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Faculties
学部紹介
学部の特長、教育カリキュラム、学ぶ事ができる科目などについて述べられています。
また、各学部の在学生や卒業生が自らの学部について語った生の声も収録しています。
みなさんが受験する学部を決める際の指針としてください。

京都大学の10の学部紹介について

総合人間学部 Faculty of Integrated Human Studies P18

文学部 Faculty of Letters P22

教育学部 Faculty of Education P26

法学部 Faculty of Law P30

経済学部 Faculty of Economics P34

理学部 Faculty of Science P38

医学部 Faculty of Medicine P42

薬学部 Faculty of Pharmaceutical Sciences P50

工学部 Faculty of Engineering P54

農学部 Faculty of Agriculture P58



新たな「人間の学」をめざして
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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

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

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。本学部で
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
光を当てる、さまざまな学問を学ぶことができます。
人間と、人間をとりまく世界を、総体的に捉えること、
これが総合人間学部に与えられた課題です。
　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。

▲授業風景：大川勇教授「文明構造論Ⅳ A」

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。

●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。

●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。

▲授業風景：佐野亘教授「公共政策論ⅠA」
▲授業風景：中嶋節子教授「環境構成論Ⅳ」
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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

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

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。本学部で
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
光を当てる、さまざまな学問を学ぶことができます。
人間と、人間をとりまく世界を、総体的に捉えること、
これが総合人間学部に与えられた課題です。
　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。

▲授業風景：大川勇教授「文明構造論Ⅳ A」

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。

●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。

●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。

▲授業風景：佐野亘教授「公共政策論ⅠA」
▲授業風景：中嶋節子教授「環境構成論Ⅳ」
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卒業生メッセージ
2011年 国際文明学系卒業
毎日新聞社静岡支局 勤務（記者）

（明善高等学校（福岡県）出身）

西嶋  正信  さん

総合人間学部
Faculty of Integrated
Human Studies

人間科学系
　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

認知情報学系
　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

国際文明学系
　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
なったと指摘されるようになりました。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ります。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
します。「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します。

社会相関論、歴史文化社会論

文化環境学系
　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
　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

学系紹介

▲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）

▲MRIを用いた実験風景

▲アフリカでのフィールドワーク

▲総合フィールド演習（伊勢湾底棲生物調査）

卒業後の進路

2014年度実績進学：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
の広い分野で活躍しています。

就職先の例
三菱東京UFJ銀行／（株）任天堂／（株）伊藤軒／トヨタ自動車（株）／
野村證券（株）／京都市役所／（株）資生堂／京都府庁／ TOTO（株）／

（株）セブン－イレブン・ジャパン／三井物産（株）／西日本高速道路（株）／
（株）朝日広告社／三菱電機（株）／ミズノ（株）／大阪大学

総合人間学部で取得可能な資格
　総合人間学部では、右記の種類、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。

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

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

探せる場所・見つかる場所
　最も京都大学らしい学部と言われる総合人間学部ですが、分野の限られ
てしまう他学部と比べると、自分の専門分野を大学生活のなかでこれから探
していくという学生が多いのではないかと思います。実際に今の私はまさにそ
の最中です。
　総合人間学部はどんな分野も受け入れてくれる先生方がたくさんいる度量
のとても大きい学部です。自分だけの視点で自分だけの研究ができます。何
にでも取り組むことのできる環境にいる友人や先輩・後輩との毎日はとても刺
激的で有意義なものです。
　もちろん勉強だけではなくサークルや趣味など、総合人間学部はそれぞれ
が夢中になれる「これだ！」というもの
を自由に探せる場所、そしてきっと見
つけることのできる場所です。

視野の広がりを感じた場所
　関心のあった環境問題というテーマにどうアプローチするか決めかねていた
高校生の頃、多角的な方面から社会の問題を捉えることのできる総合人間
学部に出会い、分野から探すのもおもしろそうという思いから総人の門をくぐり
ました。最終的に環境経済学という視点から卒論に取り組みましたが、それ
以外にも法律、政策など様々な分野の講義を受けました。幅広い学問分野
を学んだ上で専門を深めることで、総人ならではの柔らかさを身につけた4年
間でした。
　とは言っても、大学で得たもののなかで一番大きいのは共に学んだ友人た
ちとの出会いかもしれません。文理の垣根を越えて集まった友人、もちろん興
味の方面もさまざま。在学中も日々刺
激を受けていましたが、十人十色の
進路へ進んでいった友人たちとの再
会は、今も自分の思考に彩りを与えて
くれます。

ディズニーランドよりキャラ豊富やで
　「なんで京大入りたいん？」
　今これをお読みの京大志望の皆さんはどうでしょう。4年前の僕の答えは、
一つは高学歴の肩書きが欲しかったから、もう一つは面白い奴に出会いたかっ
たから、でした。
　そう考えていた僕にとって京大、中でも特にこの総合人間学部はピッタリで
した（実際は入ってから分かったのですが）。総人に集まった学生は本当に皆
一癖も二癖もある変わり者ばかりで、中川家のツッコミを借りるなら本当に色ん
な「キャラクター」がいました。入学してからはたくさんの刺激を貰う毎日です。
　大学は勉強をする場であると同時に色んな人に出会う場でもあります。色
んな人に出会って、色んな価値観や
世界を吸収する場です。京大にはそ
んなものを与えてくれる面白い奴がた
くさんいます。そしてその中の最高峰
が総人だった。そういうことです。

現代のアジール
　記者５年目です。世の中の出来事を活字として伝えるのが一義的な仕事で
すが、いま起こるべきことで何が起こっていないのかをいつも考えるようにして
います。
　大学、特に総人では、誰かが生き方の指針を示してくれるわけではありま
せん。そのためか、世俗の価値観に囚われない生き方、一風変わった発想
も尊重されます。安易な競争や効率とは一線を画した学びの空間を維持して
きた総人は、現代のアジール。複合的な学問の視座から現代という時代とじっ
くり向き合い、生涯の学びの礎を作れる場所です。
　私の場合は、興味を同じくする学友と勉強会を開いたり、海外旅行で周縁
の人々の生き様に触れて回りました。
総人でしかできなかったかと問われる
と疑問ですが、総人だからできたと思
えることはたくさんあります。恵まれた
学生生活だったと思います。

在校生メッセージ
人間科学系3回生

（北海道札幌手稲高等学校（北海道）出身）

稲垣  智子  さん

在校生メッセージ
国際文明学系4回生

（洛北高等学校（京都府）出身）

小崎  勇周  さん

卒業生メッセージ
2012年 国際文明学系卒業
中部国際空港株式会社 勤務

（時習館高等学校（愛知県）出身）

長谷川（池崎）  緑   さん

Message

進学
（大学院）
38.9%

その他
7.1%

就職54.0%
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卒業生メッセージ
2011年 国際文明学系卒業
毎日新聞社静岡支局 勤務（記者）

（明善高等学校（福岡県）出身）

西嶋  正信  さん

総合人間学部
Faculty of Integrated
Human Studies

人間科学系
　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

認知情報学系
　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

国際文明学系
　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
なったと指摘されるようになりました。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ります。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
します。「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します。

社会相関論、歴史文化社会論

文化環境学系
　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
　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

学系紹介

▲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）

▲MRIを用いた実験風景

▲アフリカでのフィールドワーク

▲総合フィールド演習（伊勢湾底棲生物調査）

卒業後の進路

2014年度実績進学：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
の広い分野で活躍しています。

就職先の例
三菱東京UFJ銀行／（株）任天堂／（株）伊藤軒／トヨタ自動車（株）／
野村證券（株）／京都市役所／（株）資生堂／京都府庁／ TOTO（株）／

（株）セブン－イレブン・ジャパン／三井物産（株）／西日本高速道路（株）／
（株）朝日広告社／三菱電機（株）／ミズノ（株）／大阪大学

総合人間学部で取得可能な資格
　総合人間学部では、右記の種類、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。

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

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

探せる場所・見つかる場所
　最も京都大学らしい学部と言われる総合人間学部ですが、分野の限られ
てしまう他学部と比べると、自分の専門分野を大学生活のなかでこれから探
していくという学生が多いのではないかと思います。実際に今の私はまさにそ
の最中です。
　総合人間学部はどんな分野も受け入れてくれる先生方がたくさんいる度量
のとても大きい学部です。自分だけの視点で自分だけの研究ができます。何
にでも取り組むことのできる環境にいる友人や先輩・後輩との毎日はとても刺
激的で有意義なものです。
　もちろん勉強だけではなくサークルや趣味など、総合人間学部はそれぞれ
が夢中になれる「これだ！」というもの
を自由に探せる場所、そしてきっと見
つけることのできる場所です。

視野の広がりを感じた場所
　関心のあった環境問題というテーマにどうアプローチするか決めかねていた
高校生の頃、多角的な方面から社会の問題を捉えることのできる総合人間
学部に出会い、分野から探すのもおもしろそうという思いから総人の門をくぐり
ました。最終的に環境経済学という視点から卒論に取り組みましたが、それ
以外にも法律、政策など様々な分野の講義を受けました。幅広い学問分野
を学んだ上で専門を深めることで、総人ならではの柔らかさを身につけた4年
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　とは言っても、大学で得たもののなかで一番大きいのは共に学んだ友人た
ちとの出会いかもしれません。文理の垣根を越えて集まった友人、もちろん興
味の方面もさまざま。在学中も日々刺
激を受けていましたが、十人十色の
進路へ進んでいった友人たちとの再
会は、今も自分の思考に彩りを与えて
くれます。

ディズニーランドよりキャラ豊富やで
　「なんで京大入りたいん？」
　今これをお読みの京大志望の皆さんはどうでしょう。4年前の僕の答えは、
一つは高学歴の肩書きが欲しかったから、もう一つは面白い奴に出会いたかっ
たから、でした。
　そう考えていた僕にとって京大、中でも特にこの総合人間学部はピッタリで
した（実際は入ってから分かったのですが）。総人に集まった学生は本当に皆
一癖も二癖もある変わり者ばかりで、中川家のツッコミを借りるなら本当に色ん
な「キャラクター」がいました。入学してからはたくさんの刺激を貰う毎日です。
　大学は勉強をする場であると同時に色んな人に出会う場でもあります。色
んな人に出会って、色んな価値観や
世界を吸収する場です。京大にはそ
んなものを与えてくれる面白い奴がた
くさんいます。そしてその中の最高峰
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現代のアジール
　記者５年目です。世の中の出来事を活字として伝えるのが一義的な仕事で
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くり向き合い、生涯の学びの礎を作れる場所です。
　私の場合は、興味を同じくする学友と勉強会を開いたり、海外旅行で周縁
の人々の生き様に触れて回りました。
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在校生メッセージ
人間科学系3回生

（北海道札幌手稲高等学校（北海道）出身）

稲垣  智子  さん

在校生メッセージ
国際文明学系4回生

（洛北高等学校（京都府）出身）

小崎  勇周  さん

卒業生メッセージ
2012年 国際文明学系卒業
中部国際空港株式会社 勤務

（時習館高等学校（愛知県）出身）

長谷川（池崎）  緑   さん
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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。

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。

▲花みつ（奈良絵本）

文学部 人文学科 コースツリー　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
している入門講座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。
　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、演習や特殊講義と言っ
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

○哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる基礎的学識、専門分野についての深い理解力を持ち、卒業論文の
作成を通して培われる問題探究能力、分析能力、表現能力を身につける。

○哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる課題に関して、問題発見能力と問題解決能力を具え、創造的に取り
組むことができる。

○人文学の意義と重要性を理解し、高い倫理性を持って、その展開に寄与する行動ができる。
○自由で批判的な精神と良識を具え、人類が直面する課題を直視し、問題解決に積極的に寄与することができる。
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●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。

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。

▲花みつ（奈良絵本）

文学部 人文学科 コースツリー　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
している入門講座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。
　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、演習や特殊講義と言っ
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

○哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる基礎的学識、専門分野についての深い理解力を持ち、卒業論文の
作成を通して培われる問題探究能力、分析能力、表現能力を身につける。

○哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる課題に関して、問題発見能力と問題解決能力を具え、創造的に取り
組むことができる。

○人文学の意義と重要性を理解し、高い倫理性を持って、その展開に寄与する行動ができる。
○自由で批判的な精神と良識を具え、人類が直面する課題を直視し、問題解決に積極的に寄与することができる。
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は各専修の必修専門科目。ただし、専修によって開講科目が異なる。

専
修
分
属

系
分
属
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哲学基礎文化学系
　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。

卒業生メッセージ
2012年 言語学専修卒業
2014年 言語学専修修士課程修了
総合地球環境学研究所 勤務

（三国丘高等学校（大阪府）出身）

苅谷  翠  さん

東洋文化学系
　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
　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
　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。

行動・環境文化学系
　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
　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。

学系紹介

卒業後の進路

自由に学ぶ、じっくり学ぶ
　私が京都大学を選んだのは、その自由な学風に惹かれたためです。学部
時代は、内井惣七教授（現名誉教授）の講義に魅了され、科学の様々な側
面について考える「科学哲学」という分野を専攻しましたが、学べば学ぶほど、
さらに深く知りたいと思い、大学院へ進学することにしました。大学院では、
授業で紹介された様々な話題や、海外の研究者の講演会も刺激的でしたが、
特に思い出深いのは、研究室の仲間と行った勉強会です。時には議論が白
熱して、数時間に及ぶこともありました。そこで培った勉強のノウハウが、今
の研究の基礎になっています。悠長なようですが、ひとつのことをじっくりと論
じる文化が、京大にはあります。皆さんも、
もし魅力的なテーマに出会えたなら、大
学院でじっくりと取り組んでみてはいかが
でしょうか。

想像の翼
　皆さんは京都大学で何がしたいですか？目標がある人、やりたいことが漠
然としている人、何も決まっていない人など様々な人がいて、この質問に対
する答えは千差万別だと思います。
　私の場合、特に学びたい学問がなかなか決まりませんでしたが、最終的に
は美術史という学問に出会い、引きつけられました。美術史では芸術作品を
鑑賞する機会が多いのですが、作品を鑑賞するときには作者の意図など色々
なことを想像します。想像することで作品と自分との距離は縮まり、作品を取
り巻く世界は広がっていきます。
　皆さんも京都大学でしたいことを想像して
みてください。友人との雑談、図書館での読
書、そして専門分野の勉強。想像すればす
るほど京都大学との距離は縮まり、未来は無
限に広がっていくでしょう。その未来を京都
大学で「自由」に創造してください。

チャンスを選べる自由
　京大の校風「自由」とはすなわち、どのような大学生活を送るかは「自分次
第」ということです。広がる無限の可能性からチャンスを選び、自分の有限の
時間を使って挑戦していく。そこにレールやテンプレートはありません。
　自分の場合、研究室の勉強会に参加したり、他の学部の授業を聴きに行っ
たり、自転車旅行をしたり、寮に住んだりする中で、個性的でおもしろい仲間、
尊敬する師などの周りの方々から多くの刺激を受け、物事を多面的に見て考
え試行錯誤しながら実行する姿勢が養われたと思います。
　京都大学にはさまざまな分野の「知」と「人」が集まっています。受験勉強
の合間に自分の夢や興味と向き合い、
好奇心のアンテナを研ぎ澄ませていて
ください。高校生のときからは想像も
できない毎日が待っています。

在校生メッセージ
文学部美学美術史専修４回生

（基町高等学校（広島県）出身）

仁方越  洪輝  さん

卒業生メッセージ
2007年 科学哲学科学史専修卒業
2009年 科学哲学科学史専修修士課程修了
2015年 科学哲学科学史専修博士後期課程修了
総合研究大学院大学 先導科学研究科 助教

（清風南海高等学校（大阪府）出身）

大西  勇喜謙  さん

Message

贅沢な学生生活
　私が京大を志望したきっかけは中高の修学旅行でした。街並みの美しさが
印象的で、「京都で暮らせたら…」と憧れながら受験勉強をしました。入学し
てからは、桜やお祭り、紅葉や雪景色、美味しい和菓子を求めて町中を歩
き回っています。四季の移ろいを楽しみ京都人の生活を体験することは、旅
行ではできない贅沢なものです。
　私は現在、国語学国文学の研究室で、古典を学んでいます。何百年も
昔の人が筆で書いたグニャグニャの「崩し字」を解読し、今に残る京都の地
名や寺社の名前を発見し、京都の歴史を実感する。全国から集まってきた
優秀かつ好奇心旺盛な友人、先輩
方と、他愛のない話から学問的な議
論まで、様々に語り合う。̶ こんな贅
沢な環境は、京大ならではです。
　みなさんも、京大でしか経験できな
い学生生活を送ってみませんか。

在校生メッセージ
国語学国文学専修４回生

（戸山高等学校（東京都）出身）

酒井  春乃  さん

2014年度実績　ここ数年は、就職者が５５～６０％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
（株）三井住友銀行／ＪＲグループ／野村證券（株）／教員／国家・地方公務員／
（株）KADOKAWA ／（株）オースビー／（株）講談社／（株）毎日放送／（株）三菱
ＵＦＪ銀行／（株）ゆうちょ銀行／福岡ソフトバンク（株）／楽天（株）　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。

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

文学部で取得できる教育職員免許の種類及び教科

文学部
Faculty of Letters

▲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 
  

▲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』

▲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）

▲左：文学部陳列館
　右：織田信長朱印状

▲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

▲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）
31.2%

その他
14.3%

就職54.5%
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哲学基礎文化学系
　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。

卒業生メッセージ
2012年 言語学専修卒業
2014年 言語学専修修士課程修了
総合地球環境学研究所 勤務

（三国丘高等学校（大阪府）出身）

苅谷  翠  さん

東洋文化学系
　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
　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
　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。

行動・環境文化学系
　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
　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。

学系紹介

卒業後の進路

自由に学ぶ、じっくり学ぶ
　私が京都大学を選んだのは、その自由な学風に惹かれたためです。学部
時代は、内井惣七教授（現名誉教授）の講義に魅了され、科学の様々な側
面について考える「科学哲学」という分野を専攻しましたが、学べば学ぶほど、
さらに深く知りたいと思い、大学院へ進学することにしました。大学院では、
授業で紹介された様々な話題や、海外の研究者の講演会も刺激的でしたが、
特に思い出深いのは、研究室の仲間と行った勉強会です。時には議論が白
熱して、数時間に及ぶこともありました。そこで培った勉強のノウハウが、今
の研究の基礎になっています。悠長なようですが、ひとつのことをじっくりと論
じる文化が、京大にはあります。皆さんも、
もし魅力的なテーマに出会えたなら、大
学院でじっくりと取り組んでみてはいかが
でしょうか。

想像の翼
　皆さんは京都大学で何がしたいですか？目標がある人、やりたいことが漠
然としている人、何も決まっていない人など様々な人がいて、この質問に対
する答えは千差万別だと思います。
　私の場合、特に学びたい学問がなかなか決まりませんでしたが、最終的に
は美術史という学問に出会い、引きつけられました。美術史では芸術作品を
鑑賞する機会が多いのですが、作品を鑑賞するときには作者の意図など色々
なことを想像します。想像することで作品と自分との距離は縮まり、作品を取
り巻く世界は広がっていきます。
　皆さんも京都大学でしたいことを想像して
みてください。友人との雑談、図書館での読
書、そして専門分野の勉強。想像すればす
るほど京都大学との距離は縮まり、未来は無
限に広がっていくでしょう。その未来を京都
大学で「自由」に創造してください。

チャンスを選べる自由
　京大の校風「自由」とはすなわち、どのような大学生活を送るかは「自分次
第」ということです。広がる無限の可能性からチャンスを選び、自分の有限の
時間を使って挑戦していく。そこにレールやテンプレートはありません。
　自分の場合、研究室の勉強会に参加したり、他の学部の授業を聴きに行っ
たり、自転車旅行をしたり、寮に住んだりする中で、個性的でおもしろい仲間、
尊敬する師などの周りの方々から多くの刺激を受け、物事を多面的に見て考
え試行錯誤しながら実行する姿勢が養われたと思います。
　京都大学にはさまざまな分野の「知」と「人」が集まっています。受験勉強
の合間に自分の夢や興味と向き合い、
好奇心のアンテナを研ぎ澄ませていて
ください。高校生のときからは想像も
できない毎日が待っています。

在校生メッセージ
文学部美学美術史専修４回生

（基町高等学校（広島県）出身）

仁方越  洪輝  さん

卒業生メッセージ
2007年 科学哲学科学史専修卒業
2009年 科学哲学科学史専修修士課程修了
2015年 科学哲学科学史専修博士後期課程修了
総合研究大学院大学 先導科学研究科 助教

（清風南海高等学校（大阪府）出身）

大西  勇喜謙  さん

Message

贅沢な学生生活
　私が京大を志望したきっかけは中高の修学旅行でした。街並みの美しさが
印象的で、「京都で暮らせたら…」と憧れながら受験勉強をしました。入学し
てからは、桜やお祭り、紅葉や雪景色、美味しい和菓子を求めて町中を歩
き回っています。四季の移ろいを楽しみ京都人の生活を体験することは、旅
行ではできない贅沢なものです。
　私は現在、国語学国文学の研究室で、古典を学んでいます。何百年も
昔の人が筆で書いたグニャグニャの「崩し字」を解読し、今に残る京都の地
名や寺社の名前を発見し、京都の歴史を実感する。全国から集まってきた
優秀かつ好奇心旺盛な友人、先輩
方と、他愛のない話から学問的な議
論まで、様々に語り合う。̶ こんな贅
沢な環境は、京大ならではです。
　みなさんも、京大でしか経験できな
い学生生活を送ってみませんか。

在校生メッセージ
国語学国文学専修４回生

（戸山高等学校（東京都）出身）

酒井  春乃  さん

2014年度実績　ここ数年は、就職者が５５～６０％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
（株）三井住友銀行／ＪＲグループ／野村證券（株）／教員／国家・地方公務員／
（株）KADOKAWA ／（株）オースビー／（株）講談社／（株）毎日放送／（株）三菱
ＵＦＪ銀行／（株）ゆうちょ銀行／福岡ソフトバンク（株）／楽天（株）　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。

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

文学部で取得できる教育職員免許の種類及び教科

文学部
Faculty of Letters

▲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 
  

▲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』

▲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）

▲左：文学部陳列館
　右：織田信長朱印状

▲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

▲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）
31.2%

その他
14.3%

就職54.5%
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教育学部
Faculty of Education

教育学部の教育

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
　2015年、教育学部は創立66周年を迎えました。
教育学部はこの66年、戦後日本の教育にかかわる
教育学と心理学の研究・教育をリードしてきました。
　本学の教育学部は、教員養成を主たる目的とし
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
の知と技法を開発し、その習得をめざす学部です。
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、心や人間、社会それ自
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
の創出をめざ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は、ますます大きくなり、
それが果たす役割はますます重要なものになって
いるのです。

▲授業風景

●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
　教育学部は、1学科（教育科学科）3大学科目（系）
で教育課程編成を行っています。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、次のページの「系の紹介」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。
　1 回生には専門科目の必修科目として「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、教育学部教員が、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

数ゼミ等の教養科目を開講しています。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。
　2年次学生に対しては、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。
　なお、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」型入試が実施されています。さ
らに、平成28年度からは、特色入試を実施します。

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

▲心理学小集団実験室
▲教育学部学生ラウンジ

1-2回生で全学共通科目と基礎の専門科目を学び、3-4回生では3つの系に分かれて
専門科目を学びます。4回生では全員が卒業論文に取り組みます。

1回生

全学共通科目

2回生 3回生 4回生

基礎の専門科目

現代教育基礎学系
教育心理学系
相関教育システム論系

専門科目

卒業論文

入学から卒業までの流れ
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教育学部の教育

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
　2015年、教育学部は創立66周年を迎えました。
教育学部はこの66年、戦後日本の教育にかかわる
教育学と心理学の研究・教育をリードしてきました。
　本学の教育学部は、教員養成を主たる目的とし
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
の知と技法を開発し、その習得をめざす学部です。
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、心や人間、社会それ自
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
の創出をめざ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は、ますます大きくなり、
それが果たす役割はますます重要なものになって
いるのです。

▲授業風景

●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
　教育学部は、1学科（教育科学科）3大学科目（系）
で教育課程編成を行っています。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、次のページの「系の紹介」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。
　1 回生には専門科目の必修科目として「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、教育学部教員が、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

数ゼミ等の教養科目を開講しています。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。
　2年次学生に対しては、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。
　なお、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」型入試が実施されています。さ
らに、平成28年度からは、特色入試を実施します。

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

▲心理学小集団実験室
▲教育学部学生ラウンジ

1-2回生で全学共通科目と基礎の専門科目を学び、3-4回生では3つの系に分かれて
専門科目を学びます。4回生では全員が卒業論文に取り組みます。

1回生

全学共通科目

2回生 3回生 4回生

基礎の専門科目

現代教育基礎学系
教育心理学系
相関教育システム論系

専門科目

卒業論文

入学から卒業までの流れ
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教育学部
Faculty of Education

現代教育基礎学系
　学校のあり方に関心がある人、カリキュラムや授業・
評価の開発をめざす人、胎児期からの心の発達や
障害に関心をもつ人、教育の問題を歴史的に研究
する人、哲学的に深く考える人、そうした人たちが学
ぶ系です。

教育哲学・教育史学
　何のために教育は必要か、どんな学校が望ましい
かなど、教育に潜む様 な々問題を哲学や歴史学の観
点から分析します。学校教育制度や教育に対する考
え方の歴史的成立過程、また時代による変遷などに
ついて探究し、新たな学習や教育の姿を提示するた
めの知識や方法論が身につきます。

教育方法学・発達科学
　カリキュラム・授業・評価に関する理論と実践の蓄
積に学び、人間の心身の発達を文理融合領域である
発達科学にもとづき解明することで、真に適切で有効
な教育方法を提案することをめざしています。フィール
ドワークに重きを置いた活動が特徴の一つです。

教育人間学・臨床教育学
　芸術、身体、言語など人間学の多様なテーマに
ついて、主として思想研究の方法で研究します。そ
れを通して、言葉に対する感受性を育て、フィールド
の中で考える力を身につけることをめざしています。

教育心理学系
　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、教育・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、他学部等の心理学系教
室・教員とも連携して活発な教育・研究活動がおこ
なわれています。

教育・認知心理学
　記憶、言語、推論、意思決定、知能、他者理解、
共感、社会的認知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、それ
らの発達の特徴、教授-学習法、動機づけ、メディ
アやコンピュータを活用した教育など、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
その応用をめざしています。また、心理実験・調査
やデータ解析等の方法を身につけ、心理学の研究を
進めることができるようにします。

臨床心理学
　心に関する対人支援をおこなう専門的知識と技能を
身につけるため、自己理解を深めつつ、心理面接や
遊戲療法などの心理療法、心理査定技法や調査の
方法、描画や箱庭などのイメージ表現の理解の仕方
等を学びます。こうした専門的な知識と技能は、卒業
後に社会で活かされるばかりでなく、修士課程に進学
し臨床心理士の資格を取得することにつながります。

相関教育システム論系
　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究す
ることを目的にしています。
　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
　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的観点から考察する
力を養います。

生涯教育学
　学校教育を超えて、広く人間社会における教育と
文化を分析する視点と方法を学びます。具体的には
生涯教育、図書館情報、メディア文化の諸問題を考
え、生涯教育では学習と実践を重視します。

比較教育学・教育政策学
　各国の教育制度、政策、実践、理論などを理解
する国際的な視野と考え方を学ぶとともに、政策科学
的な観点から教育の行財政制度と具体的な政策立
案について学びます。

卒業後の進路

2014年度実績　教育学部の平成26年度の卒業生は69名で、そのうち37名（約54%）が就職
しています。
　そのなかには、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31名（約45%）が大学院に進学しています。残り1名（約1%）がフリーラ
ンスとなっています。

就職先の例
兵庫県立高校教員／南山高等・中学校男子部教員／奈良県庁／岡山県庁／
神戸市役所／キリン株式会社／三井不動産株式会社／阪急電鉄株式会社／
古河電機工業／川崎重工業（株）／三菱電機／伊藤園／Ｐ＆Ｇ株式会社／
花王株式会社／（株）ミキハウス／三菱商事株式会社／南都銀行／明治安田生命
保険など

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。

卒業生メッセージ
2014年 現代教育基礎学系卒業
山梨県立市川高等学校教諭

（甲府西高等学校（山梨県）出身）

三森  彩乃  さん

これからの社会を生き抜くために
　教育学部で学んだことが社会に出てからどんな役に立つのか？という問いに
ついて、学生の方から質問されることが多くあります。その背景には、経済
や法律のようにビジネスに直結しない学問というイメージがあるからだと思いま
す。しかし、現在私は人材業界の会社で企画・開発を行っていますが、教
育学部で見聞きし経験したこと、特に認知心理学で学んだことは今でも私の
仕事のベースになっています。
　例えば最近のビジネスの現場で求められるのは、変化が激しく曖昧な状況
の中で思考・決断・行動していくことです。そう、「人のこころ」という実体
がなく曖昧なものに焦点をあて、統計学によっ
て可視化し評価するという認知心理学のアプ
ローチにとても似ているのです。
　これからの社会を生き抜くために必要なこ
と、ぜひ教育学部で楽しみながら学んでみま
せんか？

目標に向かうエネルギーをくれる場所
　私は理系入試でこの学部に入学しました。高校3年になってから「カウンセ
ラーになりたい」と思うようになり、理系選択の自分でも臨床心理学を学ぶことの
できる教育学部の受験を決めました。現在は教育心理学系に所属しています。
入学時はカウンセラーを目指していましたが、大学の講義から刺激をうけ、今
は心に苦しみを抱える人を助けられる研究をすることを目指して勉強をしていま
す。ここは1学年60人の小さな学部ですが、いろんな経験をもつ個性豊かな
人々が集まって、お互いに影響しながら自分のやりたいことへと向かっている、
エネルギーに溢れた場所です。
　受験勉強はつらくなることもあると思
いますが、そんなときは大学に入って
からやりたいことを想像してみてくださ
い。目標につながると思えば、勉強が
少し楽しくなるのではないでしょうか。

教師になって思うこと
　大学では教育方法学を専攻し、国語教育について卒論を書きました。「学
問とは、問いを立て続けること」とはゼミの先生の言葉ですが、卒論執筆は
その奥深さと格闘しながらの大冒険でした。図書館にこもって同じ文献を何
度も繰り返し読んだり、資料を求めて各地へ足を運んだり、いざ書こうとする
と自分の言葉が出てこなかったり…。苦労の連続でしたが、続けていると、ぱっ
と景色が変わり目の前が開かれる瞬間が訪れ、わくわくしたものです。
　教壇に立って２年目になりますが、今、私の支えとなっているのは、各方面
で奮闘している大学の仲間、自由の学風の中で知った様々な価値観、そして

「問いを立てて考え続ける」という姿勢
です。高校生が、考えることの面白さ
を知り、学問への扉を開きたくなるよう
な授業を目指し、教師として精進した
いと思います。

在校生メッセージ
教育心理学系4回生

（倉吉東高等学校（鳥取県）出身）

大津  尚子  さん

卒業生メッセージ
2009年 教育心理学系卒業

（株）リクルートキャリア 勤務
（洛星高等学校（京都府）出身）

湯浅  大輔  さん

Message

なんでもあり学部
　「将来は学校の先生になるの？」私の所属を知った人はたいてい私にこう尋
ねます。やはり「教育」と聞くと学校教育を連想する人が多いようです。しか
し、京大教育学部では学校教育だけにとどまらず、社会のなかで行われる「人
の学び」すべてを対象としています。実際に教育学部の人たちは、教育とい
う枠組みにとらわれず各々が本当に幅広く様々なものに興味を持って学んでい
ます。また内容だけでなくアプローチの仕方も様々で教育学や心理学、社会
学といった多様な視点からものごとを見ることができます。
　このように、京大教育学部は自分の学びたいことを自分の好きな方法で学
ぶことができる、まさになんでもあり学
部です。そんな学部での学びは本当
に質が高く充実しています。皆さんも
ぜひ京都大学教育学部に学びに来
てはいかがでしょうか。

在校生メッセージ
相関教育システム論系4回生

（大垣北高等学校（岐阜県）出身）

馬渕  拓真  さん

系の紹介

教育科学科 

教育心理学／認知心理学／臨床心理学／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／文化社会学／社会調査／
メディア文化論／生涯教育学／図書館情報学／
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／
発達科学／障害児教育論

相関教育
システム論系 

現代教育基礎学系 

▲教育学部サテライト演習室

▲小学校でのフィールドワーク ▲京北町での生涯教育フィールド調査▲脳機能を測定する心理学実験

進学
（大学院）
45%

就職54%

その他
1%
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教育学部
Faculty of Education

現代教育基礎学系
　学校のあり方に関心がある人、カリキュラムや授業・
評価の開発をめざす人、胎児期からの心の発達や
障害に関心をもつ人、教育の問題を歴史的に研究
する人、哲学的に深く考える人、そうした人たちが学
ぶ系です。

教育哲学・教育史学
　何のために教育は必要か、どんな学校が望ましい
かなど、教育に潜む様 な々問題を哲学や歴史学の観
点から分析します。学校教育制度や教育に対する考
え方の歴史的成立過程、また時代による変遷などに
ついて探究し、新たな学習や教育の姿を提示するた
めの知識や方法論が身につきます。

教育方法学・発達科学
　カリキュラム・授業・評価に関する理論と実践の蓄
積に学び、人間の心身の発達を文理融合領域である
発達科学にもとづき解明することで、真に適切で有効
な教育方法を提案することをめざしています。フィール
ドワークに重きを置いた活動が特徴の一つです。

教育人間学・臨床教育学
　芸術、身体、言語など人間学の多様なテーマに
ついて、主として思想研究の方法で研究します。そ
れを通して、言葉に対する感受性を育て、フィールド
の中で考える力を身につけることをめざしています。

教育心理学系
　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、教育・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、他学部等の心理学系教
室・教員とも連携して活発な教育・研究活動がおこ
なわれています。

教育・認知心理学
　記憶、言語、推論、意思決定、知能、他者理解、
共感、社会的認知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、それ
らの発達の特徴、教授-学習法、動機づけ、メディ
アやコンピュータを活用した教育など、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
その応用をめざしています。また、心理実験・調査
やデータ解析等の方法を身につけ、心理学の研究を
進めることができるようにします。

臨床心理学
　心に関する対人支援をおこなう専門的知識と技能を
身につけるため、自己理解を深めつつ、心理面接や
遊戲療法などの心理療法、心理査定技法や調査の
方法、描画や箱庭などのイメージ表現の理解の仕方
等を学びます。こうした専門的な知識と技能は、卒業
後に社会で活かされるばかりでなく、修士課程に進学
し臨床心理士の資格を取得することにつながります。

相関教育システム論系
　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究す
ることを目的にしています。
　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
　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的観点から考察する
力を養います。

生涯教育学
　学校教育を超えて、広く人間社会における教育と
文化を分析する視点と方法を学びます。具体的には
生涯教育、図書館情報、メディア文化の諸問題を考
え、生涯教育では学習と実践を重視します。

比較教育学・教育政策学
　各国の教育制度、政策、実践、理論などを理解
する国際的な視野と考え方を学ぶとともに、政策科学
的な観点から教育の行財政制度と具体的な政策立
案について学びます。

卒業後の進路

2014年度実績　教育学部の平成26年度の卒業生は69名で、そのうち37名（約54%）が就職
しています。
　そのなかには、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31名（約45%）が大学院に進学しています。残り1名（約1%）がフリーラ
ンスとなっています。

就職先の例
兵庫県立高校教員／南山高等・中学校男子部教員／奈良県庁／岡山県庁／
神戸市役所／キリン株式会社／三井不動産株式会社／阪急電鉄株式会社／
古河電機工業／川崎重工業（株）／三菱電機／伊藤園／Ｐ＆Ｇ株式会社／
花王株式会社／（株）ミキハウス／三菱商事株式会社／南都銀行／明治安田生命
保険など

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。

卒業生メッセージ
2014年 現代教育基礎学系卒業
山梨県立市川高等学校教諭

（甲府西高等学校（山梨県）出身）

三森  彩乃  さん

これからの社会を生き抜くために
　教育学部で学んだことが社会に出てからどんな役に立つのか？という問いに
ついて、学生の方から質問されることが多くあります。その背景には、経済
や法律のようにビジネスに直結しない学問というイメージがあるからだと思いま
す。しかし、現在私は人材業界の会社で企画・開発を行っていますが、教
育学部で見聞きし経験したこと、特に認知心理学で学んだことは今でも私の
仕事のベースになっています。
　例えば最近のビジネスの現場で求められるのは、変化が激しく曖昧な状況
の中で思考・決断・行動していくことです。そう、「人のこころ」という実体
がなく曖昧なものに焦点をあて、統計学によっ
て可視化し評価するという認知心理学のアプ
ローチにとても似ているのです。
　これからの社会を生き抜くために必要なこ
と、ぜひ教育学部で楽しみながら学んでみま
せんか？

目標に向かうエネルギーをくれる場所
　私は理系入試でこの学部に入学しました。高校3年になってから「カウンセ
ラーになりたい」と思うようになり、理系選択の自分でも臨床心理学を学ぶことの
できる教育学部の受験を決めました。現在は教育心理学系に所属しています。
入学時はカウンセラーを目指していましたが、大学の講義から刺激をうけ、今
は心に苦しみを抱える人を助けられる研究をすることを目指して勉強をしていま
す。ここは1学年60人の小さな学部ですが、いろんな経験をもつ個性豊かな
人々が集まって、お互いに影響しながら自分のやりたいことへと向かっている、
エネルギーに溢れた場所です。
　受験勉強はつらくなることもあると思
いますが、そんなときは大学に入って
からやりたいことを想像してみてくださ
い。目標につながると思えば、勉強が
少し楽しくなるのではないでしょうか。

教師になって思うこと
　大学では教育方法学を専攻し、国語教育について卒論を書きました。「学
問とは、問いを立て続けること」とはゼミの先生の言葉ですが、卒論執筆は
その奥深さと格闘しながらの大冒険でした。図書館にこもって同じ文献を何
度も繰り返し読んだり、資料を求めて各地へ足を運んだり、いざ書こうとする
と自分の言葉が出てこなかったり…。苦労の連続でしたが、続けていると、ぱっ
と景色が変わり目の前が開かれる瞬間が訪れ、わくわくしたものです。
　教壇に立って２年目になりますが、今、私の支えとなっているのは、各方面
で奮闘している大学の仲間、自由の学風の中で知った様々な価値観、そして

「問いを立てて考え続ける」という姿勢
です。高校生が、考えることの面白さ
を知り、学問への扉を開きたくなるよう
な授業を目指し、教師として精進した
いと思います。

在校生メッセージ
教育心理学系4回生

（倉吉東高等学校（鳥取県）出身）

大津  尚子  さん

卒業生メッセージ
2009年 教育心理学系卒業

（株）リクルートキャリア 勤務
（洛星高等学校（京都府）出身）

湯浅  大輔  さん

Message

なんでもあり学部
　「将来は学校の先生になるの？」私の所属を知った人はたいてい私にこう尋
ねます。やはり「教育」と聞くと学校教育を連想する人が多いようです。しか
し、京大教育学部では学校教育だけにとどまらず、社会のなかで行われる「人
の学び」すべてを対象としています。実際に教育学部の人たちは、教育とい
う枠組みにとらわれず各々が本当に幅広く様々なものに興味を持って学んでい
ます。また内容だけでなくアプローチの仕方も様々で教育学や心理学、社会
学といった多様な視点からものごとを見ることができます。
　このように、京大教育学部は自分の学びたいことを自分の好きな方法で学
ぶことができる、まさになんでもあり学
部です。そんな学部での学びは本当
に質が高く充実しています。皆さんも
ぜひ京都大学教育学部に学びに来
てはいかがでしょうか。

在校生メッセージ
相関教育システム論系4回生

（大垣北高等学校（岐阜県）出身）

馬渕  拓真  さん

系の紹介

教育科学科 

教育心理学／認知心理学／臨床心理学／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／文化社会学／社会調査／
メディア文化論／生涯教育学／図書館情報学／
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／
発達科学／障害児教育論

相関教育
システム論系 

現代教育基礎学系 

▲教育学部サテライト演習室

▲小学校でのフィールドワーク ▲京北町での生涯教育フィールド調査▲脳機能を測定する心理学実験

進学
（大学院）
45%

就職54%

その他
1%
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法学部の教育

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 と々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。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。

●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・応用科学系科
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6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。

●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、国際法第一
部、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、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）。

法学部のホームページ
http://law.kyoto-u.ac.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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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 と々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。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。

●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・応用科学系科
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6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。

●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、国際法第一
部、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、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）。

法学部のホームページ
http://law.kyoto-u.ac.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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法学部
Faculty of Law

法学部専門科目
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、フランス法、
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（民事執行・保全法、日本政治思想史、外交史、
Introduction to European Law、Japanese Politics 
from a Comparative Perspective、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（メディア法）、演習

経済学部開講科目
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、租税論、財政学、経済史1、経済史2、
金融論、金融政策、基礎統計学、経済統計学、
会計学1、会計学2、経済学史、社会政策論、公
共政策論

演習
法理学、法社会学、日本法制史、東洋法史、英米法、
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、社会保障法、刑法、
刑事訴訟法、政治原論、比較政治学、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

卒業後の進路

法学部4年間の学生生活イメージ

卒業生メッセージ 
2012年 法学部卒業
2013年 司法試験合格
2014年 法科大学院
　　　　（法学研究科法曹養成専攻）修了
法学研究科法政理論専攻・博士後期課程

（長田高等学校（兵庫県）出身）

安永  祐司  さん

好奇心を大切に
　記者になりたい。そのために、法律や政治の知識を身につけよう。どうせ
なら「おもしろい人」が集まると噂の、京都大学で。そうして京都大学法学部
への進学を決めた、私の選択は大当たり。学部生活の４年間、たくさんの個
性的な教授・学友に出会い、幅広い分野への興味を深めることができました。
　本学部が何かを強制するということは、ほとんどありません。ただ、「自由
に学ぶ」ことが求められます。そのなかで、「なぜ」を放っておかず、とことん
議論する力が身につきました。現在は駆け出し記者として、ニュースを追う毎
日です。学部生活を通じて身につけた力が、日々 試されていると感じます。
　受験生の皆さんへ。本学部には、
好奇心に応えてくれるすばらしい環境
があります。自由は時に厳しいです
が、たくさん揉まれていってください。
応援しています。

仲間との「議論」ができる場
　京都大学法学部の一番の魅力は、仲間との「議論」だと思います。法学部
には独創的な考えを持った人がたくさんいます。しかもその考えは、論理的思
考を経て、きちんとした根拠づけがなされています。そのような考えを持った仲
間と本気で議論することによって得られる刺激は、他では味わえないと思います。
　僕自身も、模擬裁判を行うサークルに所属し、原告・被告に分かれて議
論を行う中で、多くの魅力的な考え・発想を持つ人々に巡り合うことができま
した。こうした出会いは、僕自身の考え方にも変化をもたらし、より柔軟な思
考ができるになったと思います。
　仲間との交流の中で身につけた柔
軟な思考は、法律の議論だけでなく、
様々な場面で役立つと思います。受
験生の皆さん、京大での充実した学
生生活を目指して、頑張ってください。
応援しています。

自由に学問をする環境
　世の中には、親族・近隣トラブルなど身近な問題から、基地移設、原発稼
働などの社会問題まで沢山の紛争があります。そこでより多くの人が納得できる
解決・予防策を提示するためには、法律知識だけではなく、問題点を発見し、
先例を調査し、自分で考え、ときに先輩・友人・後輩と議論して理解を深める
ことが必要となります。これは、法律家に限らず、どんな職業に就いても求めら
れることだと思います。京都大学法学部は、そのような素養を身につけるために
は間違いなく最高の環境です。研究・法整備の第一線で活躍され、熱心に
指導して下さる先生方、勉強熱心で議論好きな学生、充実した図書館・学習室、
そして歴史と伝統、これら全てが、京
都大学法学部の誇る、自由に学問を
する環境を形作っています。皆さんも、
ここで一緒に学んでみませんか。

在校生メッセージ
法学部3回生

（多治見北高等学校（岐阜県）出身）

若尾  和海  さん

卒業生メッセージ
2015年 卒業
朝日新聞社 記者

（千葉高等学校（千葉県）出身）

石川  春菜  さん

Message

贅沢な4年間を存分に活かしてください！
　京都大学に入って一番良かったことは、自分よりはるかに志も能力も高い
学友に囲まれ、高度な教育を受けられたことだと思います。それによって自分
の世界が広がったと共に、様々な場面において自分に求めるものの質が高く
なったと感じます。私は実際２回生の時に、現在では代表を努めさせて頂い
ているビジネス交渉サークルINCと出会い、尊敬できる先輩や仲間、外務省
や企業の法務部などで活躍しているOB・OGの方 と々接する中でたくさんの
刺激を受けたことで、今少しずつではありますが、将来どのようなキャリアを
歩み、どのような人間になりたいのかが見えてきました。たくさん勉強して、
色んなことを経験し、じっくり自分の将
来を考えること、それこそが京都大
学が与えてくれる贅沢な４年間だと私
は思います。

在校生メッセージ
法学部４回生

（International School Hamburg 
（ドイツ・ハンブルク）出身）

堀尾  幸加  さん

専門科目

2014年度実績

就職先の例
国家・地方公務員／日本政策金融公庫／三井住友銀行／三菱東京UFJ銀行／
三井住友信託銀行／みずほ証券／野村證券／住友商事／大阪ガス／関西電力／
西日本旅客鉄道／近畿日本鉄道／西日本電信電話／毎日放送／朝日新聞社／
博報堂／トヨタ自動車／キヤノン／神戸製鋼所／日本たばこ産業／富士フイルム／
三菱地所

　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
80%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26%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。

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）

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。

クラス発表
10あるクラスで、クラスメートと初顔合わせ。

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。

後期試験
あっというまの1年の、ひとつの結果が出る。

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。

合格発表
新生活に胸を
ふくらませ、
入学準備に奔走。

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。

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。

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。

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。

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、試験に向けて猛勉強。
一般企業志望は情報収集のため多忙な日々。

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。

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。

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。

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。

進路を意識する
インターンシップ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、進路を意識する。

就職広報活動開始
企業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。

1回生 2回生 3回生 4回生入学 卒業

進学
（大学院）
31%

その他
10%

就職59%
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法学部
Faculty of Law

法学部専門科目
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、フランス法、
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（民事執行・保全法、日本政治思想史、外交史、
Introduction to European Law、Japanese Politics 
from a Comparative Perspective、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（メディア法）、演習

経済学部開講科目
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、租税論、財政学、経済史1、経済史2、
金融論、金融政策、基礎統計学、経済統計学、
会計学1、会計学2、経済学史、社会政策論、公
共政策論

演習
法理学、法社会学、日本法制史、東洋法史、英米法、
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、社会保障法、刑法、
刑事訴訟法、政治原論、比較政治学、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

卒業後の進路

法学部4年間の学生生活イメージ

卒業生メッセージ 
2012年 法学部卒業
2013年 司法試験合格
2014年 法科大学院
　　　　（法学研究科法曹養成専攻）修了
法学研究科法政理論専攻・博士後期課程

（長田高等学校（兵庫県）出身）

安永  祐司  さん

好奇心を大切に
　記者になりたい。そのために、法律や政治の知識を身につけよう。どうせ
なら「おもしろい人」が集まると噂の、京都大学で。そうして京都大学法学部
への進学を決めた、私の選択は大当たり。学部生活の４年間、たくさんの個
性的な教授・学友に出会い、幅広い分野への興味を深めることができました。
　本学部が何かを強制するということは、ほとんどありません。ただ、「自由
に学ぶ」ことが求められます。そのなかで、「なぜ」を放っておかず、とことん
議論する力が身につきました。現在は駆け出し記者として、ニュースを追う毎
日です。学部生活を通じて身につけた力が、日々 試されていると感じます。
　受験生の皆さんへ。本学部には、
好奇心に応えてくれるすばらしい環境
があります。自由は時に厳しいです
が、たくさん揉まれていってください。
応援しています。

仲間との「議論」ができる場
　京都大学法学部の一番の魅力は、仲間との「議論」だと思います。法学部
には独創的な考えを持った人がたくさんいます。しかもその考えは、論理的思
考を経て、きちんとした根拠づけがなされています。そのような考えを持った仲
間と本気で議論することによって得られる刺激は、他では味わえないと思います。
　僕自身も、模擬裁判を行うサークルに所属し、原告・被告に分かれて議
論を行う中で、多くの魅力的な考え・発想を持つ人々に巡り合うことができま
した。こうした出会いは、僕自身の考え方にも変化をもたらし、より柔軟な思
考ができるになったと思います。
　仲間との交流の中で身につけた柔
軟な思考は、法律の議論だけでなく、
様々な場面で役立つと思います。受
験生の皆さん、京大での充実した学
生生活を目指して、頑張ってください。
応援しています。

自由に学問をする環境
　世の中には、親族・近隣トラブルなど身近な問題から、基地移設、原発稼
働などの社会問題まで沢山の紛争があります。そこでより多くの人が納得できる
解決・予防策を提示するためには、法律知識だけではなく、問題点を発見し、
先例を調査し、自分で考え、ときに先輩・友人・後輩と議論して理解を深める
ことが必要となります。これは、法律家に限らず、どんな職業に就いても求めら
れることだと思います。京都大学法学部は、そのような素養を身につけるために
は間違いなく最高の環境です。研究・法整備の第一線で活躍され、熱心に
指導して下さる先生方、勉強熱心で議論好きな学生、充実した図書館・学習室、
そして歴史と伝統、これら全てが、京
都大学法学部の誇る、自由に学問を
する環境を形作っています。皆さんも、
ここで一緒に学んでみませんか。

在校生メッセージ
法学部3回生

（多治見北高等学校（岐阜県）出身）

若尾  和海  さん

卒業生メッセージ
2015年 卒業
朝日新聞社 記者

（千葉高等学校（千葉県）出身）

石川  春菜  さん

Message

贅沢な4年間を存分に活かしてください！
　京都大学に入って一番良かったことは、自分よりはるかに志も能力も高い
学友に囲まれ、高度な教育を受けられたことだと思います。それによって自分
の世界が広がったと共に、様々な場面において自分に求めるものの質が高く
なったと感じます。私は実際２回生の時に、現在では代表を努めさせて頂い
ているビジネス交渉サークルINCと出会い、尊敬できる先輩や仲間、外務省
や企業の法務部などで活躍しているOB・OGの方 と々接する中でたくさんの
刺激を受けたことで、今少しずつではありますが、将来どのようなキャリアを
歩み、どのような人間になりたいのかが見えてきました。たくさん勉強して、
色んなことを経験し、じっくり自分の将
来を考えること、それこそが京都大
学が与えてくれる贅沢な４年間だと私
は思います。

在校生メッセージ
法学部４回生

（International School Hamburg 
（ドイツ・ハンブルク）出身）

堀尾  幸加  さん

専門科目

2014年度実績

就職先の例
国家・地方公務員／日本政策金融公庫／三井住友銀行／三菱東京UFJ銀行／
三井住友信託銀行／みずほ証券／野村證券／住友商事／大阪ガス／関西電力／
西日本旅客鉄道／近畿日本鉄道／西日本電信電話／毎日放送／朝日新聞社／
博報堂／トヨタ自動車／キヤノン／神戸製鋼所／日本たばこ産業／富士フイルム／
三菱地所

　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
80%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26%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。

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）

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。

クラス発表
10あるクラスで、クラスメートと初顔合わせ。

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。

後期試験
あっというまの1年の、ひとつの結果が出る。

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。

合格発表
新生活に胸を
ふくらませ、
入学準備に奔走。

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。

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。

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。

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。

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、試験に向けて猛勉強。
一般企業志望は情報収集のため多忙な日々。

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。

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。

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。

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。

進路を意識する
インターンシップ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、進路を意識する。

就職広報活動開始
企業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。

1回生 2回生 3回生 4回生入学 卒業

進学
（大学院）
31%

その他
10%

就職59%
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経済学部
Faculty of Economics

経済学部の教育

▲授業風景

●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。

●「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。

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）を行ってお
り、平成28年度入試からは特色入試（25名）を導
入します。それは、数学などに現れる理科的才能
や、総合的な学力とともに、長文読解力、問題
発見力、論理的思考、柔軟な思考と創造性、そ
して高い自学自習の能力が経済学に結びつくこと
を期待しているからです。

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。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、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。さらに、
平成28年度入試から特色入試も導入します。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
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経済学部の教育

▲授業風景

●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。

●「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。

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）を行ってお
り、平成28年度入試からは特色入試（25名）を導
入します。それは、数学などに現れる理科的才能
や、総合的な学力とともに、長文読解力、問題
発見力、論理的思考、柔軟な思考と創造性、そ
して高い自学自習の能力が経済学に結びつくこと
を期待しているからです。

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。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、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。さらに、
平成28年度入試から特色入試も導入します。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
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ミクロ経済学
　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。

マクロ経済学
　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。

卒業生メッセージ
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

社会経済学
　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。

経営学
　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。

会計学
　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。

情報処理
　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。

基礎統計学
　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 な々推定や、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。

現代経済事情
　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。

経済史・思想史
　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。

入門科目紹介

卒業後の進路

京都大学でできること
　僕と京大との関係は生まれて間もなくから始まりました。「行人」という僕の
名前は京大出身の作家、綾辻行人さんから来ており、アルバムも綾辻さんの

「いつか京都大学に、」という言葉が添えられた手紙から始まっています。そ
んな理由もあり、小さいころから京都大学に憧れを持っていました。
　僕が大学で思い出に残っているのは、シンガポールへの交換留学とゼミで
の研究です。大学が提供している交換留学では自分の視野を世界に広げる
ことができ、ゼミでは自分自身で問題を考え、答えを探っていく姿勢を学ぶこと
ができたと思います。
　このように京都大学は、自分でやりたいことを見つけ、自分でチャンスを掴
みに行けば次々に新しい世界を切り
開くことができる素晴らしい大学だと
思います。みなさんと今後どこかでお
会いできることを楽しみにしています。

“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。

在校生メッセージ
経済経営学科4回生

（浜松北高等学校（静岡県）出身）

船窪  行人  さん

Message

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 !

卒業生メッセージ
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

経済学部
Faculty of Economics

2014年度実績　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。学会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。

就職先の例
三井住友銀行／監査法人トーマツ／三菱商事／住友商事／大阪ガス／三菱東京
ＵＦＪ銀行／東京海上日動火災保険／西日本旅客鉄道／東海旅客鉄道／みずほ
フィナンシャルグループ／あずさ監査法人／トヨタ自動車／関西電力／京都銀行／
日本銀行／日本航空／日本放送協会／経済産業省／財務省／金融庁／厚生労働省／
府県庁／市役所

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。 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

経済学部で取得できる教育職員免許の種類及び教科

なりたい自分へ近づくために
　時計台に憧れ、志望した京都大学。その中でも投資や経済の仕組みに興
味があった私は経済学部への入学を決めました。私の転機は、京都大学経
済学部特有の2回生から始まるゼミでした。国際金融のゼミで経済について
真剣に学ぶ仲間と出会い、チームで論文を執筆したり、他大学と交流した経
験は、経済についての理解関心を深めただけでなく、今後のやりたいことを
見つける大きなきっかけにもなりました。ゼミで得られた自信や経験は大きく、
将来は日本経済に貢献できる人になりたいと考えています。
　本学部の強みは自由な環境ですが、逆に言えば自分から何か行動しなけ
れば何も起こりません。受験生のみな
さんも1年後だけでなくこれからの自
分を見据えて、素敵な大学生活を過
ごせるよう主体的に頑張ってください。

在校生メッセージ
経済経営学科4回生

（北野高等学校（大阪府）出身）

岡崎  愛  さん

進学（大学院）
10.0%

その他
4.3%

就職85.7%
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ミクロ経済学
　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。

マクロ経済学
　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。

卒業生メッセージ
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

社会経済学
　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。

経営学
　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。

会計学
　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。

情報処理
　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。

基礎統計学
　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 な々推定や、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。

現代経済事情
　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。

経済史・思想史
　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。

入門科目紹介

卒業後の進路

京都大学でできること
　僕と京大との関係は生まれて間もなくから始まりました。「行人」という僕の
名前は京大出身の作家、綾辻行人さんから来ており、アルバムも綾辻さんの

「いつか京都大学に、」という言葉が添えられた手紙から始まっています。そ
んな理由もあり、小さいころから京都大学に憧れを持っていました。
　僕が大学で思い出に残っているのは、シンガポールへの交換留学とゼミで
の研究です。大学が提供している交換留学では自分の視野を世界に広げる
ことができ、ゼミでは自分自身で問題を考え、答えを探っていく姿勢を学ぶこと
ができたと思います。
　このように京都大学は、自分でやりたいことを見つけ、自分でチャンスを掴
みに行けば次々に新しい世界を切り
開くことができる素晴らしい大学だと
思います。みなさんと今後どこかでお
会いできることを楽しみにしています。

“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。

在校生メッセージ
経済経営学科4回生

（浜松北高等学校（静岡県）出身）

船窪  行人  さん

Message

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 !

卒業生メッセージ
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

経済学部
Faculty of Economics

2014年度実績　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。学会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。

就職先の例
三井住友銀行／監査法人トーマツ／三菱商事／住友商事／大阪ガス／三菱東京
ＵＦＪ銀行／東京海上日動火災保険／西日本旅客鉄道／東海旅客鉄道／みずほ
フィナンシャルグループ／あずさ監査法人／トヨタ自動車／関西電力／京都銀行／
日本銀行／日本航空／日本放送協会／経済産業省／財務省／金融庁／厚生労働省／
府県庁／市役所

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。 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

経済学部で取得できる教育職員免許の種類及び教科

なりたい自分へ近づくために
　時計台に憧れ、志望した京都大学。その中でも投資や経済の仕組みに興
味があった私は経済学部への入学を決めました。私の転機は、京都大学経
済学部特有の2回生から始まるゼミでした。国際金融のゼミで経済について
真剣に学ぶ仲間と出会い、チームで論文を執筆したり、他大学と交流した経
験は、経済についての理解関心を深めただけでなく、今後のやりたいことを
見つける大きなきっかけにもなりました。ゼミで得られた自信や経験は大きく、
将来は日本経済に貢献できる人になりたいと考えています。
　本学部の強みは自由な環境ですが、逆に言えば自分から何か行動しなけ
れば何も起こりません。受験生のみな
さんも1年後だけでなくこれからの自
分を見据えて、素敵な大学生活を過
ごせるよう主体的に頑張ってください。

在校生メッセージ
経済経営学科4回生

（北野高等学校（大阪府）出身）

岡崎  愛  さん

進学（大学院）
10.0%

その他
4.3%

就職85.7%



自然への疑問。自然からの声。そして自然の理に学ぶ。
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理学部
Faculty of Science

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により全学部の
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

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
●高等学校の教育課程の修得により培われる十

分な科学的素養、論理的合理的思考力と語
学能力を有し、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。
　京都大学理学部は理学科のみの一学科制を
とっています。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。

▲化学実験風景

も多数含まれています。また、専門基礎科目は自
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。
　理学部には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。

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
ことを勧める意図ではなく、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等について。
　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。
　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
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理学部
Faculty of Science

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により全学部の
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

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
●高等学校の教育課程の修得により培われる十

分な科学的素養、論理的合理的思考力と語
学能力を有し、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。
　京都大学理学部は理学科のみの一学科制を
とっています。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。

▲化学実験風景

も多数含まれています。また、専門基礎科目は自
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。
　理学部には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。

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
ことを勧める意図ではなく、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等について。
　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。
　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
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数理科学系
　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 に々創出されています。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

卒業生メッセージ
2015年 生物科学系卒業
理学研究科生物科学専攻修士課程1回生

（函館ラ・サール高等学校（北海道）出身）

伊藤  僚祐  さん

物理科学系
　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、原子核理論、
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

地球惑星科学系
　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

化学系
　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 と々あります。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
　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

各系の紹介

卒業後の進路

再出発のきっかけとそこにあった環境
　私は数学の問題を解くのが好きで、大学でも数学をしたいという理由から、
京都大学理学部に入学を決めました。
　ただ、大学で学ぶ数学は、高校で学ぶ数学よりもはるかに抽象的で広くて
深いです。最初のうちはなかなかそれに慣れることができず、楽しさを感じな
くなってしまいました。しかし、2年生でそれまでに習ったことのない内容（応
用数学と分類されるもの）のセミナー形式の授業に参加し、具体的な目標の
ために少人数で密に学習することで、楽しさ・面白さを再び感じられるように
なりました。今でもそのセミナーで学んだ内容に近いことを勉強しています。
　京都大学は、勉強したいと思えば、
サポートしてくれる環境があります。
特に近くに仲間がいてくれることは大
きいです。興味関心を一緒に共有で
きる仲間をつくりに来ませんか？

ゆるやかな専門化
　京大理学部の大きな特徴として、理学の中のどの分野を専攻するかを入
学して2年間は決めないことが挙げられます。化学や物理などの専門科目が
決まるまでの間、大学での授業はもちろんのこと友達との会話の中でも様々な
分野に触れる機会が多く、サイエンス全体への広く深い興味を持つことがで
きます。
　配属された研究室では、入ってすぐの4回生ものびのびと実験に取り組む
ことができ、楽しい研究生活を送っています。まだ誰も見たことがない分子を
自分たちの手で作り、まだ誰も起こしていない反応が目の前で起きていく毎日
はとてもわくわくします。
　将来の夢や学びたいことがまだ決
まっていなくても、面白いと思えること
が理学部の授業の中できっと見つか
るはずです。ぜひ京大に来て理学を
究めてください。

研究を志すには最高の環境
　私が京都大学理学部を志したのは、フィールド研究の盛んな京都大学で
動物学を学びたいと考えたからです。実際に、１年次より履修できる基礎生
物学実習、生物学実験、３年次に履修できる生物学実習では、実際に研究
の第一線で活躍されている先生方の元で、フィールド研究の手法や考え方を
学ぶ機会が得られました。そして、これらの経験は現在の私の所属研究室
や研究テーマを決める要因となりました。
　京都大学理学部では求める人には、ゼミやディスカッションなど、知識や理
解をより深める機会が積極的に与えられます。研究を志し、新たな事象を自
らの手で発見したいと考えている方に
とって、京都大学理学部は素晴らし
い場所だと思います。

在校生メッセージ
化学系4回生

（灘高等学校（兵庫県）出身）

齊藤  颯  さん

卒業生メッセージ
2015年 数理科学系卒業
理学研究科数学・数理解析専攻修士課程１回生

（白陵高等学校（兵庫県）出身）

川口  澄恵  さん

Message

やりたいことが見つかる
　京都という歴史ある自然豊かな土地、京都大学が持つ自由の学風、そして
理学部の大きな特徴であるゆるやかな専門化にひかれ、京都大学理学部に入
学しました。入学当初は、物理と化学に興味があり、それらの授業を多く受け
ていく中で、次第に物理を学びたいという思いが強くなりました。そして授業の
中で紹介された、宇宙で輝く銀河の写真や太陽の動画に魅せられて、宇宙物
理に興味を抱くようになり、3回生になる際に宇宙物理系に系登録しました。今
はまだ座学ばかりですが、実際に観測に行くことをとても楽しみにしています。
　理科や数学が好きなみなさん、今はまだやりたいことがはっきりと決まってい
なくても、京都大学理学部に入学し
て、様々なことを学んでみてください。
授業を受けたり、先輩の話を聞いた
り、友人と語り合ったりする中できっと、
自分の好きなこと、やりたいことが見
つかると思います。

在校生メッセージ
物理科学系3回生

（神戸女学院高等学部（兵庫県）出身）

徳田  怜実  さん

理学部
Faculty of Science

2014年度実績

　理学部を卒業後、大学院に進学する者が全体の
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ものは
毎年100名程度です。

就職先の例
アートディンク／アスリートプランニング／ウィルウェイ／
鶯谷中学・高等学校／エイベック研究所／ＮＫＥ／
大阪府立高等学校／オースビー／岡崎市／紀本電子
工業／京都光華中学・高等学校／京都府／グッド
ライフＯＳ／国際協力機構（ＪＩＣＡ）／ザイマックス・
ビルマネジメント／ソフトバンクグループ／太陽生命
保険／タクトシステムズ／東京海上日動あんしん生命
保険／富山県庁／日本ＩＢＭシステムズエンジニア
リング／日本ウィルテックソリューション／日本漢字
能力検定協会／日本コントロールシステム／博報堂
プロダクツ／兵神装備／三井住友銀行／三谷商事／
明治／代々木ゼミナール／リクルートジョブズ／
リバー産業／ワークスアプリケーションズ

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。

▲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。

▲3回生向け地質科学野外巡検で大島半島を訪れ、超丹波帯と
丹波帯のナップ境界断層帯を観察している様子。 ▲パーディクルボンバードメントによる植物への遺伝子導入

▲化学系の実験風景

▲数理科学系の講義風景

進学（大学院等）
79.8%

その他8.7%

就職
11.5%
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数理科学系
　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 に々創出されています。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

卒業生メッセージ
2015年 生物科学系卒業
理学研究科生物科学専攻修士課程1回生

（函館ラ・サール高等学校（北海道）出身）

伊藤  僚祐  さん

物理科学系
　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、原子核理論、
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

地球惑星科学系
　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

化学系
　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 と々あります。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
　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

各系の紹介

卒業後の進路

再出発のきっかけとそこにあった環境
　私は数学の問題を解くのが好きで、大学でも数学をしたいという理由から、
京都大学理学部に入学を決めました。
　ただ、大学で学ぶ数学は、高校で学ぶ数学よりもはるかに抽象的で広くて
深いです。最初のうちはなかなかそれに慣れることができず、楽しさを感じな
くなってしまいました。しかし、2年生でそれまでに習ったことのない内容（応
用数学と分類されるもの）のセミナー形式の授業に参加し、具体的な目標の
ために少人数で密に学習することで、楽しさ・面白さを再び感じられるように
なりました。今でもそのセミナーで学んだ内容に近いことを勉強しています。
　京都大学は、勉強したいと思えば、
サポートしてくれる環境があります。
特に近くに仲間がいてくれることは大
きいです。興味関心を一緒に共有で
きる仲間をつくりに来ませんか？

ゆるやかな専門化
　京大理学部の大きな特徴として、理学の中のどの分野を専攻するかを入
学して2年間は決めないことが挙げられます。化学や物理などの専門科目が
決まるまでの間、大学での授業はもちろんのこと友達との会話の中でも様々な
分野に触れる機会が多く、サイエンス全体への広く深い興味を持つことがで
きます。
　配属された研究室では、入ってすぐの4回生ものびのびと実験に取り組む
ことができ、楽しい研究生活を送っています。まだ誰も見たことがない分子を
自分たちの手で作り、まだ誰も起こしていない反応が目の前で起きていく毎日
はとてもわくわくします。
　将来の夢や学びたいことがまだ決
まっていなくても、面白いと思えること
が理学部の授業の中できっと見つか
るはずです。ぜひ京大に来て理学を
究めてください。

研究を志すには最高の環境
　私が京都大学理学部を志したのは、フィールド研究の盛んな京都大学で
動物学を学びたいと考えたからです。実際に、１年次より履修できる基礎生
物学実習、生物学実験、３年次に履修できる生物学実習では、実際に研究
の第一線で活躍されている先生方の元で、フィールド研究の手法や考え方を
学ぶ機会が得られました。そして、これらの経験は現在の私の所属研究室
や研究テーマを決める要因となりました。
　京都大学理学部では求める人には、ゼミやディスカッションなど、知識や理
解をより深める機会が積極的に与えられます。研究を志し、新たな事象を自
らの手で発見したいと考えている方に
とって、京都大学理学部は素晴らし
い場所だと思います。

在校生メッセージ
化学系4回生

（灘高等学校（兵庫県）出身）

齊藤  颯  さん

卒業生メッセージ
2015年 数理科学系卒業
理学研究科数学・数理解析専攻修士課程１回生

（白陵高等学校（兵庫県）出身）

川口  澄恵  さん

Message

やりたいことが見つかる
　京都という歴史ある自然豊かな土地、京都大学が持つ自由の学風、そして
理学部の大きな特徴であるゆるやかな専門化にひかれ、京都大学理学部に入
学しました。入学当初は、物理と化学に興味があり、それらの授業を多く受け
ていく中で、次第に物理を学びたいという思いが強くなりました。そして授業の
中で紹介された、宇宙で輝く銀河の写真や太陽の動画に魅せられて、宇宙物
理に興味を抱くようになり、3回生になる際に宇宙物理系に系登録しました。今
はまだ座学ばかりですが、実際に観測に行くことをとても楽しみにしています。
　理科や数学が好きなみなさん、今はまだやりたいことがはっきりと決まってい
なくても、京都大学理学部に入学し
て、様々なことを学んでみてください。
授業を受けたり、先輩の話を聞いた
り、友人と語り合ったりする中できっと、
自分の好きなこと、やりたいことが見
つかると思います。

在校生メッセージ
物理科学系3回生

（神戸女学院高等学部（兵庫県）出身）

徳田  怜実  さん

理学部
Faculty of Science

2014年度実績

　理学部を卒業後、大学院に進学する者が全体の
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ものは
毎年100名程度です。

就職先の例
アートディンク／アスリートプランニング／ウィルウェイ／
鶯谷中学・高等学校／エイベック研究所／ＮＫＥ／
大阪府立高等学校／オースビー／岡崎市／紀本電子
工業／京都光華中学・高等学校／京都府／グッド
ライフＯＳ／国際協力機構（ＪＩＣＡ）／ザイマックス・
ビルマネジメント／ソフトバンクグループ／太陽生命
保険／タクトシステムズ／東京海上日動あんしん生命
保険／富山県庁／日本ＩＢＭシステムズエンジニア
リング／日本ウィルテックソリューション／日本漢字
能力検定協会／日本コントロールシステム／博報堂
プロダクツ／兵神装備／三井住友銀行／三谷商事／
明治／代々木ゼミナール／リクルートジョブズ／
リバー産業／ワークスアプリケーションズ

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。

▲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。

▲3回生向け地質科学野外巡検で大島半島を訪れ、超丹波帯と
丹波帯のナップ境界断層帯を観察している様子。 ▲パーディクルボンバードメントによる植物への遺伝子導入

▲化学系の実験風景

▲数理科学系の講義風景

進学（大学院等）
79.8%

その他8.7%

就職
11.5%
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Faculty of Medicine

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。
　これらを通じて卒業認定後に、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。

●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

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。

▲臨床実習風景（腎臓内科学） ▲医学部図書館

▲病理学各論授業風景

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が
必要とされます。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
が整えられています。

●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。国際的に活躍する医学者・医療
人を育成するために、第１学年での外国人教師によ
る英語での生物学授業が開始されました。
　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、身をもって最新の医学研究を体験できる機会と
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、平成26年度よ
り新しい実習カリキュラムを導入し、より参加型に重
点をおいた実習を実施しています。
　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。

地域の医療機関との連携により医療の効率を上げ
る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。京大病院には移植医療や、
分子治療、あるいはiPS診療部など最先端の医療
があり、世界の最前線を経験できます。がん専門
病棟も整備され、診療・治療・教育の場として充
実した施設です。
　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を
指導しており、豊富な臨床経験に基づいた少人数
教育が行われます。このような密度の高い臨床教
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。

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

１回生 ２回生 ３回生 ４回生 ５回生 ６回生

共用試験（CBT、OSCE）

　 教養科目
（全学共通科目）

人文・社会科学
自然・応用科学
外国語科目　など 臨床実習
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基礎医学
社会医学
臨床医学
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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。
　これらを通じて卒業認定後に、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。

●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

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。

▲臨床実習風景（腎臓内科学） ▲医学部図書館

▲病理学各論授業風景

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が
必要とされます。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
が整えられています。

●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。国際的に活躍する医学者・医療
人を育成するために、第１学年での外国人教師によ
る英語での生物学授業が開始されました。
　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、身をもって最新の医学研究を体験できる機会と
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、平成26年度よ
り新しい実習カリキュラムを導入し、より参加型に重
点をおいた実習を実施しています。
　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。

地域の医療機関との連携により医療の効率を上げ
る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。京大病院には移植医療や、
分子治療、あるいはiPS診療部など最先端の医療
があり、世界の最前線を経験できます。がん専門
病棟も整備され、診療・治療・教育の場として充
実した施設です。
　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を
指導しており、豊富な臨床経験に基づいた少人数
教育が行われます。このような密度の高い臨床教
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。

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
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　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。

医学部医学科には公認団体が体育系・文科系合わせて29団体あり、課外における活動も活発です。

（　　　　　）

医
学
部 

医
学
科

Fa
cu

lt
y 

of
 M

ed
ic

in
e

 KYOTO UNIVERSITY  GUIDE BOOK 2016       045044       KYOTO UNIVERSITY  GUIDE BOOK 2016

基礎医学研究者育成プログラム
　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。

ラボ・ローテーション
　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
　1年次より研究室を廻り、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。

「Challenge!!」を応援する京都大学医学部
　京都大学の「自由の学風」は、新たな自分の可能性を引き出してくれます。
　私に最大の成長を与えてくれた３度の留学。特に最初の留学、Oxford大
学のSummer Internshipは、今思えば向こう見ずなチャレンジでしたが、
医学部の先生方に背中を押していただきました。当時は世界中から来る人々
の中で勝ち抜きたい、どうしても参加したいという熱意だけを持ち、無我夢中
で留学先の先生方に教えを乞いました。頂いたアドバイスや大学の至る処に
転がっている情報に感性を澄ませました。現地では、トップレベルの頭脳を持
つ人と最先端の医学の研究をする事は勿論、出会う全ての人や物に、経験
した事のない感情を抱き、感性、洞察力、自信と向上心を得たのです。そ
れは、後のHawaii大学やWashington大学への留学、いつか大学へ恩返
しがしたいという現在の励み、患者さんや多
様な職種の方と接する際のコミュニケーション
にも活きています。
　このように「Challenge ! !」を応援してくれる
京都大学医学部で、皆さんが最高の学生生
活を送られることを願っています。

研究を楽しむ
　京都大学医学部の研究室は学部学生の参加を積極的に受け入れていると
ころが多く、先生方と議論を交わしながら研究の一端を担うことが出来ます。
京大がこのような環境であることを知ったため、医学研究に漠然とした興味を
もっていた私は本学を志望しました。入学後は医学の勉強の傍らいくつかの
研究室にお邪魔し、未解明の問題に試行錯誤しながら取り組む面白さを多く
の先生方から教えて頂きました。今ではウイルス研究所で自分のプロジェクト
を持って楽しく日夜研究に取り組んでいます。
　このように研究を志向する学生には、本来のカリキュラムを超えた学びの場
も用意されており、優れた研究環境と指導者からきっと多くのものが得られると
思います。

2014年度実績

求めよ、さらば与えられん
　「初めて『自由の学風』と聞いた時は、何をしていても大丈夫みたいな無責
任な響きがして嫌だった」と面接試験で答えた覚えがあります。「自由の学風」
は「自由な学風」とは異なります。京都大学で学んでいて実感するのは、与え
られる無限の選択肢の中からどの道を進むかという自由も、それに伴う責任も
私達自身に任されていることです。
　私は、入学したばかりの頃からポケゼミを通じて基礎医学に触れられ、長期
休暇にはアメリカやドイツに留学する中で文化の違いを肌で感じることができまし
た。今は研究室に通って、先生と学生という隔たりを感じさせられることなく貪
欲に学ぶ機会を与えてもらっています。
　学ぶきっかけが求めればいくらでも与
えられ、とことん疑問に付き合って下さる
先生方や心ゆくまで話し合える友人達が
いる、今のこの環境が本当に好きです。

医学部
医学科
Faculty of Medicine

よい環境
　京都大学は自由の学風という印象が強いですが、基礎医学研究において
も自由で、充実した研究環境が整っております。学生にとっても素晴らしい環
境が用意されており、入学一年次より各講座の教授との輪読会やラボ・ロー
テーション（研究室配属）を通して、早期から一流の基礎医学の場・一流の
研究者の方 を々知ることが出来ます。その後も自主研究、大学間リトリート等、
基礎医学に触れる多くの機会があります。私自身もそういった環境に感化され
た一人であり、現在研究の場に身を置き、日々厳しさと楽しさを内包した「自
由」を享受しております。
　また京都という四季の美しく歴史の深い土
地で生活できることも大きな魅力の一つです。
是非皆様がこの大学にて自由に遊び、学び、
様々な可能性を育まれることを心よりお祈り申
し上げます。

卒業生メッセージ
2015年 卒業  
京都大学医学部附属病院 研修医

（四天王寺高等学校（大阪府）出身）

赤松  友梨  さん

在校生メッセージ
医学部医学科4回生

（智辯学園和歌山高等学校（和歌山県）出身）

石橋  茉実  さん

在校生メッセージ
医学部医学科６回生

（東大寺学園高等学校（奈良県）出身）

吉永  正憲  さん

Message

卒業後の進路

課外活動

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。

▲MD-PhDコース実験風景

▲全国リトリート2015（神戸）

▲茶道部活動風景▲メディカルコール練習風景

コース修了者からのメッセージ

　MD-PhDコースは学部学生時代の柔らかい頭脳と吸収力を保持
したままで大学院博士課程を経験し、早くから一流の研究室に参加
して博士号を取得、その後再び学部学生に戻り医師免許を取得す
るコースです。京都大学医学部の基礎研究はどの研究室も世界の
最先端を走るレベルにあり、誰も答えを知らない問題に早くから触
れることができる環境が整っています。この素晴らしい環境や制度
等を大いに利用し、臨床能力と基礎研究力のどちらも兼ね備えた
“Physician scientists”を目指すというのも皆さんの眼前に広がる
選択肢の1つです。しかも、この選択肢は皆さんしか選ぶことがで
きません。誰も通ったことのない道を一緒に開拓していきましょう！

『JRD Outstanding Paper Award 2014』受賞
（http://reproduction.jp/NewHP/JRDAward/2014.html）

2015年医学部卒業 
2005年医学部入学、
2009年医学研究科入学、
2013年医学博士修得
京都民医連中央病院  研修医

（灘高等学校（兵庫県）出身）

石井  慧  さん

その他
2.8%

医師国家試験合格 97.2%
　研修医　　　　 96.3%
　進学（大学院）　   0.9%

卒業生メッセージ
2013年 卒業 
医学研究科 医学専攻 博士課程３回生

（大阪星光学院高等学校（大阪府）出身）

宮内  英孝  さん



　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。

医学部医学科には公認団体が体育系・文科系合わせて29団体あり、課外における活動も活発です。
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基礎医学研究者育成プログラム
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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。
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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
　1年次より研究室を廻り、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
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様な職種の方と接する際のコミュニケーション
にも活きています。
　このように「Challenge ! !」を応援してくれる
京都大学医学部で、皆さんが最高の学生生
活を送られることを願っています。
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　京都大学医学部の研究室は学部学生の参加を積極的に受け入れていると
ころが多く、先生方と議論を交わしながら研究の一端を担うことが出来ます。
京大がこのような環境であることを知ったため、医学研究に漠然とした興味を
もっていた私は本学を志望しました。入学後は医学の勉強の傍らいくつかの
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の先生方から教えて頂きました。今ではウイルス研究所で自分のプロジェクト
を持って楽しく日夜研究に取り組んでいます。
　このように研究を志向する学生には、本来のカリキュラムを超えた学びの場
も用意されており、優れた研究環境と指導者からきっと多くのものが得られると
思います。
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私達自身に任されていることです。
　私は、入学したばかりの頃からポケゼミを通じて基礎医学に触れられ、長期
休暇にはアメリカやドイツに留学する中で文化の違いを肌で感じることができまし
た。今は研究室に通って、先生と学生という隔たりを感じさせられることなく貪
欲に学ぶ機会を与えてもらっています。
　学ぶきっかけが求めればいくらでも与
えられ、とことん疑問に付き合って下さる
先生方や心ゆくまで話し合える友人達が
いる、今のこの環境が本当に好きです。
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語らいから学びあい…創りあげる
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　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。

●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

授業科目の区分 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。
　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

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「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。

▲実習風景 ▲実習風景

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、放射線部、病理部、輸血部、及び総

合解剖センターにおいて、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）。  

●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。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

学　年

セメスター

科　目

全学共通科目

専門基礎科目（全専攻共通）

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

1 2 3 4

医学部人間健康科学科のホームページ
http：//www.med.kyoto-u.ac.jp/hs/
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
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　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。

●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

授業科目の区分 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。
　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

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「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。

▲実習風景 ▲実習風景

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、放射線部、病理部、輸血部、及び総

合解剖センターにおいて、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）。  

●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。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

学　年

セメスター

科　目

全学共通科目

専門基礎科目（全専攻共通）

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

1 2 3 4

医学部人間健康科学科のホームページ
http：//www.med.kyoto-u.ac.jp/hs/
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
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医学部
人間健康科学科
School of Human
Health Sciences

看護学専攻
　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。

卒業生メッセージ
2015年 人間健康科学科看護学専攻卒業
京都大学医学部付属病院 勤務

（神戸高等学校（兵庫県）出身）

中泉  歩  さん

検査技術科学専攻
　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。

理学療法学専攻
　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。大学院修士課程、博
士後期課程が併設され、幅広い領域で研究活動が
行われています。熱意ある卒業生が直接あるいは現
場での問題意識を持って大学院に進学し、先端医療
技術の開発に貢献する世界レベルの研究者を育成す
ることを目標としています。また、その他にも理学療法
士の資格を十分に活用して、医療機関や、保健・行
政機関、教育機関など幅広い分野でリーダーとして活
躍することが期待されます。
　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。

作業療法学専攻
　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 に々対し、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。

専攻紹介

卒業後の進路

自分を見つめる
　幅広い知識を学べることが、検査技術科学専攻を目指した理由です。医
療への漠然とした興味はあるけれども、具体的なイメージが湧かない。そん
な時見つけたのが「あらゆる分野を視野に入れた幅広い医学知識や技術を学
ぶ」というパンフレットの内容です。「ここなら医療を学びながら自分のやりたい
ことを探せる！」と感じ、本専攻の門を叩きました。
　京都大学では学生の自主性を尊重しています。自分が今何をしたくて、何
をすべきなのかを自分で考え、探索します。現在私は「早期診断に向けた画
像診断技術の開発」という本当に自分がしたいことを見つけ、日々 研究に励ん
でいます。京都大学という場で自己を
見つめ直し、自主的に考え、そして
行動したからこそ自分の夢が見つかっ
たのだと思います。皆様も自分の夢を
京都大学で見つけてみませんか？

作業療法を多くの人のもとへ
　皆さんは作業療法（OT）をご存知ですか？
　私は幼い頃から医学に携わりたい、病気で苦しんでおられる方の役に立ち
たいという想いはありましたが、あまりOTについては知らずに入学しました。
今も一言でOTを説明することは難しいですが、4年間の学びを通し「対象の
方にとってよりよい人生が送れるようなステージを準備する仕事」だと捉えてい
ます。今では患者さんと長く、深く関わることができるOTを選択し、熱意溢
れる先生方の下、この京都大学でOTを学ぶことができ、本当に良かったと思っ
ています。
　少子高齢化が進み、医療の個別
性が求められる今後の社会におい
て、OTの有用性について多くの人
に知ってもらいたいと考えています。
皆さんもこの京都大学で無限の可能
性を秘めたOTを学んでみませんか。

あなたらしい4年間を自ら選び進む
　看護師の勉強のみをするのではなく、幅広い知識を得られる機会をもち、
自分を成長させたい。そう思い、京都大学を志望しました。
　京都大学の魅力は、その環境と自由の校風です。自分の興味のある講義
を選択し学べる一般教養、探したい本はすぐに見つかる大きな図書館、 24
時間勉強できる自習室。そしてなにより、最先端を行く多数のプロフェッサー
と、本気で物事に取り組み励む学生がたくさんいます。しかし、それらを使う
も使わないも自由です。どんなことでも全力で機会をつかみ、とことん追求す
るとしたらこんなに最高な環境はないでしょう。
　結局私は、看護学の魅力にどっぷりはまってしまいました。それは「治す医
療」でなく「支える医療」の中心を担う職者として、全人的に一人ひとりをサポー
トできる素晴らしさを4年間で学んだ
からです。

在校生メッセージ
作業療法学専攻４回生

（洛南高等学校（京都府）出身）

新庄  真帆  さん

卒業生メッセージ
2014年 人間健康科学科検査技術科学専攻卒業
医学研究科人間健康科学系専攻検査技術科学コース

（松山東高等学校（愛媛県）出身）

梅本  勇哉  さん

Message

充実とした大学生活
　わたしはいま大学の枠を超えた理学療法学生で構成される団体（日本理学
療法学生協会）の国際部という部署に所属しています。実際に海外の学生と
交流し、自国の理学療法の発信・他国の理学療法の受信を行い、その情
報を日本の学生に伝える活動をしています。
　最初は理学療法学専攻とは、医療従事者という専門性の強い分野で、社
会に出てもコミュニティの狭い領域なのかなと思っていましたし、理学療法の養
成校の中で最高学府である京都大学では、理学療法界で名の知れた教授か
ら理学療法を学べるだけでなく、最新の医療技術や研究が数多く授業に取り
入れられています。
　しかし、この団体に入ったことにより、同じ理学療法士を目指している学生
が国内外問わずいるのだということを知り、自身
の大学での授業での取り組みや、理学療法士
に対するモチベーションの向上にもなっていま
す。この大学の枠を超えた繋がりは、今後社会
に出たときにも必ず活かされると信じ、いま充実
とした学生生活を送っています。

在校生メッセージ
理学療法学専攻３回生

（神戸高等学校（兵庫県）出身）

島  香織  さん

2014年度実績

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

進学（17）
就職（43）

その他

大学院
病院等
企業
官公庁

17
37
3
3
2

［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

進学（8）
就職（7）

大学院
病院等

8
7

［理学療法学専攻］
医療系（大学病院、リハビリテーション専門病院、一般病
院）、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］
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、児童福祉施設、一般企業、行政機関、
大学院進学など

進学（17）
就職（19）

その他

大学院
病院等
企業

17
11
8
4

進学（5）
就職（12）

大学院
病院等
企業

5
11
1

進学
（大学院）
43%

その他
10%

就職
47%

進学
（大学院）
53%

就職
47%

進学
（大学院）
27%

その他
3%

就職70%

進学
30%

就職
70%
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人間健康科学科
School of Human
Health Sciences

看護学専攻
　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。

卒業生メッセージ
2015年 人間健康科学科看護学専攻卒業
京都大学医学部附属病院 勤務

（神戸高等学校（兵庫県）出身）

中泉  歩  さん

検査技術科学専攻
　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。

理学療法学専攻
　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。大学院修士課程、博
士後期課程が併設され、幅広い領域で研究活動が
行われています。熱意ある卒業生が直接あるいは現
場での問題意識を持って大学院に進学し、先端医療
技術の開発に貢献する世界レベルの研究者を育成す
ることを目標としています。また、その他にも理学療法
士の資格を十分に活用して、医療機関や、保健・行
政機関、教育機関など幅広い分野でリーダーとして活
躍することが期待されます。
　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。

作業療法学専攻
　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 に々対し、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。

専攻紹介

卒業後の進路

自分を見つめる
　幅広い知識を学べることが、検査技術科学専攻を目指した理由です。医
療への漠然とした興味はあるけれども、具体的なイメージが湧かない。そん
な時見つけたのが「あらゆる分野を視野に入れた幅広い医学知識や技術を学
ぶ」というパンフレットの内容です。「ここなら医療を学びながら自分のやりたい
ことを探せる！」と感じ、本専攻の門を叩きました。
　京都大学では学生の自主性を尊重しています。自分が今何をしたくて、何
をすべきなのかを自分で考え、探索します。現在私は「早期診断に向けた画
像診断技術の開発」という本当に自分がしたいことを見つけ、日々 研究に励ん
でいます。京都大学という場で自己を
見つめ直し、自主的に考え、そして
行動したからこそ自分の夢が見つかっ
たのだと思います。皆様も自分の夢を
京都大学で見つけてみませんか？

作業療法を多くの人のもとへ
　皆さんは作業療法（OT）をご存知ですか？
　私は幼い頃から医学に携わりたい、病気で苦しんでおられる方の役に立ち
たいという想いはありましたが、あまりOTについては知らずに入学しました。
今も一言でOTを説明することは難しいですが、4年間の学びを通し「対象の
方にとってよりよい人生が送れるようなステージを準備する仕事」だと捉えてい
ます。今では患者さんと長く、深く関わることができるOTを選択し、熱意溢
れる先生方の下、この京都大学でOTを学ぶことができ、本当に良かったと思っ
ています。
　少子高齢化が進み、医療の個別
性が求められる今後の社会におい
て、OTの有用性について多くの人
に知ってもらいたいと考えています。
皆さんもこの京都大学で無限の可能
性を秘めたOTを学んでみませんか。

あなたらしい4年間を自ら選び進む
　看護師の勉強のみをするのではなく、幅広い知識を得られる機会をもち、
自分を成長させたい。そう思い、京都大学を志望しました。
　京都大学の魅力は、その環境と自由の校風です。自分の興味のある講義
を選択し学べる一般教養、探したい本はすぐに見つかる大きな図書館、 24
時間勉強できる自習室。そしてなにより、最先端を行く多数のプロフェッサー
と、本気で物事に取り組み励む学生がたくさんいます。しかし、それらを使う
も使わないも自由です。どんなことでも全力で機会をつかみ、とことん追求す
るとしたらこんなに最高な環境はないでしょう。
　結局私は、看護学の魅力にどっぷりはまってしまいました。それは「治す医
療」でなく「支える医療」の中心を担う職者として、全人的に一人ひとりをサポー
トできる素晴らしさを4年間で学んだ
からです。

在校生メッセージ
作業療法学専攻４回生

（洛南高等学校（京都府）出身）

新庄  真帆  さん

卒業生メッセージ
2014年 人間健康科学科検査技術科学専攻卒業
医学研究科人間健康科学系専攻検査技術科学コース

（松山東高等学校（愛媛県）出身）

梅本  勇哉  さん

Message

充実とした大学生活
　わたしはいま大学の枠を超えた理学療法学生で構成される団体（日本理学
療法学生協会）の国際部という部署に所属しています。実際に海外の学生と
交流し、自国の理学療法の発信・他国の理学療法の受信を行い、その情
報を日本の学生に伝える活動をしています。
　最初は理学療法学専攻とは、医療従事者という専門性の強い分野で、社
会に出てもコミュニティの狭い領域なのかなと思っていましたし、理学療法の養
成校の中で最高学府である京都大学では、理学療法界で名の知れた教授か
ら理学療法を学べるだけでなく、最新の医療技術や研究が数多く授業に取り
入れられています。
　しかし、この団体に入ったことにより、同じ理学療法士を目指している学生
が国内外問わずいるのだということを知り、自身
の大学での授業での取り組みや、理学療法士
に対するモチベーションの向上にもなっていま
す。この大学の枠を超えた繋がりは、今後社会
に出たときにも必ず活かされると信じ、いま充実
とした学生生活を送っています。

在校生メッセージ
理学療法学専攻３回生

（神戸高等学校（兵庫県）出身）

島  香織  さん

2014年度実績

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

進学（17）
就職（43）

その他

大学院
病院等
企業
官公庁

17
37
3
3
2

［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

進学（8）
就職（7）

大学院
病院等

8
7

［理学療法学専攻］
医療系（大学病院、リハビリテーション専門病院、一般病
院）、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］
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、児童福祉施設、一般企業、行政機関、
大学院進学など

進学（17）
就職（19）

その他

大学院
病院等
企業

17
11
8
4

進学（5）
就職（12）

大学院
病院等
企業

5
11
1

進学
（大学院）
43%

その他
10%

就職
47%

進学
（大学院）
53%

就職
47%

進学
（大学院）
27%

その他
3%

就職70%

進学
30%

就職
70%



薬学部

創薬の革新、育薬の探求、そして医療と社会への貢献
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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い
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
で構成されています。

●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
礎教育科目として薬学倫理・概論、薬学生物学、

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、主体的に知
識を広げ、深く探求し、創造するた
めの素質と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、探求心、
そして行動力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。
　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、医療系分野などの研究分野を加え、
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、4年制学部卒業者に向けた
薬科学専攻と医薬創成情報科学専攻の2つの
専攻と、6年制学部卒業者に向けた薬学専攻
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
省からの創薬、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。

▲薬学専門実習風景

基礎物理化学、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。

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

学部カリキュラム 薬学共用試験 薬剤師国家試験
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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い
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
で構成されています。

●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
礎教育科目として薬学倫理・概論、薬学生物学、

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、主体的に知
識を広げ、深く探求し、創造するた
めの素質と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、探求心、
そして行動力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。
　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、医療系分野などの研究分野を加え、
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、4年制学部卒業者に向けた
薬科学専攻と医薬創成情報科学専攻の2つの
専攻と、6年制学部卒業者に向けた薬学専攻
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
省からの創薬、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。

▲薬学専門実習風景

基礎物理化学、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。

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

学部カリキュラム 薬学共用試験 薬剤師国家試験
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薬学科の魅力
　私は、一つの薬が何十万という人々の命を救う可能性を持つことに心打た
れ、創薬の道を志しました。薬学科を志望した理由は、創薬研究に加えて、
薬が医療現場でどのように使用されているか学ぶことも大切だと考えたからで
す。4年次からは研究室に属し、自分のテーマを持って研究を行うことができ
ます。そして5年次の病院実習と調剤薬局実習では、間近に薬剤師業務を
体験することができます。薬学科は、研究に関しても薬剤師育成に関しても
充実した環境が整っており、両方とも存分に打ち込めることが何よりの魅力だ
と思います。
　実習を終えた今、臨床と研究の双方の知識を得たことで視野が広がり、
大きく成長できたと感じています。京
都大学薬学部にはモチベーションが
高い仲間達がたくさんいます。皆さん
もぜひ私達と一緒に大学生活を送りま
せんか。

一流の薬剤師・研究者を目指して
　薬剤師にも研究者にも必要な能力。その一つに、問題点を見出し、考え、
解決する、問題解決能力があります。京都大学には、専門的知識とともに
問題解決能力を身につけられる環境が整っています。レベルの高い先生や
学生と議論して、常に刺激を受け、高い目標を持ち続けることで深く学ぶこと
ができます。そして、最先端の研究を行える環境で、自主的に考え、試行
錯誤することで問題解決能力を養うことができます。
　私は、一年間の病院薬剤師研修を経て、現在、大学と病院で教育・研
究に携わっています。問題解決能力の必要性を実感するとともに、広い視野
で独創的に考える力が身につく京都大学で学んだからこそ何とかできていると
日々 感じています。
　みなさんも京都大学薬学部で学
び、一流の薬剤師として研究者とし
て活躍していただきたいと思います。

薬学の研究者を目指して
　わたしは、創薬の観点から医療に携わりたいと思い、京都大学薬学部を
志望しました。京都大学では、１年次から研究者の育成を目指したハイレベ
ルな指導が行われています。４年次からは研究室に配属され、研究の基礎
を学びます。その後、薬科学科の学生はほとんどが大学院に進学し、それ
ぞれの研究室でより専門的な研究を進めていくことになります。
　わたしは現在、システムバイオロジーの分野で生体リズムについての研究を
行っています。まだ配属されて間もないですが、日々新たな発見があり、充
実した研究生活を送っています。
　京都大学には、自分のやりたいことに思う存分打ち込むことのできる環境が
整っています。皆さんも、わたしたち
と一緒に薬学を学んでみませんか。

薬学部
Faculty of Pharma
ceutical Sciences

薬科学科
　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（修士課程）に進学します。

薬学科
　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。

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。

就職先の例（修士課程修了者）
第一三共（株）／中外製薬（株）／日本新薬（株）／
エーザイ（株）／大日本住友製薬（株）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
のほかに薬科学科では、教員職員免許
状（中学校一種（理科）・高等学校一種

（理科））の資格が取得できます。

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
京都大学医学部附属病院／慶應義塾大学附属病院／
塩野義製薬（株）／アステラス製薬（株）／バイエル薬品（株）／
協和発酵キリン（株）など

薬科学専攻

●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高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　　　
　　　　　　　　　　
●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）ATP Binding Cassetteトランスポーターの構造薬理学
２）X線自由電子レーザーを用いたタンパク質結晶学
３）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）プロテオミクス新規計測技術の開発
２）ヒトプロテオーム一斉定量分析に基づく細胞機能解析
３）細胞内リン酸化ネットワークの解明
４）微量組織試料の大規模定量解析と臨床プロテオミクスへの展開
５）プロテオミクス技術を用いた分子標的創薬に関する研究

●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

●遺伝子薬学 ： 三宅  歩 講師
１）細胞増殖因子(ＦＧＦ)の脂肪組織、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 
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による一次繊毛へのタンパク質輸送の調節

に関する研究
５）生体膜の非対称性の制御による細胞機能調節に関する研究

●神経機能制御学 ： 根岸  学 教授　　
１）細胞形態及び細胞運動におけるRhoファミリー低分子量G蛋白質

の機能の研究
２）細胞形態及び細胞運動におけるRasファミリー低分子量G蛋白質

の機能の研究
３）神経軸索ガイダンス分子のシグナル伝達機構の研究

●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）ペプチドを基盤とするバイオ高分子の細胞内導入法の開発とその

原理
３）生体膜の構造変化を誘起する蛋白質・ペプチドの機能設計 
４）人工転写調節蛋白質の設計と遺伝子発現制御
５）膜蛋白質の会合制御とシグナル調節
 
 
薬学専攻

●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）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　        
４）ケモインフォマティックス技術に基づく薬物動態特性のインシリコ

予測
５）薬物動態と生体応答の機能連関に関するシステム薬理学的解析   

●薬品作用解析学 ： 久米  利明 准教授   
１）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
２）疾患予防に資する食品由来細胞保護活性物質の探索研究
３）ニューロン生存と再生を制御する細胞内機能分子に関する研究
４）胎仔血清に由来する神経保護物質セロフェンド酸の作用機序の

解析
５）新規脳疾患動物モデルの作出のライブイメージングを用いたモデ

ル動物の評価

●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 准教授    
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 

　
●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・ハイドロゲルの開発
３）Exosomeを利用した疾患治療システムの開発
４）高機能細胞治療システムの開発

●生体機能解析学 ： 金子  周司 教授   
１）TRPチャネルなどの膜輸送タンパク質を対象とする生理機能解

析、病因論、分子機構、薬効解析、リガンド探索、ゲノム科学に関す
る研究

２）神経・グリア・免疫細胞連関の病態および薬効への寄与に関する
研究

３）痛みの発生制御基盤および鎮痛薬の作用機序に関する研究
４）薬物有害事象や薬物依存の分子および細胞メカニズムに関する

研究

●医療薬剤学：松原  和夫 教授    
１）慢性疼痛・しびれの発症機構および治療薬に関する研究
２）抗がん剤による副作用の発生機構解明および対処法の確立
３）薬物トランスポータ・代謝酵素・個体間変動解明と個別化医療へ

の応用
４）神経変性疾患の病態と治療薬に関する研究　
５）薬剤性腎障害の病態と予測・治療法に関する研究

医薬創成情報科学専攻

●薬理ゲノミクス（ゲノム創薬科学） ： 平澤  明 准教授　  
１）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
２）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
３）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 教授    
１）複雑な化学構造を有する生物活性化合物の合成と創薬展開
２）複雑な化学構造を一挙に構築するための新反応の開発
３）新しいペプチド・ペプチドミメティクスの化学合成法の開発と応用
４）Gタンパク共役型受容体リガンド・プローブの創製
５）化合物ライブラリーの構築と応用

●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）分子時計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、心疾患、感染症、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 ： 緒方  博之 教授  
１）ウイルスのゲノム解析
２）微生物群衆と環境の相互作用
３）創薬と環境保全への応用を目指した化学・ゲノム・医薬知識の統合

●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

夢を叶える力を磨こう
　私はもともと漠然と医療に携わる仕事がしたいと考えていたのですが、高校
時代に有機化学に興味を持ったことから、自分で薬を作りたいという夢を持つ
ようになり、薬学部に進学しました。
　京都大学薬学部の大きな魅力の一つは、ハイレベルな研究環境にあると
思います。初めのうちは、研究室内で交わされる先生方や先輩方の議論に
全く付いていけず、困惑することばかりでしたが、その荒波に揉まれたことで
自身の能力を鍛えることができたと感じていますし、研究室で培った知識や経
験が今の自分の礎になっていると実感しています。
　現在、私は京都薬科大学で助教として、夢の実現に向けて研究活動を続
けています。これから受験をされる皆
さんには、大きな夢を持って挑んでも
らいたいと思います。京都大学薬学
部ならば、その夢を叶える力を磨ける
はずです。

卒業生メッセージ 
2007年 総合薬学科卒業
2009年 薬学研究科修士課程修了
2012年 薬学研究科博士後期課程修了
京都薬科大学薬品化学分野 助教

（膳所高等学校（滋賀県）出身）

小林  数也  さん

在校生メッセージ
薬学科 6回生

（掛川西高等学校（静岡県）出身）

佐々木  明彦  さん

在校生メッセージ
薬科学科４回生

（都立西高等学校（東京都）出身）

小島  莉果  さん

卒業生メッセージ
2007年 総合薬学科卒業
2009年 薬学研究科修士課程修了
2012年 薬学研究科博士後期課程修了
神戸学院大学薬学部 講師

（四天王寺高等学校（大阪府）出身）

池村  舞  さん

Message

卒業後の進路研究室紹介

学科紹介

４年制 薬科学科
2014年度実績

6年制 薬学科
2014年度実績

進学（大学院）
94%

就職6% 進学
（大学院）
9.4%

官公庁等
9.4%

その他6.2%
病院・
薬局薬剤師
9.4%

民間企業
65.6%
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薬学科の魅力
　私は、一つの薬が何十万という人々の命を救う可能性を持つことに心打た
れ、創薬の道を志しました。薬学科を志望した理由は、創薬研究に加えて、
薬が医療現場でどのように使用されているか学ぶことも大切だと考えたからで
す。4年次からは研究室に属し、自分のテーマを持って研究を行うことができ
ます。そして5年次の病院実習と調剤薬局実習では、間近に薬剤師業務を
体験することができます。薬学科は、研究に関しても薬剤師育成に関しても
充実した環境が整っており、両方とも存分に打ち込めることが何よりの魅力だ
と思います。
　実習を終えた今、臨床と研究の双方の知識を得たことで視野が広がり、
大きく成長できたと感じています。京
都大学薬学部にはモチベーションが
高い仲間達がたくさんいます。皆さん
もぜひ私達と一緒に大学生活を送りま
せんか。

一流の薬剤師・研究者を目指して
　薬剤師にも研究者にも必要な能力。その一つに、問題点を見出し、考え、
解決する、問題解決能力があります。京都大学には、専門的知識とともに
問題解決能力を身につけられる環境が整っています。レベルの高い先生や
学生と議論して、常に刺激を受け、高い目標を持ち続けることで深く学ぶこと
ができます。そして、最先端の研究を行える環境で、自主的に考え、試行
錯誤することで問題解決能力を養うことができます。
　私は、一年間の病院薬剤師研修を経て、現在、大学と病院で教育・研
究に携わっています。問題解決能力の必要性を実感するとともに、広い視野
で独創的に考える力が身につく京都大学で学んだからこそ何とかできていると
日々 感じています。
　みなさんも京都大学薬学部で学
び、一流の薬剤師として研究者とし
て活躍していただきたいと思います。

薬学の研究者を目指して
　わたしは、創薬の観点から医療に携わりたいと思い、京都大学薬学部を
志望しました。京都大学では、１年次から研究者の育成を目指したハイレベ
ルな指導が行われています。４年次からは研究室に配属され、研究の基礎
を学びます。その後、薬科学科の学生はほとんどが大学院に進学し、それ
ぞれの研究室でより専門的な研究を進めていくことになります。
　わたしは現在、システムバイオロジーの分野で生体リズムについての研究を
行っています。まだ配属されて間もないですが、日々新たな発見があり、充
実した研究生活を送っています。
　京都大学には、自分のやりたいことに思う存分打ち込むことのできる環境が
整っています。皆さんも、わたしたち
と一緒に薬学を学んでみませんか。

薬学部
Faculty of Pharma
ceutical Sciences

薬科学科
　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（修士課程）に進学します。

薬学科
　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。

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。

就職先の例（修士課程修了者）
第一三共（株）／中外製薬（株）／日本新薬（株）／
エーザイ（株）／大日本住友製薬（株）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
のほかに薬科学科では、教員職員免許
状（中学校一種（理科）・高等学校一種

（理科））の資格が取得できます。

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
京都大学医学部附属病院／慶應義塾大学附属病院／
塩野義製薬（株）／アステラス製薬（株）／バイエル薬品（株）／
協和発酵キリン（株）など

薬科学専攻

●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高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　　　
　　　　　　　　　　
●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）ATP Binding Cassetteトランスポーターの構造薬理学
２）X線自由電子レーザーを用いたタンパク質結晶学
３）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）プロテオミクス新規計測技術の開発
２）ヒトプロテオーム一斉定量分析に基づく細胞機能解析
３）細胞内リン酸化ネットワークの解明
４）微量組織試料の大規模定量解析と臨床プロテオミクスへの展開
５）プロテオミクス技術を用いた分子標的創薬に関する研究

●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

●遺伝子薬学 ： 三宅  歩 講師
１）細胞増殖因子(ＦＧＦ)の脂肪組織、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 
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による一次繊毛へのタンパク質輸送の調節

に関する研究
５）生体膜の非対称性の制御による細胞機能調節に関する研究

●神経機能制御学 ： 根岸  学 教授　　
１）細胞形態及び細胞運動におけるRhoファミリー低分子量G蛋白質

の機能の研究
２）細胞形態及び細胞運動におけるRasファミリー低分子量G蛋白質

の機能の研究
３）神経軸索ガイダンス分子のシグナル伝達機構の研究

●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）ペプチドを基盤とするバイオ高分子の細胞内導入法の開発とその

原理
３）生体膜の構造変化を誘起する蛋白質・ペプチドの機能設計 
４）人工転写調節蛋白質の設計と遺伝子発現制御
５）膜蛋白質の会合制御とシグナル調節
 
 
薬学専攻

●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）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　        
４）ケモインフォマティックス技術に基づく薬物動態特性のインシリコ

予測
５）薬物動態と生体応答の機能連関に関するシステム薬理学的解析   

●薬品作用解析学 ： 久米  利明 准教授   
１）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
２）疾患予防に資する食品由来細胞保護活性物質の探索研究
３）ニューロン生存と再生を制御する細胞内機能分子に関する研究
４）胎仔血清に由来する神経保護物質セロフェンド酸の作用機序の

解析
５）新規脳疾患動物モデルの作出のライブイメージングを用いたモデ

ル動物の評価

●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 准教授    
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 

　
●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・ハイドロゲルの開発
３）Exosomeを利用した疾患治療システムの開発
４）高機能細胞治療システムの開発

●生体機能解析学 ： 金子  周司 教授   
１）TRPチャネルなどの膜輸送タンパク質を対象とする生理機能解

析、病因論、分子機構、薬効解析、リガンド探索、ゲノム科学に関す
る研究

２）神経・グリア・免疫細胞連関の病態および薬効への寄与に関する
研究

３）痛みの発生制御基盤および鎮痛薬の作用機序に関する研究
４）薬物有害事象や薬物依存の分子および細胞メカニズムに関する

研究

●医療薬剤学：松原  和夫 教授    
１）慢性疼痛・しびれの発症機構および治療薬に関する研究
２）抗がん剤による副作用の発生機構解明および対処法の確立
３）薬物トランスポータ・代謝酵素・個体間変動解明と個別化医療へ

の応用
４）神経変性疾患の病態と治療薬に関する研究　
５）薬剤性腎障害の病態と予測・治療法に関する研究

医薬創成情報科学専攻

●薬理ゲノミクス（ゲノム創薬科学） ： 平澤  明 准教授　  
１）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
２）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
３）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 教授    
１）複雑な化学構造を有する生物活性化合物の合成と創薬展開
２）複雑な化学構造を一挙に構築するための新反応の開発
３）新しいペプチド・ペプチドミメティクスの化学合成法の開発と応用
４）Gタンパク共役型受容体リガンド・プローブの創製
５）化合物ライブラリーの構築と応用

●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）分子時計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、心疾患、感染症、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 ： 緒方  博之 教授  
１）ウイルスのゲノム解析
２）微生物群衆と環境の相互作用
３）創薬と環境保全への応用を目指した化学・ゲノム・医薬知識の統合

●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

夢を叶える力を磨こう
　私はもともと漠然と医療に携わる仕事がしたいと考えていたのですが、高校
時代に有機化学に興味を持ったことから、自分で薬を作りたいという夢を持つ
ようになり、薬学部に進学しました。
　京都大学薬学部の大きな魅力の一つは、ハイレベルな研究環境にあると
思います。初めのうちは、研究室内で交わされる先生方や先輩方の議論に
全く付いていけず、困惑することばかりでしたが、その荒波に揉まれたことで
自身の能力を鍛えることができたと感じていますし、研究室で培った知識や経
験が今の自分の礎になっていると実感しています。
　現在、私は京都薬科大学で助教として、夢の実現に向けて研究活動を続
けています。これから受験をされる皆
さんには、大きな夢を持って挑んでも
らいたいと思います。京都大学薬学
部ならば、その夢を叶える力を磨ける
はずです。

卒業生メッセージ 
2007年 総合薬学科卒業
2009年 薬学研究科修士課程修了
2012年 薬学研究科博士後期課程修了
京都薬科大学薬品化学分野 助教

（膳所高等学校（滋賀県）出身）

小林  数也  さん

在校生メッセージ
薬学科 6回生

（掛川西高等学校（静岡県）出身）

佐々木  明彦  さん

在校生メッセージ
薬科学科４回生

（都立西高等学校（東京都）出身）

小島  莉果  さん

卒業生メッセージ
2007年 総合薬学科卒業
2009年 薬学研究科修士課程修了
2012年 薬学研究科博士後期課程修了
神戸学院大学薬学部 講師

（四天王寺高等学校（大阪府）出身）

池村  舞  さん

Message

卒業後の進路研究室紹介

学科紹介

４年制 薬科学科
2014年度実績

6年制 薬学科
2014年度実績

進学（大学院）
94%

就職6% 進学
（大学院）
9.4%

官公庁等
9.4%

その他6.2%
病院・
薬局薬剤師
9.4%

民間企業
65.6%
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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、

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
パスが開学し、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。

▲電気電子工学実験A　実習風景

▲マイクロコンピュータ　実習風景 ▲ショットキー接合の形成　実習風景

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。

●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。

▲桂キャンパスの様子

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
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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、

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
パスが開学し、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。

▲電気電子工学実験A　実習風景

▲マイクロコンピュータ　実習風景 ▲ショットキー接合の形成　実習風景

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。

●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。

▲桂キャンパスの様子

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
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地球工学科
　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。

建築学科
　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。

物理工学科
　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。

電気電子工学科
　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。

情報学科
　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。

工業化学科
　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、第2学年前期からは工
業化学科としての専門基礎科目により、幅広い教養
を身につけさせます。第2学年後期からは、創成
化学・工業基礎化学・化学プロセス工学の3コー
スいずれかに学生を分属させ、専門教育を進めま
す。第4学年では各コースの研究室における卒業
研究を通じ、研究者・技術者としての高度な知識
を習得させます。

学科紹介

工学部
Faculty of Engineering

▲地盤の力学試験の様子

▲設計演習講評会の様子

▲クリーンルームにおける微細加工実験の様子

▲第2学年での実習風景

▲宿泊研修に参加した93名の情報学科1回生

　本学部卒業生の5分の4以上（平成26年度約89%）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。）

2014年度実績

▲工業化学科での最先端化学の研究

出会いの場
　環境問題に興味があり、なんとかしたいという思いから、地球工学科を選
びました。一回生の頃は哲学や経済学、農学や図学といった今まで触れた
ことが無い分野の授業を興味の赴くままに受けてみたり、翻って二回生からは
専門分野を扱う授業に専念したりすることで、幅広い教養と深い専門の知識
を得ることができました。また学業のかたわら部活動に熱中することで、より充
実した学生生活を送れたように思います。
　京都大学の魅力は、厳しい制約にとらわれず自主的に自分のやりたいこと
ができる環境にあるのではないでしょうか。気が向いたので受けてみた授業
から、たまたま図書館で手にとった本から、あるいは大学で知り合った博識な
友達から、あなたのやりたいことが見
つかるかもしれません。
　京都大学で、本当にやりたいことと
向き合ってみませんか?

自分の行く先を決める大切な時間
　高校では、人と同じ事を競い、日々励むことが多いと思います。私もそうで
したが、京都大学での貴重な出会いと経験から、気付いたことがあります。
それは、人には、その人にしか出来ない役割があるということです。また、
その役割は、その人が何に興味があり、何を考え、経験をしてきたのかによっ
て、周りから与えられるものだと思います。そんな役割の中で、その人が将
来一生、担っていくべき役割がその人の仕事や使命につながると考えていま
す。京都大学には、将来を決める、すばらしい出会いや経験という「きっか
け」があふれています。
　これを読んでいるということは、少しは建築に興味があると思います。建築
学科は、面白いことばかりで、勉学
に励む環境も整っています。是非、
魅力的な京都大学で、自分の将来を
切り開いていってください。

可能性あふれる環境
　高校時代、物理が好きでその知識を工学の分野で活かしたいと思い、ま
た自由の学風にも惹かれて京都大学の物理工学科を選びました。大学で材
料科学に興味を持ち、現在その分野を専門に勉強しています。その傍ら、
体育会陸上部に所属し日々練習に励んでいます。高校と違い、大学は自分
で学びたいこと・やりたいことを自由にできる場です。そのため、周りの人は
様々な考えを持っており、自分にはないアイディアや行動力に多くの刺激をもら
います。将来なりたい自分像というのは明確に見えるわけではありませんが、
京都大学はそこに至る道筋を示してくれる場であり、また別の可能性にも気
づかせてくれる場でもあります。
　皆さんも京都大学という場で様々な
可能性にチャレンジしてみてください！

自由に学べるかけがえのない時間
　多様な現代社会において横断的に解析する能力を身につけたいという思
いから情報学科に入学しました。勉強に関してはもちろん苦労もありましたが、
好きなことを学べる大学での時間はとても貴重だったと感じます。講義や実験
を通じ、理論的なことからアルゴリズムまで幅広く学ぶ中で、自分がこの先何
を学ぶのか、じっくりと考えることができました。４回生からは研究室に配属さ
れ数値シミュレーションについて研究しましたが、自分の研究結果が１つの論
文になる達成感は何ものにも代えがたいです。
　京大の良い点は専門的なことが学べる一方で、自由な学風であることだと
思います。勉学以外にも、部活・アルバイト等たくさんのことが経験でき、自
分が成長する糧となります。皆さんも
大学では是非、貪欲に新しいことを
学んでください。

卒業生メッセージ 
2013年 工学部情報学科卒
2015年 情報学研究科複雑系科学専攻
　　　　計算力学分野修士課程修了
近畿日本鉄道株式会社 勤務

（清風高等学校（大阪府）出身）

吉見  拓也  さん

在校生メッセージ
地球工学科 資源工学コース4回生

（東海高等学校（愛知県）出身）

藤戸  航  さん

在校生メッセージ
物理工学科 材料科学コース４回生

（長野高等学校（長野県）出身）

寳  雄也  さん

卒業生メッセージ
2014年 建築学科卒業
工学研究科建築学専攻修士2回生

（藤島高等学校（福井県）出身）

小林  素直  さん

Message

卒業後の進路

進学（大学院）
89.0%

その他2.4%就職8.6%
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地球工学科
　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。

建築学科
　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。

物理工学科
　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。

電気電子工学科
　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。

情報学科
　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。

工業化学科
　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、第2学年前期からは工
業化学科としての専門基礎科目により、幅広い教養
を身につけさせます。第2学年後期からは、創成
化学・工業基礎化学・化学プロセス工学の3コー
スいずれかに学生を分属させ、専門教育を進めま
す。第4学年では各コースの研究室における卒業
研究を通じ、研究者・技術者としての高度な知識
を習得させます。

学科紹介

工学部
Faculty of Engineering

▲地盤の力学試験の様子

▲設計演習講評会の様子

▲クリーンルームにおける微細加工実験の様子

▲第2学年での実習風景

▲宿泊研修に参加した93名の情報学科1回生

　本学部卒業生の5分の4以上（平成26年度約89%）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。）

2014年度実績

▲工業化学科での最先端化学の研究

出会いの場
　環境問題に興味があり、なんとかしたいという思いから、地球工学科を選
びました。一回生の頃は哲学や経済学、農学や図学といった今まで触れた
ことが無い分野の授業を興味の赴くままに受けてみたり、翻って二回生からは
専門分野を扱う授業に専念したりすることで、幅広い教養と深い専門の知識
を得ることができました。また学業のかたわら部活動に熱中することで、より充
実した学生生活を送れたように思います。
　京都大学の魅力は、厳しい制約にとらわれず自主的に自分のやりたいこと
ができる環境にあるのではないでしょうか。気が向いたので受けてみた授業
から、たまたま図書館で手にとった本から、あるいは大学で知り合った博識な
友達から、あなたのやりたいことが見
つかるかもしれません。
　京都大学で、本当にやりたいことと
向き合ってみませんか?

自分の行く先を決める大切な時間
　高校では、人と同じ事を競い、日々励むことが多いと思います。私もそうで
したが、京都大学での貴重な出会いと経験から、気付いたことがあります。
それは、人には、その人にしか出来ない役割があるということです。また、
その役割は、その人が何に興味があり、何を考え、経験をしてきたのかによっ
て、周りから与えられるものだと思います。そんな役割の中で、その人が将
来一生、担っていくべき役割がその人の仕事や使命につながると考えていま
す。京都大学には、将来を決める、すばらしい出会いや経験という「きっか
け」があふれています。
　これを読んでいるということは、少しは建築に興味があると思います。建築
学科は、面白いことばかりで、勉学
に励む環境も整っています。是非、
魅力的な京都大学で、自分の将来を
切り開いていってください。

可能性あふれる環境
　高校時代、物理が好きでその知識を工学の分野で活かしたいと思い、ま
た自由の学風にも惹かれて京都大学の物理工学科を選びました。大学で材
料科学に興味を持ち、現在その分野を専門に勉強しています。その傍ら、
体育会陸上部に所属し日々練習に励んでいます。高校と違い、大学は自分
で学びたいこと・やりたいことを自由にできる場です。そのため、周りの人は
様々な考えを持っており、自分にはないアイディアや行動力に多くの刺激をもら
います。将来なりたい自分像というのは明確に見えるわけではありませんが、
京都大学はそこに至る道筋を示してくれる場であり、また別の可能性にも気
づかせてくれる場でもあります。
　皆さんも京都大学という場で様々な
可能性にチャレンジしてみてください！

自由に学べるかけがえのない時間
　多様な現代社会において横断的に解析する能力を身につけたいという思
いから情報学科に入学しました。勉強に関してはもちろん苦労もありましたが、
好きなことを学べる大学での時間はとても貴重だったと感じます。講義や実験
を通じ、理論的なことからアルゴリズムまで幅広く学ぶ中で、自分がこの先何
を学ぶのか、じっくりと考えることができました。４回生からは研究室に配属さ
れ数値シミュレーションについて研究しましたが、自分の研究結果が１つの論
文になる達成感は何ものにも代えがたいです。
　京大の良い点は専門的なことが学べる一方で、自由な学風であることだと
思います。勉学以外にも、部活・アルバイト等たくさんのことが経験でき、自
分が成長する糧となります。皆さんも
大学では是非、貪欲に新しいことを
学んでください。

卒業生メッセージ 
2013年 工学部情報学科卒
2015年 情報学研究科複雑系科学専攻
　　　　計算力学分野修士課程修了
近畿日本鉄道株式会社 勤務

（清風高等学校（大阪府）出身）

吉見  拓也  さん

在校生メッセージ
地球工学科 資源工学コース4回生

（東海高等学校（愛知県）出身）

藤戸  航  さん

在校生メッセージ
物理工学科 材料科学コース４回生

（長野高等学校（長野県）出身）

寳  雄也  さん

卒業生メッセージ
2014年 建築学科卒業
工学研究科建築学専攻修士2回生

（藤島高等学校（福井県）出身）
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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知識とともに
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・社会科学の研究を
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

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、1万9千
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
を見出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。

▲熊本県阿蘇の風景

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。このような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。農学部では、そ
ういった際に、クラス担任など、相談できる教員を
用意しています。
　第１学年で大切なことは、学部・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で
きますし、留学生とのふれあいも多い「国際教育科
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。このよう
な専門教育が第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。
毎年、数多くの学生が、将来への抱負と希望をもっ

て、派遣留学に挑戦します。
　第3学年は専門科目の受講に終始します。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。

●どのように学びを結ぶのか：第4年次
　第4学年では、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、研究者としての
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を
送ることになります。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
業します。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にも囲まれ
た立地で、皆さんに励ましと優しさを与えてくれます。

▲実習風景

▲京都大学旧演習林事務室（1931年竣工）登録有形文化財

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
農学部教務掛　tel. 075-753-6012

▲芦生研究林での実習

▲研究室単位で行われるゼミ

▲顕微鏡観察の学生実験

▲園芸圃場
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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知識とともに
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・社会科学の研究を
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

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、1万9千
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
を見出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。

▲熊本県阿蘇の風景

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。このような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。農学部では、そ
ういった際に、クラス担任など、相談できる教員を
用意しています。
　第１学年で大切なことは、学部・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で
きますし、留学生とのふれあいも多い「国際教育科
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。このよう
な専門教育が第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。
毎年、数多くの学生が、将来への抱負と希望をもっ

て、派遣留学に挑戦します。
　第3学年は専門科目の受講に終始します。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。

●どのように学びを結ぶのか：第4年次
　第4学年では、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、研究者としての
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を
送ることになります。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
業します。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にも囲まれ
た立地で、皆さんに励ましと優しさを与えてくれます。

▲実習風景

▲京都大学旧演習林事務室（1931年竣工）登録有形文化財

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
農学部教務掛　tel. 075-753-6012

▲芦生研究林での実習

▲研究室単位で行われるゼミ

▲顕微鏡観察の学生実験

▲園芸圃場
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広い学問分野から好きなことを

　私は生物が好きという理由で、農学部資源生物科学科を選びました。実
際に入学してみると、地球環境というスケールの大きなことから、細胞内の分
子の働きという目に見えないことまで本当に幅広く学ぶことができました。私は
2回生でとった海洋実習をきっかけに海洋分野に興味を持つようになり、自分
が本当にやりたいと思える海洋環境微生物学に出会うことができました。4回
生になりその研究室（分野）に所属し、日々新しいことの連続で刺激的な毎日
です。また、学科の仲間も個性的な面々で、学問的にも人間的にも幅広く成
長させてくれました。
　農学部のいいところは広い学問分野があることです。資源生物科学科で
は、30を越える分野の授業を自由に
受けることができ、多様な学問領域
に触れられます。きっと、自分の好き
な分野に出会えると思います。

実社会で活きた経済学の教え

　私は学部生から本専攻に在籍し、農地の有効活用をテーマに、学部では
フィールドワーク、修士では計量経済による論文を執筆しました。大学に進む
理由には、「巨人の肩の上に乗る」ことがあります。私自身、本専攻で、先
生方や学友の肩に乗り、一人では得難い知見や視野を持てたと思いますが、
同じテーマに手法を変えて取り組めたことがそれをよく表していると思います。
　また、修了後は一般企業に就職しましたが、そこでも本専攻の学びは活きてい
ます。ある経済学の教科書に「経済学は幸せを最大化するための学問」という記
述があったことが印象に残っています。つまり、経済学の目的は、限りある資源を
どう配分するかですが、農業経済学においては農業の特殊性を考慮する必要
があります。特殊な事例に既存のモデ
ルをどう当てはめるかという問題は、社
会に出てから多く対面する課題であり、
学生時代の思考の訓練はそういった課
題に取り組む上で活かされています。

食べることが好きなひと、集まれ！

　人生の最大の楽しみは食べること！そんな私が農学部を志望したのは、食
品生物科学科という名前に惹かれたからに他なりません。この学科では、食
品に関する幅広い分野について学ぶことができます。それに加え、実際にお
酒を造る実験や研究所に行って企業の方のお話を伺う授業もあり、自分の学
んでいることと社会との繋がりを知ることができるため、学業への意欲も高まり
ます。
　受験生の皆さんの中には、将来について悩みや不安を抱えている人も多
いのではないでしょうか。私も同じです。優柔不断で、院に進学するか就職
するか、どの研究室にするか、今まで様々なことで迷ってきました。
　しかしそんな私が迷わず選んだこ
の学科。この選択だけは全く後悔し
ていません。皆さんも自分の選択を後
悔しないよう、目の前のことに一生懸
命取り組んでいってください。

農学部
Faculty of
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資源生物科学科
　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

　卒業生の7割弱程度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、
幅広い分野にわたり、多方面で活躍しています。

就職先の例
東京国税局／東京都下水道局／大阪府／伊藤忠商事（株）／（株）ＮＴＴデータ／

（株）関西テレビ放送／（株）紀陽銀行／サントリーホールディングス（株）／第一生命
保険（株）／（株）大和証券／東京電力（株）／富山第一銀行／富士通（株）／福岡
ソフトバンクホークス／丸紅（株）／（株）三井住友銀行／（株）ライオン

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。

応用生命科学科
　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
　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 な々研究を通して豊
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
　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

森林科学科
　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

食品生物科学科
　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

新しい自分の発見の場！

　恥ずかしい話ですが、私は農学について学びたいという漠然としたイメー
ジはあったものの、これがやりたいと強く言えるものはありませんでした。その
ため、大学で何をやりたいかを探すことが私の大きなテーマでした。そうした
中で、農学部では多種多様な魅力的な内容の講義が展開されており、どれ
も好奇心を刺激してくれるものでした。自分のイメージしていた農学部がとても
小さな世界だったことが分かり、自分の視野が広がりました。自由な学風もあ
り、求めれば求めるだけ、新しい気付きを与えてくれます。
　こうして、私は農業基盤をもととした地域づくりに興味を持ち、現在、地域
の農業基盤をつくるお手伝いとなる仕事をしています。最先端の研究にふれ、
多くの体験を通して、自分のやりたいことを
発見出来、追求できたことが今でも私の支
えとなっています。
　皆さんも京大で学問の奥深さにふれ、新
たな自分を見つけていってください。

卒業生メッセージ 
2009年 地域環境工学科卒業
2011年 農学研究科地域環境科学専攻修士課程修了
奈良県中部農林振興事務所 土地改良課 勤務

（奈良学園高等学校（奈良県）出身）

奥村  啓史  さん

在校生メッセージ
資源生物科学科4回生　

（奈良学園高等学校（奈良県）出身）

森川  盾毅  さん

在校生メッセージ
食品生物科学科４回生

（基町高等学校（広島県）出身）

森  真璃子  さん

卒業生メッセージ 
2013年 食料・環境経済学科、
            生物資源経済学専攻課程修了
中国電力株式会社電源事業本部 勤務

（出雲高等学校（島根県）出身）

錦織  真理  さん

Message

卒業後の進路

学科紹介

▲イネの開花時期が熟期を決める

▲化学の視点から生命現象を解き明かす

▲人と自然が調和した都市近郊農村（神戸市西区）

▲持続可能な発展が課題となる中国華中農村

▲北山実習・森の仕組みを学ぶ（京都・北山にて）

2014年度実績

▲健康増進を目指す未来型パスタ
を創る

進学（大学院）
65.8%
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19.8%
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同じテーマに手法を変えて取り組めたことがそれをよく表していると思います。
　また、修了後は一般企業に就職しましたが、そこでも本専攻の学びは活きてい
ます。ある経済学の教科書に「経済学は幸せを最大化するための学問」という記
述があったことが印象に残っています。つまり、経済学の目的は、限りある資源を
どう配分するかですが、農業経済学においては農業の特殊性を考慮する必要
があります。特殊な事例に既存のモデ
ルをどう当てはめるかという問題は、社
会に出てから多く対面する課題であり、
学生時代の思考の訓練はそういった課
題に取り組む上で活かされています。

食べることが好きなひと、集まれ！

　人生の最大の楽しみは食べること！そんな私が農学部を志望したのは、食
品生物科学科という名前に惹かれたからに他なりません。この学科では、食
品に関する幅広い分野について学ぶことができます。それに加え、実際にお
酒を造る実験や研究所に行って企業の方のお話を伺う授業もあり、自分の学
んでいることと社会との繋がりを知ることができるため、学業への意欲も高まり
ます。
　受験生の皆さんの中には、将来について悩みや不安を抱えている人も多
いのではないでしょうか。私も同じです。優柔不断で、院に進学するか就職
するか、どの研究室にするか、今まで様々なことで迷ってきました。
　しかしそんな私が迷わず選んだこ
の学科。この選択だけは全く後悔し
ていません。皆さんも自分の選択を後
悔しないよう、目の前のことに一生懸
命取り組んでいってください。
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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
　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 な々研究を通して豊
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
　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

森林科学科
　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

食品生物科学科
　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

新しい自分の発見の場！

　恥ずかしい話ですが、私は農学について学びたいという漠然としたイメー
ジはあったものの、これがやりたいと強く言えるものはありませんでした。その
ため、大学で何をやりたいかを探すことが私の大きなテーマでした。そうした
中で、農学部では多種多様な魅力的な内容の講義が展開されており、どれ
も好奇心を刺激してくれるものでした。自分のイメージしていた農学部がとても
小さな世界だったことが分かり、自分の視野が広がりました。自由な学風もあ
り、求めれば求めるだけ、新しい気付きを与えてくれます。
　こうして、私は農業基盤をもととした地域づくりに興味を持ち、現在、地域
の農業基盤をつくるお手伝いとなる仕事をしています。最先端の研究にふれ、
多くの体験を通して、自分のやりたいことを
発見出来、追求できたことが今でも私の支
えとなっています。
　皆さんも京大で学問の奥深さにふれ、新
たな自分を見つけていってください。

卒業生メッセージ 
2009年 地域環境工学科卒業
2011年 農学研究科地域環境科学専攻修士課程修了
奈良県中部農林振興事務所 土地改良課 勤務

（奈良学園高等学校（奈良県）出身）

奥村  啓史  さん

在校生メッセージ
資源生物科学科4回生　

（奈良学園高等学校（奈良県）出身）

森川  盾毅  さん

在校生メッセージ
食品生物科学科４回生

（基町高等学校（広島県）出身）

森  真璃子  さん

卒業生メッセージ 
2013年 食料・環境経済学科、
            生物資源経済学専攻課程修了
中国電力株式会社電源事業本部 勤務

（出雲高等学校（島根県）出身）

錦織  真理  さん

Message

卒業後の進路

学科紹介

▲イネの開花時期が熟期を決める

▲化学の視点から生命現象を解き明かす

▲人と自然が調和した都市近郊農村（神戸市西区）

▲持続可能な発展が課題となる中国華中農村

▲北山実習・森の仕組みを学ぶ（京都・北山にて）

2014年度実績

▲健康増進を目指す未来型パスタ
を創る

進学（大学院）
65.8%

その他
19.8%

就職
14.4%
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京大生たちに「京都大学の魅力」を聞いてみました。
実際に生活する彼らならではの生の声を聞いてみてください。Student voices 京大生に聞いてみよう！ 京都大学の魅力って？

経済学部4回生
［徳山高等学校（山口県）出身］
やりたいことにどんどん挑戦できる環境が京大の魅力
です。夢をかなえるのは大変ですが、挑戦しながら
1歩1歩進んでいきましょう。

内山　聡美

農学部2回生
［浦和高等学校（埼玉県）出身］
自由に過ごせる大学生活は、自ら動かないとあっと
いう間に終わってしまいます。自分のやりたいこと
を見つけて、とことん熱中しましょう。

橋爪　晴典

農学部4回生
［七尾高等学校（石川県）出身］
今まで出会ったことがないような能力や価値観を
持った『変人』がたくさんいます。恋人だけでなく、
そんな魅力的な変人も探してみましょう。

高田　恭子
工学部3回生

［一宮高等学校（愛知県）出身］
「人」と「学問」が溢れる京都大学。人の数だけ学問が
あり、日々、新しい知が生まれています。

前田　有輝

文学部2回生
［麻布高等学校（東京都）出身］
時間がゆっくり流れると言われる京都の街。そんな
京都で、せわしない世間から一歩離れた大学生活を
送りませんか。

田中　恒輝

薬学部3回生
［奈良学園高等学校（奈良県）出身］
個性あふれる京都大学では、自分らしさこそが一番
の武器！どんな自分でも胸を張って歩ける大学です。

増井　翔

文学部3回生
［奈良学園高等学校（奈良県）出身］
吉田キャンパスには10学部すべての人が集まって
います。少し足を延ばせば、色々な学部の人やもの
との出会いがあります。

栁原　志穂 医学部（人健）2回生
［桜ヶ丘高等学校（山口県）出身］
自分の新しい可能性と出会うことで、様々な選択肢
が生まれます。自分の将来を描きながら、わくわく
する大学生活を過ごしてください。

濵谷　枝里

理学部2回生
［竹園高等学校（茨城県）出身］
高校生時代とは比べものにならない、個性豊かな人
達がたくさんいます。良い刺激を受けて、自分の世
界をどんどん広げてください。

德宿　光子

総合人間学部 交換留学生

［アメリカ出身］
京都大学は、想像以上に多くの国とつながっています。
大勢の留学生と触れ合い、国際的な視野を広げてく
ださい。

Kanna Monet Izushi-Ciolkosz

薬学部3回生
［姫路東高等学校（兵庫県）出身］
勉強だけでなく、自分の夢に向かって色々なことに
真剣に取り組む仲間がたくさんいます。そんな仲間
が近くにいると、自分も頑張ろうと思えます。

栗村　万由子

理学部3回生
［致遠館高等学校（佐賀県）出身］
京都大学での新しい出会いや発見は、あなたを迷わ
せるかもしれません。初志貫徹でなくても大丈夫！
どんどん悩みましょう。

草場　理志

文学部2回生
［膳所高等学校（滋賀県）出身］
人と話すことで新しい自分が見えてくることもあり
ます。先生や友人、たくさんの人と話して、新しい
自分を見つけてください。

白坂　彩乃

教育学部2回生
［静岡学園高等学校（静岡県）出身］
例えば、食事中の雑談から学問的な議論になること
も。そんな空気が京大にはあります。

福井　駿平
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京大生たちに「京都大学の魅力」を聞いてみました。
実際に生活する彼らならではの生の声を聞いてみてください。Student voices 京大生に聞いてみよう！ 京都大学の魅力って？

経済学部4回生
［徳山高等学校（山口県）出身］
やりたいことにどんどん挑戦できる環境が京大の魅力
です。夢をかなえるのは大変ですが、挑戦しながら
1歩1歩進んでいきましょう。

内山　聡美

農学部2回生
［浦和高等学校（埼玉県）出身］
自由に過ごせる大学生活は、自ら動かないとあっと
いう間に終わってしまいます。自分のやりたいこと
を見つけて、とことん熱中しましょう。

橋爪　晴典

農学部4回生
［七尾高等学校（石川県）出身］
今まで出会ったことがないような能力や価値観を
持った『変人』がたくさんいます。恋人だけでなく、
そんな魅力的な変人も探してみましょう。

高田　恭子
工学部3回生

［一宮高等学校（愛知県）出身］
「人」と「学問」が溢れる京都大学。人の数だけ学問が
あり、日々、新しい知が生まれています。

前田　有輝

文学部2回生
［麻布高等学校（東京都）出身］
時間がゆっくり流れると言われる京都の街。そんな
京都で、せわしない世間から一歩離れた大学生活を
送りませんか。

田中　恒輝

薬学部3回生
［奈良学園高等学校（奈良県）出身］
個性あふれる京都大学では、自分らしさこそが一番
の武器！どんな自分でも胸を張って歩ける大学です。

増井　翔

文学部3回生
［奈良学園高等学校（奈良県）出身］
吉田キャンパスには10学部すべての人が集まって
います。少し足を延ばせば、色々な学部の人やもの
との出会いがあります。

栁原　志穂 医学部（人健）2回生
［桜ヶ丘高等学校（山口県）出身］
自分の新しい可能性と出会うことで、様々な選択肢
が生まれます。自分の将来を描きながら、わくわく
する大学生活を過ごしてください。

濵谷　枝里

理学部2回生
［竹園高等学校（茨城県）出身］
高校生時代とは比べものにならない、個性豊かな人
達がたくさんいます。良い刺激を受けて、自分の世
界をどんどん広げてください。

德宿　光子

総合人間学部 交換留学生

［アメリカ出身］
京都大学は、想像以上に多くの国とつながっています。
大勢の留学生と触れ合い、国際的な視野を広げてく
ださい。

Kanna Monet Izushi-Ciolkosz

薬学部3回生
［姫路東高等学校（兵庫県）出身］
勉強だけでなく、自分の夢に向かって色々なことに
真剣に取り組む仲間がたくさんいます。そんな仲間
が近くにいると、自分も頑張ろうと思えます。

栗村　万由子

理学部3回生
［致遠館高等学校（佐賀県）出身］
京都大学での新しい出会いや発見は、あなたを迷わ
せるかもしれません。初志貫徹でなくても大丈夫！
どんどん悩みましょう。

草場　理志

文学部2回生
［膳所高等学校（滋賀県）出身］
人と話すことで新しい自分が見えてくることもあり
ます。先生や友人、たくさんの人と話して、新しい
自分を見つけてください。

白坂　彩乃

教育学部2回生
［静岡学園高等学校（静岡県）出身］
例えば、食事中の雑談から学問的な議論になること
も。そんな空気が京大にはあります。

福井　駿平
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現役京大生が実際に経験してきた受験への秘訣を聞いてみました。
役立つ勉強法が見つかるかも！？Student voices 京大生に聞いてみよう！ 受験生へのメッセージ

法学部3回生
［関西大倉高等学校（大阪府）出身］
周りに惑わされず、自分を信じて、最後まで自分の
ペースで頑張りましょう。

亀谷　依利
総合人間学部3回生

［金沢泉丘高等学校（石川県）出身］
全力で勉強することも大切だけど、たまには息抜き
も必要。うまくメリハリをつけることが長続きする
秘訣です。

西尾　允孝

法学部2回生
［金沢泉丘高等学校（石川県）出身］
力が入り過ぎると、全体が見えなくなって何事もう
まくいきません。時にはリラックス！

高橋　良平教育学部1回生
［神戸女学院高等学部（兵庫県）出身］
当たり前のことを当たり前に。基礎を軽視しないで、
まずは日々の勉強を頑張ってください。

南畑　眞純

総合人間学部2回生
［静岡聖光学院高等学校（静岡県）出身］
受験勉強にスランプはつきものです。多少成績が伸び
なくても最後まで諦めない気持ちを持ち続けてくだ
さい。

多米　友紀長

経済学部2回生
［修猷館高等学校（福岡県）出身］
どんなにつらくても、自分を信じて頑張れば、必ず
道は開かれる！

片山　匠

総合人間学部1回生
［広島なぎさ高等学校（広島県）出身］
苦しい時は、素敵な未来を思い描いてください。今
は小さな芽が、やがて大樹になる。その姿を夢見て。

下村　風香

農学部3回生
［AICJ高等学校（広島県）出身］
みんなが緊張する試験本番当日。最後の心の拠り
どころは、どれだけ努力を重ねたかという自信です。
今の努力は、最後まであなたを裏切りません。

麦尾　祥多

文学部 交換留学生
［フランス出身］
京都大学でしかできない面白い経験を求めて、日本
だけでなく世界中からたくさんの人が集まります。

Blanchot Melanie

理学部2回生
［広島大学附属高等学校（広島県）出身］
受験勉強中は孤独を感じるかもしれません。それで
も、今あなたは世界の中心！見回せばサポートして
くれる人が周囲にたくさんいるはずです。

角田　翔

経済学部2回生
［山梨学院大学附属高等学校（山梨県）出身］
今の努力は将来必ず自分の糧になります。今は実感
できなくても、投げ出しそうになっても、絶対やめ
ないで！

依田　遼眞工学部 交換留学生
［スウェーデン出身］
「はんなり」とは、上品に明るく陽気なさまを表す京
言葉です。日本の受験は大変だけど、前向きに頑張っ
てください。

Hoeglund Michael Abders Goran
文学部3回生

［広島なぎさ高等学校（広島県）出身］
気持ちをリフレッシュさせたい時は、新しい生活を
イメージしてみましょう。イメージした時計台の前
に立つ自分の姿が、もうすぐ現実になるはずです。

石原　優希

工学部2回生
［南山高等学校（愛知県）出身］
毎年約三千人の新入生を迎える京都大学。みなさん
が入学する時も、約一万人の先輩がキャンパスで待っ
ています。

福原　美桜

医学部（医学科）1回生
［帝塚山高等学校（奈良県）出身］
妥協することは簡単ですが、あえて苦しい道を選ぶ
人たちもいます。諦めなければ、その苦しさよりも
数倍楽しい大学生活が送れると力強く語ってくれま
した。

木野　平宏
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