
「野性的で賢い学生を育てたい」、「異文化を理解して国

際的に活躍するグローバル人材を育成したい」。山極壽一

総長の想いを実現するために創設された体験型海外渡航

支援制度「おもろチャレンジ」。従来の留学とはちがい、海

外で“おもろい”チャレンジがしたいという学生の主体的な

意欲を後押しすることを目的に、京大卒業生の財界トップ

による総長支援団体「鼎（かなえ）会」が全面的にバック

アップしています。

学生は渡航先や活動内容を計画書にまとめて提出、審査

を経て採択された“おもろい”チャレンジには、30万円の奨

学金が支給されます。キミも京大生になったら海外で“おも

ろい”チャレンジをしませんか？

おもろチャレンジ
キミも京大生になったら海外で

“おもろい”チャレンジをしよう!!

T o p i c s _ 1

京都大学 体験型 海外渡航支援制度

法学部 4回生

河野 有妃子さん
広島県 ノートルダム清心高等学校 出身

自らのアクションによってチャンスに恵まれ
ワイキキの一流ホテルでフラを踊るという

夢を叶える最終日の夜がやってきた

チャレンジテーマ  京大生フラダンサー目指してハワイ留学

「安易な進学はしたくない!! 京大にチャレンジしよう!!」。このように考

えた高校2年生の頃、私の「おもろチャレンジ」は既に始まっていたの

かもしれません。そして京大生になり、海外での“おもろい”チャレンジ

に奨学金が支給されると知ってひらめいたのが、7歳で習い始めたフ

ラダンスのこと。本場ハワイに渡ってプロのフラダンサーになろうと本

気で思っていた時期もあり、再び本気になって「京大生フラダンサー

目指してハワイ留学」をテーマとする計画書を提出しました。すると採

択され、2回生の2月に約3週間、ハ

ワイで修業することになりました。し

かし、私を待っていたのは師事をお

願いした先生に「本物のフラは短期

間で教えられるものではない」と断

られるという厳しい現実。でもあきらめるわけにはいきません。「夢を叶

えるにはどうすればよいか」と自問し続け、とにかく自ら足を運び、アク

ションを起こし、いろんな人と出会い、助けられながら、愛するフラにつ

いて徹底的に学びました。そして迎えた最終日の夜。今までの努力が

報われ、奇跡的に私はワイキキにある一流ホテルのステージでフラを

踊るチャンスを与えられたのです。1日だけの夢のような体験でしたが、

笑顔の観客からチップまでもらい、“京大生フラダンサー”になることが

できました。こうした自己実現への奮闘は今、私にとって“生き方”の指

標そのもの。それは「おもろチャレンジ」によって得た最大の収穫かも

しれません。受験生の皆さんもぜひ、“おもろい”を何より大切にする

京大で自分らしいチャレンジをしてください。そのアクションはきっと、夢

を叶える連鎖を引き起こしてくれることでしょう。

Omoro Challenger

「おもろチャレンジ」採択者の詳しい活動報告書は京都大学

ホームページに掲載しています。

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-

campus/student_3/types/program2/

omoro_challenge/index.html
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調査ターゲットにした「タパ」をつくる家を
未知の島々を歩いて見つけた3週間

学びとったのは人との出会いの大切さ

アフリカの支援につながる食品の開発に際し
必ず立ち向かってくる“壁”を予め知見した

ひと夏のエチオピア暮らし

チャレンジテーマ  トンガ・ババウ諸島における環境と工芸 チャレンジテーマ  エチオピア人の味覚を知り新嗜好品を提案する

高校時代、地元や東京の国公立大学を目指す友人が多かった中、

僕自身は「文系と理系の壁をこえて行動したい！」という衝動に突き動

かされ、”なんでもあり”と感じた京大の総合人間学部を目指しました。

すると入学後、2年次にアジア・アフリカ地域研究研究科による学部

生向けの授業があり、勇んで参加したのが琵琶湖・沖島でのフィール

ドワーク。そのつながりで教授から「おもろチャレンジ」のことを教えて

もらいました。これが、2年次の8月に約3週間に渡って、「トンガ・ババ

ウ諸島における環境と工芸」をテー

マとする現地調査に取り組むきっか

けとなるのです。このテーマは、文化

人類学への関心と、”ものづくり”へ

の興味とを重ね、表現しました。私

にとっては初めての海外で、トンガという国もまったくの未知の場所

でした。そのため、目的とした「タパ」（特定の木の樹皮を棍棒で叩き

のばしてできる不織布）を実際に作る姿を、小さな小さなエウアという

島で見つけ出すまでは、大変な苦労の連続でした。そんな私の支えと

なったのは、青年海外協力隊の看護師の方、フィールドワークに来ら

れていた日系アメリカ人の大学教授、その他さまざまな人たちとの出

逢いです。事実、調査で特筆するほどの成果は得られませんでしたが、

フィールドワークの難しさを痛感しつつ、人との出逢いや交流の重要

性を学びとれたことは、将来に確実につながる収穫でした。また、奨

学金による渡航というプレッシャーがあったことで、責任感が一層高

まったとも実感しています。皆さんも京大生になったらぜひ、この「おも

ろチャレンジ」に挑んで欲しいと思います。

まだ小学校2年生くらいの頃、アフリカの同年代の子どもたちが辛

い思いをしている姿をテレビで見てからずっと、“私にできること”を模

索していました。それは高校生になっても見つからなかったのですが、

漠然と考えているだけではダメだと気づき、行動を起こすために進ん

だのが京大農学部の食品生物科学科。入学後は“食”の科学的知

識を活かしたアフリカでの活動を目標に学び、ひとまず見つけた“私

にできること”が「おもろチャレンジ」でした。「エチオピア人の味覚を

知り新嗜好品を提案する」という

テーマで現地調査を実施したのは2

年次8月の約1カ月間。味覚に関す

る官能試験をエチオピアの人たち

にしてもらったり、彼女ら彼らにとっ

ては食べ物には思えない羊羹や“さきいか”を食べてもらったり、エチ

オピアの家庭料理をレシピと共に記録したりしながら、私自身も各地

のソウルフードをたっぷり食べ続けました。こうした活動により、アフリ

カの支援につながる食品を開発する際、必ず立ち向かってくるであ

ろう“壁”を予め知見するという成果を得たのですが、収穫はそれだけ

ではありません。私は今回のチャレンジを通じ、やりたいと思ったこと

は絶対に後まわしにせず、動機を徹底的に掘り下げながら計画を練

り、成し遂げようとする努力の大切さを身をもって知ることができまし

た。そんな学び体験が待っている“おもろい”京大をめざす皆さんが入

学してくる頃、大学院生になった私は再びアフリカを歩きまわってい

るかもしれません。「おもろチャレンジ」は募集のタイミングで説明会

も開催されるので、興味がある人はぜひ参加してみてください。

総合人間学部 文化環境学系 4回生

今井 惇さん
宮城県 仙台第一高等学校 出身

農学部 食品生物科学科 4回生

横井 朱里さん
大阪府 天王寺高等学校 出身

Omoro Challenger
Omoro Challenger

013KYOTO UNIVERSITY GUIDE BOOK 2019



Ｋ
ノ ッ ト

ＮＯＴ
京都大学 高大接続を推進するためのポータルサイト

https://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/knot/

T o p i c s _ 2

Kyoto University Nexus for Open educational Treasure

「京大は、おもろい!!」らしい。
実際、なにが“おもろい”のか？ 
入学したらなにが勉強できるのか？ 
高校の授業となにがちがうのか？

この「KNOT」は、そんな疑問をもつ高校生や高校の

先生方に向けて、京大が2018年に公開したポータ

ルサイトです。

京大はOCWやMOOCといったWebサイトで、授業や

講演、シンポジウムなどを日本語や英語で多数公開し

ています。

これらを世界中の人が活用し、多くの人たちが京大の

“おもろい”勉強を楽しんでくれています。

京大が公開している教育コンテンツは膨大なため、高

校生向けのおすすめコンテンツだけに絞り、紹介して

いるのがこの「KNOT」。実際にコンテンツを活用して

いる高校生や高校の先生方への直撃インタビューを

はじめ、Ｑ＆Ａや使い方の説明も充実しています。

オープンキャンパスに参加した人も、参加できなかった

人も、まずは「KNOT」にアクセス、京大の“おもろい”

授業を体感しよう!!

OCWとは、OpenCourseWareの略で、

京大は2005年からWeb配信をしています。

実際に京大の講義室で収録された授業や

講演会などを、ログイン不要で見ることができ

ます。

MOOCとは、Massive Open Online 

Coursesの略で、京大は2014年からWeb

配信をしています。京大の先生が英語で開

講するコースを、無料で視聴できます。履修

内容を確認するテストも用意されています。
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｜「考えの流れ」が見えた動画はこれ｜

｜「これが大学か」と思わせた動画はこれ｜

「オープンコンテンツってなに？」から使用方法まで

入念にレクチャー!! もう迷いはNOTHING!!

活用方法を実例と共に紹介!!

「KNOT / Kyoto University Nexus for Open educational Treasure」とは、

京都大学がインターネット上で公開している教育コンテンツを高校生や高校教員

に向けて紹介するポータルサイトです。800以上のコンテンツからおすすめを選び、

その使い方などを紹介しています。キミも京大生になった気分で今すぐ、京大の

“おもろい”講義を受けてみませんか？

お問い合わせ先 ： 高等教育研究開発推進センター KNOT担当
 mail: knot@highedu.kyoto-u.ac.jp

キミも京大生になった気分で今すぐ
京大の“おもろい”講義を受けてみよう!!

あなたも京大の
「お宝教育コンテンツ」を
のぞいてみよう!!

京大のハイスペックな講義・講演がスマホやパソコンで“いつでも”見られる!!P

OINT

視聴した高校生の声も掲載!!P

OINT

どのように活用するか？解説も満載!!P

OINT

高校の授業でも使える!!P

OINT

◀︎松浦健二教授（農学
部）による「100年生き
る昆虫は存在するか」
より

▶︎平尾一之教授（農学
部）による「ひと・社会・
工学〜工学のいまを
知る〜」より

Why
KNOT?
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私たち、特色入試で
京大生になりました。

多様な個性を求める「特色入試」に挑み、突破したのはどんな高校生だったのか。
京大で学ぶ今と将来をあわせて紹介します。

Special Feature
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私たち、特色入試で
京大生になりました。

多様な個性を求める「特色入試」に挑み、突破したのはどんな高校生だったのか。
京大で学ぶ今と将来をあわせて紹介します。

●どんな高校生だったか／得意科目は歴史と国語で、部活

は合唱部と写真部を兼部していました。京大に初めて行っ

たのは中学3年生のとき。オープンキャンパスに参加し、文

学部に歴史学のおもしろそうな分野が数多くあると知って

以来、京大で学びたいと思い続けていました。

●特色入試の志願動機と受験準備／志願動機のひとつ

は新しい入試に対する興味でした。提出する「学びの設計

書」は国語の先生のアドバイスを受けつつ、イランやアルメ

ニアなどの風景写真を見て心が動いたこと、そして、それら

の地域の歴史を京大で研究したいという熱意を懸命に述

べました。

●現在の学びと将来の目標／今は卒業研究のターゲットと

なるコーカサス地域の古代史について、主に史料を読解し

ながら深く取り組んでいます。その過程から「歴史や時代が

つくられる場に立ちたい」と思うようになり、卒業後はインフ

ラ系の仕事に就くことを考えています。

●どんな高校生だったか／陸上競技部で3000m障害の選

手をしていました。生徒会長を務めた高校2年の1年間は

苦労の連続でしたがとても充実し、リーダーシップも養えまし

た。そんな毎日から“学校が大好きな自分”をあらためて認識

し、大学は教育系の学部をめざすことにしました。

●特色入試の志願動機と受験準備／当初の進学先は他

の大学を考えていましたが、京大の教育学部が“教育の未

来をつくる研究機関”だと知って特色入試でのチャレンジを

決心。その日から自分の考え方や経験をアウトプットする訓

練を繰り返しました。自信はあまりありませんでしたが、合格

できたのは周囲の人のおかげだと感じています。

●現在の学びと将来の目標／学校教育“そのもの”を研究する

今後に向けて、専門科目を学びつつ現場でのフィールドワー

クやプレゼンテーション、地元・徳島に関わる活動に取り組ん

でいます。将来の目標は研究成果が活かせる教育関連の職

に就き、人々の個性を伸ばす環境づくりに貢献することです。

教育学部 2回生

大平 優斗さん
徳島県 城ノ内高等学校 出身

文学部 歴史基礎文化学系 

西洋史学専修 3回生

土肥 真瑳さん
大阪府 開明高等学校 出身

中学3年生で憧れ始めた京大で

古代史を学べているのは

特色入試に挑んだ成果です

特色入試で京大生になると決め

考え方や経験をアウトプットする

訓練を日々繰り返しました
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●どんな高校生だったか／中学生の頃から「将来は医師に

なりたい」と思っていました。部活は化学研究部と演劇部に

入り、実験と舞台稽古に明け暮れていました。京大医学部

で研究したいと思ったのは、京大が開催している高校生対

象の体験型学習講座「ELCAS」に参加したことがきっかけ

です。

●特色入試の志願動機と受験準備／難病の克服に向けた

医学研究への意欲を評価してもらいたいと考え、特色入試

の受験を決めました。受験に際しては小論文や面接の対

策に励みましたが、日頃から納得するまで自分の考えに向き

あっていた姿勢が合格に結びついたように思います。

●現在の学びと将来の目標／まだ2回生ですが遺伝子系の

研究室に通い、研究活動に参加しています。今の目標は学

部生である間に論文を仕上げること。将来的には医師・医

学博士となり、新たな治療法を待っておられる難病患者の

方々に寄り添う研究に取り組みたいと思っています。

●どんな高校生だったか／高校生の早い段階から「京大に行

きたい」と思っていましたが、成績が伸びず、あきらめかけた

時期もありました。その一方、大舞台で英語のプレゼンをした

り、学校行事に本気で取り組んだり、これらの経験を通じて

得た“自分への自信”が特色入試の受験につながりました。

●特色入試の志願動機と受験準備／「特色入試を突破し

て京大に行きたい」と考え、“人命救助のエキスパートにな

るため”という人間健康科学科への志望動機を深く掘り下

げていきました。それは幼い頃からの夢であったため、提出し

た「学びの設計書」や面接でも熱意を込めて述べることが

できました。

●現在の学びと将来の目標／人命救助の分野で最先端の

救急医療を実践するための学びに打ち込んでいます。あわせ

て看護師の資格をもつ救命救急士として人命救助の現場

に駆けつけたいと思っており、今は卒業後に消防学校へ進む

ことを視野に入れ、筋トレによる体力強化にも励んでいます。

医学部 人間健康科学科 

先端看護科学コース 2回生

髙橋 翼さん
兵庫県 姫路西高等学校 出身

医学部 医学科 2回生

鈴木 志穂さん
大阪府 天王寺高等学校 出身

難病克服に向けた医学研究への意欲を

評価してもらいたいと考えて

特色入試を受けました

特色入試の提出書類と面接に際しては

人命救助のエキスパートになるという

幼い頃からの夢を掘り下げました

私たち、特色入試で京大生になりました。Special Feature
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●どんな高校生だったか／とにかく数学が大好きで、問題を

解くだけでなく、難問をつくって友だちに解いてもらっていま

した（簡単に解かれて悔しい思いをしたこともありますが）。

そんな高校生が京大で高等数学を学びたいと思うのは当

然のこと。日々憧れが強まっていきました。

●特色入試の志願動機と受験準備／京大の一般入試に

向けて試験に慣れておこうと思ったのが特色入試の受験

動機です。理学部の数学試験で課されたのは難解な4問を

4時間かけて解くこと。高校生にとっては非常に難しい問題

でしたが楽しみながら没頭し、晴れて京大生になれました。

●現在の学びと将来の目標／2年次の全学共通科目も数

学系の科目を主に選択履修しています。3回生からは数理

科学系に進みたいと考えていて、京大ならではの高度な数

学に向きあうつもりです。大学院も博士課程まで進み、そ

の修了後は研究者として、数学の真理を探究し続けたいと

思っています。

●どんな高校生だったか／積極的に文化祭などの学校行事

に関わりつつ、幼い頃から興味をもっていた“森林”関連の

本をよく読んでいました。世界の広さを知り、異文化環境に

身をおくのも良いと考え、1年生の夏から1年間、アメリカ東

海岸に留学し、現地のハイスクールで勉強しました。

●特色入試の志願動機と受験準備／京大を意識し始めた

高校3年生の夏、学力一辺倒ではない特色入試が自分に

最適と感じ、志願することにしました。「学びの設計書」は農

学部で森林科学を学び、森林の持続可能な保全と活用に

寄与する人になりたいといったことを主にまとめました。

●現在の学びと将来の目標／この学びを深めるには現場を

知るべきと考え、京大をふくむ各地の演習林での実習に参

加しています。加えて2週間、森林を活かす林業の技術研

修も受けました。こうした学びを土台に、多面的な機能をも

つ森林の豊かさを人々に還元する活動を行うことが将来の

目標です。

農学部 森林科学科 2回生

奥田 和希さん
東京都 小石川中等教育学校 出身

理学部 2回生

降旗 駿さん
長野県 松本秀峰中等教育学校 出身

理学部は特色入試の数学もユニーク

難解な４問を４時間かけて解くことに

楽しみながら没頭しました

高校でのアメリカ長期留学や

“森林”への想いが評価されたのは

特色入試ならではだと思います

私たち、特色入試で京大生になりました。
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与えられて学ぶ“生徒”から
求めて学ぶ“学生”に変換していく

教養・共通教育
どの学部であっても入学後、まずは国際高等教育院による「教養・共通

教育」が行われます。この「教養・共通教育」では専門科目を学ぶ前に、

あるいは専門科目と並行し、文理を問わない専門外の分野をふくめ、人

類の叡知や学問の脈略を幅広く学習します。あわせて京都大学の教

養・共通教育には3つの目的があり、次代に向けて養うべき能力を基軸

に、次の3分類に大別されています。

〈１_学術的教養を養う〉
これまで人類が築き、今も築きつつある学問・研究に広く向きあい、その

方法論や探求姿勢の修得です。そのための取り組みは学問という領域

を超え、人生観や世界観におよびます。これらを通じて人間的に成長しな

がら、専門的な学びや研究の土台となる学術的教養力を養っていきます。

〈２_文化的言語力を養う〉
自分の言葉（言語）で批判的かつ論理的に思考を組み立て、それを表現

して他者に伝える方法の修得です。そのための言語学習には、自国語の

高度な運用能力の涵養はもとより、自身の専門性を活かし、世界的に活

躍するために不可欠な外国語の修得がふくまれます。また、こうした文化

的言語力を養うには他者や異文化を理解し、多様性を受け入れる姿勢が

重要であり、京都大学では“英語で学ぶ”全学共通科目の提供や言語の

自習環境の整備を進め、海外留学を後押ししています。

〈３_基礎的知力を養う〉
専門科目の学修に必要な基礎的知力の修得です。そのための学びには、

社会や学術研究をリードしていく際の基盤となる知識・技能の修得はもと

より、予想不能なほど複雑な状況下、適切な課題解決法を見つけるため

に必要な姿勢の涵養もふくまれます。

＊

なお、これらを履修するだけで、3つの目的が達成できるわけではありま

せん。大切なのは学生の主体的で能動的な関わりであり、与えられて学

ぶ“生徒”から求めて学ぶ“学生”へ、変換を促すことこそ、京都大学「教

養・共通教育」が掲げる目標に他なりません。

教育課程、すなわち「カリキュラム」は個々が歩む道筋を示す言葉です。

そこには与えられた課程を受動的に辿るのではなく、自身の将来を見据えながら、

自身で見つけた道を能動的に歩んでいくことへの合意がふくまれています。

京都大学では学部から大学院に至る、すべての教育にこの考え方が貫かれてあり、

学生の主体性に応える“柔軟な学び”を最大の特色としています。

教員との関係性を深めつつ
専門的な知識・技能を修得していく

学部での専門教育
教養・教育と併行して「学部での専門教育」が始まります。専門教育の

占める割合は１年次から学年とともに増してゆきます。

また、学部によって異なりますが、専門教育では学科やコースなど、専門

分化された課程での学びに取り組みます。この間、講義で知識を得るだ

けでなく、実習や演習など、専門分野に特化した技能を修得するための

学びも増えてゆきます。

こうした専門教育は少人数で行われることが多く、教員との対話も深まり

ます。さらに卒業に向けた“学びの総決算”として、卒業研究や卒業論文、

国家試験の受験・合格などの課題が与えられます。

自ら発見したテーマを自ら学び
より高度な専門性を獲得していく

大学院での教育・研究
京都大学では例年、学部で学士の学位を得た卒業生の約55％が上位

学位（修士・博士）の取得をめざし、大学院に進学します。

〈修士課程〉

「修士課程」には大きく分けて、研究者養成のための従来型大学院、実

務家養成のための専門職大学院、2つの課程があります。

また、京都大学の大学院には他学部や他大学の卒業者、社会人経験

者や留学生も多く、幅広い年齢層や多様なキャリアをもつ人々との関わ

りが得られます。ただし、大学院では自らテーマを発見し、自ら学ぶことが

さらに重視され、“良い答え”を見つけるだけでなく、“良い問い”を発するこ

とも重視されます。

そのような修士課程の修了に際しては、研究者養成の課程では修士論

文の作成が、専門職大学院では関連専門職の資格試験の合格が、そ

れぞれの総仕上げとなります。

〈博士課程〉

修士課程の修了後、研究者や高度な専門家をめざして進む「博士課

程」では本人の意欲に応じ、京都大学ならではの充実した研究環境の

恩恵を最大限に受けられます。

博士課程では研究テーマを自ら定め、立案した研究計画に基づく指導

を教員から受けます。あわせて国際会議での発表や学術雑誌に向けた

論文執筆なども本格化、自立した研究者としての活動が始まります。こう

した研究の成果を博士論文にまとめ、審査に合格すると国際的通用度

の高い「博士号」が授与されます。

なお京都大学では時代のニーズに応え、高度な専門性と幅広い視野を

併せもち、社会の多様な分野で活躍できるリーダーの養成を目的とする

「5年一貫の博士課程教育リーディングプログラム」を提供しており、海

外の大学との共同学位プログラムも多分野で実施しています。

京都大学の教育
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京都大学の教養・共通教育を担う

全 学 共 通 科目

〈人文・社会科学科目群〉
人文・社会科学科目群は次の8分野を開講しています（全284科目）。

●哲学・思想 ●歴史・文明 ●芸術・文学・言語 ●教育・心理・社会

●地域・文化 ●法・政治・経済 ●外国文献研究 

●日本理解（外国人留学生対象）

〈自然科学科目群〉
自然科学科目群には、数学、データ科学、物理学、化学、生物学、地

球科学を主な内容とする科目の他、これらを横断する応用的な科目が

多様に開講されています。これらには専門教育の一般的基礎となる

科目をはじめ、全学生に共通する教養的な内容の科目もあります（全

234科目）。

〈外国語科目群〉
全学共通科目として開講している外国語科目は次の10言語です（全

150科目）。

●英語 ●ドイツ語 ●フランス語 ●中国語 ●ロシア語 

●イタリア語 ●スペイン語 ●朝鮮語 ●アラビア語 

●日本語（外国人留学生対象）

外国語教育においては学術的素養の涵養と学術的言語技能の修得

をめざすと共に、異文化理解と外国語運用力の向上にも努めています。

〈情報学科目群〉
情報学科目群は基礎と各論に分類されてあり、基礎科目は下記2科目

を中心に開講しています（全49科目）。

●情報基礎 ●情報基礎演習

〈健康・スポーツ科目群〉
健康・スポーツ科目群は次の2分野を開講しています（全48科目）。

●健康・スポーツ科学 ●スポーツ実習

〈キャリア形成科目群〉
キャリア形成科目群は次の4分野を開講しています（全43科目）。

●国際コミュニケーション ●学芸員課程 

●地域連携 ●その他キャリア形成

〈統合科学科目群〉
統合科学科目群は次の4分野を開講しています（全26科目）。

●統合科学* ●環境 ●森里海連環学 ●その他統合科学
*統合科学は主に後期5限目に開講され、人類社会の持続的発展と深く関わる主題につい
て、文系・理系双方の教員を交えた対話型の授業を通じて多元的な視点から、対象の考察
法を習得することをめざしています（下記は考察する主題の例）。

◎生命と社会〜生命科学の進歩と人の生活 

◎生命と社会〜自然と人の関わり 

◎閉じた地球で生きる（エネルギー消費と環境） 

◎持続可能な地球社会をめざして（エネルギー・環境・社会の視点から） 

◎自然災害の科学 

◎エネルギーを取り巻く環境 

◎地球環境と人類とのバランス 

〈少人数教育科目群〉
少人数教育科目群は原則的に前期5限目に開講し、主に日本語で実

施する「ILASセミナー」、英語で実施する「ILAS Seminar-E2」で編

成されます。どちらも新入生が主対象です。授業は各学部・研究科・研

究所・センター等の教員が、5人から25人程度の学生に向けて行う少

人数のセミナー形式とし、多様なテーマを考察します。

テーマは、医療、言語教育、東洋史、日本古典、政治学、社会学、過疎

問題、地震、天文学、文化人類学、豊かさ、エネルギー需給、海洋生物

など。京都大学ならではの豊富なテーマから、自ら考え、読み、議論し、

書くということに取り組みます。

これらの他、海外での実地研修をふくむ「ILASセミナー（海外）」も開

講されています。

●京都大学では学生の英語力を向上させると共に、教育・研究環境の国際化を進展することを重視し、
　英語によるコミュニケーション能力の充実につながる科目編成をしています。

●なかでも1年次の「ライティング・リスニング」授業は1クラス約20名の少人数で実施、年間の半期は英語のネイティブスピーカー教員が担当します。

●リスニングでは、ICTを活用した自習教材に授業時間以外で取り組むことが必須となっている他、学術語彙の充実にも注力しています。

●さらに1年次の4月と12月には「TOEFL ITP」試験を実施、学生に自身の英語能力を自覚させると同時に、
　国際学術言語教育センター（i-ARRC）による学習サポートを行います。

●あわせて“英語で学ぶ”教養・共通教育の充実も進んでおり、多くの科目が「日本語で学ぶか」それとも「英語で学ぶか」が選択可能になっています。

京都大学の教養・共通教育は、学部の枠組みをこえて学ぶ「全学共通科目」が主に担っており、以下8群に分類されています。
※記載の開講科目数は平成30（2018）年度実績であり、平成31（2019）年度はこの限りではありません。

英語教育の充実と“英語で学ぶ”教養・共通教育Point

Close-up
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21世紀に入り、地球規模での交流が
活発化し、科学技術や産業の革新が
進む中、世界も日本も大きな転換期を

迎えている今日、広い視野から国家や社会のあり方を深く考
え、新たなビジョンを示して、時代を切り拓いていく優れた人材
が求められています。
　このような要請に応えるため、京都大学法学部は、自由の学
風の下、豊かな教養を涵養し、国家・社会の制度や組織の設
計及び運営等に必要な法学及び政治学等の基本的知識の
修得並びに思考力、判断力、構想力及び表現力等の育成を
図り、グローバルな視野から、法、政治、経済及び社会を多面
的かつ総合的に捉え、多様な価値観や文化を尊重し、地球・自
然環境に配慮しつつ、多元的な課題の解決に取り組み、人々
が協働し共に生きる社会の実現に貢献できる優れた能力と高
い志を備えた人材を養成することを教育目標としています。
１．法学部では、このような教育目標に基づいて編成・実施され
る教育課程において学び、学位授与の方針に示される知識
及び能力等を修得して、様々な分野で指導的な役割を果たす
ことができるよう、次に掲げる能力・資質等を備える者の入学
を期待しています。

（1） 国家・社会の制度や組織等の基礎及び背景を理解し、
法、政治、経済及び社会を多面的かつ総合的に捉える基盤
とするため、人間、社会及び自然に関する基本的知識及び見
方・考え方を確実に身につけていること。

（2） 国家・社会の制度や組織の設計及び運営に携わり、企
画立案を行い、課題を解決する基盤とするために、（1）に掲げ

る知識及び見方・考え方を活用して、多元的な課題を考える
思考力、判断力及び構想力等の基本を身につけていること。

（3） 様々な分野で、多様な人々と協働し、指導的な役割を果
たす基盤とするため、多様な考え方を理解し、論拠を示して自
らの意見を述べることができる基本的なコミュニケーション能
力、とりわけ論理的な文章力の基本を身につけていること。

（4） グローバル社会において活躍するために必要な英語その
他の外国語の基本的な四技能をバランスよく身につけている
こと。

（5） グローバルな視野から国家・社会に関する事象に強い関
心を持ち、このような事象を本質から理解しようとする知的探
求心を有すること。

（6） 未だ答えのない課題等を自ら見いだし、文献や資料等を
調査して、徹底して考え抜こうとする自学自習の姿勢を有して
いること。
２．法学部では、こうした資質・能力等を備えているか否かを、
次のような入学者選抜により判定します。
　一般入試選抜においては、5教科8科目又は6教科8科目の
大学入試センター試験及び論述式試験を基本とする4教科
の個別学力検査等により、上記の（1）から（6）の能力・資質等
を総合的に判定します。
　特色入試においては、5教科8科目又は6教科8科目の大学
入試センター試験及び調査書の成績、日本語と英語の文章
を題材とした小論文試験により、上記の（1）から（6）の能力・
資質等について、特に（3）（5）及び（6）の能力・資質等を重視
して総合的に判定します。

法学部

理学は自然現象を支配する原理や法則を探究する学問であり、その活動を通じて人類の知的財産としての文化の
深く大きな発展に資するとともに、人類全体の生活向上と福祉に貢献する知的営為であります。京都大学理学部
は、自由な雰囲気の下での学問的活動を何よりも大切にし、新しい学問分野の創造に重要な役割を果たしてきまし
た。その一端は、卒業生の中から4名のノーべル賞受賞者と2名のフィールズ賞受賞者を出したことからもうかがえま
す。現在もこの学風を継承し、多くの優れた人材を輩出する教育機関として更なる発展を続けています。京都大学理
学部は、自由の学風の下で、将来の理学の創造、発展、応用、普及のための能力と知識を身につけることができる学
生を求めており、以下のような学生の入学を期待しています。

〈理学部が理想とする学生像〉
●自由を尊重し、既成の概念を無批判に受け入れることなく、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
京都大学理学部では1学科制のもと、「緩やかな専門化」を経て、それぞれの学生の能力・適性に合致した専門分野に向う教
育を行っています。高等学校における数学と理科は、入学後、理学の各分野のより高度な内容を学ぶための基礎であり、それ
に対応できるような深い理解が求められます。また、国語は、論理的にものごとを考え表現する力の基礎となります。英語の力
は、入学後、専門分野の学習、そして、将来の国際的な活動を支えるものとなります。したがって、入学する学生には、将来の専
門にこだわることなく、高等学校において、幅広い学習を行ってくることを期待します。これらの学力を測るために、京都大学理
学部では、数学・理科(物理、化学、生物、地学から2科目)・国語・英語の個別学力検査を実施するとともに、大学入試センター
試験の点数も取り入れた合否判定を行っています。
また、理学の中でも特に数理科学の分野では、高等学校時から極めて優れた才能を現す者が見受けられます。そのような学生
を求めるため、京都大学理学部では特色入試を行い、志願者の数学についての取り組みや達成に関する報告書等の提出書
類、数学に関する能力測定考査、口頭試問、および大学入試センター試験の成績を総合して合格者を決定しています。

理
学
部

〈1〉京都大学文学部は、哲学・歴史学・文学・行動
科学に関わる諸問題を学び考え、自由の学風を重
んじる本学の基本理念を踏まえながら、新たな知的
価値を創出することをめざす学生を求めます。

〈2〉京都大学文学部は入学希望者に対し、以下の
点を入学前に具えておくことを求めます。
❶総合的な基礎学力をもっていること。

❷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
に関して、深い関心をもっていること。
❸高度の文章読解力、および論理的かつ柔軟で、創造性豊
かな思考力とそれを表現する力をもっていること。
入学試験においては、これらの力が具わっているかを判定しま
す。なお、特色入試においては、入学後の勉学についての展
望と具体的プランをもっていることも問います。

文
学
部

本学部は、教育と人間に関わる多様な事象を対象とした諸科学を学ぶことにより、心、人間、社会についての専門的
識見を養成し、さらに広い視野と異質なものへの理解、多面的・総合的な思考力と批判的判断力を形成し、人間らし
さを擁護し促進する態度を啓培することで、地球社会の調和ある共存に貢献できる人材の育成を目的としています。
本学部は、以上の目的を理解し、本学部での学修を希望する者に対して、❶総合的な基礎学力、❷人間と社会につ
いての深い関心と洞察力、❸柔軟な思考とゆたかな創造力をもち、大学教育を通して、人間と社会、教育や心理に
ついての関心を深め、論理的・批判的思考力、問題解決力とコミュニケーション能力を身に付けることができる学生
を求めています。それらを大学入試センター試験及び「文系」型又は「理系」型の個別学力検査により評価します。
また、いったん他学問分野での専門教育を受け、あるいはさらに社会経験を積んだ本学部以外の大学卒業者で、再
度、教育諸学における専門教育の勉学を志す者に対しては、学士入学（第３年次編入学）の選抜試験により、同様

のことを評価します。
さらに、特色入試選抜においては、上記に加え、❶教科及び総合的な学習の時間などにおいて、学習を深め、探究活動を行い、卓越
した学力を身に付けていること、あるいは、学校内外の活動で豊かな経験を積み、熟達を通して、深い洞察力を得ていること、❷将来、
主体的に社会に貢献する志をもっていることを、提出書類、課題と口頭試問に基づく選考、大学入試センター試験により評価します。

教
育
学
部

総合人間学部は、たえまなく変化する現代社会における人間と文明と自然
の新たな結びつきを見出すために、人文科学、社会科学、自然科学を横断する

「人間の学」の創出をめざしています。この挑戦に積極的に加わろうとする志
をもつ人、人類が直面する様々な課題に向きあう進取の精神をもつ人、持続的で創造的な取り組みを支える教養を身につけ
たいと考える人を本学部は求めます。

総合人間学部が入学を希望する人に求めるものは、高等学校の教育課程の教科・科目を広く修得することに加えて、その
内容を活用する主体的な思考力・判断力・表現力、そして他者と協働しながら学ぶ態度です。

総合人間学部の入学者選抜は、京都大学の一般入試において、文系と理系の2つの募集区分を設け、多様な基礎的学力
を測ります。また本学部独自の特色入試では、高等学校における学びの成果、基礎的学力とともに、文系と理系の総合的な思
考力・表現力を評価します。

総合人間学部

京都大学医学部は、1899年（明治32年）に京都帝
国大学医科大学として創立された百有余年の歴史
と伝統持つ医学部として、世界に誇る指導的な医
学者、医学研究者を輩出してきました。医学部医学
科は、京都大学が創立以来築いてきた自由の学風
を継承し、医療の原点である「人を愛する」精神の
もと、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ます。
このような方針を踏まえ、世界の医学・医療の発展
を担い、人類の健康と福祉に貢献できる人材を育成
するために、以下のような学生の入学を期待します。

〈医学部医学科が望む学生像〉
●自ら課題を発掘する好奇心や探究心、それを解決
しようとする主体性を持っている人
●高い倫理性と豊かな人間性を備え、他者との協

調性を持っている人
●優れた知的能力とともに、国際的視野を持っている人
入学する学生には高等学校等において、教育課程の教科・科
目の習得による基礎学力に加え、分析力や俯瞰力により、こ
れを高度な学びへと展開できる向学心を培うことを求めます。
医学部医学科が望む学生を選抜するために、一般入試（前期
日程）は、大学入試センター試験並びに個別学力審査及び面
接試験により、総合的に合格者を決定します。
また、医学・生命科学に深い関心を持ち、真摯な姿勢、強い熱
意を持って真理を探究し、世界の医学をリードする医学研究
者としての資質･適性を持つ人材を求め、特色入試を実施し
ます。高等学校での成績および英語能力において所定の基
準を満たす学生を対象に、高等学校での取り組みや医学研
究に対する考えに関する報告書等の提出書類並びに小論文
試験及び面接試験により、合格者を決定します。

医
学
部
／
医
学
科

経済学・経営学は個人から政
府に至るまでの幅広い対象の
経済活動ならびに企業の営利

活動を研究対象とし、個人や社会の厚生の向上を目指す学
問です。その研究対象は決して単純ではなく、財政、産業、雇
用、金融、地球環境などに解決すべき諸問題が次々と発生し、
複雑性を増しています。京都大学経済学部は、自由の学風を
維持しつつ、経済学・経営学の基礎的な科目の教育を充実す
ると共に、絶えず新しい分野の学問を教育することを心がけ、
社会経済の変化に柔軟に対応し、解決策を発見、創造できる
人材を育成することで学界、官界、産業界に貢献してきました。
このような歴史を踏まえ、京都大学経済学部は、経済学・経営
学的分析能力を修得できる知力と探究心を持ち、かつ、教員
や他の学生と積極的に討論を重ねることにより、自主的に考
え創造的な提案が行える人材に成長できる学生を求めており、
以下のような学生の入学を期待しています。

〈経済学部が求める学生像〉
●高等学校教育を通じて広範で高度な基礎知識を身につけ
るとともに、論理的思考力ならびに語学能力を修得している人
●社会・経済活動全般に積極的に関与したいと考える、知的
好奇心が旺盛な人
京都大学経済学部が求めるような学生の成長を促すうえでは、
多様な背景をもつ学生を受け入れることが重要であり、現在、

「文系入試」、「理系入試」および「特色入試」という３種類
の学力検査を実施しています。定員の多くを占める文系入試
においては、経済学・経営学を学ぶための基礎となる社会と
数学、論理的思考力を担保する国語、専門教育や卒業後の
国際的活動に不可欠な英語の４科目に関して個別学力試験
を実施しています。理系入試においては、文系入試における
社会の試験に代えて理系用の数学試験を課すことで、経済
分析で重要となる数理的能力を重視した選抜を行っています。
特色入試では、書類審査の後、筆記試験で論文を課し、与え
られた文章や資料を理解して問題点を把握できる能力、なら
びに、自己の主張を的確に表現できる論理構成能力を重視し
た選抜を行っています。また、これらの３種類の入試において
は、総合的学力の評価を行うために大学入試センター試験の
点数を取り入れた合否判定を行っています。その他にも、外
国人留学生、外国学校出身者、３年次編入者向けに、多様な
学力検査の機会を提供しています。

経済学部
Admission Policy
京都大学入学者受入れの方針
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薬学は、人体に働きその機能の調節等を介して疾病の予防・治癒、
健康の増進をもたらす「医薬品」の創製、生産、適正な使用を目標
とする総合科学です。京都大学薬学部は、この薬学という学問の
基礎体系を深化させ、創薬科学、医療薬学の教育・研究を通して
薬学の進展と社会の発展に貢献することを目標としており、産官
学における幅広い薬学関連分野でリーダーを輩出してきました。
薬学科では、医療薬学に関係する幅広い分野において、将来、
医療薬学研究者の国際的リーダーとして活躍することのできる
人材、および高度な先端医療を担う薬剤師・医療従事者のリー
ダーとして社会に役立つ人材を育成しています。そのため、次の
ような人材を求めています。
●高等学校等における学習・課外活動を通じ、十分な基礎学力
とコミュニケーション能力を有していること。
●自ら目的を設定し挑戦できる行動力があること。
●先端医療・医療薬学に関心と興味を持ち、将来、医療薬学領
域で世界をリードできる医療薬学研究者、および先端医療を担う薬剤師・
医療従事者のリーダーを目指していること。
特色入試においては、高等学校における学業活動、志望動機・入学後の学
習設計、大学入試センター試験および英語能力試験、論文試験、面接試
験によりこれらの点を評価し、入学者選抜を行います。一般入試においては、
大学入試センター試験および個別学力検査により基礎学力を評価します。

薬
学
部
／
薬
学
科

京都大学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」とは、
既成概念にとらわれず、物事の本質を自分の目でしっか
りと見るということです。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「工学部は応用を主体とする
学部である。」と考えられています。「基礎を重視する。」
と言いますと、やや異質な印象を持たれるかもしれませ
ん。しかし、京都大学工学部では、「基礎となる学理を
しっかりと学んでおくことが、将来の幅広い応用展開や
技術の発展を可能とするための必須条件である。」とい
う理念の下に、この教育方針を採っています。
このような方針の教育を受けてもらうために、次のよう
な入学者を求めています。
❶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。
❷既成概念にとらわれず、自分自身の目でしっかりと確
かめ、得られた情報や知識を整理統合し論理的に考察
することによって、物事の本質を理解しようとする人。
❸日本語・外国語を問わず、自らの意見や主張をわか
りやすく発信する能力を身に着けるために必須の基礎
的な言語能力とコミュニケーション能力を持った人。
❹創造的に新しい世界を開拓しようとする意欲とバイ
タリティーに満ちた人。
入学者選抜では、大学入試センター試験に加えて、数
学・理科・英語・国語の基礎学力の評価に重点を置い
て、個別学力検査および特色入試を実施し、上述の
観点から多様な人材を評価・選抜しています。
なお、特色入試では、上記の基礎学力に加えて、特筆
すべき理系の能力を持つ人材を求めて、学科ごとに、
入学を望む学生像に応じて、調査書、推薦書、顕著な
活動実績の概要、学びの設計書、大学入試センター
試験の成績、口頭試問の中から必要項目を選択・組み
合わせて、人物を評価しています。

〈地球工学科が望む学生像〉
住みやすくて豊かな都市と地域、安全に暮らせる国土、
資源・エネルギーを基礎とした持続的文明、環境に配
慮した地球社会を築いていくために、広く社会に役立
つ土木工学、資源工学、環境工学を学びたい人を求

めています。社会に貢献するための科学技術を学びた
い人、国際的に活躍したい人、官・民・学の広い範囲か
ら就職先を考えたい人に最適な学科です。地球工学
科での専門教育を受ける上で十分な基礎学力と思考
力を備えた人を求めます。

〈建築学科が望む学生像〉
人間生活に密接に係わる建築は、多様な技術を総合
した創造的な努力によってつくりだされます。このため、
自然科学だけでなく、人文科学、社会科学、さらには芸
術にも深い関心をもつ学生を歓迎し、その才能を伸ば
す教育を行います。建築家、建築技術者、研究者、建
築・都市行政の担当者、各種事業に携わるプランナー
などを目指す人を望みます。

〈物理工学科が望む学生像〉
次世代の画期的な機械システム、新材料、エネルギー
システムを開発すること、宇宙空間への活動の場を拡
げていくことに強い関心を持ち、これらの課題の実現
に向け、古典物理学から近代物理学に到る幅広い物
理学を基礎とした工学を学ぶ意欲を持つ人を求めま
す。物理工学科での専門教育を受ける上で十分な基
礎学力と思考力を備えた人を求めます。

〈電気電子工学科が望む学生像〉
自然現象や科学技術、その人間生活との関わりなどに
対して広い関心と旺盛な探究心をもつとともに、電気
電子工学関連の学術分野へ強い興味を有し、専門教
育を受けるのに十分な基礎学力と論理的思考力を備
えた創造性豊かな入学者を求めます。

〈情報学科が望む学生像〉
高度情報社会における幅広い問題を情報学の知識と
数理的思考により解決することに強い関心を持つ人を
求めます。数学、物理学をはじめとする理科系科目に
関する十分な基礎学力と論理的思考力に加えて、情
報学が関係する人文・社会科学を含めた諸学問に対
する興味を持つ人を求めます。

〈工業化学科が望む学生像〉
化学および化学に関連する工学のすばらしさを理解し、
学習する志と意欲をもち、既成概念にとらわれずに物
事を論理的に考え、さらに自ら問題を解決しようとする
人を求めます。したがって、高等学校での学習内容を
よく理解し、工業化学科での専門教育を受ける上で十
分な基礎学力と能力を有していることが望まれます。

工学部

京都大学医学部人間健康科学科は、1899（明治32）年に
設置された京都帝国大学医科大学附属医院看護婦見習講
習科に始まり幾多の変遷を経て、数多くの医学・医療従事者
を輩出してきました。その歴史と伝統を基盤とし、２１世紀の
医学・医療の発展を担う「人間健康科学（Human Health 
Sciences）」の確立を目指しています。
そこで、本学教育の基本理念のもと、自由の学風を継承し、人
類の健康と福祉に貢献する高度医療専門職及び総合医療
科学領域における世界トップレベルの独創的な学術研究を
リードする人材の育成を使命とし、以下のような学生の入学
を期待します。

〈医学部人間健康科学科が望む学生像〉
●未知へと挑戦する進取の気性に富む人
●真理を追究する情熱を持ち、豊かな人間性

と高い倫理観を備えている人
●優れた知識と技能及び思考力・判断力・表現力を持ち、自
学自習のマインドを持つ人
●協調性に優れ、周囲の人間と良好なコミュニケーションをと
ることができる人
●将来、高度医療専門職、総合医療科学領域において、国
内外の独創的な学術研究をリードする意欲のある人
数学と理科については、医学的、科学的な理解と、より高度な
知識を学ぶために基礎となる学問であり、本学科では十分な
理解が求められます。国語については、一般的に必要な基礎
知識と論理的な考え方、表現力を身につけるため、また、英語

については、国際的に通用する情報を確実に得てグローバル
に活躍するためのコミュニケーション能力の涵養が重要となり
ます。したがって、入学する学生は高等学校においてそれぞれ
の科目を幅広く学習していることを期待します。
これらの学力を測るため、本学科では、数学・理科（物理・化
学・生物のうちから2科目）・国語・英語の個別学力検査を実施
するとともに、大学入試センター試験の点数を取り入れて、合
格者を決定します。
また、将来のビジョンが明確にあり、その分野への関心が非常
に高い優れた人材を求めるため、特色入試を導入し、高等学
校における取り組みや活動、大学入学後の学習設計に関す
る書類選考と、論文試験並びに面接試験及び大学入試セン
ター試験により、合格者を決定します。

医学部／人間健康科学科

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、学科ごと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、応用力
と適応力をもって、それぞれの専門教育に必要な学力を有する
学生を求めています。その学力を測るため、一般入試では全学
科共通で大学入試センター試験の得点に加え、国語・数学・理科

（物理、化学、生物、地学から2科目）・外国語（英、独、仏、中か
ら1科目）の個別学力検査を実施して入学者選抜を行っていま
す。また、各学科の示す人材を求めるために特色入試も行い、調
査書、学業活動報告書、学びの設計書、大学入試センター試験
の成績のほか、英語能力検定試験、小論文、口頭試問、面接試
験を学科ごとに組み合わせて合否判定を行っています。
●資源生物科学科　農業、畜産業および水産業が抱える諸
問題や生物学的諸現象に広く関心を持ち、勉学意欲に富み、
問題に対して幅広い視点から論理的に解決案を見いだし得る
人材を求めます。したがって、英語などの基礎科目について十
分な素養を備えているとともに、とりわけ生物をはじめとする理
科の科目に関して十分な学力を有していることが望まれます。

このような学生を選抜するために、一般入試を行うとともに、明
確な問題意識とそれを解決しようとする極めて高い意欲のある
人を特色入試で選抜します。
●応用生命科学科　生命科学、食料生産、環境保全に強い
関心を持ち、生命現象や生物の機能を化学的な視点によって
解明・活用することに興味がある人を求めます。また、自分の考
えをもつとともに異なる意見にも耳を傾けることができ、自分の
考えをまわりのひとに的確に伝えることができる人が望まれます。
その選抜にあたっては、筆記試験による一般入試の他に、未知
の領域に好奇心をもって挑戦できる人材を選考する目的で特
色入試を行います。
●地域環境工学科　一般入試では、農業・農村問題や環境問
題、人類への食料供給問題に強い関心をもち、これらの問題
解決に向けた物理学・数学を基礎とした工学的・技術的な方法
論に関し勉学を志す人を求めます。ただし、農業生産と密接な
関係があることから、生物学や生命科学などにも強い関心を持
つ学生が望まれます。特色入試では、食料・環境・農業などの
分野において、高度な専門知識と工学的問題解決能力を持っ
て社会のリーダーとなるべき人材を求めます。特色入試におい
て、具体的には大学入試センター試験による基礎学力とともに、
小論文試験により問題解決能力、論理的思考力について、面
接試験により意欲、適性及び識見について評価します。
●食料・環境経済学科　一般入試では、食料、環境、農林水
産業等において生ずる様々な社会・経済問題に対して強い関
心を持ち、幅広い観点から自身の力で論理的・実証的に問題
の解決に向かって努力する人材を求めます。理科系科目に興

味を持ちつつ、経済学を基本としながらも、経営学、社会学、歴
史学など人文・社会科学を積極的に勉学したい学生を望みま
す。特色入試では、一般入試によっては把握できない能力を有
し、将来、高度な専門知識を持ち、食料、環境、農林水産分野
の発展を主導できる可能性のある人材を求めます。
●森林科学科　 身近な生活空間から地球規模の環境問題ま
でを視野に入れて、森林生態系の保全と活用、森林由来の生
物資源の利用、森林と人間の共生などの課題に積極的にチャ
レンジする人材を求めます。一般選抜においては、応用力、適
応力、科学的解析力などをバランスよく兼ね備えた人材を重視
します。特色入試では、森林科学の立場から社会に貢献するた
めの高度な専門知識と問題解決能力を習得する強い意欲と
能力のある人材を望みます。
●食品生物科学科　食の観点から、「生命・食料・環境」に関
わる課題を包括的に取り組み、科学的に解決する人材を求め
ています。具体的には、食に関わる幅広い問題に関心を持つと
ともに、生化学、有機化学、物理化学および分子生物学を基
盤とする生命科学はもとより、人と社会に関わる哲学、経済学
など人文・社会科学の基礎科目を学ぶ意欲を持ち、これらの学
問的背景のもとに、本学科の学理を修得し、将来、産・官・学の
各分野において、食品生産工学、食品生命科学および食品健
康科学に関わる創造的な研究ならびに開発・生産活動を、高
い倫理性とリーダーシップを持って実行できる人材を求めてい
ます。その選抜にあたっては、筆記試験による一般入試の他に、
国際的に活躍できる人材を選考する目的で、口頭試問による
特色入試を行います。

農学部

薬学は、人体に働きその機能の調節等を介して疾病の予防・治癒、
健康の増進をもたらす「医薬品」の創製、生産、適正な使用を目標
とする総合科学です。京都大学薬学部は、この薬学という学問の
基礎体系を深化させ、創薬科学、医療薬学の教育・研究を通して
薬学の進展と社会の発展に貢献することを目標としており、産官
学における幅広い薬学関連分野でリーダーを輩出してきました。
薬科学科では、創薬に関係する幅広い分野において、将来、
リーダーとして国際的に活躍することのできる人材を育成してい
ます。そのため、次のような人材を求めています。
●高等学校等における学習・課外活動を通じ、十分な基礎学力
とコミュニケーション能力を有していること。
●自ら目的を設定し挑戦できる行動力があること。
●創薬に関心と興味を持ち、将来創薬領域で世界をリードでき
る薬学研究者を目指していること。
特色入試においては、高等学校における学業活動、志望動機・
入学後の学習設計、大学入試センター試験および英語能力試
験、論文試験、面接試験によりこれらの点を評価し、入学者選抜

を行います。一般入試においては、大学入試センター試験および個別学
力検査により基礎学力を評価します。

薬
学
部
／
薬
科
学
科
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