
音楽部交響楽団
軽音楽部
音楽研究会
合唱団
グリークラブ
アカペラサークル・CRAZY CLEF
ギタークラブ
マンドリンオーケストラ
吹奏楽団
リコーダー同好会
軽音サークル・E.M.B.G
軽音サークル・こんぺいとう
軽音サークル・ZETS
民族舞踊研究会
ALL京大舞踏研究会
アマチュアダンスクラブ
邦楽サークル・叡風会
アンプラグド
エレクトーンサークルKUES
アンサンブルリード
Egoistic Dancers
劇団ケッペキ
映画文化研究会
シネマ研究会
雪だるまプロ
漫画研究部
アニメーション同好会

創作サークル「名称未定」
美術部
美術研究会
陶芸部天山窯
写真部
書道部
能楽部観世会
能楽部宝生会
能楽部金剛会
能楽部狂言会
心茶会
落語研究会
囲碁部
奇術研究会
将棋部
かるた会
デジタル写真サークル Digi＊Photo!
京大短歌
CROSS STITCH
京大漫トロピー
華道部
キリスト者学生会
聖書研究会
古典に学ぶ会
原理研究会
クイズ研究会 Mutius
RPG研究会

SF・幻想文学研究会
唯物論研究会
コリアン学生の集い
歴史研究会
地理同好会
鉄道研究会
天文同好会
粋な科学の会
生物科学の会
コロポックル
野生生物研究会
都市公害問題研究会
環境サークルえこみっと
機械研究会
E.S.S
エスペラント語研究会
児童文学研究会・紙風船
点訳サークル
手話サークル
グッドサマリタンクラブ
さいもんめ
現代社会研究会
刑事法研究会
探検部
有機農業研究会
きのこじき
自然農法研究会

ローバースカウトクラブ
農業交流ネットワーク
中国留学生学友会
国際ビジネス研究会
庭満喫サークル洛楽
マイコンクラブ
ユネスコ学生クラブ
ユースホステルクラブ
国際関係論研究会
推理小説研究会
考古学研究会
全学学生自治会同学会
西部講堂連絡協議会
文化サークル連合会
11月祭全学実行委員会
京都大学新聞社
生協学生委員会
院生協議会

文化系サークル／99団体

文化系と体育系あわせて約200団体のクラブ・サークルがあり
多くの京大生が生涯の友となる仲間と共に心身を錬磨しています

クラブ・サークル

居合道部

邦楽サークル・叡風会

鳥人間 Shooting Stars

民族舞踏研究会
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体育会所属部／54団体 体育会に所属していない体育系サークル／32団体 課外活動施設

北部グラウンド
北白川スポーツ会館
馬場（厩舎）
吉田南グラウンド
テニスコート
総合体育館
総合体育館附設プール
バレーコート
弓道場
アーチェリー場
相撲場　など

【学外の施設】
白浜海の家
笹ヶ峰ヒュッテ
志賀高原ヒュッテ　など

散策の会
オリエンテーリングクラブ
ワンダーフォーゲル部
フリークライミングクラブ
硬式庭球同好会・FREAK
KIDDY KIDS
フレームショット
ソフトテニスサークル
テニスサークル・JUST OUT
T.C.T
テニスサークル・ぺんた
スキー同好会・スノーパンサー
飛翔会
持久走同好会
バスケットボールサークル・フリークラブ
バスケットボールサークル・LED
バレーボールサークル・JUSTICE
天之武産合気道同好会
ソフトボール同好会・プレッシャーズ
卓球同好会・SMASH×SMASH
バドミントンサークル・レモンスカッシュ
アウトドアサークル・DOWN HILL
鳥人間 Shooting Stars
ブーメランサークル・く
水泳サークル Miconos
鹿島神流武道部
アイアンマンスクール

ルージュF.C（サッカー）
京大カーリングサークル
京炎ふでそれ！「彩京前線」
サニーロード ちゃりだー
スキューバダイビングサークルMARINE SNOW

■運動部
合気道部
アイスホッケー部
アーチェリー部
アメリカンフットボール部
居合道部
ウインドサーフィン部
ウェイトリフティング部
カヌー部
空手道部
弓道部
グライダー部
剣道部
硬式庭球部
硬式野球部
ゴルフ部
サイクリング部
サッカー部
山岳部
自転車競技部
自動車部
柔道部
準硬式野球部
少林寺拳法部
水泳部
スキー競技部
スピードスケート部

相撲部
ソフトテニス部（男子・女子）
ソフトボール部
体操部
卓球部
馬術部
バスケットボール部（男子・女子）
バドミントン部
バーベル部
バレーボール部（男子・女子）
ハンドボール部
フィールドホッケー部
フィギュアスケート部
フェンシング部
フットサル部
ボウリング部
ボート部
ボクシング部
ヨット部
ライフル射撃部
ラクロス部（男子・女子）
ラグビー部
陸上競技部

■その他
応援団

京大カーリングサークル 自転車競技部

グリークラブ

アイスホッケー部

能楽部観世会
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生活サポート（制度・施設）

着実な学習・研究の土台となる日常生活の充実に向けて
学生たちを制度と施設の両面からサポートしています

京都大学では経済的な理由により修学を断念することがないよう、さまざまな経済的サポートを提供

しています。主な支援には「入学料・授業料の免除等」の他、「奨学金制度」の案内や「小口短期貸

付」の受付、「京都大学基金緊急支援一時金」の支給などがあります。

〈入学料・授業料の免除等〉
●入学料の免除／入学前1年以内に出願者の学資負担者が死亡、または出願者もしくは学資負担

者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合は、出願者本人か

らの申請を選考し、入学料の全額または半額を免除します。

●入学料の徴収猶予／経済的な理由により、期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優

秀と認められる場合は出願者本人からの申請を選考し、入学料の徴収を猶予します。あわせて入学

前1年以内に出願者の学資負担者が死亡、または出願者もしくは学資負担者が風水害等の災害を

受け、入学料の納付が期限内に困難であると認められる場合も、出願者本人からの申請を選考し、入

学料の徴収を猶予します。

●授業料の免除／経済的な理由により、授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる

場合は、出願者本人からの申請を選考し、各期ごとの授業料の全額または半額を免除します。あわせ

て入学前1年以内に出願者の学資負担者が死亡、または出願者もしくは学資負担者が風水害等の

災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は、出願者本人からの申請を選考し、

各期ごとの授業料の全額または半額を免除します。

問い合わせ先  教育推進・学生支援部 学生課奨学掛 TEL.075-753-2532・2536

◎入学時に要する納付金／549,900円*（平成30年度）
*内訳：入学料282,000円＋授業料267,900円（前期分）（授業料年額 535,800円）
※入学時に改定されることがあります。納付金は全学部同額です。

〈奨学金制度〉
経済的理由により修学が困難となり、かつ学業優秀と認められる人には、願い出に基づき奨学金が

貸与または給与されます。

●日本学生支援機構奨学金／高等学校等で申し込みを行い、採用候補者として決定された人が、

大学入学後に手続きを経て採用される「予約採用」、大学入学後に申し込みを行う「在学採用」など

の申請方法があります。また、1年次には貸与月額の初回振込時に100,000円から500,000円を

増額貸与する制度があります。
※第一種奨学金（無利子）貸与月額　自宅通学者 20,000円〜45,000円 / 自宅外通学者 20,000円〜51,000円
※第二種奨学金（有利子）貸与月額　20,000円〜120,000円

●地方公共団体奨学金および民間団体奨学金／京都大学には「日本学生支援機構奨学金」の他

にも「地方公共団体奨学金」をはじめ、公益財団法人や一般財団法人等の出資による「民間団体

奨学金」など、多様な奨学金制度があります。なお「地方公共団体奨学金」には、大学から推薦するも

の以外にも都道府県市区町村の教育委員会が取り扱っているケースも多く、出身地等の教育委員

会に問い合わせてみてください。

問い合わせ先  教育推進・学生支援部 学生課奨学掛 TEL.075-753-2535・2495・2480

〈小口短期貸付〉
病気や不慮の事故、家庭からの送金の延着、その他の急な出費に向けて、最高5万円まで、無利子の短

期間（1〜3カ月以内）貸付を行っています。
※金額によっては予め、保護者等を保証人とする債務保証書を提出する必要があります。

問い合わせ先  教育推進・学生支援部 学生課奨学掛 TEL.075-753-2495・2480

〈京都大学基金緊急支援一時金〉
学資負担者が亡くなられた場合などの緊急時に際し、当該事由が発生した日から３カ月以内の申請に

より、修学・生活を支援するための「一時金（25万円）」を給付しています（返済不要）。

問い合わせ先  教育推進・学生支援部 学生課奨学掛 TEL.075-753-2495・2480

経済的に修学が困難な学生へのサポート

京都大学では障害があるなどの理由により、学生生

活をおくる上で、特別な配慮を必要とする学生の相

談を常時行っています。視覚や聴覚の障害、肢体の

不自由、発達障害、その他、慢性的な疾病、一時的

なケガなどの理由により、特別な配慮を必要とする方

は、所属する学部や障害学生支援ルームへご相談く

ださい。

なお、受験上の特別措置を希望する入学志願者に

ついては、相談の内容により、特別措置の協議に時

間を要することもあります。出願前のなるべく早い時

期に、志望する学部の教務窓口へ相談してください

（各教務窓口は巻末を参照ください）。

〈学生総合支援センター 障害学生支援ルーム〉
京都大学では障害のある学生の相談・支援の充実

と全学的な支援の拠点となることを目的とした「障害

学生支援ルーム」を設置しています。

障害学生支援ルームでは、障害があるなどの理由に

より、修学上の様々な悩みや要望、相談ごとを抱える

学生の相談に応じています。また、支援ルーム内の

交流スペースは、開室時間内で学生に開放し、障害

のある学生と支援に携わる学生サポーター、教職員

をふくむ交流の場になることをめざしています。入学

後、気軽に利用してみてください。

なお、障害学生支援ルームでの支援は、原則として、

学生本人からの申し出により、所属する学部・研究

科等や関係部局の教職員と連携しながら進めていき

ます。支援の内容例としては、修学・研究上で必要と

なる支援（情報保障・移動介助等）や必要となる物

品の貸出、施設・設備の整備などです。

●場　　所／ 吉田キャンパス本部構内
 教育推進・学生支援部棟1階

 （旧石油化学教室本館）

●開室時間／ 9：00〜17：00（月〜金・祝日を除く）

●連 絡 先／ TEL. 075-753-2317
 FAX. 075-753-2319
 E-mail. s-sien@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
●Website／ https://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/support/

※障害学生支援ルームは、室長（教授・兼任）、チーフコーディネー
ター（准教授）1名 、コーディネーター 3名、専門スタッフ 1名、支援
スタッフ 1名、事務スタッフ 1名が所属しており、様々な相談に応じ
ています。

障害のある学生へのサポート
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大学は単に知的な学習・研究のための場ではなく、全人的な

成長・発達を促す場でもあります。学生生活を過ごす間には、

自分だけでは抱えきれない問題が生じることがあるかもしれま

せん。そうした悩みは、友人や家族には話しにくい場合もあるで

しょう。京都大学では、学生生活を過ごす際に抱く多様な悩み

や問題を相談できる場として学生総合支援センター「カウンセ

リングルーム」を設置しています。カウンセリングルームでは心

理学（臨床心理学・相談心理学・青年心理学等）を専門とする

スタッフが相談に応じており、概ね1年間に800人の学生が訪

れ、のべ5,000回の面談が行われています。

〈カウンセリングルーム〉
●場　　所／吉田キャンパス 附属図書館南側
●桂キャンパスに分室があります

詳しくはホームページをご覧ください。

問い合わせ先  TEL.075-753-2515（受付）　

http://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/counsel/

学生生活上の悩みに関するサポート

京都大学では学生の健康の保持と増進を図り、健康で充実した

学生生活を過ごしてもらうために、環境安全保健機構「健康管

理部門」を設置しています。健康管理部門では吉田・桂・宇治そ

れぞれのキャンパスに診療所を設け、病気やケガの応急措置な

どの初期診療に加え、健康診断や保健指導など、健康に関する

あらゆる相談に応じています。吉田キャンパス「保健診療所」に

は専任の医師と看護師が常駐し、桂及び宇治キャンパスの分室

では医師の診察日を設けております。また、大学発の健康啓発

の取り組みとして「ヘルシーキャンパス」運動を展開しています。

〈保健診療所・桂分室・宇治分室〉
●場所／吉田キャンパス正門西側 カフェレストラン「カンフォーラ」隣

　　　　桂キャンパス福利・保健管理棟

　　　　宇治キャンパス本館E棟二階

●診療科目／ 内科 神経科

●診療時間／ 10：00〜12：30／14：00〜16：30（吉田）

 10：00〜12：30（桂）

 10：15〜12：15（宇治）
※土曜・日曜・国民の祝日・年末年始（12月28日〜1月3日）および夏季休業期間・

健康診断期間中は休診
※事故・急病等への緊急時対応もしています（9:00〜17:00）

●料　　金／学生の診察や相談は無料。但し検査、投薬、処置、

診断書作成および神経科の診察は有料（実費）となります。

問い合わせ先

 TEL.075-753-2404 （受付） 
 TEL.075-753-2405
 （内科・緊急時のみ）

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

健康管理に関するサポート

京都大学では着実な学修・研究の土台となる日常生活の充実に向けて、さまざまな生活サ

ポートを提供しています。主な支援には「学生寄宿舎」の管理の他、「下宿・アパート等の紹

介」や「アルバイトの紹介」などがあります。あわせて学生の教育・研究活動中などの事故被

害等に向けた「補償救済制度」も用意しています。

〈学生寄宿舎〉
京都大学の学生寄宿舎については、大学ホームページをご覧いただくか、以下の担当部署

へお問い合わせください。

問い合わせ先  教育推進・学生支援部 厚生課厚生掛 TEL.075-753-2540

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/campus/habitation/dormitory.html

〈下宿・アパート等の紹介〉
下宿やアパート、マンション等については、「京都大学生活協同組合」が紹介サービスを

行っています。

問い合わせ先  京都大学生活協同組合「ショップルネ」TEL.075-771-0823
※桂・宇治地区の物件も紹介しています。

〈アルバイトの紹介〉
大学からは主に祭礼行列員や官公庁でのアルバイトを紹介しています。京都の三大祭（葵

祭・祇園祭・時代祭）をはじめ、伝統行事の行列に加わるアルバイトは、学生生活の良い思

い出になります。官公庁でのアルバイトには、税務署での確定申告に関する補助業務など

があります。その他一般のアルバイトは「京都大学生活協同組合」で紹介しています。

問い合わせ先

 教育推進・学生支援部 厚生課厚生掛 TEL.075-753-2539
 京都大学生活協同組合 コンベンション・サービスセンター

 TEL.075-753-7655

〈学生保険〉
学生教育研究災害傷害保険（学研災）という学生保険があります。これは正課の授業中、

大学の行事中、課外活動中、およびこれらに伴う通学中等の事故により、学生が被った

傷害に適用される保険であり、学生生活を送る際に重要な役割を果たします。また、これら

活動中（一部除く）に学生が法律上の損害賠償責任を負うことで被る対人・対物の損害を

対象とした学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）、日常生活全般での損害賠償責任をカ

バーする大学生協が扱う学生賠償責任保険（学賠）もあります。なお本学では入学に際し、

原則とし、日本人学生は学研災・付帯賠責に、留学生は学研災・学賠に全員が加入するこ

とになっています。

問い合わせ先
 教育推進・学生支援部 厚生課厚生掛 TEL.075-753-2539

 京都大学生活協同組合 組合員センター TEL.075-771-6211

その他の生活サポート
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往復約90分の特急電車内で勉強できる
この生活を選んだのは“正解”でした
脳機能にアプローチする作業療法学に関心をもち、その最先端を学ぼうと考え

たのが京大の受験動機です。入学に際し、ひとり暮らしも考えましたが、親の勧

めもあって京阪電車で約2時間かけて通学することに。普段は天満橋駅か京

橋駅で乗り換えるのですが、あえて特急始発駅の淀屋橋駅に徒歩を交えてア

クセスし、座れる電車内を勉強時間にあてることもあります。作業療法士の臨

床実習が忙しく、将来的には国家試験が待っているので、少しでも勉強時間

を確保するための工夫は必須です。自宅で落ち着いて机に向えることをふくめ、

このスタイルを選んだのは“正解”だったと今あらためて感じています。

医学部 人間健康科学科 作業療法学専攻 4回生

寳來 志津子さん
大阪府 追手門学院高等学校 出身

4月 5月 6月 7月 8月 9月

●オリエンテーション
●紅萠祭（4月3日〜5日）

京都大学応援団が主催する新入生
歓迎イベントです。

●入学式（4月6日）
●健康診断
●前期授業開始・履修登録

●音楽会（6月20日）
創立記念の課外教養行事。
毎年、著名な音楽家を招い
て開催しています。

●創立記念日（6月18日）

◎五山送り火
●夏季休業（8月4日〜9月30日）
★オープンキャンパス（8月9日・10日）

◎葵祭

◎祇園祭
●全国七大学総合体育大会開会式（6月30日）

通称「七大戦」。日本を代表する7校の国立大学が
合同開催する体育大会。前年の12月から9月の閉
幕まで多数の競技が行われます。

●前期試験・フィードバック期間
（7月23日〜8月3日） ●前期終了

Campus Calendar ●……学内行事　◎……京都の伝統祭事　★……受験生のための行事　※学部により試験期間等が異なる場合があります。記載のスケジュールは変更される場合があります。

（2018年度）

憧れ続けた京都大学の“自由の学風”を日々受けとめながら
それぞれのスタイルで充実した学生生活を送る京大生の日常を紹介します

My Time Schedule 

05：30 起床・朝食・身支度／朝から慌てたくないので早めに起床しています。

06：45 自宅出発／最寄りの中之島駅は自転車が置けないため歩いて行きます（約20分）。

07：16
通学／京阪中之島線は大江橋駅で降り、再び歩いて淀屋橋駅へ行きます。
遠回りになりますが、淀屋橋駅始発の特急に乗れば、座って勉強ができます。

08：45
大学着／4回生になると授業はほとんどなく、バイトのない日は夕刻まで実験しています。
アルバイトは対人対応の勉強を兼ね、カフェではなく“昔ながらの喫茶店”でしています。

18：00
帰宅／夕食をすませたら机に向い、
就寝まで文献講読するのが日課です。

24：00
就寝／翌朝の起床に備え、
24時には就寝するようにしています。

通学ルート /  所要約 2 時間（最大）

自
宅

中
之
島
駅

淀
屋
橋
駅

神
宮
丸
太
町
駅

京
都
大
学

大
江
橋
駅徒歩 京阪

中之島線
京阪本線 徒歩徒歩

京大生の生活

（4年次の例）

大阪・福島から通学
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10月 11月 12月 1月 2月 3月

◎時代祭
●後期授業開始・履修登録

◎節分祭●能楽鑑賞会（12月17日）
課外の教養行事として行われ、京都
ならではの能や狂言を鑑賞します。

●冬季休業（12月29日〜1月3日）
京大では絶え間ない研究や学業に向
けて、年末年始の休業は6日間のみ。

●11月祭前夜祭（11月21日）
●11月祭（11月22日〜25日）

November Festival（11月祭）を
「NF祭」と略称することもある大学
祭。年間最大級の学生イベントです。

●後期試験・フィードバック期間
（1月23日〜2月5日）

●卒業式（3月26日）
●後期終了

ルームシェアは経済的なことだけでなく
学業面にもメリットが多々あります
興味のもてる大学が地元の東京になく、手に職がつく専門学校に進むつもりでした。ところ

が友だちに「京大のオープンキャンパスに行こう」と誘われ、行ってみたら“おもろい”と感じ、

進学を決めました。入学後3年間は狭いアパート暮らしだったのですが、大学院に進んで住

み続けることを前提に仲間を誘い、4年次の春からこのファミリータイプのマンションをシェア

しています。家賃は月10万円ですが水光熱費をふくめ、1人4万円ずつ集めています。夕食

は自炊して3人で食べる日も多く、“わりかん”なので安価です。また、ルームシェアは経済的

な面が注目されがちですが、1人が勉強していたら他の2人も勉強し始めるなど、学業面に

も利点があります。他者を気づかう気持ちを養いながら楽しく過せるルームシェア暮らし。皆

さんも京大生になったらぜひ、考えてみてください。

間 取り

My Time Schedule 

09：00
自転車に乗って研究室（動物栄養科学研究室）へ。4回生になってから授業はほぼなく、1日ずっと研
究室で実験したり、論文を精読したり、自学自習の毎日です。

19：00
帰宅。3人のLINEグループで連絡をとりあい、夕食は皆で食べる日も多い。誰がつくるかはその日の気
分（笑）。夕食後はリビングでテレビを観ながら21時頃まで談笑。

21：00 それぞれが自室に。勉強したり、読書したり、自室でのプライベートに立ち入らないのはルールのひとつ。

24：00 消灯時間は決めていないが、3人とも24時までの就寝が生活のリズムになっている。

小金丸さんの部屋

運天さんの
部屋

山本さんの
部屋

トイレ

テーブル

棚

棚

浴
室

テレ
ビ

キッチン

ベ
ラ
ン
ダ

玄関
・
靴箱

廊
下

1カ月の生活収支

支出

家賃・
水光熱費

40,000円
（3人で12万円）

食費 20,000円

他・貯蓄 20,000円

計 80,000円

収入

仕送り 30,000円

アルバイト 50,000円

計 80,000円

ルームシェア 暮らし

農学部 資源生物科学科 4回生

山本 健寛さん（写真左）
東京都 西高等学校 出身

※ルームシェアする2人は中央が運天拓さん（総合人間学部4回生・沖縄県昭和
薬科大学附属高等学校出身）右が小金丸和穂さん（理学部4回生・福岡県福岡
高等学校出身）。3人は11月祭（学園祭）実行委員会を通じて友人に。
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京大を知ろう！

開催地 ガイダンス名 開催日 会場

北海道・
東北・信越

札幌 主要大学説明会 7月28日（土） ACU
仙台 夢ナビライブ２０１８ 10月6日（土） 夢メッセみやぎ
新潟 主要大学説明会 8月18日（土） 朱鷺メッセ

関東
東京

全国国公立・有名私大相談会 7月8日（日） 池袋サンシャインシティ
夢ナビライブ２０１８ 7月14日（土） 東京ビッグサイト
関西７大学フェスティバル 7月16日（祝） 駿台予備学校お茶の水2号館
主要大学説明会 8月21日（火） 東京ビッグサイト
京都大学特色入試説明会
※特色入試希望者対象 8月24日（金） 代々木ゼミナール本部校

代ゼミタワー
横浜 全国国公立・有名私大相談会 7月29日（日） パシフィコ横浜

東海 名古屋

全国国公立・有名私大相談会 7月16日（祝） 名古屋国際会議場
関西７大学フェスティバル 7月22日（日） 河合塾名古屋校
夢ナビライブ２０１８ 7月28日（土） ポートメッセなごや
京都大学特色入試説明会
※特色入試希望者対象 8月3日（金） 駿台予備学校名古屋校

主要大学説明会 8月19日（日） 名古屋国際会議場

近畿 大阪
全国国公立・有名私大相談会 7月14日（土） 大阪府立国際会議場
主要大学説明会 8月26日（日） 大阪府立国際会議場
進学EXPO2018 in KANSAI 9月15日（土） 梅田スカイビル

北陸
富山 栄美通信

大学・短期大学進学相談会
9月11日（火） ANAクラウンプラザホテル富山

金沢 9月12日（水） 金沢駅もてなしドーム

中国・四国

広島 主要大学説明会 8月8日（水） 広島国際会議場

岡山 中国・四国・近畿地区国立大学
合同入試セミナー 9月17日（祝） 岡山コンベンションセンター

高松 高松高等予備校進学相談会 7月25日（水） 高松高等予備校本校

九州 福岡
主要大学説明会 8月9日（木） 福岡国際会議場
夢ナビライブ２０１８ 10月20日（土）マリンメッセ福岡

オープンキャンパスや全国各地で開催する大学説明会に参加し
学術・研究の優位さだけでない“おもろい”京大を実感してください

また、モバイルで手軽に京大の“おもろさ”を体験できるサイトも公開しています

※「京都大学特色入試説明会」は合同説明会ではなく、京都大学単独開催の説明会です。
※上記の日程・会場は変更される場合があります（スケジュールは一部抜粋）。
※詳細は主催者ホームページまたは京都大学ホームページでご確認ください。

※画面は開発中のものです。

〈2018年度 説明会参加・開催予定〉

http://www.nyusi.gakusei.kyoto-u.ac.jp/
※開催内容などの詳細は上記ホームページでご確認ください。

教育推進・学生支援部 入試企画課
TEL.075-753-2523

問い合わせ先

教育推進・学生支援部 入試企画課
TEL.075-753-2524

問い合わせ先

2018年度は8月9日（木）、10日（金）に「オープンキャンパス」を開催します。オープン

キャンパスでは、各学部の教育・研究の内容紹介はもちろん、模擬授業や施設見学など

の体験型プログラムも提供しています。また、入試やキャンパスライフ、留学などの各種

相談には教職員や在学生が対応し、学術・研究の優位さだけでない“おもろい”京大を

自由の学風と共に実感してもらえます。入試相談コーナーでは、学業成績や学力に“個

性”を評価基準に加える「特色入試」についての質問も受け付けています。真夏の1日、

オープンキャンパスへの参加が“京大生として迎える春”につながっていくことでしょう。

「自由の学風」と“おもろい”京大が実感できる

全国各地で実施される大学合同説明会に京都大学も参加しています。また、ほとんどの

説明会には、主に地元出身の在学生が相談員として参加しているため、京大での学生

生活や受験勉強のことなど、なんでも気軽に相談できます。さらに教員による模擬講義

や大学紹介を行う説明会もあり、京大を地元で知る良い機会となっています。

“おもろい”京大に地元で気軽にふれられる

一般入試も特色入試もインターネット出願がＯＫに！

オープンキャンパス

大学合同説明会
“おもろい”＆“めんどくさい”回り道精神を体験

遠回りをしてでも多様な発想や思想に出会

い、さまざまな経験をする「回り道」の精神。

誰も思いも付かなかったひらめきや発明につ

ながるこの「回り道」の精神を京大では大切

にしています。

ゲーム型サイト「探検！京都大学モバイル

版」はこの「回り道」のような「めんどくさい」

ことを楽しめるユーモアこそが、将来イノベー

ションを起こす人材に不可欠な素質の一つ

であるという考えにもとづき作られました。

ゲームはすごろく方式で京大に関するマニ

アックなクイズや、理不尽なトラップなど、次から次へと巻き起こる「めんど

くさい」仕掛けがあるすごろくを乗り越え、クリアを目指します。

この夏には第２弾「もっとめんどくさい編」を追加。京大クイズ研究会監

修の一癖も二癖もある問題や投げ出したくなる

ような関門を乗り越えなければなりません。しかし、

ゴールの先には思いもがけない「おもろい」ことが

待っているかもしれません。

ぜひ、この「回り道」の先にあるものが何なのか。

確かめてみてください。

「探検！京都大学 モバイル版」

www.mendoksa.pr.kyoto-u.ac.jp/

スマホでアクセス
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step_３　出願書類の郵送
調査書等の必要書類を

出願期間内に郵送します。
宛名ラベルはプリンターで印刷できます。

step_２　入学検定料の支払い
主なコンビニ、金融機関のATM、ネットバンキング、

クレジットカード、都合の良い支払方法を選び、
入学検定料を支払います。

［１］ 京都大学のホームページから請求する

京都大学ホームページから「テレメール」や「モバっちょ」を利用し、選抜要項等の資料が請求できます。

ホーム ＞ 入試・高大連携 ＞ 一般入試 ＞ 選抜要項・大学案内・募集要項等の請求 にアクセスしてください。

「特色入試選抜要項」と「一般入試学生募集要項（抜粋版）」は

吉田キャンパス内の教育推進・学生支援部入試企画課でも配布しています（p103Map⑭）。

月〜金（祝休日・年末年始・一斉休業日等は除く）９：００〜１７：００

●平成31年度「特色入試」選抜要項 ： ６月より配布しますので、下記３方法のいずれかで請求してください。なお、京都大学ホームページにも掲載します。

●平成31年度「特色入試」学生募集要項 ： ７月より京都大学ホームページに掲載予定で、紙媒体での発行はありません。

●平成31年度「一般入試」選抜要項 ： ７月下旬より京都大学ホームページに掲載予定で、紙媒体での発行はありません。

●平成31年度「一般入試」学生募集要項 ： １２月中旬より京都大学ホームページに掲載予定で、紙媒体での発行はありません。

●平成31年度「一般入試」学生募集要項（抜粋版） ： １２月中旬より配布しますので、下記３方法のいずれかで請求してください。

簡単！インターネット出願の方法

京都大学インターネット出願 検 索 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions/undergrad/web_application

［２］テレメールから請求する

インターネットまたは自動音声応答電話を通じ、入手を希望する資料請求番号を入力またはプッシュしてください。

①インターネット 

http://telemail.jp（パソコン・スマートフォン・携帯電話・共通アドレス）
※QRコードからアクセスした場合は資料請求番号の入力は不要です。

②自動音声応答電話

IP電話 050-8601-0101（24時間受付）
※一般電話回線からの通話料金は日本全国3分毎に約12円です。

〈資料名と資料請求番号〉

●特色入試選抜要項 ／ 600530 ●一般入試学生募集要項（抜粋版） ／ ５４６５９０

●総合人間学部案内 ／ 564620 ●工学部案内 ／ 544620 ●農学部案内 ／ 564730
※その後はガイダンスに従って登録してください。資料請求から1・2日後に資料が届きます（受付時間や地域・配達事情によっては3日以上かかる場合もあります）。
※4日以上経っても届かない場合は「テレメールカスタマーセンター」までお問い合わせください。
※発送開始日以前の請求分は発送開始日に一斉に発送されます。資料請求代金と支払手数料が必要です。
※料金は資料到着後、同封されている支払方法に従い、表示料金をお支払いください。コンビニ支払い、ゆうちょ銀行・郵便局での支払い、携帯払い、クレジットカード払いができます。

問い合わせ先／テレメールカスタマーセンター TEL.050-8601-0102（9:30〜18:00）

対応するスマホ・
携帯電話で読み
取れます。

［３］モバっちょから請求する

携帯電話、スマートフォン、パソコンから下記へアクセスしてください。

http://djc-mb.jp/kyoto-u3/
※資料請求代金と支払手数料が必要です。携帯払い、スマホ払い、クレジットカード払い、コンビニ後払いができます。
※携帯電話やスマホの機種、携帯電話会社との契約状況によっては、通話料金と一緒にお支払いができない場合もあります。その場合はコンビニ後払いを選択してください。

問い合わせ先／モバっちょカスタマーセンター TEL.050-3540-5005（平日10：00〜18：00）

対応するスマホ・
携帯電話で読み
取れます。

各種入試関連冊子（選抜要項等）について

一般入試も特色入試もインターネット出願がＯＫに！

step_１　出願内容の入力・確認
京都大学のホームページから
出願専用サイトにアクセスし、

ガイダンスに従って必要事項を入力します。

パソコン・スマートフォン・タブレットから出願できます

24時間
いつでも受付

簡単入力で
出願ミスを軽減

検定料の
多様な支払い方法

願書の
取り寄せが不要

スマホでも
出願可能

京都大学は受験生の利便性を高めるインターネット出願を導入しています
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