態と，将来的な意義を見定める視座
の確立を追及します。また各文明の地域的特性を多
角的に比較しながら，文明相互の交流とその文化的
所産，さらには文明の自己相対化の諸相を種々の記
憶にも留意しつつ複眼的な視点から解明します。
　教育方針としては，文明・文化や環境に関して日
本人の常識が必ずしも世界の常識ではないこと，文
明・文化はたえず交流変化しつつ，その自己同一性
は長く保たれるという複雑な存在であることを理解
し，文明・文化や環境の諸問題を研究する上で，現
場で学ぶことの重要性を身につけてもらいます。

比較文明論，文化・地域環境論

　自然科学系は，物質や生命，地球，さらには宇宙
を支配する基本原理やその間の相関関係を理解する
ことを目指した学系です。物理科学，化学・物質科学，
生物科学，地球科学で構成されています。 それぞれ
の学問領域が持つ基本的な考え，知識を基礎とし，
さらにその間の壁を越えて新しい領域を模索するた
めに必要な教育と研究が行われています。自然科学
の基礎に基づく「自然観」と，他の系での学修から
得る「人間観」を組み合わせ，新たな知の創造をめ
ざします。 講義は，大学院人間・環境学研究科の以
下の研究分野に属する教員によって行われます。

分子生命環境論，自然環境動態論，物質相関論

人間科学系 認知情報学系 国際文明学系 文化環境学系 自然科学系

● 大学院「人間・環境学研究科」
　総合人間学部の大学院進学志望者の多くは，「人間・環境学研究科」
に進学しています。また，本学の他の研究科や他大学の大学院に進学
することもできます。「人間・環境学研究科」には，次の 3 専攻が設け
られています。

共生人間学専攻
　人間は，個体であると同時に共同体をなす共生的存在です。本専
攻は，人間がもつ基本的諸機能の解明を通して，共生的存在としての
人間の在り方を解明するとともに，それに由来する諸問題の解決を可
能にする学，すなわち「共生人間学」を目指します。このため，人間
社会論講座，思想文化論講座，認知・行動科学講座，数理科学講座，
言語科学講座及び外国語教育論講座の 6 講座を設置しています。

共生文明学専攻
　文明間の対立が深刻化する今日，これを回避するための文明間の対
話がいまほど強く求められている時代はありません。本専攻は，この
ような地球的視点と未来への展望をもとに，文明相互の共生を可能に
する学，すなわち「共生文明学」を目指します。このため，現代文明
論講座，比較文明論講座，文化・地域環境論講座及び歴史文化社会
論講座の 4 講座を設置しています。

相関環境学専攻
　人間の未来は，自然と人間の調和的共生を図るべく，いかにして科
学技術と産業とを導いていくかにかかっています。本専攻は，この調
和的共生を可能にするための新しい科学技術と社会システムとを探求
する学，すなわち「相関環境学」を目指します。このため，共生社会
環境論講座，分子・生命環境論講座，自然環境動態論講座及び物質
相関論講座の 4 講座を設置しています。

　進学：約 4 割が人間・環境学研究
科等の大学院へ進学します。就職：
就職先は官公庁や教育機関，マスコ
ミや IT 関係といった情報通信業，金
融業，化学・電気・機械等のメーカー，
広告会社等のサービス業等，総合人
間学部の特色を示すように多岐に渡っ
ており，卒業生は社会の広い分野で
活動しています。

就職先の例
（株）IHI ／ JFE スチール（株）／（株）富士通／（株）ニコン／トヨタ自動車（株）

／伊藤忠商事（株）／丸紅（株）／数研出版（株）／日本生命保険（相）／（株）
三井住友銀行／（株）ジェーシービー／朝日放送（株）／（株）朝日新聞
社／阪急電鉄（株）／中国電力（株）／京都市役所／国土交通省／教員（高
等学校）

総合人間学部で取得可能な資格
　総合人間学部では，下記の種類，教科について課程認定を受けてい
ます。教育職員免許法の定めにより，所定の単位を修得し，所定の手続
きを行えば免許状が取得できます。 また，博物館等の学芸員や図書館
司書の資格も他学部の科目を修得することで，取得することができます。

Message 卒業生メッセージ

卒業後の進路

総
合
人
間
学
部

「京都大学で学び，育んだもの」
　2008 年 3 月に京大を卒業してから早や 5 年が過ぎ去ったが，在学時代
の日々を未だに昨日のことのように思い出す。
　希望に胸をふくらませて入学した 2004 年 4 月。「周りと違うことがしたい」
と始めた競技ダンスとアラビア語。他学部にも増してユニークな仲間が集
まっていた総人。語り出せばきりがないが，全ての景色が今も色あせるこ
となく，脳裡に焼き付いている。
　現在社会人 6 年目となった僕は，「大学で学び，育んだものは何か」と，
ふと思うことがある。知識・教養や物の見方，語学ももちろんその一部な
のだが，やはりここで強調したいのは「学びを楽しむ姿勢」である。
　現在，総合商社で勤務する僕は，急速に変化し続ける世界（経済）の
波に揉まれながら日々仕事をしており，中国語や国際司法等，「新しいもの」
を（短期間で）習得する必要に迫られている。そんな折，自分を支えてく
れるのはやはり，京大総人で学び，育むことができた「学びを楽しむ姿勢」
であると痛感している。

「好奇心を広い視野と自由な発想に育てる空間」
　法学や経済学に絞ってしまうのではなく，幅広くものごとを考えたい！と
思い，総合人間学部に入学しました。西欧近代史や現在世界を取り巻く
状況を「文明」という視点から考えるダイナミックな学問はとても刺激的
でしたし，他方で都市空間を文学・社会学・建築学といった多方面から考
えるというような全く異なった分野もいくつも学ぶことができるので，好奇
心の強い方には魅力的な学部だと思います。そして，東京から来た私にとっ
ては，ゆっくりした時間の流れと自然がある環境の中で４年間自由に過ご
した経験は貴重なものになりました。
　現在携わっている外交という分野では，世界の大きな流れを捉え，そこ
に働きかけていくことが求められますが，総人で学んだ，視野の広さと自
由にものごとを組み立て考えることは今の自分の基礎となっていると感じ
ます。

2008 年  文化環境学系卒業
伊藤忠商事株式会社  勤務

吉田  雄一 さん

2009 年  国際文明学系卒業
外務省  勤務（フランス滞在）

（女子学院高等学校 （東京都）出身）

塚田  芙貴子 さん

2012 年度実績



『好奇心を大切に』
心理学専修４回生

（ノートルダム清心高等学校（広島県）出身） 高田  茉莉花 さん

　「心が動く」「心を痛める」
　私たちは心という言葉をよく使います。では，この心とは何でしょうか？
心はどこにあるのでしょうか？
　…こんな事を考えると，心理学という学問に少し興味が湧きませんか？私
も心理学を専攻したのは「面白そう！もっと知りたい！」という単純な動機
です。単純ではあるけれど，好奇心は1番大切な動機だとも思います。
　心理学専修では，疑問を解き明かすため，学生が自主的に実験を進めま
す。これは簡単なことではないし，私自身まだまだ勉強不足を感じる日々で
す。それでも答えを求める過程は面白いし，自分の関心を追求できるのは
幸せなことだと思います。
　他の専修を含め，京都大学文学部には，学生の好奇心
に応える素晴らしい環境が整っています。是非，自分の
好奇心を大切に，充実した学生生活を送ってください。

『受験生の皆さんへ』
現代史学専修４回生

（津高等学校（三重県）出身） 長森  謙介 さん

　この冊子を読んでくれている受験生の方へ。
　僕が，京都大学に入学してはや３年と少し。この間にたくさんのことを学
ばせてもらいました。学業はもちろんのこと，それ以上に一人の人として生
きていく知恵を得ることができたと実感しています。
　大学生になると環境が大きく変化します。学ぶこと，部活やサークル活動，
さらにはアルバイトも含めてがらり生活が一新し，そんな生活の中で，教科
書には載っていない知恵を蓄えることができました。
　そして，僕は大学生活で出会った人たちから刺激を
受けることが一番自分を成長させてくれていると確信
しています。特に京大にはすごいと思わされるような
人だらけです。そう思える人たちと交わることで，
僕は自分を磨くことができました。ぜひ，皆さんも
京大で自分を磨いてみませんか？

［写真］山東京伝の似顔絵

学 部
１

学 部
2

学 部
3

学 部
4 特殊講義・演習等 卒業論文

各専修の特殊講義・演習等

系共通科目
講義・講読・実習等

全学共通科目
各群

全学共通科目
各群

系共通科目
講義

全学共通科目
各群

研
究
指
導

全学共通科目
人文・社会科学系科目群，自然・応用科学系目群，外国語科目群
現代社会適応科目群，拡大科目群

文学部・文学研究科科目

ポケット・
ゼミ

入学から卒表までの流れ
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文学部の教育

●国際化と新しい研究者の育成
　他学部と同様，文学部における教育の大きな目標は研究者の養成
にあります。日本研究であれ，外国研究であれ，国内の評価だけで研
究者として認められた時代は終りました。日本で学んだ研究者は世界
の研究者と対等に渡り合い，自分の研究の価値を世界に認めさせ，国
際研究水準の引き上げに寄与し，最終的には世界の研究者が，ナショ
ナリズムの垣根を越えて，相互理解の共通基盤に立つよう努めねばな
りません。文学部では学部生の段階から，留学や外国人研究者との交
流，さらには学際的国際シンポジウムなどへの参加を通じて，国際ス
タンダードにかなった研究者を育てようとしています。

●文学部の４年間
　文学部の学生が 1 回生の時に履修する科目はほとんどが全学共通
科目です。学年が進むにつれて勉強する分野が限定されがちですので，
1・2 回生の間はできるだけ幅広い学問分野に触れておいた方が長期
的にプラスとなるでしょう。また，この時期は所属専修が決まっていな
いとはいえ，ある程度将来分属する専修を念頭にそれぞれに必要とさ
れる外国語を勉強しておくことが望まれます。
　2 回生になるときには，3 回生で専修に分属する準備として 6 つの
系に仮分属します。各専修が開講している入門的な講義や基礎演習と
いった学部専門科目を履修して，2 回生の秋に希望専修を決定するの
に備えます。もちろん 3 回生になる際に，他の系の専修を選ぶことも
できます。2 回生で履修する文学部英語や各言語の文献講読は系の
分属に従ったクラス編成のもとで行われます。これは，各専門分野に
関連した文献を読解するためのものです。

文学部が望む学生像

　文学部における教育は，人文学の名のもとに，思想，言語，文学，
歴史，行動，さらに現代文化に関わって展開されてきた諸学の成果を
学生に教授し，共に学び考えながら，新たな知的価値を創出すること
をめざしてなされるものです。そこでの活動には，単に文系の範疇に
含まれるものだけではなく，高度な数学的方法や実験的手法，また情
報処理の技術を必要とするものもあります。文学部は，人文学の諸学
問に関して，こうした幅広い能力を具え，かつ深い教養と倫理性にも
優れた人材を育成することをめざしています。過去から現在に至り，さ
らに未来にまでのびる人類の営みについて，様々な角度から関心を寄
せ，柔軟な思考力によって問題を発見し，その解決のため，論理的に，
また歴史的に，創造性豊かな考察を展開することのできる学生を歓迎
します。

文学部への誘い

　文学部は 2006 年に創立 100 周年を迎え，次の 100 年に向けて新
たな一歩を踏み出しました。創立以来何度かの改組を経て，現在文
学部には，哲学基礎文化学，東洋文化学，西洋文化学，歴史基礎文
化学，行動・環境文化学，基礎現代文化学の 6 つの系と，その中に
32（大学院では 31）の専修が設置され，人類の思想や言語文化，歴史，
行動さらには文化全般に関する諸学問をカバーしています。
　文学部の多種多様な研究を束ねるキーワードは，人間とその文化的
営みです。ですからその研究は，人類文化の遙かな起源から現代まで，
地理的に日本から始まって地球の全域に及びます。そのため，文学部
の系と専修も実に多種多様です。それぞれの専修は，独立した研究室
を形成しており，学部生は教員や大学院生と授業等の場を共有するこ
とを通して，多くのことを学んでゆきます。さらに研究室の多くは，他
大学で研究者として活躍している卒業生を加えた研究会を運営してい
ます。この研究室を中心にした独自のネットワークの裾野が，各専修
の学問的伝統を支えているのです。
　「京都学派」と呼ばれる独自の自由な学風を育み，各界に多数の人
材を送り出してきた本学部は，わが国の数ある文学部の中でも特筆す
べき位置を占めています。100 年を超える歴史を通して培われた文学
部の勉学環境は，他所ではなかなか体験できるものではありません。
これから入学してこられる皆さんには，この文学部という知的交流の
場にぜひ加わり，新風を吹き込んでほしいと願っています。

　3 回生では本格的な専門教育が始まります。各専修に分属して，講
義の他，演習や特殊講義といった専門的な授業を履修しますが，中に
は大学院生と席を並べるものもあります。最初は圧倒されてとまどうか
もしれませんが，大学院生の真剣な態度から学問研究が身近に感じら
れるようになるでしょう。他学部に比べて文献講読の形式を取る授業
が多いかもしれませんが，専修によっては実験や野外実習（フィールド
ワーク）を課しているところもあります。
　4 回生では，卒業論文の作成が勉強の中心になります。各自が自ら
論文のテーマを決定し，資料を集めて分析し，論文にまとめていく過
程は，ときには苦しいかも知れませんが，一つのものを完成する重要
さを学ぶことができるでしょう。この経験は卒業以後の社会生活にとっ
ても非常に有意義なものです。そして大学院へ進学して研究を進めよ
うと考えている人にとっては，卒業論文が本格的な研究の最初の一歩
となります。

文 学 部
Faculty of Letters 

文学部のホームページ :

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
文学部第一教務掛　tel.075-753-2709

Message 在学生メッセージ



［写真］左：西田幾多郎
 右：アウグスティヌス『告白』の冒頭部分。1491 年
  シュトラスブルグで刊行された最初期の印刷本
  （インキュナブラ）。文学研究科蔵

［写真］左：中国語学中国文学研究室所蔵の貴重資料
 右：デルゲ版チベット大蔵経『般若経』

［写真］左：授業風景（スラブ語学スラブ文学）
 右：授業風景（アメリカ文学）

［写真］左：文学部陳列館
 右：織田信長朱印状

［写真］左：台の上にヤシの実を置いて石で叩き割るフサオマ
  キザル（サンパウロ市・チエテ国立公園）
 右：計量分析の授業

［写真］左：文献研究用ツール SMART-GS で，手書きドイツ
  語日記から「幾何」という単語を探す。
 右：寄託された大伴昌司資料の展覧会案内ビラ

進学
（大学院）

30.7%

その他
14.1%

就職 55.2%

文学部で取得できる
教育職員免許の種類及び教科

種　類 教　科

中学校一種

高等学校一種

国語・社会・英語・仏語・
中国語・宗教
国語・地理歴史・公民・英語・
仏語・中国語・宗教
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学系紹介

　哲学基礎文化学系は，様々な文化圏・言語圏に
おいて蓄積されてきた哲学・思想を学び，新しい時
代の思想の担い手たらんとする人材を育成する「場」
です。そこはまた，社会や他の学問領域において自
明とされている事柄が，原点に立ち返って問い直さ
れる「場」でもあります。たとえば ,「殺人は悪。」こ
れは現代日本の常識です。でも，その根拠は何でしょ
う。そもそも「善・悪」の区別には，どんな意味が
あるのでしょうか。また科学や歴史学は「実証的な
学問」を目指しています。しかし，ここで標榜されて
いる「実証性」とは一体何なのでしょうか。「人間にとっ
て宗教とは何か」,「美とは , 芸術とは何か」。これら
の問いを問うことは，文系・理系の枠を超えた人間
の知的営み全般へと眼差しを向けることでもありま
す。哲学基礎文化学系とは，そんな知的野心あふれ
る「場」でもあるのです。

　東洋文化学系では，日本・中国・インド・チベット等東ア
ジア諸地域の文学・思想・宗教・言語などを中心に，広く
時代を超えた研究を行っていま す。専門分野によっては，
もう一歩踏み込んで科学や芸術，さらに現代のサブカル
チャーまで足を踏み入れることになるかも知れません。基
礎となるの は，なによりも文献資料の原典をきちんと読む
こと。原文でしかわからない意味や美しさを理解するには，
しっかりした語学力が不可欠です。研究を発展させるには，
英・仏・独を始めとする外国語を駆使する必要も出てくるで
しょう。
　私たちは東洋に身を置き，東洋で生まれた作品群と日々
向き合っています。しかしその過程で，しばしば外の世界か
ら向けられた視線や，外の世界に 根を下ろして新たな伝統
を育む「東洋」と遭遇することになります。わかったつもり
でいたことが姿を変えて再度眼前に現れるのです。そんな
時，私たちは，人間が創造する文化の普遍性と独自性に思
い至ります。東洋と世界はどのように関わるのか，歴史的伝
統と現実はどうつながっているのか，文学 や芸術の想像力
はどんな世界を作るのか。正確な専門的知識，分野を超え
た広い視界，その両者をあわせもって考えてみてください。

　西洋文化学系は，ヨーロッパおよびアメリカの文
化と社会について，主として文学と言語の視点に立っ
て研究教育を行っています。取り扱われる時代は，
古典古代から中世，近代，現代までと広範囲にわたっ
ています。どのような研究対象を選ぶにせよ，文献
資料の正確な読解と整理が研究の基礎となるため，
まず十分な語学力を養うことが大切です。ただ本学
系での研究は語学の習得にとどまらず，そこから創
造的な読解へと進んでいくことが共通の特徴です。
また文学や言語文化について考察したい人，文学理
論や批評に関心のある人にとっても最適の場所です。
図書館には貴重な文献が多数所蔵されており，意欲
のある人にとって無尽蔵の知識の宝庫となるでしょ
う。本学系は長い学問的伝統を誇り，多くの優れた
研究者を養成してきました。他方，卒業後に就職す
る人も大勢います。本学系で習得できる能力は語学
力に限らず，幅広い理解力，読解力，コミュニケーショ
ン能力など社会生活の基本となるものであり，卒業
生は報道，出版，流通，官公庁など多方面で活躍し
ています。

　歴史基礎文化学系は，日本史学・東洋史学・西南
アジア史学・西洋史学・考古学の５つの専修科目によっ
て構成されています。文献史料を主な材料とする前四
者と考古学では，研究方法は大きく異なりますが，い
ずれも人類社会の発展の状況を時間軸に沿って跡づ
け，考察しようとする点では共通しています。また，
文献・史料を読み解く基礎学力を重視し，演習・実習
の授業の充実に努めている点も5 専修の共通点です。 
文学研究科図書館だけでなく，附属図書館・博物館
や人文科学研究所など近隣の施設にも豊富な文献や
資料が所蔵されています。また，他の系で行われてい
る授業―たとえば，地理学や現代史学，東西の古典
語など―を合わせて学ぶことにより，人類文化の営み
を総体的にとらえる視点を獲得することができます。
とても恵まれた学習環境にあるといえるでしょう。
　本学系は，京都大学文学部（当時は京都帝国大学
文科大学）創設以来，日本の歴史学・考古学の発展
を牽引してきました。現在，日本国内はもちろんのこ
と，国際的にも研究と教育の拠点として，ますます重
要な役割を果たしています。

　心理学専修では，心の働きを実験を通して研究し
ています。基礎心理学，実験心理学，基礎行動学の
分野では認知を中心とする基礎的領域を扱い臨床
心理学は含みません。 
　言語学専修では，人間の言語が機能する仕組みに
ついての理論的研究，現在話されている言語を調査・
分析し記述する研究，古文献を読み言語の変化や，
文献以前の言語について推定する研究などが行われ
ています。
　社会学専修では，社会の構造や変化，人々の関係，
文化などについて研究します。地域，家族，ジェン
ダー，メディア，福祉，環境など様々なトピックを扱い，
社会調査にも力を入れています。
　地理学専修では，地域の形成過程や地域構造の
分析を通して，地表空間における様々な人間活動を
研究しています。地理学，地域環境学，環境動態論
の各小分野では，地域事象全般，人間と環境の関係，
景観とその変遷を対象とした研究を扱っています。

　基礎現代文化学系は，科学哲学科学史，二十世
紀学，現代史学，情報・史料学という４つの研究分
野からなり，現代の文化と社会について，人文学の
視点から考察することを目指しています。現代は，
人類史においてもっとも大きな変貌を遂げた時代だ
と言われます。その変貌を捉えるために，哲学や歴
史，思想，文学といった従来の研究分野のみならず，
映像や科学，情報といった，これまで人文学ではあ
まり扱われてこなかった分野をも視野に入れ，現代
をつねにグローバルな視点に立って考える学際的な
研究を行っています。
　科学哲学科学史専修は，自然科学という人間の営
みを哲学的，史学的に研究しています。情報・史料
学専修は，人文学と情報学が融合した新しい領域を
開拓しています。二十世紀学専修は，20 世紀の大衆
文化とメディアを研究し，映像・画像研究やジェンダー
論など多様な領域におよんでいます。現代史学専修
では，現代史は世界史であるという観点から 20 世
紀の歴史を研究しています。

哲学基礎文化学系 東洋文化学系 西洋文化学系 歴史基礎文化学系 行動・環境文化学系 基礎現代文化学系

　ここ数年は，就職者が 50 ～ 60％程度，大学
院進学者が 30％前後，他大学や各種学校への進
学者が 3％前後で，男女別に見てもその割合は大
きな変化はありません。就職者の特徴としては，
これまでは，公務員，教員，マスコミ関係が多数
を占めていましたが，最近では情報通信業，金融
業に就く割合が高くなってきました。また，一つ
の企業等に集中して就職するのではなく，幅広い
業種に分散しているのが，大きな特徴です。

就職先の例
ＪＲグループ／川崎重工／公立学校教員／国家・地方公務員／産経新聞社／シティ・コム／
私立学校教員／住友生命保険／日本放送協会／日本郵政グループ／富士通／毎日新聞社／
三井住友 FG ／読売新聞社　等

文学部で取得可能な資格
　文学部では，教育職員免許状の取得を目的とし
た教職課程をはじめ，博物館学芸員の資格取得
の教育課程を設けています。また，地理学専修の
卒業者で測量に関する科目を修得し，卒業後１年
以上測量に関する実務を経験した者は，測量士の
資格を取得できます。他に，教育学部開講の所定
の科目を履修することによって，図書館司書，学
校図書館司書教諭の資格を取得できます。

卒業後の進路

文
学
部

『自由を謳歌』
　「とにかく面白い人と出会いたい」　私が京都大学に入学した動機はこれ
に尽きます。入学後に出会った私の友人はバラエティに富み，それぞれに
自分の世界や得意分野を持ち互いにそれを尊重できる人たちでした。京
大は大学の規模が大きいため，学外活動では自由に学部の枠組みを超え
て様々な研究分野について交流する機会もあります。また実際に，私の
卒論も指導教官の教授のご専門とは異なる領域をテーマとしていました。
それほど自由な学風の中にあって，私の想定を超えていたのは多くの京大
生が象牙の塔にこもらず，積極的に社会に関わろうとしていたことです。
　一見，実生活とは乖離しているように思われる歴史学も，それを本気で
学ぶ者には筋道を立てて物事を考えられる論理的思考力を与えてくれま
す。それは自分の考えを相手と議論し交流するために不可欠な能力で，研
究職を目指すのにはもちろん，一般企業に就職するにしてもその後の人
生で役立つものです。
　自由な学風は自己責任と表裏一体であり，たしかに厳しい側面もありま
す。しかしそれは，きっとあなたに多くの選択肢を与えてくれることでしょう。
あなたも京都大学の自由な学風を謳歌しませんか。

文化のステンドグラスを求めて
　初めての海外経験―学部時代に経験した交換留学は，フランスという
国の空気にじかに触れ，そこに生きる人とことばを見つめ，その中に溶け
込んでゆく，まさに「体験」という言葉がぴったりのものでした。そして，
日本に関心を寄せ，日本語を勉強する多くのフランス人学生の眼差しはそ
のまま，自らの自国文化への眼差しへと転じてゆくのでした。
　京都大学へ各国から来る学生と一緒に授業を受け，交流することもまた，
様々な国を知り，日本を世界の中に見いだすきっかけを与えてくれます。
　国際的な視野が求められる時代。そのきっかけとなり基礎となるのは，
多様な文化をまず「感じる」ことでしょう。その感覚がしっかりとした枠を
作り，私たちの心を彩り，そこに光がさし込む時，より豊かで実際的な世
界像が浮かび上がるのだと思います。

2013 年  西洋史学専修卒業
早稲田佐賀中学校・高等学校  教諭

（城南高等学校（福岡県）出身）

中村  大樹 さん

2012 年  フランス語学フランス文学専修卒業
文学研究科文献文化学専攻
修士課程２回生

（奈良高等学校（奈良県）出身）

大山  明子 さん
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教育学部の魅力
教育科学科２回生

（神戸海星女子学院高等学校（兵庫県）出身） 北井  瑠美 さん

　教育学部は一学年 60 人という少人数であるため学部生同士の仲も良く，
とてもアットホームな雰囲気の学部です。11 月祭においては学部全体でス
テージや屋台を企画するので学年を越えたつながりを持つことができます。
部活やサークルなど頑張る場所は一人一人違いますが，いつでも戻ってくる
ことができるのが教育学部だと思います。
　私は心理学を学びたいと思い教育学部を選びましたが，1 回生の専門の
授業で様々な分野の教授の講義を受けているうちに教育方法や発達教育に
も興味を持つようになってきました。2 回生からは専門の授業が主となりま
すが，教育学部では自分の興味のあることを幅広く学
ぶことができるのも魅力の一つだと思います。
　受験勉強は時に辛い時もあると思いますが，
努力した先には充実した大学生活が
待っているので頑張ってください。

自分を刺激し，高められる場所
教育科学科  相関教育システム論系３回生

（加古川東高等学校（兵庫県）出身） 黒澤  茂 さん

　皆さんは教育学部についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。大半
の方が教員養成の場だと考えているのではないかと思います。しかし京大
の教育学部ではそれ以外にも幅広く学ぶことのできる場が用意されていま
す。例えば私は教育行財政に関心があるのですが，教育だけではなく，財
政学，経営学などつながりのある分野についても勉強しています。その他に
も，この冊子を見ていただくと様々な学問分野が皆さんに対して開かれてい
ることがお分かりいただけると思います。勿論，中学校，高等学校の教員
免許を取得することも可能です。何を学ぶかは皆さんの自由です。もし「自
由の学風」の下で学びたいのであれば，そして，教育に興味
をお持ちであるならば，京都大学教育学部は皆さんの
知的好奇心を刺激し，満たしてくれる場所となるはず
です。

［写真］京都大学教育学部・東京大学教育学部合同公開講座
 高校生・大学生・大学院生のための進路セミナー 「学 
 校の先生」という仕事

［写真］授業風景

教育科学科 

教育心理学／臨床心理学／認知心理学／
人格心理学／発達心理学／
メディア教育／児童・青年心理学／
障害児心理学／社会心理学／教育評価 

教育心理学系 

教育社会学／臨床社会学／社会調査／
社会教育／メディア文化論／
生涯学習論／図書館学／
比較教育学／教育行政学／教育制度／
教育財政学

教育原論／教育人間学／教育史学／
教育方法学／教育課程論／授業論／
生徒指導論／発達教育論／
生涯発達心理学／障害児教育論

相関教育
システム論系 

現代教育基礎学系 
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教育学部が望む学生像

　20 世紀は教育が学校中心に機能した学校教育社会でした。しかし，
21 世紀は学校社会だけでなく，社会のさまざまな場所と一人ひとりの
人生のさまざまな局面とにおいて，人間形成の営みがゆるやかにネッ
トワーク化される「人間形成社会」が出現すると予想されます。これ
からの教育学は，この「人間形成社会」の展開過程で必要になる，新
しい種類の〈教育〉を創造するという課題に取り組まなければなりま
せん。
　そのため，教育学部では，心と人間と社会について深い関心と洞察
力をもち，柔軟な思考と豊かな想像力に富む学生を求めています。

教育学部への誘い

　2009 年，教育学部は創立 60 周年を迎えました。それとともに，改
修により学舎も一新され，新たな歴史への一歩を踏み出しました。教
育学部はこの 60 年，戦後日本の教育にかかわる諸科学と心理学の研
究をリードしてきたのです。
　教育学部は，教員養成を目的とした学部ではありません。現代の教
育にかかわる諸問題を学問的に探究し，よりよき社会実現のための知

教育学部の教育

●学部教育の方針
　教育学部においては，一般教育と専門教育を有機的に関連させなが
ら，現代人にとりわけ必要とされる，広い視野と異質なものへの理解，
多面的・総合的な思考と批判的判断力を備えた「人間らしさを擁護し
促進する態度」を啓培するための高度な一般教育と幅広い専門教育
を行っています。

●学部 4 年間のカリキュラム概要
　教育学部生については，1 回生の必修科目として「教育研究入門」
推奨科目として「情報学」を開講しています。また，全学の学生を対
象にして，教職科目をはじめ，毎年継続的に多くの「全学共通科目」
として講義及び少人数ゼミ等の教養教育科目を開講しています。
　教育学部は，平成 10 年度から1 学科（教育科学科）3 大学科目（系）

と技法を開発し，その習得をめざした学部です。現代の教育の諸問題
は，複雑な要因が多層に折り重なっています。その諸問題に正面から
向き合い，その解明のために，心や社会，人間それ自体に関するさま
ざまな学問とその方法を学ばなければなりません。人間を深く探究す
る人文科学，社会の仕組みや動きを解明する社会科学，人間の心に
関する諸科学など，教育学部には，多様な学問を学ぶことができるよう，
3 つの系が用意されています。その意味で，教育学部は「教育」とい
う現実的主題を共有する「小さな総合学部」にほかなりません。
　教育学部では，理論を実践に展開することと，そのためのフィール
ドを重視しています。学校に限らず，生涯を通した人間の生成と変容
を視野にいれ，21 世紀に求められる新しい教育学と心理学の創出を
目指し実績を上げています。少人数教育の徹底と，学問の多様さと，
まとまりのよい一体感，これが教育学部の特徴です。
　教育は未来を創る営みです。教育学部は未来にかかわる学問を学
ぶ場です。変化の激しい現代は未来が見通しにくい時代。その分，教
育にかかわる諸学問への期待と役割は，ますます大きくなっているの
です。

で教育編成を行っております。これは，教育の総合的理解が必要な学
部段階では，教育に関する諸科学の修得に重点を置いた幅広い基礎
教育を重視し，ゆるやかに専門的分化を図ることを目的としたもので
す。それぞれの大学科目（系）における教育内容は，右のとおりです。
　教育学部では，入学者選抜試験により毎年 60 名が入学しており，
当初は主として基礎となる教養科目を履修しますが，次第に専門科目
や高度一般教育としての教養科目を受講することができます。
　平成 19 年度入試から後期日程試験を廃止し，前期日程試験におい
て，入試の多様化の一環として幅広い分野から学生を選抜することを
目的に，「文系」型，「理系」型入試が実施されました。入学当初は所
属系を特定せず，各自が学習を進めながら最も適した道を探して，3
年次に系への分属を決めます。
　平成 6 年度（1994）から 2 年次学生に対し，分属オリエンテーショ
ンを実施し，学生の希望分属を尊重しつつ，調整を図っていますが，
系によっては単位修得状況等をもとに決定します。

教育学部
Faculty of Education

教育学部のホームページ :

http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
教育学部教務掛　tel. 075-753-3010

Message 在学生メッセージ



進学
（大学院）

34%

その他
10%

就職 56%

学部

教育学

教育方法学

教育認知心理学

教育社会学

生涯教育学

比較教育政策学

高等教育開発論＊

臨床教育学

心理臨床学

臨床心理実践学＊

臨床実践指導学
（博士後期課程）

教
育
学
部

附
属
施
設

教
育
科
学
科

現代教育基礎学

相関教育システム論

臨床教育実践研究センター

教
育
科
学
専
攻

臨
床
教
育
学
専
攻

大
学
院
教
育
学
研
究
科

教育心理学

大学院（修士課程・博士後期課程）

               学科                       大学科目（系）　 講座（＊協力講座）                     専攻
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学系紹介

　この系では，教育という人間の営みについての原
理や方法，その根底にある人間観，人間が文化，歴
史，社会的存在として発達するプロセスに関する研
究をおこなっています。根本的かつ複雑な人間の営
みを問題とするため，この系の研究方法やアプロー
チは多岐にわたっています。哲学・思想研究，歴史学，
人間学，方法学，発達理論など，広い視野での研究・
教育が重視されている点が特徴です。
　具体的には，以下のような問題を扱っています。

・  人間形成および教育に関する思考の枠組みはいか
　 にあるべきか（哲学）

・  今日の教育の特徴は歴史的にどのような変遷のも
　 とできあがったのか（歴史学）

・  人間とは何かという問いとのかかわりで大人と      
　 子どもの関係はどのように捉えられるのか
　 （人間学）

・  学校教育において，カリキュラムの編成や授業の
　 実践はどのような仕組みと方法で行われるのか　 
　 （方法学）

・  人間の生成や成長発達はどのように捉えられるのか    
    （発達理論）
　現代教育基礎学系では，現代の教育や人間に関わ
る諸問題を学問的に読み解き，教育という営みが実
演される日常の舞台においてそれを捉えなおすこと
のできる幅広い識見，力量の育成を目指しています。
そのための，多様で充実したカリキュラム編成がな
されています。

教育原理，教育哲学，教育史，教育人間学，教育方法学，教
育課程論，授業論，発達教育論，生涯発達心理学，障害児
教育論など

　教育心理学系では，教育心理学，認知心理学，
臨床心理学を中心に充実したカリキュラムが組まれ，
他学部の心理学系教室とも連携して活発な教育・研
究活動を行っています。 
　教育心理学では人の発達の特徴，教授 - 学習法，
知能，メディア教育など，教育活動に密接にかかわ
る心理学的諸側面に関する知識の習得とその応用を
めざします。認知心理学では，記憶，推論，意思決
定，他者理解，共感といった高次認知過程の諸側面
に関する主要な理論や知見を学習し，さらに心理実
験調査等を実施して各自の研究をまとめます。臨床
心理学では人格の形成，心理療法の諸理論，心の
健康とストレス等に関する基礎知識を習得し，種々
の心理検査の実習を通して臨床実践に役立つ手法を
身につけます。教育心理学系では，心の仕組みとは
たらきについての幅広い識見と柔軟な思考力の育成
を基本としつつ，大学院進学希望者の指導にも力を
入れており，教育心理学・認知心理学・臨床心理学
の研究者をめざす人，大学院修了後に臨床心理士の
資格取得をめざす人にも適した教育カリキュラムを整
備しています。

教育心理学，臨床心理学，認知心理学，人格心理学，メディ
ア教育，発達心理学，児童・青年心理学，障害児心理学，社
会心理学，教育評価

　21 世紀は単に学校だけが教育にかかわるのでは
なく，社会全体が人間形成社会になり，そうした社
会での教育の柔軟なありかた，ネットワーク化が課
題になります。相関教育システム論系は，こうした
方向を視野に入れて，教育と社会との結びつきを創
造的に探求することを目的にしています。教育社会
学では，人間の社会形成にかかわる集団の教育作用
について研究するとともに，学歴社会，青少年問題，
教育変動などの諸問題を社会学の手法を用いて分析
しています。生涯教育学では，図書館やメディアを含
んで，生活のなかでの多様な学習のあり方を，とり
わけ国際的・歴史的な観点から理論的，実践的な研
究をしています。比較教育政策学では，国際的視野
に立って，教育制度，政策，実践，理論などの比較
考察をしています。また政策科学的視点からは，具
体的に教育行財政についての立案などを行っていま
す。学部教育においては，これからの社会と人間に
求められている重要な課題を意識したカリキュラムを
提供し，特に少人数のゼミや講義に特徴があります。

教育社会学，臨床社会学，社会調査，社会教育，メディア文
化論，生涯学習論，図書館学，比較教育学，教育行政学，教
育制度，教育財政学

現代教育基礎学系 教育心理学系 相関教育システム論系
教育学研究科及び教育学部における研究・教育の概略図

　教育学部の平成 24 年度卒業生は 73 名で，そ
のうち 41 名（約 56％）が就職しています。その中
には教育（学校）関係に就職し，教師等になった
人も数名います。また，25 名（約 34％）が大学院
に進学しています。残りの 7 名（約 10％）は聴講
生等です。

就職先の例
大阪府教育委員会／愛知県庁／高知県庁／フジ
テレビ／日本旅行／三井住友銀行／中日新聞社／
中・高等学校教員など

教育学部で取得可能な資格
　本学部の修学期間内に教育職員免許法に定め
られた科目の必要単位を修得し所定の手続きをす
れば，教育職員免許状の中学校 1 種，高等学校 1
種免許状を取得することができます。また，中学
校，高等学校の免許状を取得し，免許法に規定す
る特別支援教育領域に関する科目の単位を修得す
れば，特別支援学校教諭 1 種免許状を取得するこ
とができます。本学で取得できる免許状は，聴覚
障害者・知的障害者・肢体不自由者に関する教育
の領域です。
　その他修学期間中に法律に定める科目の必要
単位を修得すれば，それぞれ社会教育に関する指
導・助言を与える社会教育主事，博物館の資料収
集，保管展示及び調査研究などの仕事に携わって
いる学芸員，図書館法に規定している図書館にお
いて図書に関する職務に携わる図書館司書の資格
を取得することができます。また，教育職員免許
状を有する者が図書館学に関する科目の必要単位
を修得すれば，学校図書館司書教諭の資格を取
得することができます。

卒業後の進路

教
育
学
部

教育学部が有する多様な学問形態
　京都大学教育学部には，「人間」に関心を抱いている人が集まります。
この文章を読んでくださっている皆様も，「人間」に興味を持つ方々でしょう。
　教育学部の素晴らしいところは，同じ興味を持ちながらも学びたいこと
の違う人たちと触れ合える点であると私は考えています。教育論を学ぶ人
もいれば，心理学を学ぶ人もいる，教育政策を学ぶ人もいる，世界の教
育を学ぶ人もいる。様々な興味の形が許され，お互いに刺激し合える環
境がこの教育学部にはあるのです。
　教育学部で刺激を受けた私は今，企業研修や教材開発の企業に入社し，
より良い教育システムの開発に携わるという人生の方向性を見出して働い
ています。皆様方が「人間」に多大なる関心を持っていらっしゃるのなら，
ぜひ教育学部の門戸を叩いていただきたいと思います。

「世界を舞台に教育について考える」
　私は，漠然と人の成長に関わることを学びたいと思い教育学部に入学
しました。教育学部に入って驚いたのは学べる内容の多様さでした。学部
の１年次の専門科目で，教育学部では心理学から哲学，方法論から社会
学まで学べることを知り，わくわくしたのを覚えています。このような多数
の専門分野のなかでも私が惹かれたのは，比較教育学という海外の教育
の制度や実践を学ぶ学問でした。海外の教育を知ることで，教育の意義
や望ましいあり方を，世界を舞台にして考えることができるのは意義深い
ことだと感じています。私は，この面白さにのめり込み，現在は研究者と
して研究に勤しんでいます。受験生の皆さん，大学には考えもしなかった
世界が待っています。ぜひ貪欲に遊びに，学びに来てください。

2013 年  相関教育システム論系卒業
（株）富士通ラーニングメディア  勤務
（大阪桐蔭高等学校（大阪府）出身）

拝野  晃希 さん

2012 年  相関教育システム論系卒業
教育学研究科教育科学専攻
修士課程２回生

（旭丘高等学校（愛知県）出身）

門松  愛 さん

2012 年度実績

Message 卒業生メッセージ



妥協を許さない環境
３回生

（大阪教育大学附属高等学校池田校舎（大阪府）出身） 韓  載東 さん

　京大へ行きたいという気持ちは高１のときからありましたが，もともとは
他の学部を志望していました。受験直前になって法学部へ志望を変えたの
で法学部への動機は正直に言うとありません。ただ，京大法学部は法学科
と政治学科に分かれておらず，どちらの学問も好きに学ぶことができるため
入学してからでも自分のやりたいことを決められるのでよかったと思います。
今はと言いますとすっかり法律に興味が湧いていて，法曹になるために日々
励んでいます。京大の特徴として，いわゆる「自由の学風」がよく挙げられ
ますが，僕はそれ以上に自分の周りの人たちが魅力的だと思います。優秀
な人，努力家な人，様々な人がいる中で自分もうかうか
していられない。お互いに刺激しあい切磋琢磨する。
こんな環境が僕は好きです。

京都大学法学部というハコを通して
３回生

（南山高等学校女子部（愛知県）出身） 多和田  容子 さん

　法学部に在籍していると，必ずと言っていいほど「弁護士さんになるの？」
とお声を頂きますが，京都大学の法学部の卒業生の進路は様々ですし，私
自身も政治系の職に就きたいとこの環境に飛び込みました。入学して分かっ
たのは，それぞれの大学はハコであり，その中でも京都大学法学部は魅力
的な友人や専門知識，イベントに関する情報や知的なサークル活動に至るま
で何もかもが詰め込まれている「だけ」という事です。私達は，懇切丁寧
な案内が得られない代わりに，そのハコから自分が
欲しいもの，目指すべきものを選択し，掴み取って
いくことができます。法律は勿論，政治について
も一流の教授陣，才知溢れる学生の中で自分の
ための「宝探し」がしたい方，できる方は是非，
京都大学の扉を叩いてみてください。

［写真］法経本館外観
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法学部が望む学生像

　法学部では，世界・国家・社会の様々な問題に対する強い関心を持ち，
多方面にわたる学力，とりわけ社会科学に関する基礎的な学力を備え，
論理的思考力に優れた学生を求めています。

法学部への誘い

　法学部は，明治 32 年（1899 年）に法科大学として創設されました。
それ以来，約 36,000 名の卒業生を世に送り出しています。
　創設期の教授陣は，自由な学問研究を尊び，東京帝国大学とは
異なる大学のあり方を模索しました。創設当初から行われた卒業論
文制度とそれに関連した演習の必修化は，そうした模索の成果です。
今では卒業論文制度は残っていませんが，演習を重視するとともに，
自由選択の余地をできるだけ広げ，学生の自主的学修を奨励すると
いう伝統は，脈々と受け継がれています。
　法学部では，特に戦後の経済・社会の急激な変容，文化・科学の
著しい進展に対応して講座数および教員数を拡充してきました。

法学部の教育

●卒業までの単位取得の仕組み
　法学部を卒業するためには，各科目を履修し，試験で合格点をとる
必要があります。法学部の試験は 100 点満点で採点され，60 点未満
は不合格となります。合格した場合，各科目の授業時間に応じて単位
が与えられます。
　本学では，夏休みを境として，1 年を前期と後期の 2 学期に分ける
セメスター制を採用しています。外国語およびスポーツ実習科目を除
いて，半期週 1 回（90 分）の科目は 2 単位，半期週 2 回の科目は 4
単位となっています。
　卒業に必要な単位数を構成する科目は，教養科目と専門科目とに分
かれます。教養科目は半期 2 単位が原則であるのに対して，専門科目
には 2 単位科目と 4 単位科目があります。卒業するためには，教養科
目を 48 単位以上，専門科目については演習 2 単位を含む 80 単位以
上を取得する必要があります。

●第１・第２学年では主として教養科目を学ぶ
　教養科目は，全学共通科目と法学部が提供する法学部基礎演習を
いいます。全学共通科目は，人文・社会科学系科目群（A）, 自然科学
系科目群（B），現代社会適応科目群（C），拡大科目群（D），外国語科
目群（E）にわかれています。
　卒業するためには，A の科目群および法学部基礎演習から 20 単位
以上，B の科目群から 8 単位以上，C の科目群から 6 単位以上（ただし，
ABD の科目群の科目による代替可）を取得しなければなりません。
　E の科目群は，英語とその他の外国語からなり，英語を 8 単位以上

（うち 2 単位については法学政治学英語 I・IIが必修），その他の外国
語のうち 1 つを 8 単位以上取得しなければなりません。第 1 学年にお
ける外国語科目は，原則として学部のクラス単位で開講されます。
　これらの教養科目は，原則として，卒業までのどの学年においても
履修することができますが，実際には，主として，第 1 および第 2 学
年で履修するようにカリキュラムが編成されています。なお，本学では，
1 年生のことを 1 回生，2 年生のことを 2 回生と呼びます。

平成 4 年（1992 年）からは，研究・教育の国際化・学際化・高度化
に対応して，それまで学部に配置されていた講座を大学院に配置し，
大学院講座の担当者が学部教育も担当するという組織変更を行いま
した。平成 16 年（2004 年）には，法曹の養成を目的とした専門職
大学院として，法科大学院を設置し，平成 18 年（2006 年）には，経
済学研究科と協力して，公共的な役割を担う高度専門職業人の養成
を目的とした専門職大学院として，公共政策大学院を設置しました。
　法学部は，国家や社会のあり方を見直したり，組織を運営する際
に指導的な役割を果たせる人材を養成することを目的としています。
今日，世界も日本も大きな転換期を迎え，それに伴って様々な問題
が生じています。こうした状況に対応した新しい制度を設計するため
には，文化の多様性を尊重し，平和な社会の実現に貢献できる豊か
な国際感覚を備え，法律や政治の仕組みに関する専門的な知識を持
ち，社会全体を視野に入れて知識を組み合わせる構想力を養わなけ
ればなりません。法学部は，こうした能力を備えた人材を育成するた
めに，豊かな教養と法律学・政治学の基礎的知識を提供することを
使命としています。

●高学年になるほど専門科目の授業が増える
　専門科目は，科目の内容に応じて，履修することができる学年に違
いがあります。
　まず，1 回生のみが受講・受験することができる専門科目として，法
学入門 I・II，政治学入門 I・II，家族と法があります。これらは，いず
れも導入的な科目にあたります。
　次に，2・3 回生のみに配当される科目として，憲法第一部，憲法第
二部，刑法第一部，民法第一部，国際機構法があります。さらに，2 回生・
3 回生に加えて，4 回生も履修することができる科目として，刑法第二
部と民法第二部があります。これらは，主として法体系全体の基本的
な部分に相当する科目にあたります。
　その他の専門科目は，原則として 3・4 回生に配当されています。た
だし，政治学関連科目と一定の基礎法関連科目からは，それぞれ 2 科
目に限って，2 回生も履修することができます。さらに，経済学部の一
部の科目も履修することができます。
　なお，専門科目には，毎年必ず開講される基本的科目と並んで，新
しい法現象・政治現象，企業における法実務などに対応する特別科目
も年度ごとに開かれています。
　以上のほか，演習（ゼミ）は 3・4 回生に配当され，半期 2 単位で，
6 単位まで履修できます。少人数クラスで周到な予習に基づいた活発
な討論が行われています。

●科目選択の自由と主体的学習
　こうしたカリキュラム編成を通じて，1・2 回生では，広く深く教養を
身につけることを主たる目標とし，専門科目の本格的な勉強は，それ
を基礎として特に 3 回生以上で行うことを推奨しています。専門科目
では，必修科目はありません。このような趣旨を踏まえ，自分なりにど
のような科目を選択し，学習計画を練っていくかは，すべて学生各自
の主体的判断に任されています。ただし，専門科目については，学生
に堅実な学習を促すため，各学期において履修登録できる専門科目の
単位数に上限を設けています（キャップ制といいます）。

法学部
Faculty of Law

法学部のホームページ :

http://kyodai.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
法学部教務掛　tel. 075-753-3107
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進学
（大学院）

34%

その他
15%

就職 51%

専門科目
法学部専門科目 経済学部開講科目 演習

法理学，法社会学，日本法制史，西洋法制史，ローマ法，東洋法史，英米法概論，ドイツ法，憲法
第一部，憲法第二部，行政法第一部，行政法第二部，税法，国際法第一部，国際法第二部，国際
機構法，民法第一部，民法第二部，民法第三部，民法第四部，商法第一部，商法第二部，経済法，
知的財産法，民事訴訟法，国際私法，国際取引法，労働法，社会保障法，刑法第一部，刑法第二
部，刑事訴訟法，刑事学，政治原論，政治過程論，比較政治学，アメリカ政治，国際政治学，国際
政治経済分析，政治史，日本政治外交史，政治思想史，行政学，公共政策，法学入門 I，法学入門
II，政治学入門 I，政治学入門 II，家族と法，外国文献研究（英・独・仏），特別講義（日本政治思想史，
存在論と政治，外交史，民事執行・保全法，アセット・マネジメントの実務と法，生命保険の実務と法，
金融法と銀行実務，信託法の理論と実務，国際企業取引の実務と法），特殊講義（環境と法），演習

ミクロ経済学 1，ミクロ経済学 2，
社会経済学 1，社会経済学 2，経
済政策論，財政学，経済史 1，経
済史 2，租税論，労働経済論，金
融論，基礎統計学，経済統計学，
経営学原理，会計学 1，会計学 2，
経済学史，社会政策論，公共政
策論

法理学，法社会学 , 日本法制史，東
洋法史，英米法，ドイツ法，憲法，
行政法，税法，国際法，国際機構法，
民法，商法，経済法，国際私法，労
働法，社会保障法，刑法，政治原論，
政治過程論，比較政治学，アメリカ
政治，国際政治学，国際政治経済
分析，政治史，日本政治外交史，政
治思想史，行政学，公共政策

１回生
2回生

3回生
4回生

入学

卒業

後期試験
あっというまの1年の，
ひとつの結果が出る。

専門科目が始まる
憲法・民法・刑法といった基礎
科目が本格的に始動し，やっと
法学部らしい勉強が始まる。

専門のサークルに目が向く
法学部サークル連合（略称：法サ連）と
いう法学や政治学に関する活動を専門に
行うサークルに入部する人も多くなる。

ゼミ（演習）の登録
３回生からのゼミに関心をもつようになる。
ゼミ登録は２回生の後期に行う。この頃から，
学問の専攻や将来の進路の可能性などが
現実のものとして目の前に広がる。

新入生を歓迎する立場に
勉学に，サークルに，アルバイトに，
忙しくなってくる。

前期試験
夏休み前の７月に，大学生活
はじめての定期試験がある。

11月祭
クラスやクラブ・サークルで出展。
おおきな一体感が生まれる場でもある。

クラス発表
10あるクラスで，クラスメート
と初顔合わせ。

始業と履修登録
ガイダンスや先輩のアドバイスなどを参考にしながら，
自分の時間割を作る。受講する授業を自分で決めるこ
とができるのが高校との大きな違い。１回生ではまだ
法学・政治学の専門的な科目はなく，いろいろな分野
の素養を幅広く身につけたい。 また，語学の授業は
法学部のクラス単位で受けることになるため，クラス
の親睦の場となる。

入学式
京都大学全学の入学式の後，歴史
ある法経第四教室で厳かな雰囲気
のなか，法学部だけの入学式も。

合格発表
新生活に胸をふくらませ，
入学準備に奔走。

はじめてのゼミ
勉学生活の醍醐味は，なんといってもゼミ。
議論に興じる輪が，至るところで見られる
ようになる。

就職活動本格化
エントリーシートを書いたり
説明会に出席したりとあわただしくなる。

ロー・スクール入学準備
ロー・スクール志望（法曹志望）
を決めた学生は，そろそろ試験
の準備を始めなければならない。

進路を意識する
インターンシップ，就職説明会などに参加する
ようになり，就職かロー・スクールか大学院か，
夏にはだいたいの方向性を決めるケースが多い。

それぞれの進路に応じた活動
ロー・スクール志望は自主勉強会などを
開いて本格的に試験勉強に取り組む。
公務員志望は，４月の試験に向けて猛勉強。
一般企業志望は面接が真っ盛りとなり，
東京や大阪を行ったり来たりの日々。

最後の試験
就職・進学先が決まった学生は
最後の試験に挑み，卒業に向かって
離陸準備に入る。

卒業式
４年間を振り返りながら，
友と涙を流す歓喜の瞬間。

省庁回り（公務員）
公務員試験の後は，省庁回りに
励む。ここで，自分の志望する
省庁を定める大事な機会である。

ロー・スクール最終合格発表
ロー・スクールの合格者が決まる。

ロー・スクール適性試験
５，6月にロー・スクールの「適性試験」
が実施され，あらためて気を引き締め
ることになる。
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　卒業生の進路は，国家・地方公務員，民間企業，法科大学院を含む大学
院への進学など多方面にわたっていますが，なかでも，大学院進学者の約
74% は，京都大学をはじめとする全国の法科大学院に進んでいます。また，
平成 18 年度に設置された京都大学公共政策大学院は，入学者の約 25% が
本学部の出身です。民間企業への就職先としては，金融・保険業が比較的多
いですが，業種を問わず幅広く
なっています。

就職先の例
国家・地方公務員／商工組合中央金庫／三井住友銀行／三菱東京 UFJ 銀
行／三井住友信託銀行／ SMBC 日興證券／野村證券／住友商事／大阪ガス
／関西電力／東海旅客鉄道／西日本旅客鉄道／西日本電信電話／読売テレ
ビ放送／シティ・コム／日本コントロールシステム／トヨタ自動車／マッキン
ゼー・アンド・カンパニー／楽天／日本たばこ産業／リオ・ホールディングス
／三井不動産

法学部で取得可能な資格
　法学部では，教育職員免許状の取得を目的とした教職課程を設けています。
また，法学部以外の学部が開講する科目を修得することにより，その学部で
取得できる資格や，受験資格が得られることがあります。

取得できる資格の例
教育職員免許状（中学校 1 種社会・高等学校 1 種公民）

卒業後の進路

法
学
部

2012 年度実績

Message 卒業生メッセージ

自由と責任
　私がなぜ，法学部に心惹かれたのかと言えば，社会のルールを知りそ
れを仕事にしたいと思ったこと，そしてそれ以上に自由度の高い環境に惹
かれたこともあります。
　この法学部は専門科目として法律，政治，経済があり，ここからどんな
授業をとるかは各々に委ねられています。学習環境も十分すぎるほど与え
られているので，これをいかに活用し自らの学習を進めていくかは本当に
自由であるといえます。
　しかしその反面，法学部の単位認定は厳格です。勉学以外にも様々な
活動ができる中，試験までに理解を深めておかなければ良好な成績を修
めることは困難です。自らの責任で自分の行動をコントロールする必要が
あるでしょう。
　自由な選択には責任が伴う。このような環境だからこそ「自由」の本来
的な意義が自分の体験を通じ体感できるのではないでしょうか。

法学部だからできること
　法学部というと，裁判官や弁護士になりたい人だけが行くところ，とい
うイメージがあるかもしれません。もちろん法曹を目指す人も多く在籍して
いますが，法律を扱う仕事はほかにもあり（私の選んだ法学部教員という
のもその一例です），さらに言えば基礎的な法的素養や思考方法は将来
いかなる職業に就くとしても助けになります。視野を広げて新たな進路を
拓いていくことも大学生活の大きな意義ですから，あらかじめ具体的な進
路を設定している必要はなく，むしろ柔軟な姿勢で多くのことを吸収して
ほしいと思います。京大法学部は，優れた教育を享受できる点，カリキュ
ラムの自由度が高い点，高い意欲と能力を持つ仲間を得られる点におい
てこの種の研鑽を積むのに非常に適した環境であり，無限の可能性が用
意されています。

2013 年  卒業
京都府労働委員会事務局  勤務

（光泉高等学校（滋賀県）出身）

髙田  裕生 さん

2008 年  卒業
2010 年  法科大学院
　　　   （法学研究科専門職学位課程）修了
2012 年  法学研究科  博士後期課程修了
東北大学大学院法学研究科  准教授

（岐阜高等学校（岐阜県）出身）

今津  綾子 さん

法学部 4 年間の学生生活イメージ



自由だから多様，多様だから自由
経済経営学科４回生

（Academy of the Holy Angels（アメリカ合衆国）出身）

古田  佳也 さん

　京都大学経済学部の特徴は，この学部の学生がどのような人で，何を勉
強しているかを一言で表現できないことです。世界各地から，また多様な
入試制度を経てきた学生が，入学後も自由な学習環境の下で目標を設定し
学習するので，卒業時には更に個性溢れる学生が輩出されます。この学部
には多様性を尊重する環境があるので，自由な行動や考え方が許されます。
そして自由だからこそ，更に個性を伸ばすことが出来るのです。
　私は，経営学と英語の教職免許取得の学習を両立してきました。資格や
留学，ゼミやサークルなど，友人もそれぞれが決めたことを頑張っています。
　　　　　　　　　彼らの考え方や経験に刺激され，私も自分の目標に向
　　　　　　　　　けて努力出来ます。
　　　　　　　　　　経済学部で何をするかは自分次第ですが，この環境
　　　　　　　　　　でなら頑張れると信じています。

自由から見つける
経済経営学科４回生

（南山高等学校女子部（愛知県）出身） 櫻林  祐理子 さん

　京都大学の「自由の学風」は経済学部においても共通であり，最大の魅
力です。経済学部における自由は，履修において特に強く表れています。
　経済学部では，必修科目がなく，経済系・経営系という枠に囚われない
ため，自分の関心のある講義を自由に履修します。従って，幅広い知識が
得られると同時に，自分が本当に学びたいことを見つけられます。また，自
分の時間の確保を優先して講義を選択しても構わないので，その時間の使
い様によって，サークル・趣味等の学業以外の面を充実させることも十分可
　　　　　　　能です。
　　　　　　　　　自由であることはもちろん，本当に重要なのはそこから
　　　　　　　　自分の学びたいこと・やりたいことを見つけ，実現する
　　　　　　　　ことです。ぜひ皆さんも京都大学で多くのことを見つけて
　　　　　　　　ください。

［写真］「証券投資論」の授業風景
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経済学部が望む学生像

　経済学部の教員たちは，経済学・経営学の教育は，すぐに役立つ
知識を与えることではなく，学問的基礎のうえに柔軟な思考力と創造
性を備えさせることだと考えています。そのため，大学において意欲を
もって学び，社会に出てからの経済活動においても自分を成長させ続
けようとする学生を望みます。経済学部は，これまで，産業・経営・学
術・行政などの領域で活躍する人材を多数生み出しました。経済学部
は，このような良き伝統を継承し，そこに自分なりの発展を付け加え
ようと意欲する学生諸君が入学してくることを望んでいます。
　なお，経済学部は，平成 21 年度入試から高等学校の文系の教育課
程に対応した一般学力検査による選抜（190 名）だけでなく，理系の
教育課程に対応した学力検査による選抜（25 名），論文を重視した選
抜（25 名）にも定員の一部を割いています。それは，数学などに現れ
る理科的才能や読解力と結びついた論文作成に現れる文科的な才能
が経済学にむすびつくことを期待しているからです。

経済学部の教育

● 4 つのコースを設置
　経済学部は，経済と経営，経済学と経営学の相互依存関係を重視
して，平成 21 年度から経済学科と経営学科の 2 学科を経済経営学科
1 学科に統合しました。学科による区別のない 1 学部 1 学科の体制の
もとで，「理論・歴史コース」「政策コース」「マネジメントコース」「ファ
イナンス・会計コース」という 4 つのコースが示されていて，そのガイ
ドにしたがって専門科目を履修することによって，コースそれぞれの特
性に応じた専門化がはかれるようになっています。1 学年は前期と後期
の 2 セメスターにわかれ，1 セメスターにわたり毎週 1 回の授業を履修
して試験に合格すれば 2 単位が得られます。学部科目はすべて選択科

経済学や経営学の専門科目だけではなく，隣接分野である法学・政治
学科目を含めて，幅広い分野から自主的に選択し，自由に学ぶことが
できます。また，大学院との共通科目や，経験豊かな社会人講師によ
る講義も開講しています。
　また，本学部では，創立以来，演習（ゼミナール）制度を重視し，
少人数の学生と担当教員による対話型学習システムをつくってきまし
た。ゼミナールは，学生が共同学習と討論を通して最も成長できる場
であるとともに，親しい友人をつくる絶好の場です。卒業後もゼミナー
ル単位での同窓会が盛んに行われています。

多様性と国際性
　本学部は，論文入試をはじめ，留学生入試，外国学校出身者入試，
3 年次編入学入試など，国立大学のなかで先んじて，多様な入試制度
を導入してきました。そのねらいは，多様な経験をもった学生の能力
を一層高めるとともに，多様な学生同士が刺激し合いながら相互に切
磋琢磨し，豊かな教養と人間性，国際感覚を身につけることにあります。
ちなみに，留学生の比率は大学院生を含めると京都大学のなかでは最
も高く，国際性にあふれる学部です。

経済学部への誘い

伝統性と先端性の統合
　本学の経済学部は 1919（大正 8）年に法学部（法科大学）から別れ
て誕生しました。法学部の時代にもすでに 1899（明治 32）年から経
済学関連の講義がスタートしていましたから，その歴史は日本でも一，
二という伝統をもっています。この長い歴史の間に京都大学経済学部
は，多数の著名な研究者を輩出し，また個性的な実業界のリーダーや
各方面で活躍する優れた人材を送り出してきました。さらに，本学部
はたえず先端的な分野の拡充をはかってきました。最近の例をあげる
と，2006 年に経済学部・経済学研究科を母体として，新たに MBA 取
得コースとして経営管理大学院を開設しました。

自学自習と少人数教育の重視
　京都大学は自由闊達な気風を求める「自由の学風」を歴史的に育ん
できましたが，経済学部も学生の自学自習・自発自啓を基本精神とし
ています。学部科目はすべて選択科目であり，必修科目はありません。

目ですが，入門科目，専門基礎科目，専門科目 I，専門科目 II と年次
配当によって階層化されています。

●第 1 学年で学ぶこと
　第 1・第 2 学年では「全学共通科目」と呼ばれる教養科目を主とし
て履修します。これと並行して第 1 学年では，全学共通科目によって
語学学習や教養学習を行うだけでなく，入学したばかりの学生に，不
足した知識を補い，自立した学習力をつけさせるための「入門演習」
と 9 つの入門科目（ミクロ経済学入門，マクロ経済学入門，社会経済
学入門，基礎統計学，経済史・思想史入門，現代経済事情，経営学
入門，会計学入門，情報処理入門）によって，経済学・経営学の専門
学習のための準備をすることになります。

●第 2 学年から学ぶこと
　第 2 学年からは「専門基礎科目」及び「専門科目 I」の授業群，第 3
学年からは「専門科目 II」の授業群が取れるようになります。
　第 3 学年以上になると，経済学・経営学の専門科目だけでなく，法
学部が提供する法学や政治学の科目も取れるようになります。また，
高度な学習を求める学生には，大学院と橋渡しする大学院共通科目も
履修できます。

●少人数ゼミナール
　京都大学経済学部で重要な役割を果たしているのは演習（ゼミナー
ル）です。指導教員の指導のもとで，少人数の学生同士で，様々な具
体的テーマについて報告・討論しながら，問題の本質を捉えるべく共
同で学習します。ゼミナールにおいて，自発的な参加意欲や勉学意欲
をつちかい，コミュニケーション能力を高めることができます。ゼミナー
ルでの主体的な勉強を通じて身につけた能力は，一生役立つと思いま
す。ゼミナール参加者は，第 4 年次に卒業論文を提出することができ
ます。

経済学部
Faculty of Economics

経済学部のホームページ :

http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
経済学部教務掛　tel. 075-753-3406

Message 在学生メッセージ



進学
（大学院）

8.5%

その他
8.9%

就職 82.6%

経済学部で取得できる教育職員免許の種類及び教科

種　類 教　科
中学校一種
高等学校一種

社会
地理歴史，公民，商業
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入門科目紹介

　市場メカニズムのもとで経済行動を分析する学問
を「ミクロ経済学」と言います。ミクロ経済学の起
源は 19 世紀から 20 世紀にかけて登場した最大化原
理を基礎に置く完全競争モデルまでさかのぼります。
しかし，現代経済は大企業による寡占化の道をたど
り，完全競争の虚構性が批判されるようになりまし
た。そこで将棋のように戦略的に意思決定する「ゲー
ム理論」が登場しました。ゲーム理論を中心にした
現代ミクロ経済学はたくさんの応用経済学の基礎
ツールとなっています。医療・福祉経済学，マーケティ
ング経済学，情報・通信経済学，都市・交通経済学，
企業・組織経済学，環境経済学のような先端分野で，
ミクロ経済学が役に立っています。

　経営学は，広く経営現象を研究する学問です。「経
営」とはある目的を達成しようとする事業について，
それを計画し，指揮し，管理する活動です。その対
象は民間企業の経営が従来の中心でしたが，近年は
病院や政府，地方自治体などの社会的部門でもその
経営の善し悪しが問題にされるので，広がってきて
います。企業の経営でさえ単純に利益だけを目的と
して行われておらず多くの人が利害や欲求の関連の
下に動いていますので，経営は複雑なシステム現象
であり，それを研究する経営学も非常に複雑な理論
体系となってきています。経営学は企業だけではな
く病院や政府，NPO などを経営することの難しさと
その醍醐味を理解させてくれると思います。

　マクロ経済学は経済活動を大きな視点から分析す
る経済学の 1 分野です。大きな視点というのは，つ
まり，その分析対象が特定の個人，企業，産業の
経済活動ではなく，1 国経済や世界経済全体だとい
うことです。なぜ経済は好況と不況を繰り返すのか，
政府は景気の変動を抑制するためにどのような政策
を採ればよいのか，なぜ産業革命以降先進国は産業
構造の転換を果たし所得の大きな上昇を達成できた
のか，それに対し多くの発展途上国が農業中心の経
済構造から脱却できず所得の低い状態にあるのはど
うしてなのか，といった疑問をもったことがあるでしょ
う。マクロ経済学が取り組んでいるのは，これらの
疑問により正確な答えを与えることだといえます。

　会計学は，「事業の言語」といわれる会計を対象
として発達した学問です。会計の仕方がかわれば事
業の見え方もかわるため，どのような考え方に基づ
いて事業活動を認識し表現すべきかという問題が重
要になります。会計学は，現実の会計を正確に理解
するとともに，望ましい会計について考えてきた学問
です。会計は，社会会計・国民経済計算といったマ
クロ会計と，家計・企業会計・非営利法人会計・公
会計といったミクロ会計に分類されます。また，会
計情報の利用者の相違によって，企業外部の株主や
債権者などに対する財務会計と経営者などのための
管理会計に分類されており，それぞれに対応して財
務会計学と管理会計学が発達しています。

　もともと「社会経済学」は，スミス，リカード，マ
ルクスなど古典派と呼ばれる人たちの経済理論の名
称でした。かれらは，経済分野だけでなく政治や文
化などの分野に及ぶ広い社会的視座をもつとともに，
数世紀に及ぶ歴史を考察する長期的視野をもってい
ました。しかし，20 世紀に入ると，大量生産技術の
成立といった技術面の変化や，巨大企業の出現といっ
た組織面の変化によって，古典派経済理論の有効性
は低下しました。このような資本主義の変化をふま
えて，新たな理論を作ったのはケインズとカレツキで
す。現代の社会経済学は，古典派経済学者たちの社
会的歴史的視点とケインズとカレツキの理論とを結
合して，現代資本主義の構造や制度を分析します。

　情報処理とは人間の意思決定活動であり社会活動
そのものです。またインターネットやコンピュータな
どの情報通信技術は，このような活動を支援する道
具です。今では，情報通信技術の急速な発展が社会
を大きく変え，情報通信技術なくしては企業の経営
が成り立たなくなってきています。情報処理は，単に，
経済学や経営学を学び，理解し，分析するためだけ
に活用されるのではありません。コンピュータシミュ
レーションによって社会や組織を解析し，あるいは
未来を予測するといった新しい方向も生まれていま
す。情報通信技術と情報処理は，経済学や経営学と
深く関係し，今後の発展が期待される分野なのです。

　統計学は元々は国家の為政者が行政のために必要と
した，資料を提供するための方法だったようです。人口，
所得，耕地面積等の資料を収集し，整理し，一国の国
力を測ることなどが当初の目的でした。今日では，デー
タの処理にも幅があり，行政だけでなく，商業，そして，
株式や為替におけるような売り買いに直接結びつく統
計など，応用は様々です。基礎統計学では，記述統計
学と数理統計学によって成り立つ二つの領域を概観し
ます。前者では，物価指数など，実務上よく使われる
ツールの説明をします。後者では，データに関する様々
な推定や，仮説に関する検証を学びますが，多少とも，
数学的です。この講義では，このような最も基礎的な
ツールを学ぶことも，非常に重要です。

　温故知新という言葉を知ってますか ? 昔のことか
ら新しいことを知る，経済史や思想史とは，まさに
そんな学問です。このふたつの分野は，現在の経済
社会や経済学を歴史的に眺めることで，経済や社会
に関する「忘れ去られた課題」を再発見し，併せて「新
しい課題」や「経済学のあり方」を構想します。例えば，
ある国が経済大国になる過程の分析からその秘訣や
条件そして様々な問題点を学んだり，ある企業の発
展・没落から経営とは何かと考えてみたり，また，人
間が集団形成するときの諸問題を把握することで理
想社会について提言したりします。歴史的な発想法
を身につけて，当たり前だった日常の「新たな可能性」
について一緒に考えてみませんか。

　人間の社会を扱う以上は，経済学は経済的・社会
的問題の解決という目的意識から無縁ではありえま
せん。これは「政策関心」と言い換えることもできる
でしょう。経済政策論，財政学，金融論，社会政策
論，世界経済論，公共経済学など，「現代経済事情」
の諸講義は，いずれも「現代の社会問題や経済問題
を素材に考える」という共通項を持っています。経
済問題に対しては，通常さまざまなアプローチがあ
ります。複雑な社会現象そのものを理解する際には，
やはり総合的・多面的な分析視角が必要となります。

「現代経済事情」の諸講義に共通するねらいは，現
実の経済問題などへの感受性と複眼的な見方を養う
ことにあります。

ミクロ経済学

経営学

マクロ経済学

会計学

社会経済学

情報処理

基礎統計学

経済史・思想史

現代経済事情

●「自学自習」と学問の自由
　大学での勉強は基本的に「自学自習」です。つまり自分で問題を見つ
け，自分でものを考え，自分でその解決を見つけ出すことが求められ
ます。また，大学を支える基本原理は「学問の自由」です。自由がある
から多様な考え方が生まれ，科学は進歩し，社会の要請に応えること
ができるのです。自由な学問を行うためには学問の伝統のなかで育ま
れてきたものをしっかり勉強する必要があります。自由に絵を描くため
にはしっかりとデッサンの修行を積まなければならないことと同じです。
経済学の考え方を学ぶことができれば，社会のどのような立場にあっ
ても迷うことなく判断できる力を得ることができると思います。このよ
うな意味で，自由に学ぶことのできるところが京都大学経済学部です。

　京都大学経済学部はすでに 90 年余
の歴史があり，多数の個性的な人材
を社会に送り出してきました。学界の
リーダーとして多数の優れた研究者を
出してきましたし，政界・実業界のトッ
プリーダーも少なくありません。毎年
約 1 割の学生は大学院へ進学してい
ます。

就職先の例
みずほフィナンシャルグループ／ＳＭＢＣ日興證券／伊藤忠商事／三菱東
京ＵＦＪ銀行／関西電力／京都銀行／日本生命保険／日本たばこ産業／
丸紅／住友商事／トヨタ自動車／野村證券／みずほ銀行／三井住友銀行
／三井住友信託銀行／三菱商事／有限責任あずさ監査法人

経済学部で取得可能な資格
　大学を除くすべての国公立，私立学校の教員となるためには教育職員
免許状が必要です。経済学部は教員免許状についての課程認定を受け
ており，教育職員免許法に定められた所要の単位を修得すれば，次の
種類の免許状が取得できます。

卒業後の進路

経
済
学
部

2012 年度実績

“ チャレンジ ” できる場所
　経済学部では自由な学風の下，様々なことにチャレンジできることが一
番の魅力だと思います。私の学生生活を思い返すと，ボートと会計士の勉
強に尽きます。日本一を目指して合宿所に泊まりがけでボートの練習に励
む傍ら，予備校に通い休憩時間で勉強をやるという，今思えばだいぶ無
茶なことをやっていました。こういう生活があってこそ，私は自分のやりた
いことに一生懸命になることの大切さを学べたと思います。今の生活でも
面白いと思ったことはすぐに取り入れ，行動してみるというスタンスは変わっ
ていません。私にとって大学はいろんなことを経験でき学べる場だと思っ
ています。皆さんも自ら進んで学び行動し，この経済学部の環境でいい
大学生活を満喫してほしいなと思います。

「Enjoy!」
　私は現在，総合商社で働いています。グローバルな社会貢献を目指す
業務は多岐にわたり，非常に刺激がある一方，未知の領域に日々挑戦す
る必要があります。私自身，ペットや畜産動物の健康を通じて人々への癒
しや食の安全の提供を目指す事業を担当していますが，学生時代には想
像もしていなかった分野です。
　しかし，どんな時でもベースとなっているのは，間違いなく経済学部時
代の経験です。勉学のみならず，先生，友人から人として多くの刺激を受
けました。
　経済学部の自由な学風においては，何をするにも自分次第だと思います。
特定分野を追求するもよし，広範な知識の習得に努めるもよし。学生時
代だけでなく，将来に繋がる大きな一歩になるでしょう。Enjoy your life!

2012 年  卒業
有限責任あずさ監査法人  勤務

（膳所高等学校（滋賀県）出身）

島本  大地 さん

2009 年  卒業
住友商事株式会社  勤務

（甲陽学院高等学校（兵庫県）出身）

藤井  翔 さん

Message 卒業生メッセージ



「興味のあることを，貪欲に」
生物科学系４回生

（高槻高等学校（大阪府）出身） 三浦  稔史 さん

　ぼくが京都大学理学部を知り，目指そうと思ったのは「iPS 細胞面白そう！」
という動機でした。が，現在は生態系における菌類など微生物の働きにつ
いて研究しています。
　あれ？と思うかもしれませんがぼくの場合，ポケゼミや実習で野外に出て
実際に触れ，また親や先生方，オケや学部の友だち，先輩と話すことで自
分のやりたいことが決まっていきました。もちろん，数多くの講義やセミナー
のおかげでさまざまな分野の最新の知見や問題点を知ることができ，それ
が自分の関心の発端となったことは言うまでもないでしょう。
　今後，研究をしていく上ではより専門的，実践的なことを学び，また様々     
　　　　　　　　　　な物事に関心を寄せ問題点を捉える目を養うことが
　　　　　　　　　　必要だと考えています。
　　　　　　　　　　　皆さんの目標とする良き先輩になれたら幸いです。
　　　　　　　　　　　お互い頑張りましょう！

「探究の場」
地球惑星科学系４回生

（小野高等学校（兵庫県）出身） 古角  晃洋 さん

　京大理学部では３回生から各系に所属するようになります。入学当時から
分野を絞ってひたすら突き進む人もいますし，様々な分野に手を出して興味
の湧いた分野に進んでいく人もいます。私自身，物理学を専攻しようと思い
入学しましたが，数学，生物学，地学と興味が移っていき，気が付くと構造
地質学を学んでいました。興味の赴くまま自由に物事に打ち込めるというの
は京大理学部ならではの魅力だと思います。
　因みに，構造地質学は，断層や褶曲などの地質構造を力学的に解析する
　　　　　　　　学問です。フィールドワークもデータ解析もできるという
　　　　　　　　　素敵な分野です。入学した暁にはぜひ地質学に触れて
　　　　　　　　　みてください。
　　　　　　　　　　知的好奇心にあふれる君達，理学部でおおいに大学
　　　　　　　　　生活を楽しんでください。

1回生

* * * * *
* * * * *
*

* * * * *
* *

2回生

* * * * *
* * * * *
*

* * * * *
* * *

系

登

録

3回生

*

* *
* * * * *

4回生

*

* *
* * * * *
* * * * *

単位数
12～20

10～12

0～ 4

24～38

54～

一般教養科目

外国語科目

現代社会適応科目群及び拡大科目群

専門基礎科目

専門科目

卒業研究（必修）

科目履修の時系列的な目安
　＊の多いマスほど履修の必要性が高いことを目安として示しています。
ただし，履修の仕方は個々の学生ごとに相当に違いがあるので，このよ
うにならない場合も少なくありません。
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理学部が望む学生像

・ 自由を尊重し，既成の権威や概念を無批判に受け入れない人
・ 自ら考え，新しい知を吸収し創造する姿勢を持つ人
・ 優れた科学的素養，論理的合理的思考力と語学能力を擁し，粘り強
　く問題解決を試みる人

理学部への誘い

　自然はどのようになっているか，そして自然はなぜそのように成り立っ
ているのか，自然を動かす法則は何なのか，私達人間はしばしばこう
いう疑問を抱きます。理学部は，答えを誰も教えてくれないような自然
への疑問を持つ人たちが，自然の声に耳を傾け，疑問を解く喜びとと
もに，さらなる自然の深い秘密に接することを楽しむ学部です。
　理学部は，京都大学の中でも最も長い歴史をもつ学部で創立以来
何度かの改革を行ってきましたが， 最近の大きな改革は 1994 年に理

理学部の教育

● 理学部の教育理念
教育目標

・ 自然科学の基礎体系を深く習得し，それを創造的に展開する能力の養成
・ 個々の知識を総合化し，新たな知的価値を創出する能力の養成
教育の特徴

・ 自由な雰囲気の下で学問的創造を何よりも大切にし，自律的学修が
　推奨される学風

・ 理学科のみの 1 学科制
・ 緩やかな専門化を経て，研究の最前線へ

●理学部の教育方針
1 年次・2 年次では，主として全学共通科目と専門基礎科目を履修する。
　1 年次から 2 年次にかけては，全学共通科目である一般教育科目と，
学部科目のうちの専門基礎科目を主として履修します。全学共通科目
は，全学部・研究所・研究センターの教員が全学部の学生を対象に開
講されている科目で，次のような 5 つの科目群に分類されています。
　　・ 人文・社会科学系科目群
　　・ 自然・応用科学系科目群
　　・ 外国語科目群
　　・ 現代社会適応科目群
　　・ 拡大科目群
　このうちの自然・応用科学系科目群には，理学部クラス指定科目な
ど理学部教員が担当する科目も多数含まれています。また，専門基礎

学科のみの一学科制が発足したことです。この制度は，多岐にわたる
学問分野を学ぶ過程で自らの適性を発見し，それに応じた専門分野の
選択を可能にし，同時に従来の学問分野の枠組みにとらわれない人材
の育成を意図しています。3 年次，4 年次において，各専門分野に分
かれ，少人数ゼミや実験・実習を通じて更に深く学問的教養を身に付
けます。学生の自ら学ぶ意欲を尊重し，育てていく教育方針が基本です。
　京都大学理学部は，国内国外において著名な多数の独創的研究者
を輩出してきました。その中にはノーベル賞やフィールズ賞のような国
際的に最高レベルとされている賞の受賞者も含まれています。
　また，理学部には霊長類研究など新しい研究分野をいくつも開拓
してきた伝統が今でも息づいています。こうした学問の創造や開拓は，
研究や教育に対する自由な雰囲気の中で生まれ育つものであり，一朝
一夕でつくられるものではありません。このような環境のもと，常に新
たな教育・研究のプロジェクトが計画・遂行されています。

科目は自然科学の基礎的事項を扱い，専門科目を履修する上での基
礎となる科目です。
　これらの講義以外にも演習，ゼミナール，講読，実験・実習など様々
な形の授業科目があり，これらの科目を履修することによって，専門
分野を学ぶための基礎を養うとともに，幅広い学問に接して高い教養
を身につけ，人間としての視野を広げるように工夫されています。

２年次の終りに系登録をする。
　理学部は理学科だけの 1 学科制を取っており，その中に 5 つの系が
設けられています。これらの系は，おおよそ次のような専門分野と対応
しています。
　　・ 数理科学系：数学
　　・ 物理科学系：物理学，宇宙物理学
　　・ 地球惑星科学系：地球物理学，地質学鉱物学
　　・ 化学系：化学
　　・ 生物科学系：動物学，植物学，生物物理学
　これらの系への登録は 2 年次の終りの時期に行います。

少人数クラスを設け履修を円滑に進める。
　系登録するには，所定の科目の単位を 2 年次の終りまでに修得する
必要があります。必要な単位数や科目履修の進捗などで不明なところ
があったり，理学部での学習での様々な不安や問題について相談でき
るように，1，2 年次では理学部の 2 人の教員が担任となる少人数クラ
ス（１クラスの学生は 10 数名）が設けられています。そのほかにも学
生生活や進路などの悩みについて相談できる理学部相談室もあります。

理学部
Faculty of Science

理学部のホームページ :

http://www.sci.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
理学部学部教務掛　tel. 075-753-3637

Message 在学生メッセージ

［写真］数学教室正面入口



［写真］数学図書室の新着雑誌の閲覧室，数学研究は世界中で活発 
 に行われ，現在も数多くの雑誌でその成果が公表されており，
 その多くの成果をリアルタイムでここで読むことができます 

［写真］課題研究における実験。放射光を利用した流体金属 
 のコンプトン散乱実験で，試料の加熱機構を院生が 
 セットしている様子。

［写真］夏休みに合宿形式で行われる３年生向けの地質調査 
 実習の様子。数百万年前に海底に堆積した地層を観 
 察し，方向や特徴を記録する。

［写真］化学系の実験風景 ［写真］メダカ卵への溶液顕微注入

進学（大学院等）
77.1%

その他
9.2%就職

13.7%
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各系の紹介

　数学は，数，図形，数量の変化などの背後にある
法則を明らかにすることを目指す学問です。その長
い歴史のなかで確固とした体系を築いて来ましたが，
現在でも多くの新しい問題が，その内部から，ある
いは物理学，地球惑星科学，化学，生物科学など他
の科学からの影響の下に生まれ，それらを解決する
ために新たな理論が次々に創出されています。また
数学は，その普遍的な性格により，自然科学は勿論
のこと，情報科学，経済学など多くの分野とのつな
がりを持つようになっています。 数理科学系におい
ては，20 世紀前半までに確立した，代数学，幾何学，
解析学の基礎を広く学習するとともに，最近の発展
しつつある数学を目標として学びます。

数論，代数幾何学，代数的位相幾何学，微分位相幾何学，
微分幾何学，力学系，複素多様体論，複素函数論，表現論，
函数解析，微分方程式論，確率論，代数解析学・数理物理学，
作用素環論，計算機科学，応用数学，保険数学

　物理学は，自然界の普遍的な法則を明らかにし，
物質の種類や時間・空間・エネルギーのスケールの
違いによって様相の異なる様々な現象を，統一的に
理解することを目的とします。本系は 3 教室に分か
れ，物理学第一教室では主に物質の構造と性質につ
いて，物理学第二教室では時空の基本構造から素粒
子，原子核，重力，宇宙論まで，宇宙物理学教室で
は太陽から最遠方銀河まで宇宙の様々なスケールで
の諸現象について，それぞれ理論，実験，観測等を
からめながら幅広い研究と教育を行っています。

不規則系物理学 , 量子光学・レーザー分光学 , 低温物理学 , 光
物性 , 固体量子物性 , 固体電子物性 , 時空間・生命物理 , ソフ
トマター物理 , 非線形動力学 , 凝縮系理論 , 相転移動力学 , 流
体物理学 , 非平衡物理学 , 原子核・ハドロン物理学 , 素粒子物
理学 , 宇宙線物理学 , 素粒子論 , 原子核論 , 天体核物理学 , 太
陽物理学 , 太陽・宇宙プラズマ物理学 , 恒星物理学 , 銀河物理
学 , 理論宇宙物理学

　われわれの生活する地球，地球を取り巻く惑星間
空間を研究の対象としています。雲の動きを引き起
こす大気の流れ，日本の前に広がる太平洋の奥深く
の静かな流れ，地震を起し火山を造る地球内部の変
動，オーロラと関係している太陽からの粒子と地球
磁場，ヒマラヤをつくり南米とアフリカを引き裂いた
マントルの流れ，ダイヤモンドを造り出した高温・高
圧の世界，35 億年前らん藻として存在した生物はい
かなる変遷を経て今見る生物になったか，他の惑星
には生物は存在したか，身近で遙かな事柄を研究し
教育しています。

固体地球物理学，水圏地球物理学，大気圏地球物理学，太
陽惑星系電磁気学，地球テクトニクス，岩石学，鉱物学，地
層学，地史学，宇宙地球化学

　化学は，原子，分子のレベルで物質の構造，性質，
反応の本質を明らかにし，それに基づいて自然を理
解し有用な物質の創造を目指す，物質科学の要をな
す学問です。原子，分子，生命から宇宙に至るこの自
然界に存在するあらゆる物質を研究対象としますか
ら，知的探求の場としては広大なフロンティアを持っ
ており，その研究方法やスタイルも分野によってかな
り異なり，合成，分析，測定の実験中心の分野から，
理論と計算が中心の分野まで色々とあります。このよ
うに研究対象や研究方法も大変バラエティに富んで
いますから，各人の能力や適性に応じて自分に適し
た研究分野が大変見つけやすい学問分野です。

固体物性化学，生物構造化学，量子化学，理論化学，物理化
学，分子分光学，光物理化学，分子構造化学，電子スピン化
学，表面化学，金相学，無機物質化学，有機化学，有機合成
化学，集合有機分子機能，生物化学，遺伝子動態学

　生物科学系は，地球上の多様な生物が織りなす様々な存在様
式や生命現象を研究対象としています。マクロ的な視点からは，
生態学，行動学，系統分類学，人類学を中心に自然史や野外研
究に重点をおいた伝統に培われた研究を展開し，生物の進化や
多様性の機構を明らかにしようとしています。一方，様々な生物
のゲノムが解読され，ライフサイエンスもポストゲノム時代に入
り，新しい研究の方向性が求められるようになりました。ミクロ
的な視点からは，動物や植物の細胞生物学，発生学，分子生物
学，構造生物学の独創的な研究により多彩な生命現象を分子レ
ベルで解明しようとしています。このようにミクロ・マクロの両
方の視点から，多様なアプローチと方法論を駆使しつつ，生物
をその環境と合わせて統合的に理解することを目指しているの
が，生物科学系の特徴です。

自然人類学，人類進化論，動物系統学，動物行動学，動物生態学，動
物発生学，環境応答遺伝子科学，植物生理学，形態統御学，植物系統
分類学，植物分子細胞生物学，植物分子遺伝学，ゲノム情報発現学，理
論生物物理学，分子生体情報学，神経生物学，構造生理学，分子発生学

数理科学系 物理科学系 地球惑星科学系 化学系 生物科学系

3 年次から 4 年次にかけては主として専門科目を履修する。
　3 年次では，上の 5 つの系のいずれかに属し，その系で提供される
専門基礎科目・専門科目（演習や実験などの科目を含む）を履修します。
これらの科目の数は多く，広い分野にわたって履修することが可能で
す。また専門科目には卒業に認められる履修単位の上限がありません。
これは広く浅く学ぶことを勧めることを意図しているのではなく，年次
とともに履修科目の専門化の程度を進めていき，各自に適した専門的
課題を見つけて，それに関連する分野の科目を重点的に履修しやすく
するためのものです。

4 年次では卒業研究に取り組む。
　4 年次では卒業研究として，数理科学系では数学講究，その他の
系では課題研究と呼ばれる科目を履修することが必修になっています。
この科目では，学生は個別に教員の指導を受け，研究の手法を学びつ
つ，課題の追求とその結果をまとめる基礎力を身に付けます。この学
習を通じて，専門分野の研究の現場に触れることが期待されています。

学部 3 年次からの大学院への飛び入学について。
　大学院理学研究科の数学・数理解析専攻と化学専攻においては，
大学に 3 年以上在学し，所定の単位を優れた成績で修得したと理学
研究科が認めた者には，大学院修士課程の出願資格を認めています。
また，博士後期課程において特に優れた研究成果を挙げた者につい
ては，修士課程と通算して 5 年未満の在学で博士の学位が授与され
ることがあります。

　理学部を卒業後，大学院に進学する者が全体の約５分の４，また，民
間企業等に就職し専門的・技術的職業に従事する者は全体の 10 分の１
程度です。
　なお，理学研究科で博士の学位を取得する者は毎年 100 名程度です。

就職先の例
愛知県公立高等学校／旭化成アミダス／芦屋市役所／イー・ギャランティ
／伊藤忠商事／ウィルウェイ／グリー／滋賀県庁／シティ・コム／数研出
版／スズキ／住友生命保険／駿台予備学校／清風学園／第一生命保険
／大同生命保険／ W-CARP Japan ／デロイトトーマツコンサルティング
／東洋新薬／奈良学園／西日本シティ銀行／西松屋チェーン／ニッセイ
情報テクノロジー／日本航空／日本制御エンジニアリング／日本電信電話
／ねこじゃらし／兵庫県信用農業協同組合連合会／福岡多田精機／福島
県公立高等学校／プロシーズ／防衛省／朋優学院／三井住友カード／三
井住友信託銀行／三井物産／三菱東京ＵＦＪ銀行／ヤマハ発動機／代々
木ゼミナール／臨海セミナー／早稲田摂陵

理学部で取得可能な資格
　理学部では，教育職員免許状の高等学校教
諭一種免許状（数学・理科）と中学校教諭一種
免許状（数学・理科）の課程認定を受けています。
　数理科学系・物理科学系・地球惑星科学系の
卒業者については，測量法施行令第 14 条第 1
項に規定する「相当する学科」としての認定を受
けていますので，所定の科目を修得することによ
り，測量士補の資格を取得することが可能です。
　また，学芸員の資格についても，所定の科目
を修得することにより取得することが可能です。

アクチュアリーサイエンス（保険数学）とは
　アクチュアリーサイエンスとは，保険や年金な
どにおける将来のリスクや不確実性の分析・評
価の方法を，数理的手法を用いて研究する学問
分野です。数理科学系では，日本アクチュアリー
会との連携のもと，企業で指導的な立場でアク
チュアリーとして豊富な実務経験を持つ５名の客
員教授を招聘し，学生が，生命保険や損害保険
についての講義・演習を通してアクチュアリー試
験のための基礎知識を修得することができるよ
うにしています。

卒業後の進路

理
学
部

2012 年度実績

「研究者に
  憧れる人へ」
　京都大学理学部は
全国から意欲のある
学生が集う場であり，
積極的に勉学に打ち
込まんとする人間に
とってよい環境なのは
当然ですが，京大理学部の魅力はそれだけに止
まるものではありません。
　意欲はあっても明確な目標がない，という人
は多いと思います。私自身，入学当初は漠然とし
た研究者への憧れがあるばかりでした。現在で
はどうにか研究をやっていますが，今の自分が
あるのは，ひとつには京大の先生方や友人たち
からよい刺激を受けられたこと，そして講義内
容をきちんと理解していくだけでも一定の基礎
力がつく京大のカリキュラムのおかげであったと
思っています。
　具体的な目標はまだないものの研究者の道を
考えているという方，是非京都大学を目指してみ
てください。

「自由の学風
  を享受」
　京大の自由の学風
を最もよく体験できる
のが理学部だと思い
ます。例えば理学部に
は必修科目が存在せ
ず，私の専攻は化学で
すが学部生時代は化学以外にも物理や数学の専
門科目も履修しました。このおかげで広い視野
を持って進路を決めることができたと思います。
　現在私は有機化学を専門にし，新規機能性分
子の合成に励んでいます。研究室では先生方の
指導の下，日々の実験計画から次の実験内容ま
で自分自身で決めて研究を行っています。この
環境に身を置いて１年ですが，既にいくつかの「世
界で初めての分子」を合成することができました。
このように常に世界の最先端の研究に触れるこ
とができるのは大きな経験だと思います。今後
は将来研究者になることも視野に入れつつ研究
を楽しみたいと思います。
　皆さんも是非京大に来て自由の学風を体感し
てください。

2011 年  数理科学系卒業
理学研究科数学・数理解析専攻　
博士後期課程１回生

（丸亀高等学校（香川県）出身）

蓮井  翔 さん

2013 年  化学系卒業
理学研究科化学専攻  修士課程１回生

（灘高等学校（兵庫県）出身）

福井  識人 さん

Message 卒業生メッセージ



研究という選択肢
３回生

（南山高等学校女子部（愛知県）出身） 重見  麻友 さん

　私は医学研究に興味があり，京大医学部に実際に入学して，学生と研究
室の近さに驚きました。私自身，1 回生の後期にあるラボにお世話になり，
休日も正月も忘れるほど通い続ける楽しい日々でした。今は授業や部活で忙
しいため，研究の現場からは離れていますが，将来の選択肢として研究分
野についても真剣に考えようと思っています。医学の中には臨床や研究のほ
かに，社会医学という分野もあります。様々な分野の一流専門家がいる京
大では，将来についての選択肢を努力次第で無限に増やすことができます。
もちろん，選択肢が多いと選ぶときには迷いますが，
多ければ多いほどより適切なものを選べるはずです。
世界トップレベルの先生方や全国から集まる愉快な
仲間たちとともに，医学を学び，夢を語ることの
できる素晴らしい大学です。是非ご期待ください。

「自由」の可能性
４回生

（高田高等学校（三重県）出身） 長野  眞大 さん

　この三年間で僕が実感したことは京大の「自由」の学風とは，沢山の時
間が与えられると同時に，眼前には数多くの道が広がっているものだという
ことです。
　僕の同級生の中にも，インドへ NGO としてお手伝いに行く人から超一流
の先生の教室で研究をする人まで様々なことをしている人がいます。
　僕自身は1，2 回生の頃に微生物感染症学の研究室
に通っており，今夏にはインドの医療制度を見学し，
アメリカに臨床研究の留学をさせていただく予定
です。僕は研究に興味があるのでこのような選択
をしてきましたが，臨床に興味のある人は臨床で
海外へ留学している人なども数多くいます。
　このように無限とも思える選択肢の中で「自由」
を謳歌し，自分の進む道を決められることこそが
京都大学医学部の良さだと思います。

［写真］関節鏡の指導

［写真］医学部歴史資料館・記念講堂
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医学部が望む学生像

　京都大学医学部は 21 世紀の医学・医療の発展を担い，人類の福祉
に貢献することを自らの使命と考え，この理想を追求する学生を求め
ています。医学には大きく分けて，基礎医学および臨床医学の研究に
携わる分野，多様な疾患に悩む患者の医療に携わる分野，さらに環境・
福祉・予防など，広く地球的な視点から人々の健康増進に関わる社会
医学分野があります。
　医学は生命科学の中心的分野の一つです。医学研究は生命の不思
議を解き明かし，その結果知り得た生命の営みの原理に基づき，なぜ
病気が起こるかを解明しようとするものです。さらにこの病因解明に
基づき，新たな診断法や治療法，およびその予防法の開発に努力を
傾けます。このような医学研究の遂行には，真理を追求するための強
い好奇心と未知への挑戦心，不屈の精神と忍耐力などが必要です。
　医療の原点は「人を愛する」ことにあります。それ故，医療に携わ
る者には，感性豊かな人間性や人間そのものに対する共感と深い洞
察力，および人々の健康を増進し，病める者を救おうという強い意志
と情熱が必要です。また現代の医療は多様な職種の専門家との連帯
あるいは共同作業を要することから，医師には円滑に医療を遂行する

理念と目標

　京都大学医学部は，医療の第一線で活躍する優秀な臨床医，医療
専門職とともに，次世代の医学を担う医学研究者，教育者の養成をそ
の責務としています。
　京都大学医学部が育てるのは，単に既存の知識を応用して医療にあ
たるだけでなく，病気など医学事象の背後にあるものを見抜き，自分
の頭で考え，新たな知を創出できる人間，また，広く社会と人間行動
を理解し病める人の感情を洞察できる人間，社会全体の健康をめざ
し高い倫理観を持って行動する人間です。
　また，これを人類すべてに発信できる国際性豊かな人間を育てるこ
とも我々の使命です。

医学科の教育

　医学科のカリキュラムは，医師や医学研究者を養成するための講義
と実習などを基本とします。すべての授業が必須科目で，6 年間の授
業で，医学全般を学び，経験します。基礎医学では，生命科学ならび
に医師に必要な解剖学・生理学・生化学・病理学・法医学などを学び
ます。社会健康医学では，個人に対する医療だけでない，社会全体
に対する医学の応用を学びます。臨床医学は，すべての臨床医学の分
野について，授業と臨床実習を通じて，基礎となる理論と実際の医療
現場での活用を学びます。
　これらを通じて，6 年の卒業後，医師国家試験の受験資格が与えら
れます。また，MD － PhD コースが用意されており，研究に専念する
ことを希望する学生は，第 4 学年終了後，大学院へ進学して，医学研
究に専念し，早期に学位を取得して研究者としての道を歩むことがで
きます。この他にも，研究者になる種々の道が用意されています。
このような学生の学習を促進するために，京都大学では医学教育推進
センターを設けて，教育改革を推進しています。

ための指導力と大きな包容力，ならびに厳しい倫理観が求められます。
さらに，医療の進歩と発展に寄与するためには，強い向上心と探求心
を持ち続けることのできる人材が求められます。
　社会医学は，単に一人ひとりの患者ではなく，我が国あるいは世界
の大きな集団を対象として，人々の健康増進を追求する分野です。さ
らに，このような問題解決のために行政的，あるいは啓発的活動も行
う必要があります。このような社会的な要因による医学的問題解決の
ためには，秀でた社会性と優れた行政的活動能力，および幅広い国
際性が要求されます。したがって，この分野では広い視野を持ち，人
間社会全体に目を向ける感性，柔軟な思考力と豊かな人間性を持つ人
材が望まれます。
　京都大学は学生の自主性，自己啓発を教育の主眼として，個性豊か
な創造性の涵養を目指しているので，自ら学習課題を発掘し解決しよ
うとする主体性を持った人材を求めています。さらに，京都大学医学
部は，多様な能力と幅広い教育背景を持ち，医学・医療の分野で指
導的立場に立ちうる人材を集めたいと考えています。このような背景
に鑑み，医学に従事する職業的な制約による適性を重視し，高い知的
能力のみならず，人間性を含めた総合的に卓越した能力・人格を有す
る学生の入学を切望するものであります。

●医学科の教育がめざすもの
　京都大学医学部医学科では，個々の学生の，医師，医学研究者とし
ての資質を最大限に伸ばし，医療や医学研究の分野で活躍できる，す
ぐれたリーダーを養成することをめざしています。
　「医師」には専門知識の習得と同時に，その知識を論理的に使って
問題を解決する能力や，病める患者さんと向き合って病気を治療する
感性豊かな人間性および人間そのものに対する深い洞察力を必要とし
ます。また，何よりも，人々の健康を増進し，病めるものを救おうとい
う強い情熱が必要です。一方で，病気の発生機序の解明，新しい診
断法や治療法の開発などを目指す医学研究も重要です。また，医療
制度が寄って立つ人間社会への深い理解も重要です。京都大学医学部
は，このような分野ですぐれた医療人を育成することをめざしています。
　「医学研究者」には，新しい知を開拓するための情熱と，卓越した
能力が必要です。京都大学には，国際的にも卓抜した研究業績を有す
る指導者が集まっており，研究開発のできる人材を育成する環境がか
たちづくられています。

医学部 医学科
Faculty of Medicine

医学部・医学研究科のホームページ :

http://www.med.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
医学研究科 教務・学生支援室　tel. 075-753-4325

Message 在学生メッセージ



［写真］「医学概論」講義風景 ［写真］MD-PhD コースでの活動風景 ［写真］第 2 回 4 大学合同リトリート（2012/8/16-17）

Message 卒業生メッセージ

医師国家試験合格・
研修医
93.1%

その他 4.9%進学（大学院）2.0%

１回生 ２回生 ３回生 ４回生 ５回生 ６回生

卒
業
試
験

共用試験（CBT，OSCE）

教養科目
（全学共通科目）

マイコース・プログラム 臨床実習

人文・社会科学
自然・応用科学

   外国語科目　など

専門科目

基礎医学
社会医学
臨床医学

医師国家試験

カリキュラム概要
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●生命科学の深淵に触れる基礎医学
　第 1 学年から第 2 学年にかけては，「全学共通科目」の履修が主体
となります。並行して，医療人の素養をはぐくむ取組や研究マインドを
育成するチャレンジが始まります。たとえば，生命科学に関する英語
の教材に関して少人数で教員と議論し，人体の理解の基本となる解剖
学をはじめとする基礎医学の履修を開始します。
　基礎医学の履修は，第 3 学年から本格的になり，生命科学の深淵
に触れる学習を，さまざまな面から掘り下げて深めていきます。同時
に，京都大学では，多くの学生が様々な研究室で研究に参加しています。
世界的な先進的研究を行っている研究室が多く，最新の医学研究を身
をもって体験できる機会となっています。このため，早い時期から海外
で研究を行う学生もいます。

●実践的な臨床医学教育
　臨床医学の教育では，近年，単に医学知識を習得するだけでなく，
臨床の現場に適応して責任をもって診療できるリーダーとしての人材を
育成することが強く求められています。臨床医学は主に第 4 学年の授
業で学び，第 5・6 学年では病院での実習を行っています。京都大学
では，この実習をより参加型にする改編を行っています。
　医学部附属病院には，世界や日本の医学をリードする医師が多数い
ます。また，近年多くの新しい部門，設備が加わりました。例えば基
礎医学との橋渡しとしての臨床研究センターが役割をはたし，いち早
く患者さんに最先端の医療を届けています。また，地域医療との密接
な関係を作り上げ，医療機関同士の連携により医療の効率を上げるた
めの地域医療ネットワークも機能しています。初期診療・救急医学の
部門も整備され，多くの救急患者さんを助けています。移植医療や，
分子治療，あるいは iPS 診療部など最先端の医療が京大病院にはあり，
世界の最前線を経験できます。新しくがん専門病棟が構築されるなど，
さらなる整備が進んでいます。診療・治療・教育の場として充実した
施設です。
　また，学外の実習病院では，第一線で医療に携わっている経験豊か
な医師が多数臨床教授として学生教育に協力しており，豊富な臨床経
験に基づいた少人数教育が行われます。これら密度の高い臨床教育を
通して，最新の医療とその発展に貢献できる人材育成をめざしています。

　研究分野によっては大学院に進学する者もいますが，一般的には医師
免許取得後，医学部附属病院あるいは研修病院において 2 年間の卒後
臨床研修を行います。

医学科で取得可能な資格
　医学科の所定の課程を修了し，卒業した者および卒業見込み者には，
厚生労働省が実施する医師国家試験の受験資格が与えられます。

卒業後の進路

医
学
部

　
医
学
科

基礎医学研究者（MD 研究者）の育成

医学部においては，基礎医学研究者を育成するための道が種々用意されています。

　1 年次より研究室を回り，各々の研究室での研
究活動に参加するラボ・ローテーションを行い，
4 年次修了時点で学部を休学して大学院博士課
程へ進学，医学研究に専念し，早期に医学博士
の学位を取得後，学部 5 年次へ復学するカリキュ
ラムです。

　 東京大学，大阪大学，名古屋大学，京都大学
の 4 大学が合同で，長期的視点で基礎医学研究
者の育成プログラムを開発すべく，医学分野にお
ける教育体制の強化と研究の活性化に取り組ん
でいます。
　1 回生全員を対象としたプライマリーコースは
医学科のカリキュラムに組み込まれており，アド
バンスドコースでは選抜された学生 20 名程度を
対象に論文精読会，基礎医学セミナー，ラボ・ロー
テーションでの研究成果発表，短期海外留学や
学会参加へのサポート，4 大学合同リトリート，
コンソーシアムを組む連携大学間（福井大学，滋
賀医科大学，神戸大学，京都大学）でのリトリート・
交流会を行っています。

　1年次後期より6ヶ月単位で研究室を廻り，各々
の研究室での研究活動に参加します。 ラボ・ロー
テーションを通じて，医学研究のさまざまな分野
と手法を広く見聞し，講義だけでは分からないそ
れぞれの研究の実際を体験，その中で自分の研
究者としての適性を判断し，性分にあった実験手
法と分野を見いだすことを目的としています。さ
らに，多くの教員と身近に接することにより人的
ネットワークを形成することができます。

MD-PhD コース 基礎医学研究者育成プログラム ラボ・ローテーション

2012 年度実績

自分が歴史の一部になる場所
　京都大学医学部は，権威にとらわれずに常に虚心坦懐に自然を観察す
ることで，免疫を抑制する免疫細胞を発見した坂口志文博士，ES 細胞か
ら生殖細胞を誘導してマウスの誕生まで至らせた斎藤通紀博士など科学
界に衝撃を与えた数々の偉人を輩出してきました。私もゆくゆくは新しい
分野を切り開いて尊敬する先人たちの仲間入りをしたいと思い，医学部卒
業後にすぐに大学院博士課程に進学しました。日曜の午後は京都の街で
気分転換もしつつ，憧れの科学者で普遍的教養人でもある篠原隆司博士

（写真右）といつも議論や雑談をしながら朝から夜遅くまで未解決の問題
に取り組めるというのはとても幸せです。過去の英雄の足跡をたどるだけ
でなく，実験によって誰よりも一足先に未来も覗けてしまう京都の地で一
緒に生命の神秘を解き明かしましょう！

「学舎」
　6 年間を振り返り，ここが，自ら機会を見つけ実行する人に supportive
な環境であることを実感します。1 年目の春に研究室をたずね，先輩が愉
快そうに猛烈な早口で質問に答える姿に大きな衝撃をうけました。知識
はお友達，毎日アイディアを持ってディスカッションしにいかなくてはなら
ないよ，というアドバイスにはその後実験をしている間幾度も立ち戻りま
した。学内ではセミナーやレクチャーが随時開かれ見聞を広めることがで
きました。5 年目からの臨床実習では，「どの科にいくのでもここで得た経
験は医師として貴重な経験であるから」とよき同僚として成長してほしい
という願いを感じながら時に厳しく指導いただきました。ぜひ新しい発見
に心躍らせる楽しい学生時代を過ごされることを願っています。

2013 年  卒業
医学研究科医学専攻
博士課程 1 回生

（東大寺学園高等学校（奈良県）出身）

森  圭史 さん

2013 年  卒業
京都大学医学部附属病院  研修医
( 旭丘高等学校（愛知県）出身 )

高木  あかり さん



「作業療法の魅力に惹かれて」
作業療法学専攻３回生

（嵯峨野高等学校（京都府）出身） 向井  歩美 さん

　人と関わる仕事ができるって魅力的だな，作業療法（OT）って何をするのだろう，
面白いことが学べそう，そんな思いで私はこの専攻を目指して入学しました。OT にな
るために学ぶべきことは本当にたくさんあります。京大での専門の授業は，専門基礎
から総論・各論と専門性が深まって難しくなっていきますが，偉大な教授がたくさん
おられるため，常に様々な好奇心を持って学ぶことができます。
　また，OT についてもっと知りたい，OT を学ぶ人と繋がりをつくりたい，という思
いで昨年から始まった関西作業療法学生交流会があります。同じ OT を学んでいると

はいえ，各大学のカリキュラムや教授により，学べることは様々
です。それらを共有し，また大学・回生を超えた OTS の繋がり
をつくり，互いに良い刺激を得ていけたらと思い，今はスタッフ
代表としてこの交流会に関わっています。

　このメッセージを読んでくださっている皆さんは，
作業療法って何だろう？何ができるのだろう？と少し
でも興味を持っていただいていると思います。京大
ならではの自由に学べる環境があり，専門性の高い
ことが学んでいけます。学ぶべきことは常にたくさん
あります。興味・意欲を持った皆さんと一緒に学ん
でいけることを願っています。

「人と人とのつながりが学びを豊かする。」
理学療法学専攻３回生

（生野高等学校（大阪府）出身） 宮垣  さやか さん

　京都大学といえば，個性豊かで偏差値の高いいろいろな人間の集まる大学であると
いうイメージを皆さんお持ちだと思います。自由さ，個性豊かさを存分に楽しめるの
が京都大学です。全学部共通の授業，部活動やサークル，その他いろんな活動を通
じて，他学部他専攻，またいろいろな世界との交流の機会が京都大学にはあります。
そのなかで学ぶことは，とても刺激的で魅力的です。
　ですが，私の所属する人間健康科学科理学療法学専攻の魅力は，実はそれだけで
はありません。
　近年需要の高まっている医療技術，とくには理学療法を学べる学校の中で，最高学
府であるこの学科の一番の特徴は，人と人とのつながりにあると思います。「理学療法」
という専門分野のもとで，「小さなコミュニティ」で集まっているのは，巨大な京都大
学の中では珍しいのではないかと思います。だからこそ，最高学府ならではの最新の
研究がどんどんと行われているのと同時に，その最新さとの距離がとても近い，とい
うことがとても魅力的なのです。それは，授業，研究その内容だけ
でなく，それを伝えてくれる教授，先輩，クラスメイト，後輩，
すべての距離が近いということで可能になっています。
　京都大学らしい個性豊かないろいろな刺激を受けながら，
専門的で人間味のある知識を学んでいけるというのが人間健康
科学科だけが持つ魅力だと思います。

［写真］細胞組織検査学実習

学年 1 2 3 4

セメスター Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

科目

各専門科目
・看護学専攻
・検査技術科学専攻
・理学療法学専攻
・作業療法学専攻

全学共通科目

専門基礎科目（全専攻共通）
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人間健康科学科教育課程の概要

　本学科では，「健康について科学すること」を教育課程の中心とし
て取り上げ，新入生から『人間健康科学概論』において，「健康科学」
に関する基盤形成をしていきます。4 年間を通じてヘルスプロモーショ
ンの考え方を学習し，保健医療福祉分野において「健康科学」を実践
しうる人材を育成します。
　チーム医療に積極的に参画してリーダーシップを発揮できる医療専
門職として，患者中心の医療を進めるために必要な共通理念・方法論
を学習し，その基礎の上に立って高度先進医療に対応でき，国際的に
も将来の医療を担うことのできる人材を育成します。

人間健康科学科が望む学生像

　京都大学医学部がこれまで推し進めてきた医学研究並びに高度先
進医療をさらに発展させ，豊かな保健・福祉社会を実現するため，人
間健康科学科において健康科学を確立し，人々の健康を実現したいと
考えています。
　これを具体化するには，共に学び共に展開する人材が必要です。人間
健康科学科は高度医療専門職を，そして将来の健康科学を発展させる人
材を育成したいと考えています。恵まれた教育・研究環境で，そして学問
を育む京都において，夢のあるチャレンジを志す若人を求めています。

●専門基礎科目
　専門基礎科目は，「専門基礎」と「臨床基礎」で構成され，医療専
門職に進む学生が共通して学ぶべき医学・医療領域のコアカリキュラ
ムと位置付けられる重要なもので，多専攻に共通する専門領域の基礎
概念および基礎知識を理解するための科目です。全学共通科目と並行
して第 I セメスターより第 IV セメスターまでに，人間健康科学科の学
生は多専攻共通で履修することとなります。
　専門基礎は，人体構造，人体機能，健康科学，専門基礎 I，専門
基礎 II，専門基礎 III から，臨床基礎は，内科系臨床概論，外科系臨
床概論，臨床各論から構成されています。全学共通科目として開講さ
れる臨床コミュニケーション論（看護・理学・作業対象），リハビリテー
ション概論（理学・作業対象）は，該当専攻の学生に必須単位であり，
専門基礎科目としての履修単位とみなされます。

●専門科目（看護学専攻）
　看護学専攻では入学時から専門科目を開講します。第 I セメスターで
は「基礎看護学」「看護カウンセリング論 I」等により，独自の健康観や
看護観を形成していく上で基盤となる考え方や理論を学習します。第 II
セメスターでは「基礎看護学技術論」「基礎看護学技術演習」等により，
看護学において基礎となる援助技術の知識や方法論を学習します。第
III・IV セメスターは「臨床基礎看護学」や「臨床基礎看護学技術演習」
等により，臨床における援助技術の知識や方法論を学習します。

授業科目の区分

　人間健康科学科の授業科目は，全学共通科目，専門基礎科目，専
門科目から成りたっています。全学共通科目は，個々の学問領域を超
えた幅広い分野に共通する基礎的な知識および方法を教授するとと
もに，学生が高度な学術文化に触れることを通して豊かな人間性を育
むための教育を実施することを目的としています。専門基礎科目は，
医学部人間健康科学科全専攻の学生個々の専門領域を超えて，医療
従事者として共通する基礎的な専門知識を教授するものです。そして
専門科目は，各専攻それぞれの専門分野における知識や技術を教授
するものです。

●セメスター制の履修方法
　セメスター制とは，1 年を前期・後期の 2 学期に分けて，各学期ご
とに履修科目登録と成績評価を行う制度です。人間健康科学科は基
本的にセメスター制をとりますが，各教科実習や臨床実習の実施日時
は京都大学全体のセメスター日時と一致しない場合があります。

●全学共通科目
　人間健康科学科では卒業に必要な単位数を専攻毎に定めています。
各専攻によって，特に履修を要望する科目があります。

　第 III セメスター以降は，成人，精神，母性，小児，在宅，地域の
各専門領域の講義 , 演習 , 実習を開講します。これらの領域では専門
基礎科目や基礎看護学・臨床基礎看護学の学習を踏まえ，領域の特
性や捉え方，疾病をもつ人や状況に対するアセスメントなどの専門的
知識と，領域特性に応じた援助技術の方法論を学習します。
　第 VII ～ VIII セメスターでは「在宅」と「地域」の演習と実習「統合実習」
と「統合看護（卒業論文）」を開講します。第 VI セメスターまでの学習を
振り返り，各人の課題に沿って研究的なプロセスをたどることにより，4
年間の学習を統合し看護学を深めていくことができるようにしています。

●専門科目（検査技術科学専攻）
　第 I・II セメスター（1 年次）は，全学共通科目にて幅広い教養と見
識を培う時期です。専門科目としては，医用イメージング概論（第 II セ
メスター）のみが配当されています。
　第 III・IV セメスター（2 年次）においては，基礎医学に関する講義
を中心に問題を論理的に把握する能力を培います。生体の正常な機能
と病因・病態を中心に，基礎医学の知識を総合的に理解する時期で
す。後期では臨床検査に関連する実習を行います。専門基礎科目を中
心に編成されており，いずれ臨床医学の場で必要となる基礎医学を学
習します。
　第 V・VI セメスター（3 年次）では，臨床検査医学に必要な実習が
主体となり，知識を経験に活かす時期となります。基礎医学の総論，
実習を通じて学んできた知識を実習に活かし，臨床検査に関する技術
を習得することにより，将来に向けて生きた知識と技術を体験します。
　第 VII・VIII セメスター（4 年次）には，指導教員のもと各自が卒業
研究を行います。また，3 年次までに実習してきた臨床検査学全般に
かかわる実践的な検査実務を，臨床実習として京都大学医学部附属病
院の検査部，病理部，輸血部において，少人数単位で体得します。臨
床検査技師の国家試験を受験しますが，その対策はもちろん，チーム
医療教育，地域医療，医療の国際化など幅広い医療に関する問題，
医工連携等に直結する学習を行います（臨床実習など）。

医学部 人間健康科学科
Scool of Human Health Sciences

医学部人間健康科学科のホームページ :

http://www.med.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 医学研究科 教務・学生支援室
（人間健康科学科教務掛）　tel. 075-751-3906

Message 在学生メッセージ
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講座紹介

　看護学の対象者は，あらゆるライフサイクルにある個人
や家族はもとより，広く地域や国際社会にも及んでいます。
また，病気の人だけでなく，疾病の予防や健康増進を含
むあらゆる健康レベルにある人に関わっています。既成
の枠にとらわれない新しい発想のもとで教育・研究を行
い，新たな領域を開拓していくことをめざし，看護学専攻
では，教育・研究体制として大講座制をとっています。

1. 基礎看護学講座 
　人間，健康，環境，生活など，基本的な概念に関連する事柄やそこから派生す
る健康現象について，実践の基盤となるエビデンスの探求や評価手法を開発し，
看護学全体の基礎となる知識や方法論の体系化や理論の検証をめざして教育・研
究を行います。

2. 臨床看護学講座 
　人の健康は身体的・精神的・心理社会的等様々な因子の統合として達成されま
す。臨床看護学講座では，主として成人期にある人のからだとこころの健康問題
に対し，専門的な視点からアセスメントする方法や援助方法を開発し，実践の場
で有効に活用できるよう，教育・研究を行います。

3. 家族看護学講座 
　少子化・核家族化が進む 21 世紀において，家族は非常に重要な社会的単位で
あり，健康生活を維持・増進するための一次的なサポートシステムです。家族看護
学講座では，さまざまな家族・社会の形態や環境のなかで，夫婦が自立して次世
代を生み育てることに直接あるいは間接的に参加できるよう，母子とその家族を
取り巻く専門的な理論と技術について教育・研究します。

4. 地域・老年看護学講座 
　長寿・高齢化社会や少子化社会に対応してサクセスフルエイジング，介護予防，
訪問看護等の地域高齢者に対する保健看護活動や地域組織活動，健康な街づく
り，保健医療福祉の連携とネットワーク化等の地域看護の専門的な理論や技術に
ついて教育・研究します。

　検査技術科学専攻は，近年の分子細胞生物学，
遺伝子医療，移植医療，再生医療など医学および
医療技術の急速な進歩に伴い，幅広い教養と専門
医療職としてのより深い知識や最新の技術を習得し
た臨床検査技師を養成することを目的とします。本
専攻は，基礎生体病態情報解析学，臨床生体病態情報解析学，ならびに情報理
工医学の 3 講座からなり，基礎医学，臨床医学，遺伝子工学，画像診断学・情報
科学を含めた生命科学のあらゆる分野を視野に入れた幅広い知識や技術を学び，
さらに国際的にも活躍しうる研究者・教育者としての優れた人材を育成します。

1. 基礎生体病態情報解析学講座 
　基礎生体病態情報解析学講座では，難病，移植，再生，生殖医療等の高度医
療を主とする生体情報解析に対応できる検査技術科学を開発・発展させるために，
生体からの情報を抽出し遺伝子，分子レベルから細胞，組織にわたる生理的およ
び病理学的基礎情報を分析します。これらの情報を基に病態解明のための分子診
断検査，細胞情報解析ならびに形態学的解析技術等を開発し，これに関する教育・
研究を行います。 

2. 臨床生体病態情報解析学講座 
　分子生物学，遺伝子工学技術の急速な発展・進歩に伴い，難治疾患に対する高
度先進医療の開発が医療現場で大きく進展しています。臨床生体病態情報解析学
講座では，移植・再生医療，遺伝子治療をはじめとする先端科学の臨床への展開
を支援する臨床検査のエキスパートとして必要な理論や技術について教育・研究し
ます。

3. 情報理工医学講座 
　高度先進医療を支える生体医療情報解析において画像診断機器とそれを用いた
画像診断技術が必要不可欠です。これらの診断機器や技術を開発・導入するうえ
では，医学・医療分野の知識に加えて機器開発の基礎となる医用工学技術や情報
科学の理論をも習得した人材が必要です。このような人材を育てるため，情報理
工医学講座では，医工融合分野における最先端技術の研究開発および事業化に
将来発展しうる教育・研究を行います。

　理学療法は，日常生活に必要な基本的動作能力に
障害があったり，または障害を引き起こす可能性のあ
る人々に対して社会生活に適応するために必要な援助
技術や治療技術を提供する実践科学です。少子高齢化
の進んだ今日では，理学療法士の職域は医療現場だけ
でなく地域医療や福祉の分野などにも急速に拡大し，保健・医療・福祉専門職としてバ
ランスのとれた活動が求められます。また理学療法士は，医療専門職の中でもとりわけ
自由裁量に基づいた判断と行動が必要とされ，そのため専門領域の知識や技術の習得
だけでなく豊かな人間性と問題解決能力の涵養が必要とされます。 理学療法学専攻は，
このような社会的ニーズに応えることのできる理学療法士を養成します。

　理学療法学専攻の教育目標のひとつは，科学的な根拠のある医療（Evidence Based 
Medicine : EBM）に基づいた判断ができる理学療法士を育てることにあります。本専攻
における教育の他に例のない特徴は，四年次の臨床実習終了後，「症例検討セミナー」
や「運動機能解剖セミナー」など，より臨床的な理学療法学への理解を深めることを目
的とした演習科目を設けていることです。臨床実習後に教員の指導のもと， 専門的な理
学療法を大学病院で学ぶ「症例検討セミナー」や実践に役立つより専門的な「画像診断・
整形外科セミナー」，実習で興味を持った解剖学に関して，さらに理解を深めるために解
剖実習を行う「運動機能解剖セミナー」，卒後の臨床研究に役立つ定量的な運動解析手
法を学ぶ身体「運動解析セミナー」などがあり，これらのセミナーや卒業研究などを通
して科学的なものの見方を養い，実践的な問題解決能力を育成します。

　また，本専攻の最大の特徴は，附属病院で実践される先端医療を目の辺りにした臨
床教育に学生が自ら参画できる環境にあるということです。理学療法におけるこの領域
は世界的にも未知の部分が多く，今後の可能性が注目されるところです。卒業後は，急
性期，慢性期，回復期の医療機関だけでなく，保健・行政機関，リハビリテーションセ
ンター，介護保険事業所，教育，研究機関などに就職し，幅広い分野でリーダーとして
活躍する事が期待されます。

　理学療法学専攻においては，このような近年の多様なニーズに対応すべく広い視野を
持って保険・医療・福祉の幅広い分野で問題解決能力を発揮してリーダーシップをとれ
る人材を育成しています。

看護学専攻 検査技術科学専攻 理学療法学専攻

　ひとの日々の生活は，身辺処理や生活管理など生活を
維持する活動，職業や家事・育児・学業などの仕事に関
する活動，遊びや余暇とさまざまな活動によって営まれ
ています。生活の質，健康な生活，社会参加の内容は，
そうした作業活動のありように左右され，病や障害はそ
の作業活動に支障を来たし，生活に障害をもたらします。
　作業療法学専攻は，健康科学の一環として「作業療法学」を確立し，より高度な専門
性を備えた臨床，教育，研究に携わる人材を育成するため，臨床教育と研究を行います。

生活を科学する作業療法 
　作業療法は「適応の科学」と言われ，病や障害により日々の暮らしに支障を来してい
る人々に対し，自律して生活に適応する能力の発達・回復・開発・維持を援助します。生
活への適応困難は，生理機能，運動機能，認知機能，社会的機能などのいずれかの要
因により，もしくは複数の要因が重なって生じます。生活に生じた問題を分析し対策をた
てるためには，人の心や身体の仕組み，モノの捉え方・判断の仕方，学習・記憶の仕方，
社会規範の理解・対応の仕方，行為・動作として表現する仕組みなどに関する知識が必
要となります。
　作業療法学専攻では，適応機能の改善・回復を効果的に実践するための作業活動の
特性を学び，対象者個々のニーズに合わせ作業を適応・段階づける知識・技術を獲得す
る作業分析，評価，援助法などを体系的に学ぶことができる教育プログラムを提供します。
　作業療法に限らず，リハビリテーションに関連する専門領域は，他の医療領域に比べ
て歴史が新しい領域であり，今後さらなる発展が要望されており，高度先進医療と相補
する治療・援助技法として最も脚光を浴びています。その要望に応えるために，研究を遂
行し絶えず精錬していき，研究を臨床の場に具体的に反映することができる人材を育成し
ます。

明日を拓く作業療法 
　2007 年度より大学院（医学研究科人間健康科学系専攻）が開設され，臨床研究と共に，
近赤外線分光法，脳波，自律神経機能測定，神経心理学的検査，脳磁図などによる客
観的指標の研究にも取り組み，京都大学病院と連携し，高度な臨床専門職，教育・研究
職を育成しています。

作業療法学専攻

●専門科目（理学療法学専攻）
　理学療法学専攻では，第 I セメスターから「理学療法総論」を学び，「理
学療法見学実習」で実際の理学療法の現場を見学・体験させることに
よって理学療法への興味を深めます。
　第 III セメスターから第 V セメスターにかけては理学療法評価学，運
動機能評価学実習 , 各疾患別理学療法学などの専門科目が始まり，そ
れまでに学習してきた基礎医学と臨床医学を結びつけるような講義お
よび実習を行います。
　第 VI セメスターから第 VII セメスターにかけては臨床評価実習およ
び臨床実習を行い，臨床現場における理学療法の実際を経験します。
臨床実習終了後 , 第 VIII セメスターにかけて卒業研究と理学療法特論
各種セミナー等の演習科目により，さらに理学療法学を深めていきます。

●専門科目（作業療法学専攻）
　作業療法学専攻では，第 I・II セメスターで全学共通科目，専門基
礎科目と平行し，作業療法適応学原理，作業学や臨床実習 I（早期臨
床体験）により，作業療法への興味を深めます。第 III セメスターでは
作業分析学，作業療法評価学総論など作業療法の基盤となる専門科
目の学習が始まり，身体障害，精神障害，発達障害の 3 領域の見学実
習（臨床実習 II）など，専門課程を学ぶための基盤づくりを行います。
　第 IV から第 VI セメスターにかけては，作業療法評価や作業療法
治療学など作業療法の専門科目の学習，そしてそれらの技術を習得す
るための演習・実習を行い，第 VI セメスターで，講義や実習で学んだ
評価手順と技術を習得するために，評価実習（臨床実習 III）を行いま
す。第 VII・VIII セメスターでは，より高度な臨床応用力をつけるために，
作業療法の治療計画と治療体験を，臨床実習 IV を通して学び，卒業
研究で将来の臨床家，研究者，教育者としての基盤を育みます。

［看護学専攻］医療系（病院，保健所，市町村，企業内健康
管理部門など），官公庁，一般
企業，教育研究機関，
大学院進学など

［検査技術科学専攻］ 医療系（病院，診療所，保健所等），
教育研究機関，製薬等企業・研究所，医療機器メーカー，
臨床検査センター，高度先進
医療関係，科学捜査研究所，
医療・保健行政，大学院
進学など

［理学療法学専攻］ リハビリテーションセンター，国公立病
院，私立病院，老人保健施設，肢体不自由児施設，通所リ
ハビリテーション施設，行政機関，
教育機関，関連企業，
大学院進学など

［作業療法学専攻］ 医療系（病院，診療所，保健所，保健
センターなど），福祉系（児童福祉施設，精神障害者社会
復帰施設，身体障害社交性援護
施設，老人福祉施設など），
関連企業，研究所，保健
医療福祉行政機関，
大学院進学など

人間健康科学科で取得可能な資格
　人間健康科学科の所定の課程を修了し，卒業した者および卒業見込み
者は，以下の厚生労働省が実施する国家試験の受験資格が与えられます。

［看護学専攻］ 看護師，保健師（選択制）
［検査技術科学専攻］  臨床検査技師
［理学療法学専攻］  理学療法士
［作業療法学専攻］  作業療法士
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人間健康科学
を学んで
　私は科学実験が好
きだったので，それが
生かせる職業に就き
たいと考え入学しまし
た。大学では医学生
物学，工学などを網羅する臨床検査の学問の奥
深さに魅せられ，大学院では血液疾患の研究
に没頭しました。人間健康科学科には各分野を
リードする素晴らしい先生方がおられ，研究設
備も大変充実しています。附属病院や iPS 細胞
研究所で研究することも可能で，京都大学なら
ではの魅力といえるでしょう。
　現在私は臨床検査技師として働いており，患
者さんの診断や治療に直結する仕事に日々やり
がいを感じています。将来は検査業務と並行し
て，大学院時代より継続中の研究を発展させ，
疾患の新規診断法や治療法に結びつく研究成
果を世界に発信したいと考えています。京都大
学は夢を実現できる場所です。皆さんも人の健
康を支える学問に取り組んでみませんか。

『ヒト』と『人』
について
考える経験
　人間健康科学科で
は「健 康について科
学する」ことを中心に
行っていきます。対象
は人間ですが，その
範囲は広く，「ヒト」であり「人」であると思いま
す。したがって，健康について自然科学および人
文・社会科学の側面からアプローチし，理解を
深めることができるのがこの学科の特徴の一つ
だと考えています。さらに，この京都大学には各
分野の第一線で活躍されている先生方がいらっ
しゃるので，各専攻の枠に留まらない視野を身
につけることができる環境にあるのではないで
しょうか。実際に京都大学で学ぶことで，ただ
国家資格を得るだけではなく，「ヒト」と「人」に
ついて考えることのできる力と経験を得ることが
できたことは，非常に意義のある事だったと思
います。みなさんも，京都大学で学び，広い視
野と経験を得てください。

2011 年  保健学科（現人間健康科学科）
 検査技術科学専攻卒業
2013 年  医学研究科人間健康科学系専攻
 検査技術科学コース 修士課程修了
京都大学医学部附属病院検査部  臨床検査技師

（京都教育大学附属高等学校（京都府）出身）

松尾  英将 さん

2008 年 保健学科（現人間健康科学科）
 看護学専攻卒業
2008 年 -2011 年  京都大学医学部附属病院  勤務
2013 年  医学研究科人間健康科学系専攻
 看護科学コース  修士課程修了
医学研究科人間健康科学系専攻  
博士後期課程１回生

（西大和学園高等学校（奈良県）出身）

清水  彬礼 さん

2012 年度実績



京都大学薬学部の魅力
薬科学科４回生

（札幌南高等学校（北海道）出身） 松田  優佳 さん

　新薬をつくりたいという夢と，「自由の学風」への憧れから，私は京都大
学薬学部を志望しました。今になって，やはりその選択は間違っていなかっ
たと感じています。
　まず，創薬の基礎となる幅広い知識を，３回生までの講義と専門実習か
ら身に付けられることは，京大薬学部の魅力だと思います。また，４回生
から配属される研究室では，更に専門的な知識を学び，自分のテーマを持っ
て主体的に研究を行うことができ，研究者となるための環境が充実してい
ます。
　私は現在，同じく創薬を志す仲間から刺激を受けながら，薬品有機製造
学分野で研究に励んでいます。大学では，やりたい
ことに打ち込むことはもちろん，モチベーションを高め
合えるような仲間と出会うこともできるでしょう。皆
さんも，京都大学で充実した学生生活を送りませんか。

「６年制の魅力」
薬学科６回生

（高松高等学校（香川県）出身） 西谷  直也 さん

　私は以前から，薬学の研究者になって病気の人の役に立ちたいと思ってい
ました。そのためには，やはり基礎についてはもちろんのこと，臨床につい
て深い理解を持っている必要があるのではないかと考えました。京都大学
薬学部薬学科は環境が充実しているため，薬剤師免許を取得し，臨床につ
いての知識も持ちながら，薬学に関する研究を行うことができそうだと思い，
志望しました。実際に，５回生で行われる実務実習では，病院や薬局で薬
剤師の仕事を間近に見ながら体験することができ，薬学の知識だけでなく，
多くのものを得ることができました。現在は，生体機能解析学分野におい
て研究を行なっています。薬剤師になるための勉強ばかりでなく，優秀な
先輩，後輩達とともに本格的に研究ができることはとても
魅力的だと感じています。Join us !

54 55KYOTO UNIVERSITY  GUIDE BOOK 2014

学
部
紹
介

薬学部が望む学生像

　京都大学薬学部は総合科学としての薬学の基礎体系を習得させ，
創薬，医療薬学に関わる科学者，技術者，薬剤師を育成することを目
標としています。
薬科学科：薬科学科の主たる使命は医薬品の創製です。自ら考え，探 
  求し，創造する豊かな心を持つ人材が求められます。
薬 学 科 ： 薬学科の主たる使命は最適な薬物治療の実現です。医療 
  の進歩と発展を担うため，向上心と探求心を持ち続けられ 
  る人材が求められます。

薬学部への誘い

　薬は，人類の健康に大きく貢献し，不可欠なものとなっています。薬
学は，この薬を創造，創製し，適正に使用するための学問を行う場で
す。薬の開発は先端的な科学と技術の融合の上に成り立っていますの
で，薬学を通して社会に貢献するためには，化学系，物理系，生物系，
医療系など幅広い専門知識と医療人としての心を学ぶことが必要です。

薬学部の教育

● 創薬科学研究者と高度な医療を支える薬剤師を育てる
　薬学は疾患の治癒，健康の増進をもたらす医薬品の創成，生産，
使用を目的とした総合科学です。薬学の基礎は物理学，化学，生物学
です。これらの基礎科学の統合と応用により，薬学の教育・研究を発
展させます。最近の医療技術の進歩と高齢化社会の問題等により，薬
学に求められる社会的意義の重要性はますます増大しております。医
薬品の研究開発や適正使用は人の健康や生命に関わるものです。薬
学に携わる人間は単に学問的素養のみならず，高い社会性，道徳性
が求められます。京都大学薬学部は 4 年制の総合薬学科で創薬科学，
医療薬学の研究者，技術者の養成を目指してきました。平成 18 年度
より京都大学薬学部は創薬科学研究者，技術者養成を目指す 4 年制
の薬科学科と，高度な医療を支える薬剤師，医療薬学研究者，技術
者の養成を目指す 6 年制の薬学科の 2 学科となりました。

● 1 ～ 2 回生（薬科学科，薬学科共通）：全学共通科目を中心にし　 
た履修と専門教育への準備
　1 回生では教養・自然系基礎科目からなる全学共通科目と基礎専門
教育科目を履修します。これらの科目は幅広い学問に接して高い教養
を身につけるとともに，専門科目を学ぶための基礎学力，思考力を身
につけることを目的としています。全学共通科目は人文・社会系科目，
自然系科目，外国語科目からなっております。さらに，専門基礎教育

境の充実にも努め，最近総合研究棟および教育棟の新設，本館の大
改修を行いました。また，文部科学省 21世紀 COE プログラムをはじめ，
創薬，医療薬学分野の特色ある研究・教育プログラムにも採択され，
創薬科学および医療薬学の充実した教育に努めています。薬学は先端
科学研究と医療での社会的貢献が同時に可能な学術領域です。医薬
品の創製と医療への貢献を目指す学問の場として，薬学部に皆様を招
待します。

　京都大学における薬学の教育・研究組織は昭和 14 年に医学部薬学
科として，有機化学系，分析化学系を中核に出発し，その後，薬学に
対する社会的要請の広がりに対応して，生命科学系分野，医療系分野
など研究分野を加え，総合科学としての薬学の教育，研究体制を整え，
現在に至っています。
　現在，薬学部では，近年の急速な生命科学の進歩，医療の高度化
に対応するために，新しい概念に基づく医薬品の創製・発展，医療へ
の貢献に対応できる教育が求められており，その一環として，平成 18
年度から薬剤師国家試験受験資格が 6 年間の履修期間を要するとい
う教育制度の変更も行われました。そこで，本薬学部では，この薬学
教育，研究の大きな変革に対応するため，将来の医薬品の創製を担う
創薬科学研究者，技術者養成を目指す 4 年制の薬科学科と，高度な
医療を担い，それを指導できる薬剤師，医療薬学研究者，技術者養
成を目指す 6 年制の薬学科の 2 学科を設置し，それぞれの目的に適し
た人材の育成に努めています。また大学院では，薬科学専攻と薬学専
攻，医薬創成情報科学専攻の 3 つの専攻を設け，学部で養われた学力，
技能を基盤として，より広い視野に立って薬学関連領域の学識を深め，
研究能力を養うことを行っています。さらに，教育・研究の施設・環

科目として薬学倫理・概論，薬学生物学，薬学物理化学，基礎有機化
学なども履修します。2 回生では，全学共通科目と専門基礎教育科目
として科学英語を履修するとともに，専門教育の科目も履修します。

● 3 ～ 4 回生（薬科学科）：専門科目の講義と実習
　3 回生では薬学の専門知識・実験技術を学ぶための専門教育科目
を中心とした科目を履修します。大学院教育に結びつく高度な専門知
識を学ぶ研究基盤教育科目も一部入ってきます。主として午前中は講
義，午後は専門実習を行います。実習は全て必修科目で薬学の全ての
専門分野に関する実験技術を習得します。
　4 回生では主として特別実習を行います。特別実習はほぼ 1 年にわ
たって行われます。特別実習では希望する研究室に配属し，教員の指
導，助言を受けながら，特定の専門領域の新しいテーマの研究に取り
組みます。特別実習は薬学研究の現状を知り，将来の進路を考える上
でも重要なものです。

● 3 ～ 6 回生（薬学科）：専門科目の講義と実習
　3 回生では薬学の専門知識・実験技術を学ぶための専門教育科目
を中心とした科目を履修します。大学院教育に結びつく高度な専門知
識を学ぶ研究基盤教育科目も一部入ってきます。主として午前中は講
義，午後は専門実習を行います。実習は全て必修科目で薬学の全ての
専門分野に関する実験技術を習得します。
　4 回生前期では主として午前中は講義，午後は医療薬学ワークショッ
プを行い，医療薬学分野全体の研究領域について学びます。4 回生後
期から特別実習が行われます。特別実習は 6 回生まで行われます。特
別実習では希望する研究室に配属し，教員の指導，助言を受けながら，
医療薬学を中心とした種々の領域の新しいテーマの研究に取り組みま
す。特別実習は医療薬学研究の現状を知り，将来の進路を考える上で
も重要なものです。5 回生では特別実習に加えて，医療における薬剤
師の役割と職能を理解し，薬剤業務等を学ぶため，京都大学医学部
附属病院薬剤部と学外の調剤薬局で 5 ヶ月間の実務実習を行います。

薬学部
Faculty of Pharmaceutical Sciences

薬学部のホームページ :

http://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
薬学部教務掛　tel. 075-753-4514

Message 在学生メッセージ

［写真］学部 3 回生の学生実習風景



Message 卒業生メッセージ

特別実習
アドバンスト医療系
講義・演習

特別実習
事前学習
病院・薬局実務実習

特別実習
専門科目
事前学習

専門科目
専門実習

専門科目
全学共通科目

全学共通科目
早期体験学習

特別実習
専門科目

専門科目
専門実習

専門科目
全学共通科目

全学共通科目

４年制　薬科学科
6 年制　薬学科

進学（大学院）
93%

就職 3.5%

進学
（大学院）

14%

官公庁等
10%

病院・
薬局薬剤師
31%

民間企業
45%

その他 3.5%

学部カリキュラム 薬学共用試験 薬剤師国家試験

博
士
4
年

博
士
3
年

博
士
2
年

博
士
1
年

薬学科
（6 年制）

薬科学科
（4 年制）

学部 6 年学部 5 年学部 4 年学部 3 年学部 2 年学部 1 年

修士 2 年修士 1 年学部 4 年学部 3 年学部 2 年学部 1 年

56 57KYOTO UNIVERSITY  GUIDE BOOK 2014

学
部
紹
介

学科紹介 研究室紹介

　医薬品の設計と合成そして生体分子と
の相互作用に関わる諸問題を，構造と機
能ならびに作用と動態などの側面から研
究する総合科学として，薬科学の基礎と
応用に関する知識と技術を学びます。4
年次には研究室に配属され最先端の研
究に触れる特別実習を行います。卒業生
の多くはさらに広い視野にたった専門知
識を深め，研究能力を養うために，大学
院（博士前期課程）に進学します。

薬品合成化学：高須　清誠 教授
１）生理活性天然化合物の合成 
２）高次分子変換のための実践的方法論の開拓
３）活性種の特性を活かした髙官能基選択的な変換反応の開拓
４）生体内で特異機能を発現する人工低分子の設計と開発
５）有機金属反応剤の活性化と不肖化手法の開拓

薬品分子化学：竹本　佳司 教授
１）プロセス研究を指向した環境調和型有機合成反応の開発
２）金属の特性を利用した高立体選択的な新反応の開拓
３）生物活性天然有機化合物及びその類縁体の全合成研究
４）機能性複素環化合物の合成とバイオプローブとしての利用
５）多点分子間相互作用するホスト分子の設計と生体機能の構築

薬品資源学：伊藤　美千穂 准教授
１）二次代謝機能発現に関する研究，特にテルペノイドの生合成
 機構の解明
２）生薬ならびに薬用植物に含まれる生理活性成分の研究
３）薬用植物の実態と多様性に関する調査研究
４）吸入投与による精油の生薬薬理学的研究

薬品機能解析学：松﨑　勝巳 教授
１）抗菌性ペプチドの作用機構の解明と創薬への展開
２）アルツハイマー病発症機構の解明と予防・治療法の開発
３）膜タンパク質の構造形成原理の解明
４）受容体の機能解析と創薬
５）ＮＭＲによる生体分子の構造解析

構造生物薬学：加藤　博章 教授
１）X線結晶構造に基づいたABCトランスポーターの構造生理学
２）ぺルオキシソーム膜タンパク質の膜局在化メカニズムの構造
 生物学
３）精密立体構造に基づく酵素の触媒作用の構造的起源の解明
４）X線結晶構造解析による生物時計の構造と機能の解明

製剤機能解析学：石濱　泰 教授
１）プロテオーム一斉解析法の開発
２）シグナル伝達プロテオームに関する研究

　医薬品の適正使用を目的とした総合科
学として，薬学の基礎と応用に関する知
識と技術を学びます。1 年次には早期体
験学習が実施され，4 ～ 6 年次には特
別実習，病院実習，調剤薬局実習が行
われます。薬学科は高度な薬剤師の養成
を目指しますが，さらに広い視野にたっ
た専門知識を深め，研究能力を養うこと
を希望する学生は大学院（博士課程）に
進学します。

３）膜とタンパク質の相互作用および膜脂質のダイナミクスに関
 する研究
４）脂質微粒子の調整と生物物理学的研究

精密有機合成化学：川端　猛夫 教授
１）動的不斉制御の方法論と不斉反応への利用
２）有機触媒による精密反応制御
３）分子のキラリティーに基づく高次構造の構築
４）分子認識および超分子化学に関する研究
５）生物活性化合物の創出を指向した新規合成法の開発

生体分子認識学：竹島　浩 教授
１）小胞体Ca2+シグナリングに関する研究
２）中枢系の機能制御と情報伝達に関する研究
３）筋細胞の膜構築と機能に関する研究

生体機能解析学：金子　周司 教授
１）イオンチャネルなどの膜輸送タンパク質を対象とする創薬，機能
 解析，薬効解析，安全性評価，病因論，ゲノム科学に関する研究
２）痛みの物質的基盤および鎮痛薬の作用機序に関する研究
３）薬物依存や薬物有害事象の分子機構に関する研究
４）生命科学用語オントロジーの研究

遺伝子薬学：三宅　歩 講師
１）細胞増殖因子（FGF）の脂肪組織，骨・軟骨，脳形成などにおける
 役割の解明
２）遺伝子探索法による新規細胞増殖・分化因子遺伝子の探索と
 構造解析
３）遺伝子機能抑制小型魚類の作成による新規遺伝子の個体レベ
 ルでの機能解析
４）遺伝子欠損マウスの作成による新規遺伝子の機能解析とその
 分子機構の解明
５）組織形成，組織修復の分子機構の解明と再生医学への応用

生理活性制御学：井垣　達吏　教授
１）細胞競合の分子機構に関する研究
２）細胞間コミュニケーションを介した組織成長制御機構に関する研究
３）がんの発生・進展機構に関する研究

生体情報制御学：中山　和久 教授
１）低分子量GTPaseによる細胞内タンパク質輸送の調節に関する研究 

薬科学科 薬科学専攻

薬学科

薬科学科：9 割以上が大学院へ進学します。修士課
程を修了した学生の３割が博士課程に進学します。
大学院修了者の就職先には，企業，国公立研究機関，
大学等教育機関，医療機関などがあり，修士課程
修了者では７割が製薬会社に就職しています。

薬学科：卒業生のうち，約 1 割が博士課程に進学し
ます。卒業生の就職先には，医療機関，薬局，企業，
国公立研究機関などがあり，職種も薬剤師，研究職
など様々です。

就職先の例（修士課程修了者）
武田薬品工業㈱／第一三共㈱／大日本住友製薬
㈱／富士フィルム㈱／資生堂など

就職先の例
京都大学医学部附属病院／広島大学病院／医薬
品医療機器総合機構／武田薬品工業㈱／アステラ
ス製薬㈱／日本調剤㈱など

薬学部で取得可能な資格
　薬学部卒業生にとって最も重要な資格は薬剤師
です。薬剤師とは，厚生労働大臣の免許を受けて
医薬品の製造，調剤，供給に従事できる者のこと
であり，公衆衛生の向上および増進に寄与し，国
民の健康な生活を確保することを任務とします。
薬剤師の免許は，薬剤師国家試験に合格したもの
に与えられ，6 年制の薬学科で卒業見込みの者及
び卒業生が薬剤師国家試験に出願することができ
ます。また，平成 29 年度入学者までは，4 年制
の薬科学科卒業生も必要な要件を満たせば，個
別審査の上，薬剤師国家試験受験資格が与えら
れることがあります。このほかに，教員職員免許
状（薬科学科）などの資格が取得できます。

卒業後の進路

薬
学
部

2012 年度実績

京大で薬学を学ぶことのメリット
　京大薬学部にいて私が特に実感したことは分野間の垣根の低さです。
薬学という学問は有機化学，物理化学から生命化学と非常に幅広く一見
それらはお互い異なった分野に見えます。しかしここ京大薬学部ではそれ
ぞれの分野のトップランナー達がお互いに知恵を出し合いながら切磋琢磨
して世界に先駆けて新しい知見を得るために日々奮闘しています。私は京
大での生活を通じて自分の専門分野の垣根を越えた広い視野で物事を
把握するということを学びました。現在私は海外の研究室で有機化学を
ベースとして抗 HIV 薬の開発研究を行っていますがそこでも京大薬学部で
培った経験は大きな財産となっています。
　これから京大薬学部へ入られる方にも是非この京大薬学部の環境に触
れていただき，さらなる飛躍への足掛かりとしてもらえればと思います。

「京都大学は夢への第一歩」
　世界中の患者さんの命を救える新薬を創りたいという思いから薬学部
に入学しました。
私は今，製薬会社で新薬を開発するための臨床試験の計画を立案したり
得られた結果を解析する業務を行っています。グローバルで効率よく新薬
を開発するためには，幅広い知識，独創的な発想，問題解決力，コミュ
ニケーション能力，英語力が必要です。
　在学時，充実した環境の中で自由な発想で研究を行い，先生方や同僚，
時には英語で海外からの留学生と議論した経験が，今の私を支えていま
す。京都大学薬学部で学ぶことで，新薬を開発するための即戦力を身に
つけることができたと実感しています。
　京都大学で学ぶことは，みなさんの将来にとって大きな糧となるはずで
す。視野を広げ，やりたいことを見つけ，自らの力で問題解決できる人になり，
世界で活躍してください。

2005 年  総合薬学科卒業
2007 年  薬学研究科  修士課程修了
米国スクリプス研究所生物化学科
博士研究員

（岡山朝日高等学校（岡山県）出身）

猪熊  翼 さん

2005 年  総合薬学科卒業
2007 年  薬学研究科  修士課程修了
田辺三菱製薬株式会社　
開発本部データサイエンスセンター  勤務

（京都教育大学附属高等学校（京都府）出身）

兵頭  和美 さん

2012 年度実績

２）多様なエンドサイトーシス経路の調節に関する研究
３）メンブレントラフィックによる細胞分裂の調節に関する研究
４）メンブレントラフィックとタンパク質分解の共役に関する研究

神経機能制御学：根岸　学 教授
１）神経ネットワーク形成，神経可塑性の分子メカニズムの研究
２）中枢神経系におけるプロスタノイド受容体の情報伝達機構の研究
３）三量体Ｇ蛋白質及び低分子量Ｇ蛋白質による神経機能調節の研究
４）ストレス遺伝子の発現機構

生体機能化学：二木　史朗 教授
１）細胞機能・遺伝子を制御する生理活性蛋白質の創製
２）細胞膜透過ペプチドベクターの開発とメカニズム
３）亜鉛フィンガー型転写因子のＤＮＡ認識と機能解析
４）細胞内ターゲティング（核・ミトコンドリアなど）の化学と分子設計
５）環境応答型機能性ペプチドのデザイン

薬品動態制御学：橋田　充 教授
１）医薬品の体内動態の分子機構の解明と動態モデルに基づく数
 理学的解析
２）治療の最適化を目的とする薬物の体内動態制御法，製剤設計
 法の開発
３）タンパク質医薬品の臓器，細胞特異的ターゲティング技術の開発
４）遺伝子医薬品を対象とするドラッグデリバリーシステムの開発
５）薬物の経粘膜・経皮吸収の機構解析とコンピュータ吸収予測法
 の開発

薬品作用解析学：久米　利明 准教授
１）中枢神経作用薬の薬理学を主要研究課題とする
２）中枢神経変性疾患におけるニューロン死の機序の解析とその
 保護因子の探索
３） 胎仔血清に由来する神経保護セロフェンド酸の作用機序の解析
４）生体および天然物に由来する神経保護活性物質の探索研究
５）ニューロン生存と神経再生を制御する細胞内機能分子に関する
 研究

臨床薬学教育：矢野　育子 准教授
１）医薬品の適正使用に関する教育・研究
２）薬物動態と薬効の速度論的解析に基づく個別化投与設計に関
 する研究

病態機能分析学：佐治　英郎 教授
１）脳疾患，心疾患，がん，糖尿病などでの生体機能変化をインビボ
 解析する分子イメージング法の開発とそれによる病態及び薬物
 作用の解明に関する研究
２）病態の特性に基づく標的部位選択的移行，選択的活性化をおこ
 す機能性画像診断・治療薬剤の創薬研究
３）生理活性金属化合物の生体作用の解明と治療への応用に関す
 る研究
４）薬物血中濃度データに基づく医薬品の適正使用

病態情報薬学：髙倉　喜信 教授
１）遺伝子治療・DNAワクチン療法の最適化を目指した核酸医薬品開発
２）核酸ナノデバイス・ハイドルゲルの開発
３）ＲＮＡ干渉を利用した疾患治療システムの開発
４）多機能細胞治療剤の開発

医療薬剤学：松原　和夫 教授
１）医薬品の体内動態と薬効・毒性に関する基礎と臨床
２）薬物トランスポータの分子・細胞生物学的解析と臨床応用に関
 する研究
３）病態時の薬物動態・薬効の変動要因解析と患者個別投与設計
 に関する研究
４）薬物相互作用のin vitro予測・評価系の開発に関する研究
５） 薬物トランスポータ・代謝酵素の遺伝的多型とテーラーメイド医療

薬理ゲノミクス・ゲノム創薬科学：平澤　明  准教授
１）最先端質量分析に基づくがんのバイオマーカー探索
２）最先端質量分析に基づくがんのゲノム創薬
３）生体内オーファンＧ蛋白質共役型受容体のリガント探索
４）遺伝子改変動物，病態動物を用いた遺伝子の個体レベルの
 機能解析
５）患者個人の遺伝子多型情報に基づいた至適臨床薬物療法の実現

ケモゲノミクス・薬品有機製造学：大野　浩章 准教授
１）ゲノム/プロテオーム情報収斂型創薬研究
２）新規複素環骨格構築法の開発と創薬テンプレートへの応用

３）新規フラグメント合成法の開発と長鎖ペプチド合成への応用
４）ペプチド・ペプチド類緑体をプローブとするケミカルバイオロジー
 研究
５）抗癌剤，抗ウイルス剤，抗痴呆剤の分子設計・合成研究

システムバイオロジー：岡村　均 教授
１）再生，老化における分子時計の細胞内時間ネットワーク機構を
 解明する。
２）分子時間の異常による慢性疾患（高血圧，発癌，神経変性疾患）の
 発症機構を解明し，時間を基にした新しい病気の理解，その治療
 法を開発する。
３）哺乳類生体リズムにおける時間の生成と調律の仕組みを， 細胞，
 組織，生体という多層レベルで解明する。
４）リガンド，受容体の解析による時間を調律する創薬研究

システムケモセラピー（制御分子学）：掛谷　秀昭 教授
１）多因子疾患（癌，神経変性疾患，免疫疾患，糖尿病等）に対する次世
 代化学療法の開発を指向した先端的ケミカルバイオロジー研究
２）創薬リード化合物の開拓を指向した新規生理活性物質の天然物
 化学・天然物薬学
３）ケモインフォマティクス，バイオインフォマティクスを活用したシ
 ステムケモセラピー研究およびメディシナルケミストリー研究
４）有用物質生産・創製のための遺伝子工学的研究（コンビナトリア
 ル 生合成研究等）

統合ゲノミクス：五斗　進 准教授
１）バイオ情報を統合するバイオインフォマティクス技術の開発研究
２）ゲノムと生体内化学反応の知識に基づく合成可能な天然物の予測
４）医薬品開発に伴う化学構造変換の知識に基づく薬らしさの予測
５）薬物間相互作用，薬物・標的間相互作用のネットワーク解析

分子設計情報：馬見塚　拓 教授
１）バイオインフォマティクス：ゲノムワイドなデータからの情報処理
 技術による知識発見
２）先端情報科学技術の創出による生命情報解析・創薬技術の高度化
３）薬物投与データからの生体分子間ネットワーク推定による創薬
 インフォマティクス
４）生体分子の生命機構の理解に向けた情報抽出技術の高精度化
５）システムズバイオロジー：計算機による模倣からの生命現象の
 解析・理解

医薬創成情報科学専攻



広がる可能性
工業化学科  創成化学コース４回生

（熊本高等学校（熊本県）出身） 沢田  理紗 さん

　私は素晴らしい先生方，十分すぎる設備，意識が高い優秀な学生，この
すべてが揃っている環境の中で成長していきたいと思い，京大に入学しまし
た。また，高校時代になんとなく化学を好きになったため，工業化学科を
選びました。現在は研究室に配属され，最先端の研究に一歩だけ足を踏み
出したところです。未知のことばかりで毎日わくわくしています。
　私は３回生までに，興味がある一般教養科目を受け，知識と思考を深め
てきました。また，数学や化学の基礎的な部分も学びました。先生方や　
　　　　　　　友人の力も借りて，分からないところは議論しながら楽しく
　　　　　　　　学んできました。
　　　　　　　　　京大では，「自由の学風」とあるように自分自身でした
　　　　　　　　いように考えたり行動したりすることができます。皆さん
　　　　　　　　もこの京大の環境を生かしてご自身の可能性を広げて　
　　　　　　　　いってください。

「選択肢が広く，かつ深く学べる環境」
電気電子工学科４回生

（高松高等学校（香川県）出身） 植田  有希子 さん

　将来家電を作りたいという漠然とした思いと，権威のある研究者が多く
在籍し，研究設備も充実しているという情報から私は電気電子工学科を選
びました。ここでは電気・電子以外に情報分野など多角的な勉強ができる
と同時に，世の中のニーズが多い分野であるため自分の将来に対する可能
性も広がると感じました。
　今年度から研究室が決まり，宇宙に関する卒業研究に取り組んでいます
が，京大の「選択肢は広く，内容は深く学べる環境」は他にはないもので
はないかと思います。
　　　　　　　　　また勉学以外にもサークル活動やアルバイトにも打ち込
　　　　　　　　むことができ，尊敬する先輩方も多くいて，日々刺激を
　　　　　　　　　受ける中で人間的にも成長できる環境が整っていると
　　　　　　　　　思います。
　　　　　　　　　　ぜひこのような京大の自由な学風のもとで様々な
　　　　　　　　　　　物事に取り組み，学生生活を謳歌してください。

［写真］桂キャンパスの様子
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工学部が望む学生像

・ 高等学校での学習内容をよく理解して，工学部での基礎学理の教育 
   を受けるのに十分な能力を有している人。

・ 既成概念にとらわれず，自分自身の目でしっかりと物事を確かめ，そ
   れを理解しようとする人。

・ 創造的に新しい世界を開拓しようとする意欲とバイタリティに満ちた人。

工学部への誘い

　学問の本質は真理の探究です。その中で工学は人類の生活に直接・
間接に関与するテーマを扱っています。そのため，地球社会の永続的
な発展や文化の創造といった問題についても責任を負う立場にありま
す。工学部では，このような考え方に立って教育・研究を行います。教
育にあたっては，しっかりとした基礎学力，高度な専門能力，高い倫
理性，ならびに豊かな個性を兼ね備えた人材育成を目指しています。
　京都大学工学部の歴史は，明治 30（1897）年 6 月，京都帝国大学
が創設され，分科大学の一つとして同年 9 月に理工科大学が開校した
ことに始まります。大正 3（1914）年 7 月，理工科大学は理科大学と工
科大学に分離されました。大正 8（1919）年 2 月，分科大学の制度が

工学部の教育

●「自由の学風」と「学問の基礎重視」
　工学部の教育の特徴は，京都大学の伝統である「自由の学風」の下で，

「学問の基礎を重視する」ところにあります。「自由の学風」は，既成
概念にとらわれず，物事の本質を自分の目でしっかりと科学的に見ると
いうことに基づいています。そこでは，学問に対する厳しさが要求され，
それが，「学問の基礎を重視する」ことにつながります。一般的には「工
学部は応用を中心とする学部である」と考えられているので，上のよ
うに「基礎重視」というと，やや異質な印象をもたれるかも知れません。
しかし，京都大学工学部では，基礎となる学理をしっかり学んでおくこ
とが，将来の幅広い応用を可能とするための必須条件であるという信
念の下に，この教育方針を貫いています。

●第 1・2 学年では全学共通科目の履修に力を入れる
　第 1 学年から第 2 学年にかけては，教養科目と自然科学基礎科目を
主として履修します。これらの科目は，国際高等教育院を主体として
京都大学の全学部ならびに研究所，研究センター等が，全学の学生が
履修できるように開講しているもので，「全学共通科目」と呼ばれます。
講義以外にも演習，ゼミナール，講読，実験，実習など，様々な形で
行われ，これらの科目を履修することによって，専門分野を学ぶため
の基礎力を養うとともに，幅広い学問に接して高い教養を身につけ，
人間としての視野を広げるよう工夫されています。

●高学年ほど専門科目がふえる
　京都大学工学部では，各学科によって多少の差異はありますが，第
1 学年においても工学部各学科によって開講される専門基礎科目を履
修します。専門基礎科目は第 2 学年になると数が増え，特に第 2 学年
後期以降はかなりの数の専門基礎科目を履修することになります。そ
して，第 2 あるいは第 3 学年以降で専門科目を学びます。

学部制に改められ，工科大学が工学部となりました。工学部は創設以
来，本学の歴史とともに歩み，それぞれの時代の学問的・社会的要請
に応えるように拡充整備され，今日では工学の分野のほとんどを網羅
した本学最大の学部に発展しました。大学院重点化に伴う工学部の改
組により，平成 5 年度に工業化学科，平成 6 年度に物理工学科，平
成 7 年度に電気電子工学科と情報学科，そして平成 8 年度に地球工
学科及び建築学科が誕生し，現在では 6 学科体制となっています。
　また，平成 15 年 10 月には京都大学桂キャンパスが開講し，現在で
は工学研究科のほとんどの専攻が移転を終えています。桂キャンパス
では主に大学院教育を実施し，学部教育は吉田キャンパスで実施しま
すが，第 4 学年の特別研究（卒業研究）を主に桂キャンパスで行います。

●第 4 学年では特別研究（卒業研究）に取組む
　第 4 学年では，特別研究（卒業研究）を行います。教員の指導・助
言を受けながら，各自で専門分野の新しいテーマに関する研究に取組
み，その結果を学士論文にまとめます。学生は各研究室に配属され，
研究の最先端に接しながら，教員や大学院生と膝を交えて議論を重
ね，創造的な研究活動を体験します。この授業科目はどの学科でも必
修になっています。そして，所定の単位を修得し，学士論文を完成す
れば，学士（工学）の学位を取得することができます。

●カリキュラムの特徴をつかむ
　京都大学工学部では，学生が特定の専門分野の知識を修得するだ
けでなく，なるべく広い視点から科学・技術の発展を見通し，創造的
に新しい世界を開拓していける人材を養成したいと考えています。そ
のために，いずれの学科でも基礎科目を重視し，伸びのある思考力と
実践力を養うようにしています。また，カリキュラムは各学科の特色を
十分生かすように工夫されており，更に近い専門分野のカリキュラムに
は共通性・相互融通性を持たせて，幅広く柔軟な学習ができるように
しています。なお，必要な場合には，他学科や他学部の科目を履修す
ることもできます。

工学部
Faculty of Engineering

工学部のホームページ :

http://www.t.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
工学部教務掛　tel.075-753-5039

Message 在学生メッセージ

［写真］建築本館の外観



［写真］地盤の力学試験の様子 ［写真］設計演習講評会の様子 ［写真］クリーンルームにおける微細加工実験の様子 ［写真］第 2 学年での実験風景 ［写真］宿泊研修に参加した 92 名の情報学科 1 回生 ［写真］工業化学科での最先端化学の研究

進学（大学院）
87.3%

その他 3.5%就職 9.2%
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学科紹介

　地球工学（Global Engineering）は，文明に必要
な資源・エネルギーの技術体系，文明を支える基盤
としてのインフラ（社会基盤施設）の技術体系，人
間・自然環境の均衡を維持する技術体系の 3 つの部
門と，それらの有機的な融合部門によって構成されて
います。地球工学が貢献すべき科学技術は多岐にわ
たりますが，「Think globally and act locally」の理念で，
地球全体の合理的な開発・保全と人類の持続可能な
発展を支える学問です。地球工学科では，上記の理
念のもとで，様々な領域にまたがる科学技術を総合
的に理解する見識を養うとともに，より専門的な科学
技術に対しては，世界最先端の知識を習得してもらい，
実社会における高度な研究や実務を遂行できる能力
を養成することを目標として教育を行っています。
　2011 年度より，国際的技術者の養成を目的とし，全
授業を英語で受講できる国際コースを開設しています。

工学部及び各学科の詳細については，「工学部紹介冊子 2014」をご覧ください。また，「工学部紹介冊子 2014」については，前頁の連絡先にお問い合わせください。

　人間の生活環境を構成し，安全で健康にして快適
な生活を発展させるよりどころとなる建築は，多様
な技術を総合して行われる創造的な努力によって作
りだされます。建築は人間生活のあらゆる面に深く
係わるヒューマンな技術です。このような特色から，
教科課程も自然科学，人文・社会科学の広い分野に
またがり，卒業後の進路も，建築設計及び施工に従
事する建築家，建築構造技術者及び設備環境技術
者，行政的な指導・監督にあたる建築行政担当者，
大学・研究機関で新しい技術を開発する研究者，各
種開発事業に携わるプランナーなど実に多様です。
したがって建築学科では自然科学だけでなく，人文・
社会科学，さらには芸術にも深い関心をもつ学生も
ひとしく歓迎し，いずれもその才能を十分に伸ばせ
るような教育を行っています。

　新時代に向けて，新しいシステム，材料，エネル
ギー源の開発，宇宙空間の利用など，数多くの工学
的課題があります。これらに取り組む新技術を創造
するためには，基礎的学問を充分に修得しておくこ
とが必要です。物理工学科はそのための基礎的な教
育・研究の場を提供します。同学科には機械システ
ム学，材料科学，宇宙基礎工学，原子核工学，エネ
ルギー応用工学の 5 つのコースがあり，一体となって
教育を行っています。また，大学院では，工学研究
科の機械理工学，マイクロエンジニアリング，航空宇
宙工学，原子核工学，材料工学の各専攻，エネルギー
科学研究科と情報学研究科に属するいくつかの専攻
が，エネルギー理工学研究所，原子炉実験所，再生
医科学研究所及び工学研究科附属量子理工学教育
研究センターなどの協力のもとに，学際的広がりを
もつ基礎的研究と幅広い専門教育を行っています。

　電気電子工学は，現代のあらゆる産業や社会生活
の基盤として欠くことのできない科学技術を支えてお
り，21 世紀社会の発展のための多くの課題（たとえ
ば高性能で安全な情報通信ネットワーク，ナノテクノ
ロジーによる新しい機能をもった素子や装置，正確
な診断技術や人に優しい医療技術，エネルギー生成
と利用の高効率化など）において重要な役割を担っ
ています。電気電子工学科では，幅広い領域にわた
る総合的な知識と視野を持つ高度な専門性に加え
て，高い独創性，倫理性をもった人材の育成をめざ
しています。そのため，カリキュラムも基礎的な共通
科目を学習した後，各自の志望に応じて選択する高
度な専門科目を通して，最先端の科学技術を理解し，
さらなる発展を担うための基礎を広く身につけること
ができるよう組まれています。

　現在の高度情報化社会においては，対象とするシ
ステムはますます巨大化・複雑化し，工学の様々な
専門分野に関係する数理モデルの解析，または，複
雑システムから得られた膨大な情報のかたまりであ
るビッグデータの分析が必要となります。このような
情勢に対処するためには，システムの機能とそこに
流れる “ 情報 ” の本質を究明し，それにもとづいて
効率的なデザインを考えることが大切です。 情報学
科では数学や物理を基礎とした数理的思考で高度な
システムの実際問題を解決し，計算機のハードウェア，
システム・ソフトウェア，情報システムを設計・活用
できる人材を育てることを目標として，基礎から応用
までの総合的な教育研究を行っています。なお，第
1 学年終了時に数理工学コースと計算機科学コース
に分かれます。

　化学は様々な物質を作り出す反応とそのプロセス，
物質に機能を与える物性などを対象とする学問で，
人々の豊かな生活を支えるとともに，最先端科学技
術の発展に大きな貢献をしています。工業化学科で
は，化学に関連した幅広い分野で活躍できる人材の
育成を目的として教育を行います。第 1 学年では化
学・物理学・数学などの自然科学基礎科目と，語学
や人文社会科目を学習します。第 2 学年前期から工
業化学科としての専門基礎科目が始まります。第 2
学年後期より，創成化学コース，工業基礎化学コース，
化学プロセス工学コースに別れて，専門教育を受け
ます。第 4 学年には各コースの研究室に所属して卒
業研究を行い，研究者・技術者としての高度な知識
を習得します。

地球工学科 建築学科 物理工学科 電気電子工学科 情報学科 工業化学科

　本学部卒業生の 5 分の 4 以上（平成 24 年度約 87%）の者が大学院修士
課程へ進学しています。将来，大学の研究職に就くことを希望する者のほか，
近年の科学技術の進展に伴い，企業においても，高度な研究能力を有する人
材を求めているため，大学院に進学を希望する学生は増加しています。

工学部で取得可能な資格
　在学中に所定の授業科目を修得することによって，測量士，建築士，電気
主任技術者，無線従事者，危険物取扱者，ボイラー取扱主任者等の学科試
験の全部または一部が免除されます。（また，卒業後に一定の実務期間を経
ることで受験資格を得られるものもあります。）

本当の意味での自由
　近年話題になっている環境問題に取り組みたいと思い，地球工学科を
受験しました。1,2 回生の間は専門もかじりながら，一般教養科目につい
て広く学びましたが，3 回生のコース分けで環境工学コースに配属されて
からは，環境分野の科目について深く学ぶようになりました。現在は大学
院で，水質汚染について生物学的な観点から研究をしています。学部時
代の 4 年間を振り返って思うことは，京都大学では自分の好きなことを好
きなだけできた，ということです。アルバイトを 2 つかけもちしていた時期
もありましたし，3 回生の時にはイギリスに短期留学もしました。自分の好
きなことを好きなだけ追求できる，そんな環境が京都大学にはあります。

知識のその先を研ぎ澄ませ
　エンジニアを取り巻く環境は急速に変化しています。社会人になった今，
重要なのは単なる工学知識ではなく，クリエイティブな発想や信念，粘り
強さ，そして様々な人とのコミュニケーション力など，まさに総合力なの
だと痛感しています。京大はそんな「器の大きな」エンジニアになるため
にはもってこいの場所です。私も入学当初はそのスケールの大きさに戸惑
いましたが，感性豊かな人間が集うキャンパスで思いっきり揉まれ，泣き，
笑い，そして励まし合うことで成長できたと感じています。そしてその経験
が今も糧になっています。京大は，恐れを知らずに体当たりしていく若者
を大きく包み込んでくれる懐の深さと，先人が築いてきた偉大な英知を直
球で注入してくれる厳しさを持ち合わせた，まさに皆さんにとってエキサイ
ティングな場所となることでしょう。

自由を活かせる者よ集え
　学部時代は情報学科の数理工学コースに所属し，応用数学を幅広く学
びました。京都大学は「自由の学風」で知られていますが，実際に私は多
種多様な授業をのびのびと受けさせていただき，教員に提示された小さ
なきっかけから教科書を超えるレベルまで自分の頭で自由に考えた経験
が，現在の研究活動においても大いに役立っていると感じています。
　大学は講義を受けて知識を得る場としてよりも，様々な人 と々出会い刺
激を受け，創造をする場としての機能が重要であると私は考えています。
京都大学には教員・学生ともに個性溢れる人材が集い，また工学部で卒
業研究を行うために配属される研究室には最先端の設備が揃っています。
学生生活を送るうえでは理想的な環境であると言えるでしょう。皆さんも
ぜひ京都大学に来て，ここでしかできないことに挑戦してみて下さい。

2012 年  地球工学科卒業
工学研究科都市環境工学専攻
修士課程 2 回生

（都立西高等学校（東京都）出身）

五味  良太 さん

2002 年  物理工学科卒業  
2005 年  工学研究科機械物理工学専攻　
 修士課程修了
トヨタ自動車㈱  東富士研究所 FC 開発部  勤務

（東大寺学園高校（奈良県）出身）

城森  慎司 さん

2009 年  情報学科卒業
情報学研究科数理工学専攻
博士後期課程 3 回生

（札幌西高等学校（北海道）出身）

前田  一貴 さん

卒業後の進路

工
学
部

2012 年度実績
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自分が最も輝ける場所
応用生命科学科４回生

（明和高等学校（愛知県）出身） 長谷川  裕以 さん

　皆さん，やりたいことは決まっていますか？
　明確にはないという方がほとんどでしょう。しかし，焦る必要はありませ
ん。やりたいことを見つける機会は，京都大学にいくらでも転がっています。
そして応用生命科学科は，そのような機会に特に恵まれた科なのです。
　専門科目では，基礎的なことに加え，最先端の技術や未解明の事柄まで
教わることができます。学生実験やソフトボール大会を通して，同回生や先
輩・後輩との繋がりを深められますし，研究室見学や企業見学，更には進
路の相談から気軽なお喋りまで先生方と交流できる場も設けられています。
研究室配属後は，一層深く専攻分野を学べます。
　求めれば求めるだけ得られる，やりたいことをやり
たいだけできる，そんな環境がここにあります。
人生の中で貴重な数年間を，ぜひこの京都
大学で輝かせましょう。

「"知と自由への誘い" その本当の意味」
食料・環境経済学科４回生

（土浦第一高等学校（茨城県）出身） 上村  直也 さん

　古都京都への憧れ，そして自由の学風に惹かれ関東の片田舎から出てき
ました。農学部は個性的でユニークな仲間や教授が多く，知的好奇心を刺
激される日々を送っています。実習では近隣の農家訪問から北海道，東南
アジア，果てはアフリカに調査に行く機会もあります。「自由」というのは
響きが良いですが，裏を返せば全て自己責任ということ。自分で動かなけれ
ば何も起きません。京大では自分の頭で考え動くことが求められます。最
近は京大から留学や研修といった手段で海外に出られる機会も増えてきまし
た。私も豪メルボルン大学と墺ウィーン大学にそれぞれ留学しています。ま
た旅が趣味で 40 カ国ほどに足を運び
ました。自分で道を拓いてい
こうという方，ぜひ京大の
門を叩いてください。自ら
求め動けば応えてくれる
人や環境が，ここには
あります。

［写真］上：DNA の電気泳動／下左：ハクサイを喰うハスモンヨトウの幼虫／下中：ロボットコンバインによるイネ収穫／下右：MALDI/TOFMS を用いた生体高分子の解析
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農学部が望む学生像

　農学は，生物学のみならず，化学，物理学，社会科学等の多様な基
礎知識を必要とするいろいろな学問分野から成り立っています。21 世
紀の重要課題である生命・食料・環境に関わる様々な，かつ複合的な
問題に立ち向かっていくためには，特定の専門に偏らない広い視野に
立った総合的な取り組みが必要です。本学部は，それぞれの分野に共
通する基礎的科目を系統的に教育するとともに，学科毎に異なる高度
な専門教育を実施することにより，広い視野と高度な専門知識を持っ
た多様で優れた人材を養成することを目的としています。したがって，
各学科が対象とする様々な課題に果敢に挑戦する意欲を持ち，それぞ
れの専門教育に必要な学力を有する人材を求めています。

農学部への誘い

　衣食住は人類の生活にとって必要不可欠な条件です。食物はもとよ
り，私たちの身の回りの多くのものが農林水産業や畜産業に関わりを
持っています。21 世紀を迎えて，地球環境を守りながら，あまねく人
類の健康で文化的な生活を保障するために，農学はますます重要な
使命を担っています。
　農学と聞くと古くさくて何となく現代的でないイメージを持つかもし

農学部の教育

●専門知識の習得と広い視野の育成：6 学科を準備
　農学部は，農学とそれに関連する学識とともに高い倫理性を身につ
けた社会人を育てることを目的としています。さらにそのような人材に

（1）人類が直面する課題に対して，幅広い視野から科学的解決法を構
想する能力（2）農林水産業及び食品・生命科学関連産業の意義と重
要性を理解し，その発展に寄与する能力（3）生命・食料・環境に関わ
る世界水準の自然科学・社会科学研究を理解する能力を備えさせるこ
とをめざしています。
　この目的を実現するため，農学部では，資源生物科学科，応用生
命科学科，地域環境工学科，食料・環境経済学科，森林科学科，食
品生物科学科の 6 学科を設置し，本学の最大の特徴である自由の学
風を尊重しながら，ものごとを広い視野から総合的に判断することが
できる人材の育成に取りくんでいます。
　人間社会は，地球上の動植物や微生物などさまざまな生物と持続
的に共存しながらそれらを利用しています。生物を資源として利用しよ
うとする場合，生物が生命を維持している仕組みや，食物連鎖や物質
循環をとおしてどのような生態系を形成しているのかについての広く深
い理解が欠かせません。また人間の活動をより自然と調和のとれたも
のに改善していくためには，工学的な技術や社会科学の手法を用いた
分析も必要になります。それぞれの学科で求められる専門知識の基礎
をしっかりと身につけながら，関連する分野にも積極的に興味をもっ
て視野を広げていくことが求められます。

●どのように学びはじめるのか：第 1 年次
　農学部では入学時に学ぶ学科が決まり，それぞれの学科で 4 年間の

からの人間の活動にはなおいっそうの自然との調和が求められていま
す。食料の生産も例外ではありません。できるだけ環境に負担をかけ
ない方法や技術を見つけだしていかなければならないのです。
　この大きな課題に，皆さんもぜひチャレンジしてください。

れません。しかし，今や農学はバイオテクノロジーやロボット工学など
最先端の技術を駆使しながら，品種改良や食品の機能の向上，農業
生産の効率化をめざす学問です。より環境にやさしい農業をおこなう
ために，人工衛星などを利用したリモートセンシングや IT 技術も積極
的に取り入れられています。また，自然条件のみならず，地域の経済的・
社会的・文化的諸条件を総合的に見わたしながら，今後人類がどのよ
うにして持続的に発展を続けていくべきか考えていくことも，農学の重
要な課題です。今日の農学は，分子・細胞レベルから生態系・地域レ
ベルまでを対象とした生命系の総合科学へと発展しているのです。
　京都大学農学部は 1923 年，農林水産業の技術向上に貢献すべく，
農作園芸学科（農学科），林学科，農芸化学科，農林生物学科，農林
工学科，農林経済学科の 6 学科が設置されてスタートしました。それ
以来，さまざまな社会の変化とその要請に対応しながら，生物学のみ
ならず，化学，物理学，社会科学などを基盤とし，「生命・食料・環境」
をキーワードとする幅広い教育と研究を行う体制を作り上げてきまし
た。創設以来，1 万 8 千名に及ぶ卒業生を社会に送り出し，食料の生
産・加工技術や環境の保全・管理技術の発展に大きく貢献しています。
　現在わが国は食料の実に 60% を輸入に依存しています。一方，地
球上では多くの人々が飢えに苦しみ死に瀕しています。食料は人類が
快適で平和に暮らしていく上で欠かすことのできないものです。しかし，
地球温暖化や砂漠化などの環境問題が深刻になりつつある中で，これ

一貫教育がおこなわれます。農学では生物学，化学，物理学などの自
然科学に加えて，社会科学の手法も用いられますが，各学科のカリキュ
ラム（授業計画）にはこれらの教養科目と専門科目が，クサビ状に組
み合わされて構成されています。これら学業とクラブやサークル活動な
どをどのように組み合わせるかは，それぞれの新入生がまず頭を悩ま
す難問です。そのような時にも相談できる教員を，クラス担任制度な
どで農学部はそなえています。
　第１学年で大切なことは，学科にとらわれない幅広い学識を養うこと
です。そこで，１年間は全学共通科目を重点的に学びます。例えば，自
然科学，人文・社会科学，語学などの基礎教養科目を履修します。保健・
体育科目などへの参加も出来るし，留学生とのふれあいも多い国際教
養科目を加えるなどして自分のカリキュラムを作ります。全学共通科目の
履修は，第２学年（特に夏までの前期期間）にかけても続きますが，参
考になる書籍や論文などは吉田キャンパスの附属図書館や電子ジャー
ナルで入手でき，また総合博物館も貴重な資料を提供してくれます。

●どのように学びを高めるのか：第 2・3 年次
　第 2 学年の後期（秋から冬）になると，専門基礎科目の割合も増え
ていよいよ第 3 学年からの本格的な専門教育に備えます。農学部の専
門科目では講義に加え，実験，実習，ゼミナールが重視され各学科に
おいて必要とされる実験技術・手法に関する密度の高い教育が実施さ
れます。これらのスタートが第 2 学年から始まるのです。農学部図書室
や附属農場，附属牧場，演習林，舞鶴水産実験所など関連教育研究
施設との繋がりも強くなってきます。農学部は京都大学の中でも派遣
留学生（京都大学から外国へ留学する学生）の数が多い，国際交流活
動の最も盛んな学部の 1 つです。将来への抱負と希望をもって派遣留
学に挑戦する学生が多くいます。
　第 3 学年は専門科目の受講で終始します。研究者への第 1 歩としても
重要なプロセスですが，同時に研究分野（研究室）への分属という大き
な選択をする時期です。将来の方向も考えて分野訪問などで情報を収集
しながら体系だった講義の選択が求められます。農学部の各学科では，
それぞれに工夫をこらしたシステムで各分野への分属を決定します。

農学部
Faculty of Agriculture

農学部のホームページ :

http://www.kais.kyoto-u.ac.jp/

入学についてのお問い合わせ : 
農学部第一教務掛　tel. 075-753-6012

Message 在学生メッセージ



［写真］左：実機を用いた授業風景／右：3 回生の学生実験風景

［写真］イネの開花時期が熟期を決める ［写真］化学の視点から生命現象を解き明かす ［写真］植物工場 ［写真］中国陜西省の退耕還林事業の現場 ［写真］環境を守り，森の恵みと生き物を科学する ［写真］健康増進を目指す未来型パスタを創る

進学（大学院）
82.3%

その他 3.4%

就職
14.3%
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学科紹介

　資源生物科学科は，陸地や海洋に生育・生息する
資源生物の生産性および品質の向上を，環境との調
和を図りながら追求することを目標に，研究・教育
を行っています。また，このような資源生物を，外
敵や病気から守る技術を開発したり，生育・生息に
好ましい環境を持続的に保つ方策を探るとともに，
有用物質・遺伝子の有効利用やこれまで生産性が見
込めなかった劣悪な環境に適した，新しい品種の創
出を目指すなど，資源生物を対象に基礎から応用に
至るまでの研究を多面的に行っています。

作物学，育種学，蔬菜花卉園芸学，果樹園芸学，栽培システ
ム学，植物生産管理学，植物遺伝学，植物生理学，栽培植物
起原学，品質評価学，品質設計開発学，動物遺伝育種学，生
殖生物学，動物栄養科学，生体機構学，畜産資源学，生物資
源情報学，海洋生物環境学，海洋生物増殖学，海洋分子微生
物学，海洋環境微生物学，海洋生物生産利用学，海洋生物機
能学，雑草学，熱帯農業生態学，土壌学，植物病理学，昆虫
生態学，昆虫生理学，微生物環境制御学，生態情報開発学

　生物資源の生産・加工・利用・保全の諸側面に含
まれる化学的・生物学的原理の探求とその応用に関
する様々な分野の教育・研究に携わっています。す
なわち，微生物，植物，動物など，生物の生命現象
や生命機能を化学，生物学，生化学，物理学，生理
学，分子生物学などを基盤として深く探求・理解する

（バイオサイエンス），一方その成果を農・医薬，食品，
化成品を初めとする生活関連有用物質の高度な生産
や利用に適用する（バイオテクノロジー）ための基礎
教育と先端的研究を行っています。

細胞生化学，生体高分子化学，生物調節化学，化学生態学，
植物栄養学，発酵生理及び醸造学，制御発酵学，生体機能
化学，生物機能制御化学，エネルギー変換細胞学，応用構造
生物学，分子細胞育種学，植物分子生物学

　地域環境工学科は環境と調和した効率的な食料
生産，地球環境も含めた環境・エネルギー問題の解
決，環境共生型農村社会の創造をめざし，工学・技
術学をツールに研究・教育を行います。水循環の制
御による貴重な水資源の合理的な利用，アセットマ
ネジメント（農業水利施設の効率的な維持管理と更
新）による生産環境の充実，生態系と調和した大気・
水・土壌環境の実現，農村計画と住民主体による地
域づくり，持続的食料生産のためのエネルギーの変
換，利用，最小の入力で最大の効率を得る植物工場
や精密農業，そのためのロボット化および農畜水産
物の生物センシングなど，様々な研究を通して豊か
な 21 世紀社会を構築します。

施設機能工学，水資源利用工学，水環境工学，農村計画学，
農業システム工学，フィールドロボティクス，生物センシング
工学

　食料・環境経済学科では，私達の生活に最も関
連の深い食料問題と環境問題の研究と教育に携わっ
ています。この問題を国内だけでなく世界的な次元
で捉え，途上国の貧困問題，人口問題，技術開発
普及，農林水産物の貿易問題あるいは食品安全性，
さらに農山漁村の社会経済生活について研究してい
ます。その際，有限な地球環境資源の保全と両立す
る持続可能な資源循環型社会のあり方について学際
的・総合的な研究・教育を行っています。

農業食料組織経営学，経営情報会計学，地域環境経済学，食料・
環境政策学，森林経済政策学，国際農村発展論，比較農史学，
農学原論

　森林は，樹木をはじめとする動植物や菌類からな
る生態系を形成しており，生活に必要な木材や紙な
どの木質資源を供給する一方，災害を防ぎ，気候を
維持するなど環境保全機能を有しています。森林科
学科では，自然を保護し豊かな社会を作るため，森
林とそのバイオマス資源を研究対象として，生態系，
生物多様性，管理と生産，緑地工学，地球環境化
学，材料工学，有機化学，分子生物学，細胞生物学，
バイオマスエネルギー，社会科学的アプローチなど，
学生一人ひとりの多様な興味に合わせて，オリジナリ
ティー豊かな教育を受けることができます。

森林・人間関係学，熱帯林環境学，森林利用学，森林生物学，
環境デザイン学，山地保全学，生物材料設計学，林産加工学，
生物繊維学，樹木細胞学，複合材料化学，生物材料化学，森
林生態学，森林水文学，森林生化学，森林育成学，森林情報
学，エネルギーエコシステム学，生物圏情報学

資源生物科学科 応用生命科学科 地域環境工学科 食料・環境経済学科 森林科学科

●どのように学びを結ぶのか：第 4 年次
　ほとんどの農学部生は，第 4 学年で研究分野に分かれて課題研究

（卒業研究）に 1 年間取り組み，卒業論文を仕上げます。教員の指導
や助言を受けながら，大学院生とともに未知の分野の研究に取り組む
最初のステップです。従って，この１年間は自身の研究，研究分野のゼ
ミナール，そして進学希望者は大学院入学試験の受験準備に没頭する
生活となります。以上により所定の単位を修得した学生は，学士（農学）
の学位を取得して卒業することになります。さらに研究を深めようと志
す多くの学生は大学院へ進学します。

●どこで学ぶのか：自然に抱かれて
　農学部の教育の大部分は，京都大学吉田キャンパス北部構内の農
学部総合館で行われます。一部は，総合館の北に位置する農学・生命
科学研究棟や，宇治キャンパス（京都府宇治市），農学部附属の農場（大
阪府高槻市；近い将来に京都府木津川市に移転の予定です）・牧場（京
都府京丹波町）でも行われます。いずれの施設も学習環境は整備され，
自然環境や文化的景観などにも囲まれた立地で，勉学するものに励ま
しと優しさを与えてくれます。

　卒業生の 8 割以上が大学院に進学しています。 
　就職先については，公務員，公的研究機関の研究員，化学・食品等
の製造業，バイオテクノロジー関係の産業，あるいは商社・金融・保険・
コンピュータ関係など，幅広い分野で活躍しています。

就職先の例
農林水産省／京都府／大阪ガス（株）／ハウス食品（株）／カゴメ（株）／エー
ザイ（株）／ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス（株）／伊藤忠商事

（株）／三菱重工業（株）／（株）三井住友銀行／ AIU 保険（株）／（株）
ウィルゲート

農学部で取得可能な資格
　農学部では，教育職員免許状の取得を目的とした教職課程をはじめ，
食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得，測量士及び測量士補
の資格取得の教育課程，樹木医補の資格認定のための教育課程を設け
ているなど，専門職に必要な資格や受験資格が取得できます。

卒業後の進路

農
学
部

　食品生物科学科では，食品を構成する物質の構造
と機能，新しい食品機能を持つ物質や遺伝子の探索，
疾病を予防する機能や栄養性・安全性などに優れた
食品の創成と効率的な生産，並びに地球規模での
食環境など，食料全般に関わる諸問題を動物，植物，
微生物を対象に研究し，教育を行います。これにより，
食料科学の学術の進展のみならず，健康の維持・増
進や食糧不足の改善など，多様な社会的問題の解決
に寄与し，豊かな食生活の確立に貢献することを目
指しています。

栄養化学，生体情報応答学，生命有機化学，農産製造学，酵
素化学，食品分子機能学，食品生理機能学，生物機能変換学，
食環境学

食品生物科学科

Message 卒業生メッセージ

『農学という「実学」を学んで』
　私が農学部を志すようになったのは，幼い頃から植物に興味を持ってい
たことと，農学が食糧生産という実際の問題に直結する学問だと考えた
からでした。大学時代の授業では植物だけでなく様々な生物に関する幅
広い知識が得られ，生物に対する視野を広げることができました。卒業
研究では作物の品種改良に関する研究を行い，実験だけでなく実際に植
物を栽培するという貴重な体験をさせて頂きました。現在私は故郷から
農業を見直したいということで奈良県に入り，農業普及活動を行っていま
す。農学部で学んだ農学の知識と実際に現場を見て問題を解決しようと
する姿勢は現在の仕事で非常に役立っており，改めて農学が実学であるこ
とを肌で実感しています。皆さんも是非，机上の空論に終始しない農学と
いう学問の扉を叩いてみて下さい。

『大学時代に学んだ大切なこと』
　私は，生物や自然，環境といった分野に興味があった程度で，正直，
何か高い志があって京大農学部に入ったわけではありませんでした。しか
し，農学部の授業は非常に刺激的で，私がいた森林科学科では，山に入っ
てひたすら木や草に触れてみたり，植物の持つ特性を分子レベルで考えて
みたりと，自ら学ぶ意欲をかきたててくれるような面白い経験ばかりでした。

「なぜ」そうなるのか，「どうして」こうなるのか，その繰り返しにより，本
質を追究すること。私が大学時代に学んだことであり，今の仕事において
も通じる大切なことです。そのような姿勢で好きな研究に没頭できる風土
も，研究に対してとことん侃諤議論できる多くの志高い学友がいることも，
京大の魅力だと思います。
　是非，京大でたくさんのことに挑戦し，充実した学生生活を楽しんでく
ださい。

2011 年  資源生物科学科卒業
2013 年  農学研究科農学専攻  
 修士課程修了
奈良県庁  勤務

（智辯学園高等学校（奈良県）出身）

櫻井  宏樹 さん

2006 年  森林科学科卒業
2008 年  農学研究科地域環境科学専攻
 修士課程修了
株式会社ミツカン  勤務

（県立千葉高等学校（千葉県）出身）

齋藤  亮太 さん

2012 年度実績
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