
総合人間学部
文理を超えた柔軟な思考で創る「人間の学」

教育／心理／宗教／映画文化／メディア／
認知科学／行動／身体・言語機能／文明／
国際関係／社会経済／歴史／文化人類学／
物理／化学／生物／地学

文学部
過去から現在、未来まで。人類の文化的営みを知る

国語／文学／仏教／言語／哲学／倫理／宗
教／美学／歴史／考古学／心理学／社会学／
地理学／科学哲学／大衆文化／メディア

教育学部
心・人間・社会を探究し、より良い未来を創る

教育史／教育課程論／発達／教育心理学／
認知心理学／臨床心理学／カウンセリング／
メディア／教育評価／社会調査／文化政策／
図書館情報／行財政／比較教育

法学部
120年受け継がれた自由な学問研究の場

基礎法学／公法／民刑事法／政治学

経済学部
100年の歴史と最先端の理論で未来を切り拓く

ミクロ・マクロ経済／経営／会計／情報処
理／統計／政策／財政／金融／世界経済／
公共経済／経済史／思想史

個性豊かな
10学部の窓
伝統ある学び場から最先端の研究まで、
幅広い専門分野をもつ10学部。
あなたの探求心を
突き動かす「窓」をのぞいてみよう

あなたはどの窓を開きますか？
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理学部
自然の声に耳を傾け、自然への疑問に向き合う

数学／物理学／宇宙物理学／地球物理学／
地質学鉱物学／化学／動物学／植物学／生
物物理学

医学部 医学科
日本・世界をリードする医師・医学研究者をめざす

解剖学／生理学／病理学／分子・細胞／臓
器の機能／チーム医療／法医学／公衆衛
生／医療統計／研究者育成／医師資格

家族／地域／長寿／少子高齢化／保健／
福祉／障害／生命／移植医療／再生医療／
遺伝子治療／医療理工学

医学部 人間健康科学科
医療・保健・福祉を横断し、健康について科学する

薬学部
創薬・臨床薬学研究から命と向き合う医療人をめざす

薬科学／医薬品／創薬／医療薬学／先端医療

土木／資源／環境／建築／機械システム／
材料科学／エネルギー／原子核／宇宙／電
気／電子／通信／情報／数理／コンピュー
タ／工業化学

工学部
真理を探究し、地球と人類の未来を創造する

資源／植物／動物／生産環境／微生物／
バイオテクノロジー／バイオマス／農業／
地域環境経済／生態系／地球環境／森
林／食品

農学部
「生命・食料・環境」に関する総合科学
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京都大学でもっとも新しい学部
「総合人間学部」は1992（平成4）年10月1日に法令上設置さ
れ、1993年4月に第1期生を迎えた、京都大学でもっとも新し
い学部です。2017年に設立25周年を迎えました。そして今、
新たな四半世紀の道を歩み始めています。

新たな「人間の学」の創出
文理にまたがる多様な教養・基礎科目、複数の学系の入門科目、
複数の外国語科目等を幅広く学ぶことを通して、人間・文明・自
然に対する幅広い知識と理解力を身につけます。そのため、主
専攻・副専攻という制度を取り入れており、自らの学問的関心に
応じて選択した主専攻を系統的に学ぶだけでなく、主専攻とは
異なる学問分野を副専攻として学び、自らの専門分野にとらわ
れない柔軟で重層的な思考力を養います。さらに卒業論文・卒
業研究への取り組みを通して専門性を深めるとともに、現代の
諸問題の解決に挑戦する創造的姿勢と持続力を育みます。

知的コミュニケーション能力の涵養
ゼミ・演習等の少人数科目を履修し、教養・基礎から専門の領域
にわたる知識と能力を濃密な議論のなかで培うとともに、他者
に自らの見解を表現するためのプレゼンテーション能力および
対話能力を身につけます。

既存科学の枠を超えた総合的な学問の場
総合人間学部では専門分野の細分化を避けるために1学部1学
科制とし、「総合人間学科」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学系を設けていま
す。ただし入学当初1年間は学系に属さず、幅広い分野を自由
に学修し、2年次から主専攻とする学系で学びます。

総合人間学部
Faculty of Integrated Human Studies

総合人間学科

こ
こ
に
注
目

人間そのものと人間をとりまく世界を
文理を超えて総体的に捉え、

常識にとらわれぬ柔軟な思考で新領域を切り拓く

『京都大学所蔵近代教育掛図目録』: 外国語教育
用掛図 「町」（京都大学吉田南総合図書館 所蔵）
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総合人間学部の特徴

総合人間学部が望む学生像

かつてない人材を育む5つの学系
総合人間学部が設ける5つの学系、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、それぞれに教育・研
究の目的や学修対象はありますが、共通しているのは〈かつて存在
しなかった新しいタイプの人材〉を養成することです。これを前提
に5学系がダイナミックかつ有機的に連携した教育と研究を展開、
人間そのものと人間をとりまく世界について、文理の枠組みをこえ
て総体的に学ぶことができる環境を整えています。
※各学系の詳細は次ページ参照。

文理を超越する2年次での専攻選択
入試制度などが定める〈文系・理系〉の枠組みを超越しているのも
総合人間学部の特色であり、入学後1年間は幅広い学問分野にふ
れながら自身の興味・関心を探り、主専攻となる学系を見定めてい
きます。そうした1年を経ての2年次進級に際し、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、いずれ
かの学系を選んで所属し、3年次後半からの卒業研究や大学院 
人間・環境学研究科への進学を視野に入れつつ学修を進めます。

教養と専門性を統合する4年間一貫教育
総合人間学部では4年間を通じ、柔軟で幅広い視野を備えた知性
を育む全学共通科目と5学系それぞれの専門科目を有機的に連結
させたカリキュラムを編成し、教養と専門性の統合をはかっていま
す。また、専門科目については、事実上、総合人間学部の大学院
である人間・環境学研究科の教員が主として指導を担当し、高度
かつ先進的な学びを提供しています。あわせて教員アドバイザー
制度を設け、履修に関する指導や学生生活についての相談などに
応じています。

幅広い視野と創造性を育む副専攻制度
総合人間学部では、各自が所属する学系の専門分野ではない特
定他分野を系統的に履修する副専攻制度を設けています。その目
的は幅広い視野と豊かな創造性をもつ人材の育成にあり、学系で
培う高度な専門性に、他分野の深い知識と素養を身につけること
をめざします。副専攻の履修については、指導教員との相談に基
づき各自で選択します。なお、副専攻の修了に際しては、学士の
学位記とあわせ、副専攻名を記した認定書が授与されます。

大学院 人間・環境学研究科への接続
総合人間学部の学びは大学院 人間・環境学研究科に直結してお
り、例年約3割の学生が進学します（本学の他研究科や他大学の
大学院への進学も可能です）。人間・環境学研究科には共生人間
学専攻、共生文明学専攻、相関環境学専攻という文理統合型の
3専攻に計14講座が設けられており、それぞれにおいて高度な
研究に取り組めます。あわせて大学院の修了後、研究を発展し
ていけるのも京都大学ならではです。

1

4

5

2

3

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。本
学部が求めるのは、この基本理念に共鳴し、次の４点の素養をも
つ人です。

❶ 「人間の学」の創出という挑戦に積極的に加わろうとする志を 
 もつ人。

❷  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。
❸   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。
❹  修得した知識・技術を活用する主体的な思考力・判断力・表現 

 力を備え、他者と協働しながら学ぼうとする姿勢をもつ人。

総合人間学部新入生合宿の様子
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5学系の紹介

本学系は、人間に関する既存知をふまえつつ、包括的で根底的な人間理解をめざしていま
す。その方向は３つあり、第１は「思想」研究による人間存在の哲学的・倫理学的な解明、な
らびに芸術など創造行為の思想的・歴史的な解明です。第２は「社会」研究による人間の形
成や社会行動についての実証的・理論的な解明です。第３は「文化」研究による文学や映画
などの文化現象に関する歴史的・社会的な解明です。これらは以下の６分野から成り、その
有機的な連関により、人間の知を刷新し、新たな総合的な学の構築をめざします。
●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

本学系では、グローバル化が進展する現代にあってその基層をなす世界各地固有の民族
性や地域性、人間活動や居住の様相の実態と、将来的な意義を見定める視座の確立を追
究します。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録によって複眼的な視点から
解明します。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
を、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、その諸問題を研究するうえで、現場で学ぶことの重要性を身につ
けていきます。
●比較文明論●文化・地域環境論

「人間の知」の刷新をめざして

文明・文化や環境を現場から問いなおす

人間科学系

文化環境学系

人間相互や人間と環境の関わりは、脳や身体、言語等をインターフェイスとして行われ、
脳内の認知機構と行動制御機構によって実現されています。これらを前提に本学系では、
人間の多様な創造性を深く理解することをめざし、人間の健康、脳の機能、人間の認知、
行動発現、言語機能、その基礎となる運動・代謝栄養医科学、情報科学、数理科学など、
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
えた幅広い探求能力、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
身につけていきます。
●認知・行動科学●数理情報論●言語科学●外国語教育論

人間の多様な創造性を理解する

認知情報学系

「21世紀は環境の世紀である」と言われます。本学系は、環境を構成する物質や生命、地
球、さらには宇宙を支配する基本原理やその間の相互関係を理解することをめざしていま
す。以下の４分野で構成され、それぞれの学問領域がもつ基本的な考え、知識を基礎と
し、さらにその壁を超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。その教育の特徴は、野外や室内で行う観察や実験を
通して「事実」と向き合い、その正しい理解と考察を繰り返して行くことが挙げられます。
●物理科学●化学・物質科学●生物科学●地球科学

物質・生命・地球・宇宙の統合的理解をめざす

自然科学系

社会科学や人文科学の諸分野が柔軟性や他領域との連携性を失い、現代社会が直面する
深刻な諸問題の解決に対処できなくなっているとの指摘があります。その克服に向けて本
学系では、社会科学はもとより、日本・東洋・西洋の歴史と文化をふくむ人文科学の諸分野
から選んだテーマに軸足をおいた研究に取り組みつつ、関連する諸学問を領域横断的に学
びます。これらを通じ、真の意味での「ユニバーシティ」で学んだ者だけが体得する高度で
幅広い教養（リベラル・アーツ）、柔軟な思考に裏付けられた専門知の習得をめざします。　
●社会相関論●歴史文化社会論

高度で領域横断的な教養を習得する

国際文明学系

ボッティチェリ『リベラル・アーツに導かれる若者』

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（伊勢湾海底生息生物調査）
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■ 卒業後の進路

　歴史学とは、歴史上の出来事の「原因と結果との因果関
係」を探究する学問。たくさんある原因のどこに注目して
出来事を評価するのか。ここが歴史学者の腕の見せ所で
す。私の研究テーマは奈良・平安時代の宮廷社会。宮廷で
行われた儀礼の記述から、人形劇で人形を操るように儀礼の様子を
再現し、登場する人々の人間関係をあぶり出します。扱う史料は、
淡々と記された無味乾燥でおもしろくないものですが、宮廷の人間
関係という視点をもった瞬間、興味深い史料に変貌するのです。
　私が授業で伝えたいのは、「なにが起きたか」という知識ではな
く、歴史学の「考え方」。あくまで〈私が〉重要だと考える視点を伝え
つつ、視点の違いが評価の違いに関わることを学びます。授業では
史料を読み、〈私の〉解釈を説明します。慣れない漢文の史料に戸惑
う学生も多いですが、授業が進むにつれて、意見や質問が的確になっ
てゆく。史料に対する「嗅覚」を研ぎ澄まし、歴史に自分なりの評価
を与えることが、授業のめざすところです。
　受講生は、歴史学を専門にする学生だけではありません。そもそ

も総合人間学部は、文理の壁を超える多様なことに関心をもつ学生
が集う場。学生たちの好奇心を受けとめる教員の専門性と授業の幅
ひろさが魅力です。それぞれの知識や関心の違いが、史料に切り込
む視点に表れ、歴史学にどっぷりの私には思いもよらないユニーク
な解釈がとびだします。京都大学には、「先生には反論してこそ」と
いう気概の学生がいて、教員もきちんと耳を傾ける。その環境が、
人とは違う発想を生み出してくれます。私も学生の指摘に真剣に向
き合うし、「違うぞ」と思えば持論を曲げない（笑）。
　歴史学に限らず、どこに視点を定め、どんな答えを出すのか。決
めるのは自分です。総合人間学部では、「そもそも学問とはなにか」
から考えたっていい。考えることは楽しい。歴史学をとおして、それ
に気づいてほしいのです。

身体が動く仕組みについて学びたいとい
う想いで入学しましたが、期待以上に多
くの学問や興味に出会いました。人間を
多角的な視点で捉えようとする総人の
授業は、自身の生活にも直結して考えら
れる面白さがありました。多彩な学問に
触れる中で自身の真の関心を知れたこ
とは、総人でしか成し得なかったと思い
ます。今は入学動機でもあった「ヒトの身
体運動に関する研究」を生業にしていま
すが、総人で得た知識の幅や考え方の広
がりは仕事にも大いに活きています。

総人であなたの真の
関心について知りましょう

高校時代は文系で、心理学に興味がありました。
さまざまな分野から多角的な視点を得られそうだ
と総人を志望しました。しかし入学して早々、思
い出作りにと取った船上実習でフィールド調査の
楽しさに惹かれ、なんと一転して生物学を志しま
した。現在は海洋生物について知見を深めつつ、
アルバイトの傍ら音楽や旅行を楽しむなど充実し
ています。就職先については未定ですが、大学院
への進学を考えています。

好きなことを好きなだけ、
それが総人

■進学　約3割が人間・環境学研究科等の大学院へ
進学します。
■就職　就職先は情報通信業や金融業、マスコミや
ＩＴ関係といった官公庁や教育機関、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　㈱三井住友銀行／㈱ベネッセコー
ポレーション／楽天㈱／国立国会図書館／日本生
命保険相互会社／任天堂㈱／伊藤忠商事㈱／㈱毎
日放送／京都府庁／㈱朝日新聞社／積水ハウス㈱／
㈱商船三井／LINE㈱／教員など
■取得可能な資格　総合人間学部は下記の種類・
教科に関する課程認定を受けており、教育職員免許
法の定めによる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。
■取得可能な教育職員免許の種類と教科
中学校一種……国語／社会／数学／理科／英語
高等学校一種……国語／地理歴史／公民／数学／
理科／情報／英語

先輩が教える

京都大学の魅力

「日本歴史文化論I」
総合人間学部／
大学院人間・環境学研究科

吉江 崇 准教授

京都大学総合人間学部／大学院人間・環境学研究科 講師
2011年3月 総合人間学部 認知情報学系（認知・行動科学関係）卒業

卒業生

総合人間学部 自然科学系 
3回生

在校生

萩生翔大さん
大阪府 大阪星光学院高等学校 出身

四ノ宮千遥さん
大阪府 四天王寺高等学校 出身

歴史学は
「考える」楽しさを味わえる
自説をどんどんぶつけてください

授業に
潜入！

2019年度
卒業生の状況

進学
（大学院等）

35.2%
就職

56.0%

その他
8.8%
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6学系31専修で文化全般をカバー
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、6つの
学系があります。あわせて6学系に計31専修が設置されており、
人類の思想や言語文化、歴史、行動、文化全般に関する諸学
問を広くカバーしています。

キーワードは「人間とその文化的営み」
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。その研究領域は人類文化の起源から現代に至っ
ており、地理的にも日本から地球の全域におよびます。また、
多様に広がる専門研究を担う専修は、それぞれ独立した研究室
を形成しており、学生は教員や大学院生と授業等の場を共有す
ることで、多くの学びと知見を得ていきます。

各研究室が学問的ネットワークを形成
6学系31専修にある研究室の多くは、他大学などで研究職に就
く卒業生も加えた研究会を運営しており、そうした独自ネットワー
クの広がりが、100年をこえる文学部の学問的伝統を支えてい
ます。

「京都学派」とよばれる自由な学風
京都大学の文学部は「京都学派」とよばれる独自の自由な学風
を育むことで各界に多数の有為な人材を輩出し、国内に数ある
文学部のなかでも特筆すべき位置づけを示しています。こうし
た歴史と伝統に培われた学習環境が、ほかに例がないのはもち
ろん、この知的交流の場に新入生が新風を吹き込んでくれるこ
とを求めるなど、新進の精神が絶えないのも京都大学の文学部
ならではです。

文学部
Faculty of Letters

人文学科

こ
こ
に
注
目

京都学派を育んだ新進の精神が息づく
刺激的な知的交流の場に

新風を吹き込む若き好奇心を求めて

室町時代後期に近衛稙家があつらえたと伝えられる
『源氏物語』の写本（文学研究科図書館 所蔵）
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文学部の特徴

文学部が望む学生像

国際化に対応した新しい研究者の育成
京都大学の文学部が掲げる最大の目標は研究者の養成です。ただ
し研究対象が日本あるいは諸外国・地域の文学・文化に関わらず、
国内の評価だけで研究者として認められる時代は過ぎ去りまし
た。世界の研究者と対等に渡り合い、自身の研究価値を世界に認
めさせながら国際的研究水準のレベルアップに寄与し、世界各
国・地域の研究者がナショナリズムをこえた相互理解の共通基盤
に立てるよう、努めなければいけません。これらをふまえ、国際
化に対応した新時代の研究者を育成しています。

専門性の高度化につながる明確な目標設定
京都大学の文学部では、思想、言語、文学、歴史、行動、現代
文化、それぞれの学術体系を習得することにより、人間の諸活動
を原理的に解明することをめざします。あわせて絶えず変化する
環境下、これらの学問がもつ価値を問い直す研究者としての専門
性の高度化をめざし、次の学習目標を設定しています。

教養教育の土台に専修の学びを積み重ねる4年間
1年次　まずは1年間、教養教育を軸とする「全学共通科目」を主
に履修します。年次進行にあわせ、学習分野は専門化していくた
め、この間に幅広い学問分野にふれておくことは、長期的にプラ
スです。あわせて2年次での学系選択、3年次での専修選択を意
識し、それぞれに必要な外国語を学んでおくことが望まれます。
2年次　次年度での専修選択に向けて、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、6学系のいずれかに仮分属します。あわせて各専修が
開講する研究入門的な講義や基礎演習などを履修、2年次の秋
に行う専修選択に備えます。
3年次　本格的な専門教育が始まります。分属する各専修では講
義の他、演習や特殊講義といった専門的な授業を履修します。そ
のなかには大学院生とともに学ぶ授業もあります。当初は大学院
生の知に圧倒されることもありますが、彼等の学問を追究する真
摯な姿勢から、研究者への道が見えてくるようです。また、文学
部では諸外国語をふくむ文献講読を主とする授業が多い傾向に
ありますが、実験やフィールドワークを行う専修もあります。
4年次　卒業論文の作成が学びの中心となります。自らテーマを
定め、自ら資料を集めて分析し、自ら論文にまとめる過程は容易
ではなく、辛苦を伴うこともあるでしょう。ただし辛苦を乗り越え
た経験は、実社会においてきわめて有益であり、大学院に進学す
る学生にとっては、卒業論文の作成が研究者の道を行く第一歩と
なります。

1 3

2

京都大学の文学部は、哲学・思想・歴史学・文学・文化・行動科学等
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
念をふまえながら、新たな知的価値の創出をめざす学生を求めて
います。入学者の選抜においては、次の3点が問われます。

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、さらに未来にまで伸びる人類の営みにつ 

 いて、深い関心をもっていること。
❸  高度な文章読解力、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。

哲学・歴史学・文学・行動科学に関する基礎的学識と専門分野についての
深い理解力を養い、卒業論文の作成を通じ、問題の探究・分析能力や表
現力を身につける。
哲学・歴史学・文学・行動科学に関する諸課題に向きあうことで問題の発
見・解決能力を養い、創造的に取り組む姿勢を身につける。
人文学の意義と重要性を理解し、高い倫理性をもって、その展開に寄与
する行動が可能な能力を身につける。
自由で批判的な精神と良識を養い、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能力を身につける。
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6学系の紹介

「哲学基礎文化学系」は多様な文化圏・言語
圏に蓄積された哲学・思想を学び、新しい時
代の思想の担い手を育成する〈場〉です。それ
は社会や他の学問領域では自明とされてい
ることの原点に立ち戻り、問い直す〈場〉でも
あります。たとえば「殺人は悪」とする常識の
根拠は何なのか、善悪の区別に意味はある
のか、科学や歴史学が標榜する〈実証性〉と
は何なのか、人間にとって宗教とは何なの
か、美や芸術とは何なのか、これらの問いは
人間の知的営み全般に向きあうことでもあり
ます。哲学基礎文化学系は、そんな知的野
心あふれる〈場〉にほかなりません。

「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、5つの
専修で構成されています。文献史料を主な対
象とする4史学と考古学の研究手法は大きく
異なりますが、人類と社会の発展を時間軸か
ら考察する点は共通しています。また、文献
や史料を読み解く学力の習得を重視すると
ともに、演習・実習による実践的な学びを充
実させているのも5専修の共通点です。さら
に他学系の授業、たとえば地理学や現代史
学、東西の古典語なども学ぶことにより、人
類の文化的な営みを総体的に捉える視点を
獲得することも可能です。

新時代の思想の担い手を育成

人類社会の発展を時間軸に沿って考察

哲学基礎文化学系

歴史基礎文化学系

「東洋文化学系」では日本、中国、インド、チ
ベットなど、東アジア諸地域の文学・思想・宗
教・言語などを主に、時代をこえた研究を行
います。専門分野によっては科学や芸術、サ
ブカルチャーにまで踏み込むこともありま
す。その基礎は文献資料の読解にあり、原文
でしかわからない意図や美の理解を求め、原
典言語の学習に取り組みます。めざすのは、
東洋と世界がどのように関わっているのか、
歴史的伝統と現実はどのように結ばれてい
るのか、文学や芸術はどのような世界を創る
のか、これらを正確な専門知識と幅広い視野
から解明していくことです。

時代をこえた文化研究を行う

東洋文化学系

「行動・環境文化学系」は心理学、言語学、社
会学、地理学の4つの専修で構成されていま
す。心理学専修では実験を通じ、知覚・認
知、思考、記憶、発達、社会性といった〈心
の働き〉を研究します。言語学専修では、個
別言語の構造・体系の分析や、言語が一般に
機能する仕組みや変化する仕組みの研究を
行います。社会学専修では社会構造の変化
や人びとの関係などを研究し、昨今の多様な
トピックスに焦点をあてる社会調査にも注力
します。地理学専修では、地域の現地調査
や資料・データ分析を通じて、地表での多様
な自然と人間の関係を研究します。

4つの専修で土台を築く

行動・環境文化学系

「西洋文化学系」ではヨーロッパやアメリカ
の文化と社会について、主に文学と言語の視
点に立った研究を行います。取り扱う時代は
幅広く、古代から中世、近代や現代に至りま
す。但し研究対象に関わらず、その基礎は文
献資料の正確な読解にあり、まずは語学力の
習得に取り組みます。そうして養う高度な語
学力や読解力、文学や言語文化に関する深
い考察力が研究者の道を拓くことはもちろん、
幅広い視野に基づく異文化理解力やコミュ
ニケーション能力を活かし、官公庁や教育、
報道、出版、流通など、多方面で活躍する
卒業生も少なくありません。

文学と言語の視点に立った研究を

西洋文化学系

現代は、歴史上かつてなかったほど、人類が
巨大な変化を経験している時代です。「基礎
現代文化学系」は、さまざまな角度から、こ
の「現代」の特質や成り立ちを考察します。科
学哲学科学史専修は、現代を特徴づける科
学の営みを哲学や歴史学の手法を用いて分
析します。現代史学専修は、現代史は世界
史であるという観点に立って、歴史学の手法
により現代世界を分析します。メディア文化
学専修は、おもにメディアや情報という切り
口から、人文学のさまざまな手法を組み合わ
せながら、現代の社会や文化を考察します。

現代の多面的な把握に取り組む

基礎現代文化学系

アウグスティヌス『告白』の冒頭部分。1491年に刊行さ
れた最初期の印刷本

中国語学中国文学研究室所蔵の貴重資料 ドイツ語学ドイツ文学の研究会

織田信長朱印状 パソコン画面に映し出された視覚刺激を見つめるネコ 手書きのドイツ語日記から「幾何」の単語を検索してい
る文献研究用ツール「SMART-GS」
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■ 卒業後の進路

　私の専門分野は「映像」です。どんなテーマを扱うにも、
かならず「映像」というメディアをとおして対象を見つめま
す。たとえば、「植民地」や「災害」などのテーマを描いた映画を追いな
がら、それぞれに適切な理論、手法を考えることもあれば、興味の
ある理論から映像に迫ることもあります。授業で扱う「クィア理論」も
手法の一つです。
　これまでのジェンダー研究は、「女性と男性」というヘテロ・セクシュ
アル、つまり男性と女性とが対になる考え方が基本でした。だけど、
それぞれの性自認はかならずしもその土台にのらないし、同性婚を
認める地域が増えるなど、社会も変わってきています。こうした現状
もふまえ、従来の考え方をひっくり返して事象を見つめ、価値観を
考えなおすことを、映画をとおして実践します。
　授業では関連した資料を読んだあと、映画を観て理解を深めま
す。私から、ひんぱんに感想や意見を尋ねるので、まちがってもい
いし、見当はずれな答えでもいいから、自分の言葉で話をしてほし
いのです。講義をずっと聞いていると理解したような気になります

が、実際に言葉にしようとした瞬間、「わかっていない」、「うまく言
えない」ことに気がつきます。それが自学への第一歩です。
　学生にとって、先生から推薦された作品なんて、はじめは「つまら
ない」と思いがち。でも、授業で聞いたポイントを考えたり、「おもし
ろいのか？」と訝しげに映画を観るうちに、自分なりに納得したり、
興味深い箇所を見つけることができる。毎回の授業では、そうして
何かひとつ持ち帰ってほしい。「映画で学ぶ」というと、「どれだけ
映画を見たか」という知識量重視だと思われがちです。くわえて、東
アジア諸国は受験戦争の影響か、効率的に「必要なものだけを学ぼ
う、観よう」という学生が多い。でも、好奇心の範囲に限定せず、最
初は興味がなくても、迷いながらでも、自分で考えて枝葉を広げて
こそ〈学び〉が深まります。この授業は京都大学や日本を超えて、世
界のどこに飛びだしても通用する考え方を伝えています。可能性の
枠を決めず、外に外に飛びだしましょう。

印象に残っているのは、卒業論文も修士
論文も締切と年2回の中間発表が設定
されるぐらいでプロセスへの干渉がほと
んど無く、自由にやらせていただけたこと
です。皆さんの道は無数にあります。大
学卒業後どんな道を選ぶにせよ、京都
大学文学部で学び切るという経験は皆
さんをしなやかにしてくれるはずです。
舗装されているとは言い難い道を進む
のは大変でしたが、日々働くなか進む道
も同じですので、果報だったと思います。

自由に学び切った経験が
しなやかな自分をつくる

幼少期から歴史に関心があり、京大文
学部を志望しました。現在は東ドイツス
ポーツ史をテーマに卒論を作成してい
ます。大学では、世界に相対する方法
を幾通りも知ることができます。自分の
興味関心の本質がどこにあるのかを知
る、またとない機会でもあります。未曾
有の事態が発生し不安も多いと思いま
すが、心身を守ることを優先し、未来に
向けたパワーをたくわえてください。

京大文学部で
興味関心の本質を見つける

■概要　この数年は2〜3割が大学院に進学してい
ます。就職先としては官公庁や教育機関、マスコミ
や出版関連が多数でしたが、最近は情報通信業や
金融業の比率も高まっています。また、特定の分野
に偏らず、幅広い業種・業界で活躍する卒業生が多
いのも文学部の大きな特徴です。

■就職先の例　国家・地方公務員／ KDDI ㈱／旭
化成㈱／㈱NTTドコモ／㈱ニトリ／㈱ベネッセコー
ポレーション／㈱講談社／㈱三井住友銀行／㈱神
戸製鋼所／㈱読売新聞大阪本社／㈱日立製作所／
京セラコミュニケーションシステム㈱／九州電力㈱／
国立大学法人京都大学／住友不動産㈱／西日本旅
客鉄道㈱／日本放送協会／富士通㈱  など
■取得可能な資格　文学部では所定の科目を修得
した場合、教育職員免許状や博物館学芸員資格の
取得が可能です。また、地理学専修の卒業者で測量
に関する科目を修得して卒業後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が取得でき
ます。この他、教育学部が開講する所定の科目を修
得することで、図書館司書や学校図書館司書教諭の
資格も取得できます。
■取得可能な教育職員免許の種類と教科
中学校一種……国語／社会／英語
高等学校一種……国語／地理歴史／公民／英語

先輩が教える

京都大学の魅力

「Reading Queer Theory and New Queer Cinema」
大学院文学研究科

ミツヨ・ワダ・マルシアーノ 教授

アスト株式会社 
2017年 歴史文化学専攻 西南アジア史学専修修了

卒業生

文学部 基礎現代文化学系 
現代史学専修 4回生

在校生

石野達也さん
愛知県 東海高等学校 出身

井之上日向子さん
大阪府 天王寺高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

好奇心の扉を開け放って！
映像をとおして出会う
新しい価値観とその実践

授業に
潜入！

進学
29.0%

その他
9.5%

就職
61.5%
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教育の諸問題を学問的に探究する学部
京都大学の教育学部は、教員養成を主目的としていません。現代の教
育に関する諸問題を学問的に探究し、より良き社会実現のための知と
技法を開発する学部であり、学生はそれらの習得をめざします。

教育に諸科学が交わる「小さな総合学部」
複雑な要因が多層に重なりあう教育の諸問題に向きあい、解明するに
は心や人間、社会に関するさまざまな学問を学ばなければなりませ
ん。そのため京都大学の教育学部は、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、多様な学問が学べる3つの学系を用意しており、その様相は「教
育」を現実的主題として諸科学と共有する「小さな総合学部」に他なり
ません。

新しい教育学と心理学の創出
京都大学の教育学部では、理論を実践に展開するため、フィールドで
の活動を重視しています。あわせて学校に限らず、生涯を通した人間の
生成と変容を視野に入れ、21世紀に求められる新しい教育学と心理
学の創出をめざした研究に取り組み、その成果を教育の現場にフィー
ドバックしています。

教育界の次代を担うリーダーの育成
教育は未来を創る営みであり、教育学部は未来に関わる学問を学ぶ場
です。変化の激しい現代は未来が見通しにくい時代であり、教育への
期待は日増しに大きくなり、果たすべき役割の重要性も高まる一方で
す。これらに応えるため、京都大学の教育学部では多様な学問が学べ
る3学系と少人数制の利点を活かした指導により、学生たちを教育界
の次代を担うリーダーへと育みます。

教育学部
Faculty of Education

教育科学科

こ
こ
に
注
目

教育は未来を創る営み。
教育学部は未来に関わる学問を学ぶ場。

より良き社会の実現のために心・人間・社会を探究する

箱庭療法
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教育学部の特徴

教育学部が望む学生像

人間らしさを擁護・促進する態度の養成
全学共通科目による教養教育と学部科目による専門教育を有機
的に関連させた学びを提供することで、現代人に必要とされる広
い視野と異質さへの理解、多面的・総合的な思考と批判的判断力、
これらを備えた「人間らしさを擁護し促進する態度」の養成を教育
方針としています。

教育に多様な観点から向きあう３学系
京都大学の教育学部は1学科（教育科学科）3学系で編成していま
す。これは教育に関する総合的な理解が必要な学部レベルでは、
教育に関連する諸科学の習得に向けた基礎教育を重視するため
です。あわせて“ゆるやかな”専門的分化を図ることで、現代の教
育が抱える複雑かつ重層的な問題に向きあい、多様な観点から解
明していける能力を養います。
※各学系の詳細は次ページ参照

ゆるやかに専門分化していく４年間
入学当初は幅広く教養を培う全学共通科目を履修し、年次進行に
あわせ、教育学部の専門基礎科目や専門科目に移行していきま
す。その間、幅広い視野や複眼的な思考力の獲得をめざし、他学
部が全学共通科目に提供している専門科目の履修も推奨してい
ます。
●1年次　必修専門科目の「教育研究入門」、推奨科目の「情報学」
などを履修します。また、教職科目はもとより、教育学部の教員
は全学共通科目の諸講義や少人数教育科目群「ILASセミナー」な
ども担当しており、これらを履修するのも有益です。
●2年次　教育学部の専門基礎科目を主に履修します。あわせて
3年次の学系分属を意識しながら、専門分野への興味・関心や自
身の適性を見定めます。
●3年次　現代教育基礎学系、教育心理学系、相関教育システム
論系、いずれかの学系に分属し、各専門科目を学びます。
●4年次　学びの集大成となる卒業論文を作成します。大学院に
進学する学生にとっては、卒業論文の作成が研究者の道を行く第
一歩となります。

1 3

2

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」が出現しつつあります。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。
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3学系の紹介

学校の在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
を歴史的に研究したい人、教育を哲学的に深く考えたい人、そうし
た人たちが学ぶ学系です。
●教育哲学・教育史学　何のために教育は必要か、どのような学校
が望ましいか、教育が抱える多様な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な成立過
程、時代による変遷などについても探究し、新たな学習や教育の姿
を提示するための知識や方法論を身につけます。
●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の発達科学
に基づいて解明、より適切で有効な教育方法を提案することをめざ
します。フィールドワークを重視する科目でもあります。
●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手法から考察します。また、
それらを通じて“ことば”に対する感受性を育て、フィールドに立って
考える力を身につけます。

現代の教育が抱える複雑な課題を
多様な観点から解明する

現代教育基礎学系
「教育心理学系」では、心の仕組みと働きに関する幅広い識見と柔軟
な思考力を育成します。あわせて教育・認知心理学、臨床心理学を
主とする充実したカリキュラムを組み、他学部等の心理学系教室・教
員とも連携しながら活発な教育・研究活動に取り組みます。
●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側面に関する主要な
理論や知見を学びます。また、それらの発達の特徴や教授・学習法、
動機づけ、メディアやコンピュータの活用など、教育活動と密に関
わる心理学の諸側面の知識の習得と応用をめざします。あわせて心
理実験・調査やデータ解析などの手法を身につけ、心理学の研究に
取り組む基盤を得ていきます。
●臨床心理学　心に関する対人支援に向けた専門知識と技能を身
につけることをめざし、自己理解を深めつつ、面接や遊戲などの心
理療法、心理査定技法や調査の方法、描画や箱庭といったイメージ
表現の理解法などを学びます。こうした専門知識と技能が卒業後、
さまざまな仕事や社会行動で活かせるのはもちろん、大学院・修士
課程での臨床心理士・公認心理師取得につながります。

心の仕組みと働きに関する幅広い識見と
柔軟な思考力を育む

教育心理学系

21世紀は学校だけが教育に関わるのではなく、社会全体が人間形
成の場となり、そうした社会における教育の柔軟な在り方やネットワー
ク化が課題になっています。「相関教育システム論系」では、こうし
た考え方を視野に入れ、教育と社会の結びつきを創造的に探究する
ことを目的に学習します。あわせて次代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、少人数制のゼミや講
義をはじめとする特色ある指導を行います。
●教育社会学　人間の社会形成に関わる集団の教育作用について
研究すると共に、学歴社会や青少年問題、教育変動などの諸課題を
社会学的な観点から考察する力を養います。
●メディア文化学・図書館情報学　世論を生み
出す広範なメディア現象、また図書館を通じた
情報の生成・流通・消費を分析することから、社
会と文化を歴史的に読み解く研究を行います。
●文化政策学・社会教育学　広く人間とその社
会が構築されてきた歴史を、多様な文化の取り
扱いやその背景にある議論、学校教育を超えた
学びのあり方を通じて考える視点を習得します。
●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共に、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
いて学習します。

教育と社会の結びつきを次代に向けて創造的に探究する

相関教育システム論系

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

現代教育基礎学系

教育学部教育科学科

相関教育システム論系
教育社会学／文化社会学／
社会調査／メディア文化学／
文化政策学／図書館情報学／
社会教育学／比較教育学／
教育行政学／教育制度／
教育財政学

Curriculum Tree
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■ 卒業後の進路

　「植民地教育史」は教育史の一分野です。私の授業で
は、台湾にイギリス人宣教師の設立した学校が日本植民
地支配下にどう変わったのかを解説します。学生には毎
回、授業後に感想や考察を書いてもらいます。ある授業
で、日本の植民地支配下にあった台湾では、入試での台湾人の合格
基準が日本人よりも高かったという話に、「男女で合格点に差をつけ
ていた日本の医学部と同じですね」と感想を寄せた学生がいます。歴
史をいまの社会に引き付けて受けとめてくれるのはうれしいですね。
　京都大学教育学部は、教育のエキスパートを育てる場です。世界
中のさまざまな人たちと対話できる人材がこの学部から巣立ってい
ます。世界に出てみると、同じ歴史上の出来ごとでも、日本人と台湾
人、イギリス人とのあいだで捉え方は異なることに気づきます。日本
人とはちがう〈他者の視点〉を身につけることが、対話には欠かせませ
ん。日本に閉じこもらず、海のむこうに関心を拡げることがその第一
歩。とりわけ隣接するアジア諸地域の人 と々の対話が重要です。です
から、私の講義を受けた学生が「台湾に行ってみたいな」と感じてくれ

たならうれしいです。
　臨床心理士の資格や教員免許の取得など、就職に直結する学びも
たいせつですが、大学にいるときこそ「人間ってなに？」、「心ってな
に？」、「社会ってなに？」という根源的な問いを掘り下げてほしいで
すね。いまの社会や将来にわずかでも疑問や不安を感じるなら、そこ
には「問い」が隠れています。「なぜ教育格差が生まれるのか」、「な
ぜ学部によって男女比が大きく異なるのか」など、心にひっかかる具
体的で切実な問題・関心を見つけてみてください。最近では「すぐ役立
つ」学びが推奨されがちですが、「育てている植物が花を咲かせると
うれしくなる」といったささやかな発見や納得も、人間が生きるうえで
たいせつな意味をもつはず。「人間形成にだいじなものはなにか」を
多様な角度から探究できるのが、教育学部の味わい深いところです。

私は幼少期からアジア・太平洋戦争に興
味があり、「教育×歴史」というテーマを学
ぶために教育学部の門を叩きました。教育
学部で学べる領域は学校教育に留まら
ず、「教育×心理」「教育×国際」など多岐
に渡ります。現在は、教育系企業で「教育×
課題解決力」というテーマに取り組んでい
ます。課題発見・解決力や思考力を伸ばす
教育を普及させ、子どもたちの将来の可能
性を広げることが目標です。皆さんも「教
育×〇〇」を学んでみませんか？

あなたの「教育×〇〇」を
探してみませんか

京大は全国各地からいろんな人が集まっ
ていて、特に教育学部はみんな仲がよく、
志が高くて面白くて尊敬できる人たちばっ
かりなので、勉強するのに最高の環境で
す。ただし、やっぱり東京以西の人、都会出
身の人が多いのも事実です。でも、実は大
学も学生も、地方出身者の意見とか経験を
聞きたがっている部分があります（笑）。 地
方出身だと不安なこと、不利なこと、人一
倍あるかもしれませんが、大丈夫！！　が
んばってください！！

地方出身でも大丈夫！
最高の仲間と環境に出会える

■進学　例年3割ほどの学生が本学「教育学研究
科」などの大学院に進学します。中学校や高校の教
職に就く学生も少なくありませんが、文部科学省や
法務省をはじめとする官公庁の他、マスコミや出版、
金融・保険や各種メーカー、サービス業など、就職
先は多岐にわたります。

■就職先の例　関西電力㈱／サントリーホールディ
ングス㈱／㈱ネオキャリア／兵庫県立高校教諭／鳥
取県私立中・高校教諭／㈱稲葉／㈱ JTB ／京都府
立高校教諭／東海旅客鉄道／楽天㈱／マツダ㈱／
家庭裁判所調査官補／キリンホールディングス㈱／ダ
イキン工業㈱／本田技研工業㈱／日本郵船㈱／㈱
電通／ライオン㈱／KDDI㈱／㈱野村総合研究所／
東京海上日動火災保険㈱　など
■取得可能な資格　【公認心理師試験の受験資格】 
公認心理師法に定める公認心理師の資格を得るた
めには、国が実施する公認心理師試験に合格する
必要がありますが、本学部・研究科の修学期間内に、
同試験への受験資格を得るために必要な科目を履
修することができます。具体的には、文部科学省令・
厚生労働省令に定められている科目を、大学（学部）
及び大学院（研究科）においてそれぞれ履修し必要
単位を修得する等により、受験資格を得ることがで
きます。
■取得可能な教育職員免許の種類と教科
中学校一種……社会
高等学校一種……地理歴史／公民
特別支援学校教諭一種……聴覚障害者・知的障害
者・肢体不自由者

先輩が教える

京都大学の魅力

「教育史概論」
大学院教育学研究科

駒込 武 教授

株式会社クルイト
2016年 教育学部 現代教育基礎学系卒業

卒業生

教育学部 相関教育システム論系 ４回生在校生

池川正明さん
奈良県 東大寺学園高等学校 出身

大江郁弥さん
岩手県 花巻北高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

日本の外に広く深く視野を拡げ、
「人間ってなに？」を探求する

授業に
潜入！

進学
（京都大学

大学院）
35%

就職
60%

その他
（他大学進学・

就職準備中）
5%
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約38,600名の有為な人材を輩出
法学部は1899（明治32）年に法科大学として創設され、今日ま
で約38,600名の有為な人材を社会に輩出してきました。また、
創設期の教授陣は自由な学問研究を尊重し、東京帝国大学とは
異なる大学の在り方を模索しました。

法科大学院と公共政策大学院を設置
京都大学の法学部は戦後の経済・社会の急激な変容、文化・科
学の著しい進展に対応し、講座数および教員数を拡充してきま
した。あわせて1992年から研究・教育の国際化・学際化・高度化
に対応するため、それまで学部に配置されていた講座を大学院
に配置、大学院の教員が学部教育も担当しています。さらに
2004年には法曹の養成を目的とした専門職大学院「法科大学
院」を設置。2006年には経済学研究科と協力し、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「公共
政策大学院」を設置しました。

学生の自主的学習を奨励
創設当初、必修化された演習（ゼミ）は今も、重視されています。
それは学びの選択肢に自由な余地を限りなく広げ、学生の自主
的学習を奨励するという伝統となり、今も脈々と受け継がれて
います。

国家や社会を見直す大局観を養成
京都大学の法学部は国家や社会の在り方を見直すことに関わ
り、組織で指導的な役割を果たせる人材養成を目的としていま
す。今日、世界も日本も大きな転換期を迎え、さまざまな問題
をかかえています。こうした状況に向きあい、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
る専門的な知識をもつとともに、社会全体を視野に入れ、知識
を組み合わせる構想力や大局観を養わなければなりません。京
都大学の法学部は、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・政治学の専門知を提供しています。

法学部
Faculty of Law

こ
こ
に
注
目

目標を見定め、幅広い選択肢から自らの「学びのかたち」を選びとり、
知識を組み合わせる構想力と

国家や社会を見直す大局観を養う

法学部図書館
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法学部の特徴

法学部が望む学生像

視野を広げる教養科目の充実
「教養科目」である「全学共通科目」は人文・社会科学科目群、自然
科学科目群、統合科学科目群、外国語科目群、情報学科目群等
で構成されています。これら全学共通科目は4年間、どの学年で
も履修できるようになっていますが、法学部では専門科目が主と
なる3年次までに学び、英語をふくむ外国語の運用能力や豊かな
教養を培いつつ、視野を広げるようにしています。

年次進行にあわせて増える専門科目
「専門科目」は、内容に応じ、履修できる学年を定めています。1
年次では、導入的な専門科目として法学入門、政治学入門、家族
と法を履修します。また、憲法（統治機構）、憲法（基本権）、民法

（総論・総則・親族）、刑法（総論）など法体系の全体像や基本の理
解につながる科目も、3年次までに履修します。これ以外の専門
科目は、3・4年次に配当されるものが中心ですが、政治学関連科
目のほか、基礎法関連科目と公法・民刑事法関連科目の一部は、
2年次でも履修できます。

特別科目や演習で社会変化に呼応
社会の全体像や動きを捉えるには経済学の知識も必要であり、法
学部では経済学部の一部科目が履修できます。また、毎年かなら
ず開講される基本的な専門科目に加え、新たな法律・政治現象や
企業の法実務などに呼応する特別科目も年度ごとに開講していま
す。さらに3・4年次に配当される演習（ゼミ）では、少人数クラスで
周到な予習にもとづく活発な討論が行われています。

自由度の高い科目選択と主体的学習
専門科目に“必修”設定がないのも京都大学・法学部の特色です。
その主旨は「自身の将来は自身で設計する」という考え方にあり、
自分がどのような科目を選択し、どのような学習計画を構築する
か、すべて学生各自の主体性に任されています。
※堅実な学習を促すため、各学期（セメスター）に履修登録できる
単位数には上限を設けています（キャップ制）。

法科大学院への早期進学の道も
法学部では、特に意欲がある法曹志望者のために、京都大学法科
大学院の教育課程と連携した「法曹基礎プログラム」を用意してい
ます。３年次の終わりに、成績優秀、必修科目等の同プログラム
の修了要件を満たしている場合は、法学部を３年間で早期卒業し
て法科大学院に進学することも認められます。

1 4

5

3

2

法学部では、世界・国家・社会のさまざま
な問題に対する強い関心をもち、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。
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1年次

●入学式
京都大学全体の入学式終了後、歴
史ある法経第四教室で厳かな雰囲
気による法学部だけの入学式も行
われます。
●始業・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、自分自身の“時間
割”をつくります。
●クラス分け
8つあるクラス分けが発表されます。
1年次で主に学ぶ教養科目や以降の
専門科目はすべて選択制ですが、語
学の授業はクラス単位で受講します。
●前期試験
夏休み前の7月・8月、京大生として
初めての定期試験が行われます。
●11月祭
クラスやクラブ・サークルで出展（出
店）します。仲間との一体感が生まれ
る場でもあります。
●後期試験
春休み前の1月・2月、後期試験が行
われます。1年間の学びの成果が問
われます。

3年次

●演習（ゼミ）
法学部の創設当初から重要視されて
いるゼミでの学びがスタート。授業
時間に関わらず、議論・討論は尽きま
せん。
●海外留学
視野を世界に広げることを目的に、
交流協定を結ぶ海外諸大学への留
学は、2・3年次が好機です。
●進路選択
この時期、インターンシップに取り組
む学生も少なくありません。そうした
経験に基づき、就職か法科大学院など
への進学か、進路を見定めるのもこの
時期です。
●進学準備
法科大学院や公共政策大学院への
進学を決めた学生は、試験準備を開
始します。
●就職活動準備
就職を選ぶ学生は企業説明会への出
席など、就職活動の準備を始めます。

2年次

●新入生歓迎会
後輩を迎え、アドバイスをする立場
に。学業、クラブ・サークル、アルバ
イト、多忙だけれど充実した毎日を
過ごします。
●専門科目の履修
1年次では少なかった専門科目が増
え、憲法や民法、刑法などの法学基
礎科目に取り組みながら、リーガル
マインドを養います。
●法学専門サークル
法学部サークル連合（略称：法サ連）
という法学・政治学に関するサーク
ルに入部したり、課外で専門的な活
動を行う学生も増えていきます。
●演習（ゼミ）登録
これまでの学びを通じて抱いた興
味・関心に基づき、12月に3年次の
演習（ゼミ）登録を行います。
●将来設計
登録したゼミをふくめ、今後の専攻分
野や将来の進路について、自身の適
性や可能性を探っていきます。

4年次

●進路活動
法科大学院や公務員を志望する学
生は各試験に向けた勉強に、一般企
業を志望する学生は就職活動に、そ
れぞれ懸命に励みます。
●省庁まわり
公務員試験を経て、国家公務員総合
職の合格者は東京の各省庁を訪問
し、志望意志を固めます。
●法科大学院合格発表
合格はゴールではなく、法曹へのス
タート地点。あらためて気を引き締
め直し、学び続ける姿勢を保ちます。
●最後の期末試験
大学院への進学、省庁への入庁、企
業への就職、卒業後の雄飛に向けて、
最後の期末試験で4年間の成果を示
します。
●卒業式
充実した4年間を振り返りながら、仲
間や恩師と今後の活躍、社会貢献を
誓い合います。

専門科目の紹介

京都大学 法学部の４年間

京都大学の法学部では次の専門科目を選択
履修していきます。
●法学領域　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（統治機構）／憲法

（総論・憲法訴訟）／憲法（基本権）／行政法（総論）
／行政法(行政訴訟)／行政法(国家補償)／租税
法／国際法（総論・領域）／国際法（対人管轄・紛
争）／国際機構法／民法（総論・総則・親族）／民法
(物権)／民法（債権総論・相続）／民法（債権各論）
／商法（会社法）／商法（総則・商行為）／商法（手
形）／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

（総論）／刑法（各論）／刑事訴訟法／刑事学／法
学入門Ⅰ／法学入門Ⅱ／家族と法
●政治学領域　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／政治学入門Ⅰ／政治学入門Ⅱ

法体系の全体像と基本を捉え、新たな制度設計や社会実践につなげる

専門科目
法学部の創設当初から重要視され続けてき
た演習（ゼミ）では、徹底した少人数制と周到
な予習に基づき、活発な議論・討論に取り組
みます。
●法学領域　法社会学／日本法制史／ローマ法
／東洋法史／英米法／ドイツ法／憲法／行政法
／租税法／国際法／国際機構法／民法／商法
／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
／刑事訴訟法
●政治学領域　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

演習（ゼミ）

●外国文献研究　外国文献研究（英・独・仏）
●特別講義　上場会社の法規制／破産法／日本
政治思想史／外交史／Introduction to European Law

／Japanese Politics from a Comparative Perspective／
International History 1900 to the Present／Labor Law in 

Europe／現代社会と裁判／現代社会と弁護士（弁
護士法人大江橋法律事務所寄附講義）／アセット・
マネジメントの実務と法（一般社団法人日本証券
投資顧問業協会・一般社団法人投資信託協会共
同寄附講義）／生命保険の実務と法（日本生命保険
相互会社寄附講義）／金融法と銀行実務（株式会
社三井住友銀行寄附講義）／信託法の理論と実務

（三井住友信託銀行株式会社寄附講義）／国際企
業取引の実務と法（住友商事株式会社寄附講義）
●経済関係科目　ミクロ経済学1／ミクロ経済学2
／社会経済学1／財政学／金融論／経済史1／経
済史2／世界経済論／金融政策／経済政策論／
租税論／経済統計学／会計学1／会計学2／経済
学史／日本経済史／欧米経済史／社会政策論
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■ 卒業後の進路

　仮につぎのような国際問題が起こったとします。「あ
る国が、環境問題に配慮して石炭の輸出量を減らし、石
炭業を縮小する政策を導入。輸出先の国がこの政策転
換によって産業に打撃を受けたと主張し、政策をとった
国に損害賠償を求めている」。損害を被った企業と政策転換した国と
の両方の主張を整理してそれぞれの立場から弁論するとしたら、み
なさんはどう考えるでしょうか。
　世界数十か国から学生が参加し、こういった架空の事例にそって
立論内容や弁論技術を競う世界大会「模擬投資仲裁大会（FDI 
Moot）」が年に一度開催されます。「国際機構法」の授業は、このア
ジア・太平洋予選への参加を前提に、資料を調べて書面をつくったり
弁論を練習したりして準備を積み重ねます。その過程で、学生たち
は関連する分野の理解を深め、弁論や議論する能力を身につけま
す。まずは学生が考えて、わからないことは私に質問。私は「こう考
えるべき」とはいっさい言わずに逆に質問を投げ返すなどして、あく
までも学生たちが考えを組み立てるのを手伝う立場に徹します。基

礎を身につけるところまでは責任をもちますが、そのさきは型にとら
われずに、それぞれが思考の幅を自由に拡げられるように心がけて
います。資料はもちろん議論や弁論もすべて英語。慣れない学生は
苦労しますが、訓練を重ねるうちになんとかなるものです（笑）。
　複数の人間が集まって社会をつくり、そこで発生する問題を議論
する法学では、客観的に検証して究極の真理を見つけられるわけで
はありません。交通事故でだれがどれだけ損害賠償を払うべきか、
唯一の正解を求めて議論すると幾千年もかかります。損害賠償の手
続きにかけられるのは数か月。かぎられた時間でかぎられた情報を
使ってもっとも〈まし〉な解決策を導き出すしかありません。その意味
では、法学はいい加減なところがある分野です。この〈あいまいさ〉
をおもしろいと感じる人ほど、伸びしろがあるのでしょうね。

著名な教授陣による講義、優秀な友人たち
と意見を交わすゼミはどちらも有意義で、
1日の授業が全て終わる頃には脳は知識
と疲労感、充実感で満たされていました。
他にもサークルや留学等、様々な学部内外
での出会いや経験に鼓舞され視野が大き
く広がりました。自然と歴史に溢れる京
都、その中の京都大学という知のキャンパ
スで過ごす学生生活はここにしかない穏
やかなのに刺激的な時間です。私もそこで
見つけた夢に向かい進んでいます。

心地よい充実感に満たされる
有意義な授業時間

京都大学には様々な人がいます。ここ法
学部も例に漏れず、弁護士を目指す人、
公務員、民間就職を目指す人、中には
法学部が肌に合わず転学する人もいま
す。そういった人達と幅広い交友関係を
もっていると思わぬ縁から高校時代か
らは想像も出来なかった自分に出会え
ます。京都大学に入った暁にはやりたい
ことを定めるためにも勇気を持っていろ
んな交友関係を築いてみるといいかも
しれません。

自分の可能性を拓く、
色々なご縁がある場所です

■概要　国家・地方公務員、民間企業、法科大学院
をふくむ大学院への進学など、進路は多岐にわたり
ます。大学院に進学する学生の約8割は、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、京都大学公共政策大学院は例年、入学者の
約2割が本学部の出身です。民間企業への就職先
は、従来主流だった金融・保険業に限らず、幅広い
業種・業界にわたっています。

■就職先の例　国家・地方公務員／㈱日本政策金
融公庫／㈱三菱UFJフィナンシャルグループ／㈱三井
住友銀行／㈱三菱UFJ銀行／三井住友信託銀行㈱／
東京海上日動火災保険㈱／㈱日本貿易保険／日本
生命相互保険会社／大和証券㈱／みずほ証券㈱／
三井物産㈱／伊藤忠商事㈱／住友商事㈱／関西電
力㈱／日本航空㈱／東海旅客鉄道㈱／近鉄グルー
プホールディングス㈱／日本郵船㈱／西日本電信電
話㈱／㈱日本経済新聞社／日本放送協会／讀賣テレ
ビ放送㈱／㈱電通／㈱ NTTドコモ／KDDI ㈱／ソ
ニー㈱／トヨタ自動車㈱／旭化成㈱／㈱ジェーシー
ビー／楽天㈱／アマゾンジャパン合同会社／デロイ
トトーマツコンサルティング合同会社　など
■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。
■取得可能な教育職員免許の種類と教科
中学校一種…社会　高等学校一種…公民

先輩が教える

京都大学の魅力

「国際機構法」
大学院法学研究科

濵本 正太郎 教授

森トラスト株式会社
2019年9月 法学部卒業

卒業生

法学部  3回生在校生

安用寺玲生さん
石川県 金沢大学附属高等学校 出身

岡嶋隆太さん
愛知県 東海高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

就職
72.3%

複雑な人間社会で
究極の妥協点を導き出す
おもしろさ

授業に
潜入！
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就職
54.6%

進学
（大学院）

32.2%

その他
13.2%
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経済学と歩んで100年
経済学部は1919（大正８）年に法学部（法科大学）から分かれて
誕生しました。2019年には100周年を迎えた、日本で最も古い
経済学部の一つです。この長い歴史のなかで京都大学経済学部
は、多数の著名な研究者、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。さらに革新を
求め、絶えず先端的な分野の拡充をはかってきました。
本学部の特色は、京都という地域に相応しい「伝統と革新」、そ
して京都大学の先人たちに共有されてきたリベラルな知的雰囲
気にあります。

経済の未来と対話
経済学部は、「自由の学風」のもと、経済学・経営学の立場から、
経済活動や企業活動を考えるだけではなく、個人や社会の厚生
を考える学問をする場です。自学自習を基本精神として、財政、
産業、雇用、金融、地球環境、国際市場、経済発展などの複雑で
多様な問題について歴史・思想などを根底から学び、その解決策
を考えます。経済学や経営学の専門科目だけでなく幅広い分野
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

の共通科目や社会人講師による実践的講義も開講しています。
さらに、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。演習では指導教員のもとで少人数の学生同士でこう
した諸問題に関するテーマを学び、報告、検討しながら問題の
本質を捉えるべく対話的学習をします。

多様性と国際性
経済学部は、理系入試や特色入試をはじめ留学生入試、外国学
校出身者入試、３年次編入学入試など国立大学の中で先んじて
多様な入試制度を導入してきました。それによりさまざまなバッ
クグラウンドを持つ学生同士が刺激しあいながら切磋琢磨し、豊
かな教養と人間性、国際感覚を身につけることを目指しています。
本学部では交流協定締結校への学生派遣に応募することがで
き、多くの学生が英語圏のみならず多様な国や地域への留学を
経験しています。本学部独自の学生交流協定制度を積極的に活
用して世界の大学へ留学し、自分の可能性をどんどん広げてく
ださい。

経済学部
Faculty of Economics

経済経営学科

こ
こ
に
注
目

未来を切り拓く
柔軟な思考力と豊かな創造力を培う

経済学研究科図書室貴重図書
アダム・スミス『国富論』の初版(1776年)ほか、経済学を
中心とした社会科学全般の古典文献を多数所蔵する
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経済学部の特徴

経済学部が望む学生像

経済学と経営学の融合
国内外の経済の複雑化、企業経営の変容を踏まえ、経済学と経
営学の関連性を重視して、１学科制を採用しています。経済学、
経営学およびそれらの隣接領域を総合的に学習することができ、
幅広い知識と深い思考力を身につけることができるよう配慮して
います。

学士・修士５年プログラム
修士課程の科目を早期履修することで、学部・修士課程を通常よ
り１年短縮し、通算５年で修了することができます。それにより、
早期に研究者としてのキャリアをスタートさせることも、高度な専
門知識を必要とする職に就くことも可能になります。

体系的履修と少人数教育
分野ごとに設定された４つの履修コースを参考に、関心と進路に
応じて体系的に専門知識を修得することができます。少人数教育
は演習を通じて行われ、指導教員と学生がテーマごとに議論を交
わす対話型学習により、柔軟な思考力と創造性を養います。

経済界との産学連携
学外より実務の第一線で活躍する方々を迎え、実践的な教育や研
究をしています。実務家と接することで、金融市場や地域経済、
地球環境やエネルギーの問題にふれ、現代経済に対する理解を深
めます。

1 3
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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。
●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
このような学生を選択するために高等学校の文系教育課程に
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)や特色入試
(25名)等を導入しています。
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京都大学の経済学部は、かつての経済学科と経営学科を統合した経済経営
学科の1学科制であり、社会で密に関連しあう両学問を横断して学びます。
ただし、それには経済学と経営学、双方の基礎を固める必要があり、1年
次に9つの入門科目を学びます（以下は各科目の学問概説）。

学びの紹介

「ミクロ経済学」は市場のメカニズムに基づき、経
済行動を分析する学問です。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
理を基礎におく完全競争モデルです。しかし現代
経済は巨大企業の寡占化の様相が強く、完全競
争モデルの虚構性が指摘されています。
そこで登場したのが、将棋などにたとえて意思を
戦略的に決定していく「ゲーム理論」です。現代ミ
クロ経済学は、このゲーム理論を中心に据えるこ
とで、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、環境経済学など、最先端をいく応用
経済学の基礎ツールとなっています。

統計学はかつて、国家為政者へ行政に必要な資料
を提供するためにあり、その目的は人口、所得、
耕地面積等の数値を収集・整理し、国力を測るこ
とでした。ただし、現在はデータの幅も広くなり、
行政はもとより商業、あるいは株式や為替といっ
た投資の判断材料になるなど、さまざまな場で応
用されています。
これらをふまえ、「基礎統計学」の授業では、記
述統計学と数理統計学によって成り立つ2領域を
主に学びます。記述統計学では物価指数など、
実務で使用することの多いツールを学習します。
数理統計学ではデータに関する多様な推定、仮
説に関する検証を数学的に学びます。

基礎統計学 現代経済事情 経済史・思想史

「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。その大きな視点と
は、分析対象が特定の個人、企業、産業の経済
活動ではなく、国家経済や世界経済を見通すこと
を意味しています。そこで課題となるのは、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、なぜ先進国は産業構造の転換を果
たし所得の増大を達成できたのか、それに対して
多くの発展途上国が農業中心の経済構造から脱
却できず低所得の状態にあるのはなぜなのか、
等々の疑問です。マクロ経済学が取り組むのは、
これらの疑問に正確な答えを与えることにほかな
りません。

人間の社会を扱う以上、経済学は経済的・社会的
問題の解決という目的意識をつねにもつべきで
あり、その概念は「政策関心」と言い換えられま
す。「現代経済事情」で講義する経済政策論、財
政学、金融論、社会政策論、世界経済論、公共
経済学などには「現代の社会問題や経済問題を
素材に考える」という共通項があります。また、
経済問題に対しては通常、さまざまなアプローチ
があり、複雑な社会現象そのものを理解するに
は、総合的・多面的な分析視角が必要です。「現
代経済事情」の諸講義に共通する狙いは、現実の
経済問題などへの感受性と複眼的な視点を養う
ことにあります。

「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理論の総称でした。彼
等は経済分野だけでなく、政治や文化などの分野
にも広がる社会的視座をもつと共に、数世紀にお
よ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、巨大企業の出現といった
組織面の変化により、古典派経済理論の有効性
は低下しました。こうした資本主義の変化をふま
え、新たな理論を創出したのがケインズとカレツ
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およびカレ
ツキの理論を結合し、現代資本主義の構造や制
度を分析していきます。

「温故知新」という言葉を知っていますか？ そこ
には昔のことから新しいことを知るという意味が
あり、「経済史・思想史」はその意図をもつ学問で
す。また、経済史と思想史、ふたつの分野を並行
して学ぶ意味は、現在の経済社会を歴史的に眺
めることにあり、経済や社会に関する「忘れ去ら
れた課題」を再発見し、あわせて「新しい課題」や

「経済学のあり方」を構想していきます。たとえ
ば、ある国が経済大国になる過程の分析からその
秘訣や条件と問題点を学んだり、ある企業の発
展・没落から経営とは何かを考えてみたり、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、そうしたことに取
り組みながら歴史的な発想法を身につけ、当然と
思っていた日常から〈新たな可能性〉を発見する
視座を養います。

「経営学」は幅広く、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・指揮・管理する活動で
す。その対象は従来、民間企業が中心でしたが、
近年は病院や政府、地方自治体やNPOなど、経
営の質が問われる社会的事業体にも広がってい
ます。また、企業においても自社の利潤追求だけ
でなく、ステークホルダーとよばれる多くの人び
とに利益をもたらすことが求められ、その経営シ
ステムは複雑化する一方です。その最適解を研究
する経営学の理論体系も複雑化しています。この
ように実践の場でも、理論研究の場でも、難問・
難題が山積していますが、そこに〈経営する〉醍醐
味があるのも事実です。

「会計学」は〈事業の言語〉とよばれる会計を対象
に発達した学問です。また、会計学は事業体の
現象を正確に理解するとともに、望ましい会計に
ついて考える学問でもあります。
こうした会計は、社会会計・国民経済計算などの

「マクロ会計」、家計・企業会計・非営利法人会計・
公会計などの「ミクロ会計」、2つに大別されま
す。さらに会計情報の利用者ごと、企業外部の株
主や債権者などに対する「財務会計」、経営者な
どのための「管理会計」、2つに分類されており、
それぞれに対応するため、財務会計学と管理会
計学、2つの学問分野が発達しています。

「情報処理」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、そうした活動を
支える必要不可欠なツールです。さらに情報通信
技術の急速な発展は社会を大きく変え、情報通
信技術がなくては（知らなくては）企業の経営は
成り立ちません。授業としての「情報処理」は経済
学や経営学を学び、理解・分析するためだけに学
ぶのではありません。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たり、あるいは未
来を予測したり、経済学や経営学の根幹を見つめ
ながら、通信をふくむ情報処理技術を習得してい
きます。

経営学 会計学 情報処理

ミクロ経済学 マクロ経済学 社会経済学

経済学と経営学を横断して学ぶために
双方の基礎と土台を固める

9つの入門科目
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■ 卒業後の進路

　経済学は市場やお金に関することを扱う学問だと思わ
れがちですが、あらゆる社会現象を固定概念や通念にと
らわれずに明快に分析できることが経済学の魅力です。
私が専門とする公共経済学の分野では、政府の役割や様々な政策の
効果、そして望ましい政策のあり方を究明します。例えば、所得税制
が結婚や出産のタイミングに与える影響など、一見すると経済とは無
縁に思える意思決定も研究の対象となり、望ましい税制を考察するこ
とに役立ちます。
　公共経済学は、経済学の基礎理論であるミクロ経済学や計量経済
学の手法を応用して分析を行います。基礎科目で足元を固めた上で、
講義では分析ツールとなる公共経済学の理論を身につけてもらいま
す。とはいえ抽象的な理論を解説するだけでは、学生は退屈に感じが
ち（笑）。そこで、身近な政策の話題や税制を分析したユニークな研究
などを例に挙げて説明して、理論と現実社会との結びつきに気づいて
もらえるように心がけています。試験では数式を用いて政策を分析す

るような問題を出題しますが、驚くほど緻密に理論立てて自分の考え
を説明できる学生もいて、答案を読む私の方が驚くこともあります。
経済学の有用性や分析の面白さを実感できるようになるまでには、地
道な努力が求められますが、大学生ならではの自由な発想と好奇心
がその歩みを後押しするはずです。
　大学での4年間を「社会に出るための準備期間」ととらえる考え方
もありますが、政治や経済の中心から一歩離れた京都には、東京とは
違う良さがあります。社会の動きに振り回されず、自分の興味や関心
にじっくりと向き合えます。のびのびと探求できるこの学び場は、学
生にとって何ものにも代えがたい貴重な環境です。

経済学部で学ぶマーケットの価値観と、
京都がもっている哲学的・文化的な価
値観とは対極的で、両者を学べる経済
学部は唯一無二の場所です。自分の可
能性を切り開き、人生の幹となる価値観
を見つけられると思います！

幹となる価値観を
見つけられる

京都大学経済学部の魅力は、経済学と経営
学の両方を学べることだと思います。理系入
試であっても入学後の文理の区別はなく、自
分の興味に合わせて自由に履修を組むこと
ができます。そのため、やりたいことを見つ
けたいという人も、ある分野を追究したいと
いう人も、その望みを叶えられる場所だと感
じています。

経済学と経営学の両方を学ぶ
自由なカリキュラムが魅力

■概要　京都大学の経済学部は、学界のリーダー
となる多数の優れた研究者をはじめ、世界・実業界
のトップリーダーも数多く輩出してきました。なお
近年の大学院進学者は1割前後であり、9割前後が
就職します。就職先としては、金融庁や外務省、会
計検査院、総務省、日本銀行などの官公庁の他、金
融・保険・証券業が主流でしたが、この数年は業種・
業界を問わず幅広くなっています。

■就職先の例　㈱三井住友銀行／㈱三菱UFJ銀行／
農林中央金庫／三菱UFJ信託銀行㈱／UBS証券㈱／
野村証券㈱／三菱UFJモルガン･スタンレー証券㈱／
JPモルガン証券㈱／みずほ証券㈱/バークレイズ証
券㈱／マッキンゼー･アンド･カンパニー･インコーポ
レイテッド･ジャパン／伊藤忠商事㈱／三菱商事㈱／
三井物産㈱／日本生命保険相互会社／東京海上日動
火災保険㈱／三井住友海上火災保険㈱／㈱日立製
作所／トヨタ自動車㈱／パナソニック㈱／ソニー㈱／
プロクター･アンド･ギャンブル･ジャパン㈱／西日本旅
客鉄道㈱／東海旅客鉄道㈱／日本航空 ㈱／㈱野
村総合研究所／㈱ベイカレント・コンサルティング／
有限責任監査法人トーマツ／有限責任あずさ監査法
人／EY新日本有限責任監査法人／アクセンチュア㈱／
大阪ガス㈱／日本放送協会／厚生労働省／国土交
通省／各府県庁・市役所　など

先輩が教える

京都大学の魅力

大学院経済学研究科

長谷川 誠 准教授

国土交通省
2003年3月 経済学部 経済学科卒業

卒業生

経済学部 経済経営学科
３回生

在校生

三重野真代さん
大分県 大分上野丘高等学校 出身

杉田世奈さん
石川県 金沢泉丘高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

のびのびと
学問に没頭できる学び場で
社会をシャープに分析する

授業に
潜入！
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自然の〈秘密〉を解くことを愉しむ学部
自然はどのようになっているのか、なぜ自然はそのように成り
立っているのか、自然を動かす法則は何なのか、私たち人間は
つねづねこのような疑問を抱きます。京都大学の理学部は、誰
も答えを教えてくれない自然への疑問をもつ人たちが集まり、
自然の声に耳を傾けながら疑問を解いていくとともに、どこまで
も深い自然の〈秘密〉を探り続けることを愉しむ学部です。

従来の枠組みにとらわれない人材を育成
京都大学の理学部は理学科のみの1学科制です。この制度の意
図は、分野・領域が多岐にわたる理学を学ぶ過程で発見した自
身の適性に応じた専門選択を可能にするためであり、あわせて
そうした自由性により、従来の学問分野の枠組みにとらわれな
い人材を育成することも狙っています。

教育の基本方針は個々の意欲の尊重
京都大学の理学部では3年次から5学系のいずれかに選択分属
し、少人数でのゼミや実験・実習などの研究活動を通じて専門
知を獲得します。その間、もっとも大切なのは〈自ら学ぶ意欲〉
にほかなく、その尊重と伸長を教育の基本方針としています。

数多くの独創的な研究者を輩出
京都大学の理学部はノーベル賞やフィールズ賞など、国際的
トップレベルの賞の受賞者をふくめ、これまで数多くの著名か
つ独創的な研究者を輩出してきました。あわせて、自ら開拓し
た新たな研究分野に挑み続ける〈革新〉の伝統はいまも息づい
ています。こうした学問の創造や開拓は、研究・教育への自由
性が育んだ結果です。現在、計画・遂行されている新たな研究
プロジェクトも数多く、学生の教育にフィードバックされる先端
知も決して少なくありません。

理学部
Faculty of Science

理学科

こ
こ
に
注
目

自然への疑問に向きあいながら
自然の理（ことわり）を学ぶ

左、右上／桜石（菫青石仮像）：日本地質学会が選定した京都府の石（鉱物） 理学研究科セミナーハウス前の桜
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理学部の特徴

理学部が望む学生像

明確な目標に基づく創造性の養成
京都大学の理学部は、学生を次代の自然科学を担う人材に育むこ
とをめざし、2つの具体的な教育目標を掲げています。
❶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

力を養成する。
❷個々の知識を総合化し、新たな知的価値を創出する能力を養成

する。
この教育目標に基づき、自由な雰囲気による学問創造と自律学習
を促しながら、理学科のみの1学科制ならではの〈緩やかな専門
化〉を経て、研究の最前線へと向かいます。

当初2年間で教養と専門性の基礎を培う
京都大学の理学部では1年次から2年次にかけて、教養教育を軸
とする「全学共通科目」を主に学び、あわせて学部の「専門基礎科
目」を履修します。「全学共通科目」は、人文・社会科学科目群、自
然科学科目群、外国語科目群、情報学科目群、健康・スポーツ科
目群、キャリア形成科目群、統合科学科目群、少人数教育科目
群、計8科目群に分類されています（自然科学科目群には理学部教
員が担当する科目も多数です）。学部「専門基礎科目」は3年次から
所属する学系での専門的な学びや研究の土台になります。こうし
た2年間により、高度な専門分野を学ぶための基礎を養うととも
に、幅広い学問にふれることで豊かな教養を身につけ、人間的な
視野を広げます。

自然科学の先端知を獲得する５学系
2年次の終わりに選択・登録し、3年次から所属する5学系は、そ
れぞれ概ね次のような専門分野と対応しています。また、各学系
では演習（ゼミ）や実験・実習をふくむ専門科目を履修、京都大学
の理学部が蓄積してきた先端知の獲得をめざして学びます。
●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
※各学系の詳細は次ページ参照

卒業研究に取り組む4年次
4年次の卒業研究は必修となっており、数理科学系では数学講究
に、他の4学系では課題研究に取り組みます。その際、学生は担
当教員から個別に指導を受け、研究手法を身につけながら課題を
追究し、その結果をまとめる能力を養います。これらを通じ、よ
り高度な専門研究への意欲を高めることを期待しています。

学部3年次の修了による大学院進学
理学部と接続する大学院「理学研究科」の数学・数理解析専攻と
化学専攻では、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
を認めています。また、博士後期課程で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。

1 4

5

2

3

●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
姿勢をもつ人。

●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。
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5学系の紹介

多様なアプローチと方法論を駆使し、生物と環境を統合的に理解する

生物科学系
「生物科学系」の研究対象は、地球の多様な生物の存在様式や生命現象です。マクロ的な

視点からは生態学や行動学、系統分類学、人類学、自然史、野外研究などに重点をおいた
研究を展開し、生物の進化や多様性の機構を明らかにします。一方、さまざまな生物のゲ
ノムが解読されたいま、ライフサイエンスはポストゲノム時代に入り、新しい研究の方向性
が求められています。ミクロ的な視点からは動物や植物の細胞生物学、発生生物学、分子
生物学、構造生物学、神経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
で解明します。このようにミクロ・マクロの両視点から多様な方法論を駆使し、生物を環境
と合わせて統合的に理解することをめざします。

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
て自然を理解しながら、有用な新物質の創造をめざす学問です。この「化学系」では原子、
分子、生命から宇宙まで、自然界に存在するあらゆる物質を研究対象にしています。知
的探求の場としては広大なフロンティアがあり、研究方法やスタイルも合成、分析、測定
などの実験が主の分野から、理論と計算が主の分野まで、テーマ等によって大きく異なり
ます。このように研究の対象や方法のバラエティが豊かなことも化学の大きな特徴であ
り、学生は個々の興味・関心や将来の目標にあわせて、自身に最適な研究分野を選べます。

自然界の理解をベースに有用な新物質の創造をめざす

化学系

数学は、数、図形、数量の変化などの背後にある法則の解明をめざす学問であり、永年に
およぶ時間をかけて、確固とした体系を築いてきました。その一方で、現在でも多くの新し
い問題が数学の内部から、あるいは物理学、地球惑星科学、化学、生物科学などの他科
学から続 と々生じ、それらを解明するための新たな理論が創出されています。また、普遍的
な性質をもつ数学は、自然科学はもちろん、情報科学や経済学など、多くの分野とも密に
つながっています。これらを背景に「数理科学系」では、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、最新の数学理論も探求します。

高等数学の基礎を学びつつ最新の数学理論も探究する

数理科学系

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
ケールのちがいによって生じる多様な現象を統一理解することをめざしています。これを
前提に「物理科学系」は3教室に分かれています。第一教室では主に物質の構造と性質に
ついて、第二教室では時空の基本構造から素粒子、原子核、重力、宇宙論までについ
て、宇宙物理学教室では太陽から最遠方銀河まで宇宙の多様なスケールの諸現象につい
て、それぞれ理論、実験、観測等を並行しながら幅広い研究と教育を行っています。

理論・実験・観測を並行しながら幅広い研究と教育を展開

物理科学系

「地球惑星科学系」は私たちが生活する地球、その地球を取り巻く惑星間の空間、これら
を研究対象としています。ターゲットは幅広く、雲の動きを引き起こす大気の流れ、大量
の熱を蓄えている海の流れ、地震を起こし火山をつくる地球内部の変動、オーロラをもた
らす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、ダイヤモンドをつくり出した高温・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、いまの現存生物になったのか、ほかの惑星には生物は存
在したのか(するのか)などであり、誰もが抱く身近な疑問だけれど深遠で遙かな事象に関
する教育・研究に取り組みます。

身近な疑問だけれど深遠で遙かな事象の教育・研究に挑む

地球惑星科学系

46 KYOTO UNIVERSITY GUIDE BOOK 2021

数理科学系の講義風景

3.8メートルせいめい望遠鏡（岡山県に設置）

課題演習（3年次）で訪れた阿蘇山中岳第1火口での
湯だまり観測

化学系の実験風景

専門実習風景



■ 卒業後の進路

 「有機化学」は、炭素を中心とする化合物を分子レベルであ
つかう学問です。遺伝子からプラスチック製品に至るまで、
身のまわりのものはほとんどが有機化合物。有機化合物が
なくなれば、地球上には鉄やセメントなどの無機質な物質しかのこ
りません。
　有機化学では、有機化合物の性質と有機化合物を生み出す化学
反応を互いに関連づけながら学びます。例えば、石油じゃなくて二
酸化炭素を化学反応で変換して薬や化学繊維に作り変える。こんな
夢が広がる有機化学の世界へ「有機化学IA・IB」は招待します。
　炭素という一つの元素に焦点を絞った有機化学のルールはとても
単純で美しい。そのルールを理解すれば、構造式を見ただけで分子
の性質や化学反応がおおよそわかります。一方で、化学は118個の
元素とその組みあわせの学問。有機化学の基礎を学んでから視野を
広げれば、多様な元素の織りなす豊穣な化学への扉が開く。ここが

「めっちゃおもろい」と思うんです。
　この授業はあえて易しく、エッセンスを伝えることに重点をおいて

います。たまに脱線して最先端の研究にも触れますが。京大生は「お
もろいな」と思えばみずから走りだすタイプが多いですから、「有機
化学はすごいぞ」と伝えるだけでいい。高度な応用知識を追わずと
も、基礎的な法則をきちんと理解するだけで世界は大きく拡がりま
す。高校までの化学は「暗記もの」だと思われていますが、とんでも
ない。有機化学は、高校と大学の授業の違いを強く実感できる分野
でしょう。
　大文字山や哲学の道などに近い理学部キャンパスには、ゆったり
とした時間が流れています。楽観的に、なんでも楽しむことが成功
の秘訣。伝統と文化を育んできた京都には、気楽にじっくり考える
時間を許してくれる懐の深さがあります。その懐に身をゆだね、化
学の新しい法則とそこから生まれる新しい文化を追究する時間をぜ
ひ体感してください。

理学部で出会った先生や学生は、日本
や世界で活躍する現役の研究者でした。
そんな人たちから直接学べたこと、同じ
目線に立って議論できたことは貴重な
経験でした。ここで得られたことは社会
人になった今も役立っていると実感し
ていますし、今と違う進路を選んでいた
としても確実に活かされていたでしょ
う。みなさんもこんな贅沢な場所に学び
に来てみませんか。

第一線の研究者たちとの
贅沢な議論の日々

物理や化学の研究への漠然とした憧れから理学部を選びま
した。入学後、志の高い友人たちと会話したり様々な分野の
授業を受けたりして自分の興味を模索する中で、宇宙物理学
に惹かれ、今はブラックホールなどの天体現象を扱う研究室
に入って勉強しています。昔は「不思議だな」程度で止まって
いたものに、学問として真剣に向き合い、恵まれた環境の中
で研究していけることに喜びを感じています。皆さんも京大
理学部に来て、自然科学をとことん追求してみませんか。

京大理学部は、「不思議だな」に
とことん真剣に向きあえる場所

■概要　理学部では例年8割ほどの学生が本学「理
学研究科」などの大学院に進学します。あわせて例
年100名ほどが博士（理学）の学位を取得します。民
間企業に就職するのは例年1割ほどですが、その多く
が専門性を活かし、研究開発・技術職に就いています。

■就職先の例　
㈱ I・TECソリューションズ／
㈱アウトソーシングテクノロ
ジー／国立大学法人京都大
学医学部附属病院／㈱Toycash／フォルシア㈱ ／
丸紅㈱ ／㈱エヌ・ティ・ティ・データ／大学共同利用機
関法人高エネルギー加速器研究機構／大和証券㈱／
みずほ証券㈱ ／三井物産㈱ ／㈱Jij／野村證券㈱ ／
東日本電信電話㈱ ／明治安田生命保険相互会社／
福井県／㈱LiB／柏原市立柏原中学校／㈱ ネット
プロテクションズ／㈱スタッフサービス・エンジニア
リング／岐阜県／㈱ ナガセ／岡山県／三菱UFJ信
託銀行㈱ ／㈱NEXCOシステムズ／大阪府／私立
大阪星光学院中学校・高等学校／ソフトバンク㈱ ／
ローツェ㈱ ／㈱オープンルーム／相模原市　など
■取得可能な資格　理学部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。
また、所定科目の修得により学芸員の資格も取得で
きます。なお数理科学系、物理科学系、地球惑星科
学系は測量法施行令第14条第1項が規定する「相
当する学科」として認定されており、所定科目の修
得により測量士補の資格を取得することが可能です。
■取得可能な教育職員免許の種類と教科
中学校一種……数学／理科
高等学校一種……数学／理科

先輩が教える

京都大学の魅力

「有機化学IA・IB」
大学院理学研究科

依光 英樹 教授

気象庁神戸地方気象台 技官
2019年3月 理学研究科 地球惑星科学専攻 海洋物理学研究室 修了

卒業生

理学部 物理科学系 宇宙物理学教室
4回生

在校生

伊藤母子さん
愛知県 明和高等学校 出身

稲葉昂希さん
京都府 堀川高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

基礎科学の追究は理学の醍醐味
つきつめるほどに拡がる
奥深き有機化学の世界

授業に
潜入！
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進学
82%

就職
12.1%

その他 5.9%
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個性豊かな創造性の涵養をめざして
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。

日本・世界をリードする医師・医学研究者の養成
京都大学医学部医学科では、日本だけでなく世界をリードする
医師や医学研究者を養成すべく、６年間のカリキュラムを通じ
て基礎から最先端まで医学全般を広範に学びます。
基礎医学では、生命科学ならびに解剖学・生理学・病理学などを
学びます。社会医学では、疫学、公衆衛生、環境、医療統計
などを学びます。臨床医学では、内科学、外科学をはじめ小児
科学、産婦人科学、精神医学、救急医学といったすべての臨床
医学の分野について、基礎となる理論（講義）と実際の医療現場
での活用（実習）を学びます。

医学部医学科
Faculty of Medicine

こ
こ
に
注
目

新たな知を創出する視座、
事象の背後に潜む真理を見抜く眼力、感情を読み取る洞察力。

厳しくもあり、慈愛にも満ちたそのまなざしを育むのは、
自信に裏打ちされた人間力

『解体新書』（複製）日本の医学史上最重要の貴重書の1つ。
（京都大学医学図書館 所蔵）
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2 年次 3年次 4年次 5年次 6年次1年次

教養教育（全学共通科目）
人文・社会科学科目群
自然科学科目群
外国語科目群
情報学科目群
健康・スポーツ科目群
キャリア形成科目群
統合科学科目群
少人数教育科目群

専門科目
基礎医学
社会医学
臨床医学

マ
イ
コ
ー
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

臨
床
実
習
入
門
コ
ー
ス

医
師
国
家
試
験

臨床実習

共用試験（CBT・OSCE）

医学部医学科の特徴

医学部医学科が望む学生像

医師や医学研究者の養成
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。すべての授業が必修科目で、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
はない、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コースなど、研究に専念することを希望する学生に
は、研究者になる種々の道が用意されています。

学生個々の資質を最大限に伸長
京都大学医学部医学科では、個々の学生の、医師、医学研究者
としての資質を最大限に伸ばし、医療や医学研究の分野で活躍で
きる、すぐれたリーダーを養成することをめざしています。

「医師」には専門知識の習得と同時に、その知識を論理的に使って
問題を解決する能力や、病める患者さんと向き合って病気を治療
する感性豊かな人間性および人間そのものに対する深い洞察力
が必要とされます。また、なによりも、人びとの健康を増進し、
病める者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めざす医学研
究も重要です。また、医療制度が拠って立つ社会への深い理解も
重要です。京都大学医学部医学科は、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。

医学研究者を育む「MD-PhDコース」
京都大学医学部医学科には、基礎医学研究者を育成するための
道として「MD-PhDコース」が用意されており、早期に研究の機会
を得ることができます。本コースには、4年次終了時点で学部を休
学して大学院博士課程に進学、医学博士の学位を取得後、学部5
年次に復学するコース（学部挿入型）と、学部を卒業後2年以内に
大学院博士課程に進学、最短3年で医学博士の学位を取得する
コース（卒後進学型）があります。

1 3

2

京都大学医学部は、1899（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をもつ医学部として、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。
❶ 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
❷  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
❸  優れた知的能力とともに、国際的視野を持っている人
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学びの紹介

入学当初は教養教育を軸とする「全学共通科目」の履修が主体とな
ります。並行して、医療人の素養を育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、外国人教員による英語での生物学授業も用意されて
います。なお、「全学共通科目」は3年次での履修も可能で、グロー
バルに活躍する人材を育成するために、医学科
所属の外国人教員が担当する医学関連の英語
セミナー（ILASセミナー）の履修を推奨していま
す。
基礎医学の履修は、2年次途中から本格的にな
り、生命科学の深淵にふれる学習を、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、多くの学生がさまざまな研究室
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少な
くありません。

京都大学医学部医学科では、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。
●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、4大学の合同で、長期的視点に立った基礎医学研
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年次全員を対象としたプライマリーコースは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、論文精読会や基礎医学セミナー、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（福井大学・滋賀医科大学・
神戸大学・京都大学）間でのリトリート・交流会を行っています。
●ラボ・ローテーション　1年次後期から研究室をまわり、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・体験しながら、研究者としての適性を判断
し、性分にあった実験手法と研究分野を見いだすことを目的として
います。
●MD-PhDコース　ラボ・ローテーション、ラボ配属を経て、医学
研究者を目標に定めた学生が早期に研究の機会を得ることができる

コースです。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
博士の学位（MD-PhD）を取得後、学部
5年次に復学するコース（学部挿入型）
と、学部を卒業後2年以内に大学院博士
課程へ進学、最短3年で医学博士の学位

（MD-PhD）を取得するコース（卒後進
学型）があります。

医学を多角的に掘り下げる医学者・医療人を育成

医学のさらなる発展と未来を見つめて

基礎医学

基礎医学研究者の育成

臨床医学は主に3年次後半から4年次の授業で学び、5・6年次では
病院での実習を行っています。京都大学では、2014年度から新し
い実習カリキュラムを導入し、単に医学知識を習得するだけではな
く、臨床の現場に適応し、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をめざし、参加型に重点をおいた実習を実施し

ています。実習は医学部附属
病院だけでなく、学外の実習
病院でも行われ、そこでは第
一線で医療に携わる経験豊
かな医師が臨床教授として
学生教育にあたり、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
密度の濃い臨床教育を通じ
て、最新の医療とその発展に
貢献できる人材育成を目指
しています。

的確な判断力と責任感、使命感を宿したリーダーを

臨床医学

京都大学医学部附属病院（京大病院）には、世界や日本の医学をリー
ドする医師が数多くいます。また、近年は多くの新しい部門・設備も
整えられています。例えば基礎医学との橋渡しとしての臨床研究セ
ンターが役割を果たし、いち早く患者さんに最先端の医療を届けて
います。また、地域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。

最先端の医療を提供し、良医を育む場

医学部附属病院
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■ 卒業後の進路

　医学部の必修科目はカリキュラム全体の3分の2を占め
ます。学生たちはどうしても時間に追われがちですが、考
え方を変えれば、3分の1は自由に学べる時間。京都大学
医学部は、学生がその時間を最大限に活用できる舞台を
毎年用意しています。
　一つが、4年次の「マイコース・プログラム」。最短で8週間、希望す
る学生は最長で4か月にわたり、国内外の研究施設に滞在してそれぞ
れの関心にそったテーマを研究します。約4割の学生は、海外の研究
施設で現地の研究者と肩を並べての研究活動に挑戦しています。
　もう一つは5、6年次の「臨床実習」。学生にはできるだけ多様な経
験をもちかえってほしいので、西日本を中心とする日本各地の臨床病
院に少人数に分けて派遣します。6年次は学生がみずから実習先を選
べるので、なかには海外の病院で現地の患者さんを相手に臨床経験
を積む学生もいます。専門知識、語学力ともに相当高いレベルが求め
られますが、日本にとどまっているのではなく、世界に出て多様な文

京都大学での学生時代には、厚生労働
省の見学や、アメリカでの臨床留学など
を経験しましたが、異なる知識・価値観・
背景を有する方々との出会いは自分の
考え方をより柔軟にしてくれました。自
由を重んじる京大の学風と、多様な人々
との関わりは、医師として働く上で必要
なコミュニケーション能力の基礎となっ
ています。

学生のあいだに、たくさんの
異なる価値観に出会える場

医学科では、1回生から自分の興味の
ある研究室で研究ができます。私も現
在、学部の講義に加えて、数学を利用
して生物学を研究しており、国内や海外
での学会発表などを通して充実した
日々を過ごしています。「自由の学風」
である京大では、医学部の枠にとらわれ
ることなく熱心な先生方や多彩な価値
観を持つ仲間に出会うことができるの
で、刺激を受けると同時に、様々なこと
にも挑戦する事ができる環境が整って
います。

1回生から研究の世界を体験

■概要　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。
■取得可能な資格　医学科の所定課程を修了し、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。

先輩が教える

京都大学の魅力

大学院医学研究科

小西 靖彦 教授

京都大学医学部附属病院 研修医 
2013年 京都大学医学部医学科 卒業

卒業生

医学部 医学科 
4回生

在校生

兼松 葵さん
京都府 洛南高等学校 出身

大河内康之さん
兵庫県 灘高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

研究マインドを忘れずに、
「未来の医学」を
変える人材に

授業に
潜入！

化を体感することで、医学の〈いま〉を知ることができるのです。
　だいじにしてほしいのは「基礎研究のマインド」です。臨床医学に
進んだとしても、未知への探究心をもちつづけ、つねに世界を視野に
入れて活動してほしいですね。私はカリフォルニア大学に留学しまし
たが、アメリカの医学部教育はゴールが明示されていて、様々な背景
の学生がそこに到達しやすいようにマニュアル化されています。いっ
ぽう日本は、茶道や華道、柔道でみるように、その修練の過程を重ん
じます。どちらがよいとは一概にはいえません。異なる文化を知るこ
とで自国の魅力を再確認できますし、理解しあうにはコミュニケーシ
ョン能力も欠かせません。京都大学に入ったからには志高く、医学の
未来を変える国際的な人材に育ってほしいのです。
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健康科学を実践する人材を育む
人間健康科学科は「健康について科学する」を教育の中心に定
め、健康科学に関する幅広い知識をベースに、世界トップレベ
ルの先端医療技術の研究・開発と、臨床フィールドでの実践にお
いて、世界を牽引しグローバルに活躍できる人材を育成します。

高度医療専門職リーダーの育成
先端看護科学コース、先端リハビリテーション科学コースの全
学生と、総合医療科学コース内の臨床検査プログラムでは、学
部・大学院の接続を強化した教育により、高い研究能力と専門
性を有した将来リーダーとなりうる高度医療専門職（看護師、
助産師、保健師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師）を
育成します。それぞれの専門職養成プログラムには定員があり、
選抜が行われることがあります。

新たな医療ニーズに応えられる研究者の育成
医学・医療に関わる基礎から先進的な医療技術を理解すると同
時に、薬学、医工学、情報学など、周辺科学領域に係る高い
専門性を身につけることで、先端医療技術の開発や近未来社会
の医療ニーズに応えられる世界レベルの研究を牽引する研究
者の育成を目指します。

実力を高める科目構成と自由なコース選択
一般入試で入学した学生は、入学後 1 年半は、「全学共通科
目」で教養を育み、「専門基礎科目」で、医学・医療に関する共通
の基礎教育を受けます。そして2年次後期から、各自の希望や
適性に基づいて3つのコース （先端看護科学コース、先端リハビ
リテーション科学コース、総合医療科学コース）のいずれかに進
み、各コースの「専門科目」で専門知識を学びます。これにより、
ベースとなる医学・医療教育の拡充と、各専門性を見極めた選
択が可能になります。
＊特色入試で入学した学生は、入学時に希望したコースに進みます。

医学部人間健康科学科
Faculty of Medicine / School of Human Health Sciences

こ
こ
に
注
目

「人の心と身体の健康を科学する」探求心を原動力に
医療専門職にふさわしいバランス感覚、

臨機応変に問題を解決する判断力と行動力を磨く

右／家族・発達支援研究室（発達障害領域の作業療法室）
左上／臨床検査実習風景　左下／血液寒天培地に発育した黄色ブドウ球菌
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医学部人間健康科学科の特徴

医学部人間健康科学科が望む学生像

大学院への接続を強化した学部教育
世界レベルの研究を牽引する研究者・教育者を養成するには、大
学院の充実が不可欠です。各コースの専門性を重視した大学院教
育の一層の充実とともに、各コースとも大学院への接続を意識し
た学部での講義や、卒業研究指導を行っています。さらに京都大
学医学部附属病院、iPS細胞研究所などとの横断的な連携によ
り、ビッグデータ医科学、iPS細胞再生医学などの新分野での研
究教育を推進します。

最先端の看護科学を修めた看護師の養成
「先端看護科学コース」では2年次後期から専門科目を履修、まず
は基礎看護学などにより、独自の健康観や看護観を形成するため
の基礎的な考え方や理論を学びます。あわせて基礎看護学技術論
と同演習、臨床基礎看護学と同技術演習、これらの科目から援助
の知識や方法論を学びます。3年次では成人、精神、母性、小
児、在宅、地域、各専門領域の学びを通じ、疾病をもつ人や状況
に対するアセスメント等の専門知識、領域特性に応じた援助の方
法論などを身につけます。4年次では在宅と地域を対象とする実
習に取り組みます。あわせて志望する研究室に所属、教員による
個別指導を受けつつ卒業研究（統合看護）を進めます。

先端科学の知見をもつ
理学療法士・作業療法士の養成

「先端リハビリテーション科学コース」理学療法学講座では2年次
後期に入門理学療法・作業療法などを学び、3年次前期から学ぶ
専門科目の土台となる理学療法の基礎的な考え方や理論を養いま
す。3年次後期からは臨床評価実習や臨床実習を行い、理学療法
の現場を経験します。臨床実習終了後は発展臨床実習や卒業研究
に取り組み、理学療法を先端科学の観点から捉え、臨床あるいは
研究の場でリーダーシップを発揮できる理学療法士をめざします。

作業療法学講座では2年次後期に入門理学療法・作業療法などを
学び、3年次前期から学ぶ専門科目の土台となる健康観や作業
療法学の基礎的な考え方や理論を養います。あわせて臨床評価実
習と総合臨床実習を3年次後期から4年次前期の間に行い、作業
療法の現場を経験します。総合臨床実習の終了後は先端作業療法
学と卒業研究に取り組み、リハビリテーションを先端科学の観点
から捉え、臨床あるいは研究の場でリーダーシップを発揮できる
作業療法士をめざします。

総合医療科学のリーダーとなる
研究者・医療者の育成

「総合医療科学コース」では、2年次後期からの総合基礎科目と総合
専門科目の履修により、医学・医療の基礎知識に高度な専門知識
を重ね、先端医療技術の開発や近未来の医療ニーズに対応できる
能力を身につけます。4年次からは総合医療科学の各専門性に応
じた生命・基礎医科学、臨床医科学、医療理工学の各講座を構成
する研究室に所属して、教員による個別指導を受けつつ卒業研究
を進め、自ら見つけた課題を自ら解決する能力を養います。なお

「総合医療科学コース」では所定の科目を選択して単位を修得す
ることにより、臨床検査技師の国家試験受験資格が与えられます。

1

4

2

3

●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もつ人 
●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
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3コースの紹介

看護学の対象は、あらゆるライフサイクルの個人や家
族はもとより、地域や国際社会に広がっています。また、
病気の人だけでなく、疾病の予防や健康増進をふくめ、
あらゆる健康レベルの人々に関わります。そのため先
端看護科学コースでは、既成の枠にとらわれない新し
い発想の教育・研究を行い、新たな領域を開拓してい
くことをめざし、次の4講座を設けています。あわせて
国際的に活躍するリーダー育成を念頭に、大学院進
学を推奨しています。
●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ます。
あわせて看護学全般の基礎となる知識や方法論の体
系化、理論の検証をめざした教育・研究を行います。

先端看護科学コース

理学療法学講座
理学療法は日常生活に必要な基本動作能力に障害が
ある人々、または障害を引き起こす可能性のある人々
が社会生活に適応するために必要な援助・治療技術
を提供する実践科学であり、それらの技術を提供する
医療専門職が理学療法士です。少子高齢化が進む今
日、理学療法士の職域は医療機関だけでなく、地域に
おける保健・福祉の分野にも広がっています。
そのため理学療法士には、医療・保健・福祉を横断す
る専門職にふさわしいバランス感覚が求められていま
す。また、自由裁量に基づく判断と行動が必要とされ
る理学療法士には、専門的な知識や技術を習得する
だけでなく、科学的根拠に基づいて行動し、問題を解
決する能力と豊かな人間性が不可欠です。先端リハビ

先端リハビリテーション科学コース

総合医療科学コースは、専門性に応じて以下の３つの
講座と８つの分野からなり、４年次では各研究室に所
属し、卒業研究に取り組みます。
●生命・基礎医科学講座　病気を理解するためには生
命の基本原理を知り、生命を統合的に把握する力が必
要です。これを念頭に生命・基礎医科学講座ではヒト疾
患の原因や病態を学び、治療の予後予測に必要不可欠
な生体情報を多角的に解析しつつ全体を俯瞰できる総
合的医療研究者の育成をめざします。あわせてヒトを
ふくむ生命と生物原理を理解し、現代医療の多様な問
題を解決できる研究者・教育者の育成もめざします。
●臨床医科学講座　生体から得た情報を臨床の診断

総合医療科学コース

●臨床看護学講座　人の健康は身体的・精神的・社会
的・スピリチュアルなどの要因の統合によって形成さ
れます。臨床看護学講座では成人・高齢者の心身の健
康問題を主に扱い、専門的な視点からアセスメントす
る方法や援助技術を開発し、実践の場で活用するため
の教育・研究を行います。
●家族看護学講座　少子化・核家族化が進む21世紀
では、家族は重要な社会的単位であり、健康生活を維
持・増進するためのサポートシステムでもあります。家
族看護学講座では、さまざまな家族・社会の形態や環
境をふまえ、母子とその家族を取り巻く専門的な理論
と技術に関する教育・研究を行います。
●地域看護学講座　地域看護学の分野では、長寿・高
齢化社会や少子化社会に対応するサクセスフルエイ

ジング、高齢者への保健看護活動や地域組織活動、健
康なまちづくり、保健医療福祉の連携とネットワーク化、
これらに関する教育・研究を行います。在宅医療看護
学の分野では、訪問看護や高齢者施設における看護・
医療について学びます。

リテーション科学コースでは、こうした社会的ニーズ
に応えられる高度医療専門職としての理学療法士の
育成に向けた教育を行うと共に、日本と世界の理学療
法を牽引できるリーダーおよび研究者の養成をめざし、
理学療法学講座を設置しています。
●理学療法学講座　京都大学医学部附属病院で最先
端医療にふれながら行う臨床教育を通じ、科学的な根
拠のある医療（Evidence Based Medicine : EBM）
に基づく判断力と柔軟な対応能力を養います。また、
基礎教育科目や卒業研究などを通じ、科学的な思考
力と実践的な問題解決能力を養います。これらのカリ
キュラム設定は大学院への接続を意識しており、大学
院に進学することで、さらに理学療法領域のリーダー

をめざした研究に取り組むことができます。そうした
道を歩んだ卒業生も数多く、大学病院や臨床中核病
院などの理学療法士としてはもちろん、大学の教員・
研究員として活躍し、世界的に注目されている人材も
少なくありません。

作業療法学講座
日々の暮らしは、着替えや食事などの日常生活を維持
する活動、職業や家事・育児・学業などの仕事に関す
る活動、遊びや余暇活動、これらによって営まれてい
ます。疾病や障害は生活に支障をもたらすことがあり
ますが、これらの活動のありようによって個人の生活
の質、健康な生活、社会参加の内容が大きく変わりま
す。作業療法学講座では、障害の予防・改善を先端リ
ハビリテーション科学によって担う高度医療専門職と
しての作業療法士の育成に向けた臨床教育を行うと
共に、日本と世界の作業療法を牽引できるリーダーお
よび研究者の養成をめざしています。
●作業療法学講座　生活を科学する作業療法は「適
応の科学」と言われ、病や障害により日々の暮らしに
支障を来している人々へ、自律した生活に適応できる

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
機能などの要因のいずれか、もしくは複数の要因が重
なって生じます。そうした問題を分析でき、対策を立
案できる作業療法士の育成のため、作業療法学講座
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あ
わせた作業を段階づける知識・技術を獲得すると共に、
作業分析法、評価法、援助法などを身につけていきま
す。また、作業療法は高度先進医療を補完する治療・
援助技法としても注目されており、作業療法学講座が
進める研究成果を臨床で実践する人材の育成もめざ
しています。さらに大学院（医学研究科人間健康科学
系専攻）では脳波、経頭蓋磁気刺激法、近赤外線分光

法、自律神経機能測定、神経心理学的検査などの手法
で得られる客観的指標を研究に取り組み、京都大学
医学部附属病院と連携しながら、高度な臨床専門職
と教育・研究職を養成しています。

や治療に応用すること、移植医療・再生医療・遺伝子
治療などの先進医療技術の展開に寄与すること、これ
らを目的に、その基礎となる理論や技術に関する教育・
研究を行います。あわせて臨床の多様な問題の解決
に向けて、積極的・機動的に対応できる能力を備えた
人材の育成をめざします。
●医療理工学講座　先進医療を支える生体医療情報
解析や医療画像診断の技術を進化させるには、医学・
理学・工学の融合分野の研究を牽引する人材が必要
です。そのため医療理工学講座では医療系の大学で
は他に先駆けて推進してきた本格的な情報理工学の
研究・教育をベースに、先端医療機器システムや医療・

介護支援技術の開発など、近未来の社会が医学・医療
に求める多様な分野において、グローバルに活躍でき
る人材の育成をめざします。
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■ 卒業後の進路

　健康と病気とは、対極にあるものとイメージしがちではな
いでしょうか。「リハビリテーション概論」では、「リハビリテー
ションとはなにか」を問うまえに、そもそも「障害とはなにか」、「病気
になるとはどういうことか」からお話しします。健康な状態と病気の
状態とは明確に区別できず、そのあいだは多様なグラデーションを
なしています。「調子が悪いな」と感じる原因は身体の不調にかぎら
ず、その日の気分や社会的な環境も影響します。障害も同様で、
日々の暮らしで不自由と感じるのは身体の不調だけではなく、社会
のインフラや行政の制度も大きな障壁となります。あらゆる視点から
多軸的に評価して解決する必要があるのです。
　講義では、理学療法や作業療法などの方法論はもちろん、脳梗塞
やせき髄損傷による障害などの疾患例もとりあげ、疾患の発症から
完治して家に帰るまでにどんな専門家がどう関わるのかを伝えま
す。リハビリテーションの現場は、理学療法士以外にも、医療従事
者や行政の職員などのさまざまな専門家が協働し、意見を交わすこ
とで成り立つもの。他学部の学生と交流しやすい学生時代は、専門
に縛られない見方を身につけられる貴重な時間です。

　医療の現場は千差万別。決まった答えはなく、状況に応じてさま
ざまな解決策を考えなければなりません。一問一答式で「答え」を覚
える高校までの勉強とはちがい、大学の学びは答えを探すプロセス
が醍醐味。学びも人それぞれで、目標に突き進む学生もいれば、あ
れこれ寄り道しながら個性的な発想を育む学生もいる。そうした学
びの経験は、将来の医療現場でさまざまな難題にぶつかったときに、
多様な答えを探しだす力になります。
　人間健康科学科では最先端の研究施設との協力も活発で、iPS
細胞からできた臓器を体になじませる「再生リハビリテーション」の
研究も進んでいます。家族や友人など身近な人の健康から最先端の
研究にまで向き合える学びの場だからこそ、あなたの疑問に寄り添
う分野がきっと見つかるはずです。

私は、学部卒業後、大学院に進学し、現
在は病院でリハビリの専門職である作
業療法士として働いています。大学院で
は研究活動をしながら、附属病院や地域
の施設で経験を積んでいました。これら
の経験から、医療・保健・福祉などの現
場で求められる専門職の役割を考え、臨
床・研究・教育の各領域で専門職として
できることを模索しています。皆さんも
自分の興味のある領域で活躍できる医
療専門職を目指してみませんか？

研究活動と、病院・施設での
経験が両立できる環境

「自由の学風」は、知りたい・学びたいと
いった知的探求心を満たしてくれます。
私はその環境とすばらしい先生方のも
と、医療の発展を願い「小児看護」につ
いて勉強しています。看護の世界にも工
学部や理学部のような学問的な側面が
ありますが、まだまだ発展途上です。京
都大学では、そんな看護の世界を学問
的に学ぶことができる優れた環境が用
意されています。素晴らしい学生や先生
方とともに可能性を広げてみませんか？

学問的な視点から
看護の世界を学ぶ充実感

■概要　看護学専攻　医療
機関（病院・保健所・市町村・企
業内健康管理部門など）や官
公庁、医療関連企業、教育研究
機関への就職が多く、大学院
進学者は例年20％前後です。
検査技術科学専攻　例年60
〜70％が大学院に進学し、就
職先としては医療機関（病院・
診療所・保健所など）や教育
研究機関の他、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
療関連施設、科学捜査研究
所、医療・保健行政など、多岐
にわたります。
理学療法学専攻　例年60％
近くが大学院に進学し、他は
医療機関（大学病院・リハビリ
テーション専門病院・一般病
院）や行政機関、教育機関、医
療関連企業などに就職します。
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、医療関連
企業、行政機関などへの就職
が多く、大学院進学者は例年
40％前後です。
■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、厚生労働省が実施する次の国家
試験の受験資格が与えられます。

先輩が教える

京都大学の魅力

「リハビリテーション概論」
大学院医学研究科

青山 朋樹 教授

社会福祉法人京都博愛会 京都博愛会病院 リハビリテーション科 作業療法士
2020年3月 医学研究科 人間健康科学系専攻 リハビリテーション科学コース 作業療法学講座 修了

卒業生

医学部 人間健康科学科 先端看護科学コース
4回生

在校生

小橋美月さん
兵庫県 近畿大学附属豊岡高等学校 出身

田中翔大さん
京都府 京都成章高等学校 出身

あらゆる分野の知恵を
総動員するリハビリテーション。
答えを探す過程を楽しんで

授業に
潜入！

2019年度
卒業生の状況

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

先端看護科学コース………………………… 看護師／保健師（選択制）
先端リハビリテーション科学コース（理学療法学講座） … 理学療法士
先端リハビリテーション科学コース（作業療法学講座） … 作業療法士
総合医療科学コース…………………………… 臨床検査技師（選択制）

※人間健康科学科は、2017年度入学生から新カリキュラムと
なりました。2019年度の卒業生は、旧カリキュラムの学生
のため、旧専攻ごとのデータです。

医療
機関
54%

官公庁
7%

進学 17%

一般企業
17%

その他
5%

医療機関
14%

進学
61%

一般
企業
20%

その他
5%

医療機関
22%

進学
57%

一般企業
14%

その他
7%

医療
機関
28%

進学
39%

一般企業
17%

官公庁
5%

その他
11%
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薬の創造と適正使用のための学びの場
人類の健康に大きく貢献する薬は、現代社会に不可欠です。京
都大学の薬学部は、そうした薬を創造・創製し、適正に使用す
るための学問を行う場です。また、薬の開発は先端的な科学と
技術の融合によって成り立っており、京都大学の薬学部では化
学系、物理系、生物系、医療系などの幅広い専門知識と医療
人としての心を学び、社会に貢献することをめざします。

目的別に４年制と６年制の２学科を設置
（4年次に学科振分け）

薬学領域は近年の生命科学の進歩と医療の高度化にあわせ、
新しい概念に基づく医薬品の創製・発展と医療への貢献に対応
できる教育が求められています。世界中の多くの人を救うため
に医薬品の創製や生産を担う創薬科学研究者・技術者を養成
する4年制の「薬科学科」、先端医療や高度医療を支える臨床薬
剤師や臨床薬学の研究者・技術者を養成する6年制の「薬学
科」、2学科それぞれの目的に則した人材育成を進めています。
※学科振分けは本人の希望及び成績に基づいて、4年次進級時に行います。

約80年の歴史をもつ薬学の教育・研究
京都大学における薬学教育・研究は1939年、医学部薬学科の
設置とともに始まりました。さらに、発足時の薬品製造学と薬
品分析化学に加え生命科学系の講座等も設置され、総合科学と
しての薬学の教育・研究体制を整えて、1960年に薬学部とし
て独立しました。その後も、医薬品への社会的な期待を背に、
次世代の創薬・医療の羅針盤となる薬学の教育・研究体系を追
い求めながら常に発展を続けています。

創薬・臨床薬学研究のトップリーダー
多くの学生は学部卒業後、大学院薬学研究科に進学します。薬
科学科卒業生に向けた薬科学専攻と医薬創成情報科学専攻

（修士2年制、博士後期3年制課程）、薬学科卒業生に向けた薬学
専攻（博士4年制課程）を設置し、研究能力を高める体制を整え
ています。薬学領域では、グローバルに活躍できる多くの博士人
材の育成が社会から求められており、先端科学研究と社会貢献
というトップリーダーに課せられた使命の遂行に努めています。

薬学部
Faculty of Pharmaceutical Sciences

こ
こ
に
注
目

独創的・先導的な創薬研究と高度医療を支える臨床薬学。
それぞれの道のプロフェッショナルをめざして

人の命とむきあい、生体の謎に迫り、自然の理に目を凝らす

薬学部研究棟から望む薬学部植物園

薬学科［6年制］
薬科学科［4年制］
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京都大学薬学部をもっと知りたい方に・・・

■京都大学薬学部・薬学研究科入学ガイドブック
➡ http://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/faculty-

admission/exam-info/guidebook-fa/

薬学部の特徴

薬学部が望む学生像

高度な基礎科学力と薬学的応用力の養成
医薬品は、人体に働きその機能を調節することによって疾病の予
防・治癒、健康の増進をもたらす物質です。薬学は、この医薬品
を創製、生産し、適正に使用することを目指す総合科学であり、
物理学、化学、生物学の多岐に渡る基礎科学に立脚しています。
京都大学薬学部では、薬学の基礎体系となる学問を徹底的に学
び、知識や技能を統合して薬学的に応用する能力を身につけます。

主体的な学びと高いコミュニケーション能力の養成
創薬、医療のいずれにおいても、現場での潜在的な問題を発見
し、課題を設定して解決に導くプロセスが必要です。これを実践
するためには、主体的かつ論理的に考えて行動する能力が求めら
れます。さらに、チームの能力を高めるためのリーダーシップやコ
ミュニケーション能力を身につけることも重要です。薬学部では、
初年次から能動学習や少人数学習を積極的に授業の中に取り入
れて、これらの能力を養う教育を行っています。

ミスマッチの少ない柔軟なキャリアパスの選択
京都大学薬学部は、レイト・スペシャリゼーション（ゆるやかな専
門化）に基づき、一般入試入学者は4年次に学科の振分けを行い
ます。すなわち、3年次までに一般教養教育や薬学専門教育を受
け、さまざまな角度から薬学についての理解を深め、少しずつ将
来のイメージを固めていきます。創薬あるいは臨床薬学のプロ
フェッショナルになるかを考えて、4年進級時に希望と成績によ
り学科振分けを実施します。

1 3

2

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し、
創薬と臨床薬学に関わる研究者、教育者、技術者、薬剤師を育
成することを目標とし、次のような学生を求めています。
❶ 薬科学科［4年制］の使命は医薬品の創製です。自ら考え、主体

的に知識を広げて探求するなど、医薬品を創造するための素質
と豊かな心をもつ人を求めています。

❷  薬学科［6年制］の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の向上心、探求心、そして行動力をもち
続けられる人を求めています。

両学科とも卒業後は大学院博士（後期）課程に進学して、トップレ
ベルの薬学領域でグローバルに活躍したいと考えている人を特に
求めています。
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薬学部の教育課程

■ 薬科学科［4年制］ 主目的
創薬のプロフェッショナル養成
※薬科学科卒業生には薬剤師国家試験受験資格は与えられません。

■ 薬学科［6年制］ 主目的
臨床薬学のプロフェッショナル養成
※薬学科を卒業すれば、薬剤師国家試験受験資格が与えられます。

1・2年次
入学当初1年間は外国語をふくむ教養教育を軸
とする全学共通科目を主に履修します。その目的
は幅広い分野の学問にふれながら豊かな教養を
身につけると共に、高度な専門科目を学ぶため
の基礎学力と思考力を養うことです。あわせて

「薬の世界」入門、基礎物理化学、基礎有機化学
などの専門基礎教育、薬学研究SGD演習などの
能動型演習科目、基礎科学実験などの基礎実験
科目も履修します。2年次では全学共通科目と
専門基礎教育科目の科学コミュニケーションの
基礎と実践を履修する他、専門教育の科目も履
修し、各自の興味、適性、将来展望に応じて、
ゆるやかな専門化を目指します。

4・5・6年次  〈薬学科〉

4年次前期は主に午前は講義、午後は医療薬学
ワークショップに取り組み、医療薬学分野の全体
像を理解します。4年次後期に始まる特別実習
は6年次まで続きます。この特別実習では研究室
に所属し、教員の指導・助言を受けながら特定の
専門領域に関する研究に取り組みます。学生は
その過程から医療薬学研究の現況を知り、自身
が歩む臨床薬学研究者・薬剤師としての方向性
を模索します。あわせて5年次には京都大学医学
部附属病院薬剤部と学外の調剤薬局で5か月間
の実務実習を行います。この実習では医療にお
ける薬剤師の役割と職能を理解するとともに、薬
剤業務を実践的に学びます。

3年次

薬学の専門知識・実験技術を学ぶための専門教
育科目を主に履修します。大学院に連結する高
度な専門知識を学ぶ研究基盤教育科目の一部も
学びます。また、専門実習はすべて必修科目に
なっており、薬学のあらゆる専門分野に関する実
験技術を習得します。3年次までの学修を通じ
て、学科および配属研究室を選択し、各自の希
望と成績によってそれらが決定されます。

4年次 〈薬科学科〉

ほぼ1年間、特別実習を行います。この特別実習
では研究室に所属し、教員の指導・助言を受けな
がら特定の専門領域に関する研究に取り組みま
す。学生はその過程から創薬科学研究の現況を知
り、歩み始めようとする研究者の道を模索します。

学科の紹介

医薬品の設計・合成や生体分子との相互作用に関わる諸問題に対峙
し、構造・機能や作用・動態などの側面から研究する総合科学として
の薬科学について、その基礎と応用に関する知識と技術を学びます。
あわせて4年次には希望する研究室に所属し、最先端研究にふれる
特別実習に取り組みます。養成をめざすのは創薬科学の研究者や技
術者です。また、さらに広い視野に立脚し、専門知識を深めながら
研究能力を養うことを目的に、大学院（修士課程・博士後期課程／計
5年間）に進学する卒業生が多いのも薬科学科［4年制］の特徴のひ
とつです。

独創的・先導的な創薬研究のプロフェッショナルを養成する

薬科学科［4年制］
医薬品の適正使用を目的とした総合科学としての薬学にアプロー
チ、その基礎と応用に関する知識と技術を臨床に則して学びます。
4・5・6年次には特別実習、病院実習、調剤薬局実習に取り組みま
す。養成をめざすのは臨床薬学の研究者・技術者や高度医療を支え
る薬剤師です（卒業時に薬剤師国家試験受験資格を取得）。また、さ
らに広い視野に立脚し、専門知識を深めながら研究能力を養うこと
を目的に、大学院（博士課程 / 4年間）に進学することも可能です。

高度医療を支える臨床薬学のプロフェッショナルを養成する

薬学科［6年制］
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カリキュラム ■ 薬科学科〈4年制〉 主目的 / 創薬のプロフェッショナル養成（H30年度入学者からは、薬科学科卒業生に対しては、薬剤師国家試験受験資格は与えられません。）
■ 薬 学 科〈6年制〉 主目的 / 医療薬学のプロフェッショナル養成（薬学科を卒業すれば、薬剤師国家試験受験資格が与えられます。）

一般教養科目　薬学基礎科目 薬学基礎実験 特別実習（卒業研究） 修士課程（2年間）

5年次1年次 2年次 3年次 4年次 6年次

学科の振分け

特別実習（卒業研究）

薬局実習

病院実習

創薬のプロフェッショナル
（大学の研究者・企業の研究職など）

博士後期課程（3年間）

博士課程（4年間）

少人数演習　能動学習　体験学習

創薬科学・生命科学・物質科学専門科目　臨床薬学・医療薬学専門科目

医療薬学のプロフェッショナル
（臨床薬学研究者・臨床薬剤師など）



■ 卒業後の進路

　薬理学は、薬がなぜ効くのか、体内でどんな働きをす
るのかを研究する分野。私は薬の副作用も研究していま
す。あえて薬の〈よくない面〉を研究するのは、副作用は
創薬にも生かせる貴重な情報だからです。鎮痛剤に使われるアスピ
リンには胃の粘膜を荒らす副作用がありますが、この症状は胃潰瘍
の状態とおなじ。つまりアスピリンを動物に投与すると、胃潰瘍の病
態モデルをつくれます。もともと人間で確認された副作用をもとに研
究するので、人間に効く薬はなにかを効率的に調べられるのです。
 「薬理学Ⅰ、Ⅱ」は、そうした薬理学の研究の基礎となる力をつけるこ
とをめざします。授業で独自に取り組んでいるのが「反転授業」。あ
らかじめアップロードした動画で講義を予習してもらい、授業ではい
きなりテストをします。京大生の多くは自分の学習スタイルをすでに
持っています。めざすべきものを提示すれば勝手に勉強してゆくの
で、授業では症例をとりあげながら数ある選択肢のなかでベストな
答えはなにかを考え、思考をもう一歩深めることに時間をさきます。

　薬学という学問は、医療において重要な役割を担います。たとえば
薬剤師は薬物治療における「監査役」のような存在。正しい投薬がな
されているかを第三者の視点やデータに基づいて冷静にモニターしま
す。もう一つは、やはり薬を開発すること。治療の決定打となるのは、
薬があるかどうか。様々な疾患から人類を救ったのは薬の存在です。
　副作用というデメリットを活かす発想は、研究者のあいだではほ
とんど盲点でした。こうした前例のない研究への挑戦は失敗と表裏
一体のギャンブルのようなものですが、成功すれば病気に苦しむ何
百万もの人を助けられるかもしれません。京都大学は、そうした独
創的な分野への挑戦を許容してくれる懐の深い大学です。影響力の
大きなこの分野にぜひ飛びこんでみてください。

好奇心旺盛な私は京都大学を選びました。学部
時代に実験のできるサークルに所属したり薬学
研究科で募集されていた実験補助のアルバイト
をしたりすることで自分の望む環境に身を置くこ
とができました。有機合成の専門性を究めるべく
大学院に進学し実験に没頭する日々を送りまし
た。論文投稿や国際学会での発表、短期留学を
通して研究者としての礎を築くことができまし
た。私の専門性が新薬の研究開発に貢献できるよ
う生涯研鑽します。皆さんも京都大学で好奇心を
満たしてみませんか。

好奇心のままに没頭し、
専門性をどんどん究めた日々

昔から研究職への憧れがあり、中でも薬や生体に
興味がありました。薬学部に進学したいと思い、
研究に強いイメージがあった京都大学を目指す
ことを決めました。モチベーションが下がった時に
は自分が京都大学で大学生活を送るのを想像し
て勉強に励んでいました。薬学部では生物、有機
化学、物理化学など広い範囲の分野を学びます。
範囲も広くて大変ですが学べば学ぶほど、生体の
不思議さやまだ知らないことがたくさんあること
が分かります。まだまだ知識が浅いのでもっと学
んで興味のある分野を追求していきたいです。

学ぶほどに不思議が増えて
興味も増える

薬科学科 [4年制]
■概要　卒業生のうち、9割以上が修士課程へ進学
し、修士課程を修了した学生の2〜3割が博士後期
課程に進学します。修士課程修了者は8〜9割が製
薬会社などに専門性を活かして就職するほか、幅広
い分野の企業にも就職します。博士後期課程修了
者の就職先も修士課程と同様ですが、国内外の研
究機関や国公私立大学にも就職するのが特徴です。

■就職先の例（修士
課程修了者）
アステラス製薬㈱／
マルホ㈱／小野薬品
工業㈱ ／塩野義製
薬㈱／住友化学㈱／
第一三共㈱／中外製
薬㈱ ／ 大日本住友
製薬㈱／日本新薬㈱　
など
■取得可能 な 資格　
薬学科（6年制）の卒
業見込みの 者およ
び卒業生には、薬剤
師国家試験の受験資格が与えられます。

薬学科 [6年制]
■概要　卒業生のうち、1〜2割が博士課程に進学し
ます。学部卒業生はその多くが製薬会社などに専門
性を活かして就職するほか、1〜3割が薬剤師として
医療機関に就職します。4年間の博士課程修了者の
就職先も学部卒業生と同様ですが、国内外の研究機
関や国公私立大学にも就職するのが特徴です。
■就職先の例　京都大学／近畿大学／同志社女子
大学／マルホ㈱　など

先輩が教える

京都大学の魅力

「薬理学」
大学院薬学研究科

金子 周司 教授

田辺三菱製薬株式会社 プロセス研究部、
京都大学大学院薬学研究科薬科学専攻 博士後期課程 3回生
2015年3月 薬科学科卒業

卒業生

薬学部 3回生在校生

泉 早苗さん
大阪府 関西大学第一高等学校 出身

梅本友梨香さん
大阪府 四天王寺高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

就職
72.3%

医療の鍵を握る薬の研究。
影響力の大きな研究に
挑戦してほしい

授業に
潜入！
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薬科学科 [4年制]

薬学科 [6年制]

その他
14%

進学（大学院）
86%

進学（大学院）
10.7%

就職（病院・
薬局 薬剤師）

21.4%

就職（官公庁等）
3.6%

就職
（民間企業）

64.3%

薬
学
部



地球社会の永続的な発展を担う
学問の本質は〈真理〉の探究です。そうした学問領域のひとつで
ある工学は、人びとの生活に深く関わるテーマを扱っており、
地球や社会の持続可能な発展や文化・文明の創造という人類の
課題に責任を負っています。京都大学の工学部は、こうした考
え方に立脚した教育・研究を行っており、確かな基礎学力、高
度な専門能力、正しい倫理観、豊かな個性、これらを兼ね備え
た人材の育成をめざしています。

自由の学風と学問の基礎を重視
京都大学が誇る〈自由の学風〉は、既成概念や他者の言動にとら
われず、あらゆる事象の本質を自分自身の耳目手足で確かめ、
科学的に理解することに基づいています。そのため京都大学工
学部では、ともに学ぶ研究者や学生に自身を律する厳しさを求
めています。また、工学は応用を主にすると思われがちですが、
京都大学の工学部では、基礎となる学理をしっかり体得するこ
とが、将来の幅広い応用につながると考えています。

京都大学最大
4 4

の学部
京都大学・工学部の歴史は、京都帝国大学が創設された明治30

（1897）年6月の3か月後、分科大学のひとつとして理工科大学
が開校されたことから始まります。以来120年間、工学部はつ
ねに次代を見つめた拡充と整備を続け、京都大学最大の学部に
発展しています。

工学の全領域をカバーする６学科
京都大学工学部は大学院重点化にともない、1993年以降、細
分化されていた23学科を工業化学科、物理工学科、電気電子
工学科、情報学科、地球工学科、建築学科に改組し、6学科が
有機的に連携しながら、工学分野のほとんどをカバーする教
育・研究体制を整えています。あわせて2003年には桂キャンパ
スを開設し、大学院工学研究科のほぼ全専攻の移転にあわせ、
工学部4年次の特別研究（卒業研究）の場ともなっています。

工学部 地球工学科

こ
こ
に
注
目

学理をしっかり体得し、自身の目で確かめて、納得ゆくまで突き詰める。
強固な土台の上にこそ独創性は華ひらく

イオン加速器ビームライン

電気電子工学科
工業化学科情報学科

建築学科
物理工学科

Faculty of ENGINEERING
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工学部の特徴

工学部が望む学生像

伸び幅のある思考力と実践力の養成
京都大学の工学部は、学生が特定分野の専門知識を修得するだ
けでなく、幅広い視点から科学・技術の発展を見通し、新たなフィー
ルドを開拓・創造していける人材を育てたいと考えています。その
ため6学科すべてにおいて基礎教育を重視し、伸び幅のある思考
力と実践力を養います。

柔軟な創造力を育む柔軟な学び
地球工学科、建築学科、物理工学科、電気電子工学科、情報学
科、工業化学科、それぞれが育成をめざす研究・開発・技術系人
材には、柔軟な創造力が必要不可欠です。それを前提に各学科が
カリキュラムに共通性や相互の融通性をもたせ、幅広く柔軟な学
習ができるようにしています。あわせて必要に応じ、他学科や他
学部の専門科目が履修できるようにもしています。

全学共通科目の履修に注力
京都大学の工学部では1年次から2年次にかけて、教養教育を軸
とする「全学共通科目」を主に学びます。この全学共通科目には、
人文・社会科学科目群、自然科学科目群、外国語科目群、情報学
科目群、健康・スポーツ科目群、キャリア形成科目群、統合科学
科目群、少人数教育科目群などの多様な科目があります。こうし
た2年間により、高度な専門分野を学ぶための基礎を養うととも
に、幅広い学問にふれることで豊かな教養を身につけ、人として
の視野を広げます。

高度な専門科目への段階的な移行
京都大学の工学部では概ね全学科が1年次から専門基礎科目を
学び始め、2年次では同科目の履修が主になります。あわせて2年
次から専門科目を学び始め、3年次では同科目の履修が主になり
ます。こうして段階的に、学びを高度な専門科目に移行すること
で、強固な基礎を柔軟に応用するための知力・能力を着実に培い
ます。

卒業に向けた創造的な研究活動
4年次で行う「特別研究（卒業研究）」では、担当教員の指導・助言
を受けながら各自が定めたテーマに関する専門的な研究に取組
み、その結果を学士論文にまとめます。この間、学生は各研究室
に所属し、教員や大学院生を交えた議論を重ねつつ、創造的な研
究活動を体得します。

1 4

5
2

3

●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。

● 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。

●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。
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２年次での実習 ハードウェア・ソフトウェア実験の様子（3年次） 工業化学科での最先端化学の研究

6学科の紹介

地球工学は、文明を支える資源・エネルギー、
持続的に社会を支えるインフラの発展、そし
て人類が自然と共生するために必要な環境
の維持など、諸技術体系とその融合分野で構
成されます。多岐にわたる科学技術を総合的
に理 解 する見 識 を 養う教 育 をめざし、

「Think Globally and Act Locally」を理念に掲
げ、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高度な研究や実務
を遂行できる能力を養っています。国際的技
術者の育成に必要な、すべての講義が英語で
行われる「国際コース」も設置されています。

電気電子工学は、現代社会のあらゆる産業
や社会インフラに不可欠な科学技術を支え
るだけでなく、21世紀を豊かにするための
重要な役割を担っています。そのため電気電
子工学科では、幅広い領域におよぶ総合的
な知識と高い専門性に加え、複眼的な視野
や卓越した独創性、倫理観を備えた人材の
育成をめざしています。カリキュラムは基礎
学習のあと、各自が志望にあわせて専門科目
を履修します。こうした４年の学びをとおし
て最先端の科学技術を理解しながら、電気
電子工学の発展が担える知識と技術を身に
つけます。

地球の合理的な開発・保全

産業や生活基盤を支える科学技術を

地球工学科

電気電子工学科

人間の生活環境を構成する建築は、安全で健
康にして快適な生活を発展させる基盤であ
り、多様な技術を総合して創造されます。建
築は人間生活のあらゆる面に深く密接にか
かわるヒューマンな技術といえます。建築学
科では、自然科学だけでなく、人文・社会科
学や芸術に深い関心をもつ学生もひとしく歓
迎し、その才能を伸ばす教育を行います。卒
業後の進路も、建築家、建築技術者、建築
行政担当者、大学や企業の研究者、コンサル
タント、プランナーなど、実に多様です。

ヒューマンな技術を学ぶ

建築学科

社会の高度情報化にともない、多様な分野
に現れる数理モデルの解析や、複雑な情報シ
ステムを通じて収集される膨大なビッグデー
タの分析や活用が必要とされています。その
ためにはシステムの機能はもとより、そこに
流れる〈情報〉の本質を究明し、それに基づい
て効率的なデザインを行うための思考が重
要になってきます。「情報学科」では、数理的
思考により複雑なシステムの実際的な諸問
題を解決するとともに、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、
これらを設計・活用できる人材をめざして学
びます。

複雑なシステムの問題を解決

情報学科

21世紀を起点とする次代に向けて、物理工学
分野には新たなシステムや材料、エネルギー源
の開発などに加え、宇宙空間の利用といった
課題解決への期待が寄せられています。こう
したニーズに応える新技術を創造するには、
基礎的学問を十二分に修得する必要がある
という観点から「物理工学科」では、基礎重視
の教育・研究を進めています。さらに機械シ
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コースが連
携し、高い専門的能力と広い視野を持つ人材
を育成します。

新技術の創造人材の養成

物理工学科

化学は、さまざまな物質をつくる反応とその
プロセス、物質がもつ機能や物性を対象とす
る学問であり、人びとの豊かな生活を支えて
います。「工業化学科」では、このような化学分
野で活躍できる人材を育成しています。1年
次で語学を含めた基礎科目を幅広く学んだ
のち、2年次からは工業化学科の専門基礎科
目を学びます。2年次後期には「創成化学」、

「先端化学※」、「化学プロセス工学」の3コース
に分かれて、より専門的な学習をスタート
し、4年次には研究室に所属して卒業研究
を行います。

最先端科学技術の基盤を担う

工業化学科

ドライビングシミュレータを用いた実験風景 設計演習講評会 クリーンルームでの微細加工実験

※令和３年度より名称変更予定
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■ 卒業後の進路

　物質を構成する究極の単位である電子や光子は「量
子」とよばれ、私たちが実感する（古典的な）物理の法則
では説明できない原理で動いています。「電気電子工学
のための量子論」では、その原理を表す量子論を理解しながら、量
子の性質が引き起こす現象のふしぎさとおもしろさを感じてもらう
のが最大の目的です。さらに、量子のふしぎな性質を学生みずから
が数式で表現できたらきっと楽しいはず。そんな気持ちで授業を展
開しています。
　ふしぎの探究にとどまらず、いかに社会に役だてるか想像を膨らま
せるのが工学部。たとえば、量子コンピュータはこれまでのコンピュー
タでは時間がかかりすぎて解けない問題を解くことができると期待
されています。「1個の量子は複数の場所に同時に存在できる」とい
う、重ね合わせと呼ばれる量子の性質を利用して複数の計算を並行
するというアイデアが、高性能の計算技術を可能にしようとしています。
　量子コンピュータの基礎となる数学的な理論に出会ったのは24
歳のころ。大学の物理学の先生から、「人が見ていると、量子の重

ね合わせが壊れるので、動かないよ」と言われたことも。私は「だっ
たら、実際にやってみせよう」と決意を固め、国のプロジェクトに応
募。当時最年少での採用とのことで、最終的に量子コンピュータの
机上の理論をはじめて実証することができました。
　一般企業や他大学を経て母校の京都大学で教鞭をとりながら感
じるのは、京大生の独立独歩する、いい意味での〈生意気さ〉です。
アインシュタインをはじめ若くして活躍し、歴史に名前を刻む偉人た
ちには異端児とよばれた人が多いです。若いころはなににもとらわ
れない自由な発想ができる。自分がおもしろいと感じた発想は、た
とえ他の人から否定されても、自分の子どもだと思って大切に育てて
ください。京大工学部を支える気質は、「これが好き」というこだわり
と「人のまねはせえへん」という独創性。同じ志をもつ仲間に出会え
る場所になるはずです。

高校時代化学が好きだったからという極め
て単純な理由で工業化学科を選び、気付け
ば博士課程にまで進学していました。それだ
け工学と化学が融合したこの学問の魅力は
大きく、充実した環境でさらに知識を深めた
いと感じます。学部・大学院を通して多くの
専門知識が得られ、これからの社会を担って
いく力をつけているという実感があります。こ
の道を選択するにあたって、多くの苦労もあ
りましたが、今では自信を持ってこの素晴らし
い学部を薦めることができます。

学問の魅力を実感！
自信を持っておすすめします

大学は、高校までに習得した各科目の基礎知識をもとに、
より専門性の高い学びを得る場であると感じます。工学
部に入学すると、最初の1年半ほどは所属学科以外の学
科とも共通した数学や理科系の科目や外国語の授業を
履修し、その後学科ごとに異なる専門的な内容を学ぶこ
とになり、4回生に進級する際に学科内でさらに細分化
した研究分野を決めることになります。また、大学生に
なると自由に使える時間や何をするかの選択肢が多くな
ることも高校までと違う部分です。私は国際交流や平和
教育を行う団体の活動に参加する機会に恵まれ、それま
で知らなかった世界や見えなかった自分に出会えました。

より広がり深まる学びと、成長できる環境

■概要　工学部では例年9割近くの学生が、学科の
学びが直結する本学の工学研究科、エネルギー科
学研究科、情報学研究科などの大学院（修士課程）
に進学します。その後も博士課程に進み、大学等の
研究・教育職をめざす者も少なくありませんが、専
門分野と密に関連する企業などの求めに応え、研究・
開発・技術職に就くという進路も広がっています。

■取得可能な資格　在学中に所定の科目を修得す
ることにより、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など
の資格取得に向けた学科試験の全科目、または一
部が免除されます（卒業後一定の実務期間を経るこ
とで受験資格が得られる資格もあります）。

先輩が教える

京都大学の魅力

「電気電子工学のための量子論」
大学院工学研究科

竹内 繁樹 教授

京都大学大学院工学研究科化学工学専攻博士後期課程
2020年3月 工学研究科化学工学専攻 修了

卒業生

工学部 建築学科
4回生

在校生

坂中勇太さん
静岡県 浜松市立高等学校 出身

加納優太朗さん
兵庫県 三田学園高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

自由な発想は自分の子ども。
だいじに育てて社会を支える
技術につなぐ

授業に
潜入！
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先端学問としての農学
農学と聞いても、「農業」というイメージしか浮かばないかもし
れません。しかし、今日の農学は「生命・食料・環境」というキー
ワードで表わされる総合的な学問へと変貌しています。まず、
農学は、生命に関する総合科学です。実際に、農学では、微生
物、植物（穀物、草本植物、樹木など）、動物（昆虫類、魚類、
家畜など）などさまざまな生物を取り扱っています。また、バイ
オテクノロジー、遺伝子組み換え、バイオマスなども重要なキー
ワードになっています。

農学部への誘い
現在、京大農学部は、6学科体制で、今日の農学のほぼ全域
で、教育と研究を展開しています。今日の農学は、明日の農学
に向けて日々進化しています。みなさん、京大農学部で、明日
の農学に向けてチャレンジしてみませんか。

持続的社会の構築へむけて
今日の農学は、分子・細胞レベルから生態系・地域レベルまで広
範囲にわたって、人類の健康で文化的生活の持続に大きな使命
を果たしています。 とくに、地球規模で食料と栄養の確保は深
刻な問題です。そのために、農学が果たすべき役割は大きく、
農林水産業や食品関連産業の新技術の開発に注力するととも
に、農業経済や農業経営などの社会科学的なアプローチも行っ
ています。これについては、農業のハイテク化、農業用ロボット、
植物工場、品種改良、食品と健康、植物生産の新技術、フー
ドシステムなど数々のキーワードを挙げることができます。さら
に、人類の生活基盤を揺るがす環境問題（陸域や海洋汚染、森
林破壊など）は、農林水産業の生産基盤を脅かすだけでなく、
農林水産業が原因となることもあります。そのため、環境問題
に対する取り組みは二重の意味で農学の重要な使命の一つと
なります。

農学部
Faculty of Agriculture

資源生物科学科

こ
こ
に
注
目

生命・食料・環境

地球規模に広がる研究・教育の場（中央上／フランスの大規模放牧畜産）
有機農産物のフードシステム（右／日本の小規模な有機JAS米の圃場、左／パリのビオ専門マルシェ）
中央下／植物工場に貢献する技術開発

食品生物科学科
食料・環境経済学科
応用生命科学科

森林科学科
地域環境工学科
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農学部の特徴

農学部が望む学生像

6学科を準備
農学部は、高い倫理性を前提として、農学に関連する知識とそれ
に基づく能力、すなわち（1）人類が直面する課題への科学的解決
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
の研究を理解する能力を身につけた人材を育てることを目的とし
ています。6学科を設置し、本学の特徴である自由の学風を尊重
しながら、総合的にこれらの目的の達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共存
し、それらを利用しています。生物の持続可能な利用のためには、
生命の仕組みや生態系の動態についての広く深い理解が欠かせ
ません。また、人間活動との調整のためには、工学的な技術や社
会科学からの分析も必要になります。各学科で求められる専門知
識の基礎をしっかりと身につけながら、幅広い分野に興味をもち
視野を広げることが求められます。

学びを始める：第1年次
農学部では入学時に学ぶ学科が決まります。各学科のカリキュラ
ム（授業計画）は、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。
第１学年では、全学共通科目を重点に幅広い学識を養うことを目
的とします。たとえば、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・体育科目や英語で学ぶ科目を
加えるなどして自分のカリキュラムをつくります。

学びを高める：第2・3年次
第2学年の後期（秋から冬）になると、専門科目の割合が増えます。
農学部の専門科目では、講義に加えて実験、実習、演習が重視さ
れ、技術・手法に関する密度の高い教育が実施されます。農学部
は京都大学のなかでも海外への関心が高く、毎年、多くの学生が
外国への留学に挑戦します。
第3学年は専門科目の受講に専念します。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。分野訪問などで
情報を収集しながら、将来の方向を考えた講義の選択が求められ
ます。

学びを結びつなぐ：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、演
習や大学院生との交流をとおして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。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が大学院へ進学します。

1 3

4

2

農学部では、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、生物学、化学、物理学、社会科
学等の多様な基礎知識をベースに、総合的な観点から立ち向かい
ます。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、国際的な広い視野と高度な専門知識をもち、高い
倫理性と強い責任感をもち、主体的に行動でき、コミュニケーショ
ン能力に長け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。この観点から、各学科が対象とする様々な課題に果敢に挑
戦する意欲をもち、応用力と適応力、ならびに、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。

専門知識の習得と広い視野の育成
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６学科の紹介

「資源生物科学科」は陸地や海洋に生育・生
息する資源生物の生産性と品質の向上につ
いて、環境との調和をはかりつつ追求するた
めの教育・研究を行っています。あわせて資
源生物を対象に、外敵や病気から守る技術
の開発、成育・生息に好ましい環境を持続的
に保全する方策の探究、有用物質や遺伝子
の有効な利用法の考察、これまで生産が見
込めなかった劣悪な環境で育つ新品種の創
出など、基礎から応用に至る研究を多面的に
行っています。

「食料・環境経済学科」では、私たちの生活に
最も関連の深い食料問題と環境問題に関す
る教育・研究を行っています。また、これら
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、技術の
開発普及、農林水産物の貿易問題が内包す
る食品安全性、さらに農山漁村の社会経済
生活などに関する研究も進めています。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在り方に関し
ても視野・視点を広げ、学際的かつ総合的に
取り組んでいるのも「食料・環境経済学科」の
特色です。

資源生物の有効利用に向けて
多面的な研究に取り組む

人々の生活に関連深い食料問題と
環境問題に関する教育・研究を行う

資源生物科学科

食料・環境経済学科

「応用生命科学科」は、微生物、植物、動物
など生物の生命現象や機能を化学、生物学、
生化学、物理学、生理学、分子生物学の立
場から深く探求・理解すること（バイオサイエ
ンス）をめざしています。さらにその成果を
農・医薬品、食品、化成品をはじめとする生
活に有益な物質の高度な生産や利用に応用
する（バイオテクノロジー）ための教育と先端
的な研究を進めています。

生物資源の生産・加工・利用・保全を
化学的・生物学的に探求する

応用生命科学科

森林には樹木をはじめ、多様な動植物や菌
類による生態系があり、私たちの生活に欠か
せない木材や紙となる木質資源を供給する
と同時に、災害防止や気候維持などの環境
保全機能も担っています。「森林科学科」で
は、自然保護と豊かな社会との共存に向け
て、森林とそのバイオマス資源を対象とする
教育・研究を行っています。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、多様な教育・研究テーマ
を用意しています。

森林の科学的な教育・研究により
自然保護と豊かな社会の共存をめざす

森林科学科

「地域環境工学科」は、環境と調和した効率
的な食料生産、地球全域をふくむ環境・エネ
ルギー問題の解決、環境共生型農村社会の
創造をターゲットに工学的な技術をツール
とする教育・研究を行っています。具体的に
は、水循環の制御による水資源の合理的な
利用、農業水利施設の効率的な維持管理と
更新、生態系と調和した水・土壌環境の実
現、農村計画と住民主体の地域づくり、持続
的食料生産に向けてのエネルギーの変換・
利用、植物工場、精密農業、農畜水産業の
ロボット化および生物センシングなどが挙げ
られ、さまざまな研究をとおして豊かな21世
紀社会を構築していきます。

環境と調和した食料生産をはじめ
豊かな21世紀社会の構築をめざす

地域環境工学科

「食品生物科学科」は、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
命科学の観点から教育・研究を行っていま
す。〈食〉に関するさまざまな課題に対して
科学的な解決法を提示できるように「実験科
学」を重視し、①食品に関する最先端の研究
を通じて生物・生命現象を解明すること、②
生物・人間を深く研究して、人間にとってより
良い食品を創製すること、③食品の効率的な
生産に寄与する技術を開発することのでき
る人材を育成することをめざしています。

生命科学研究を基盤として
より良い食品を開発する

食品生物科学科
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高校の課題研究で真珠貝を利用した水質改善
に取り組んだのがきっかけで、もっと水につい
て知りたいと思い、地域環境工学科に入学しま
した。多彩な友人や先生方に恵まれて、水理学
や土壌物理学、構造解析学などを学び、一言
に水質といっても土壌やインフラ施設、農業や
灌漑の仕方とも強く関わっていることが分かり
ました。今後は京都市の地下水流動について研
究し、得た知見や経験を活かして地域に寄り添
った貢献をしていこうと考えています。

数学や物理を使って水を研究し、
世界の水問題に取り組みたい

農学部 地域環境工学科 
4回生

在校生

田中理奈さん
茨城県 土浦第一高等学校 出身

■ 卒業後の進路

 「昆虫生態学」と聞くと、マニアックな分野だと思われるか
もしれませんが、昆虫の種類をたくさん知っているだけで
は学問にはなりません。昆虫の生きざまを総合的に探るのが「昆虫生
態学」です。高校までは生物を勉強するときに物理や数学の教科書
を開く必要はありませんが、研究となるとちがいます。昆虫の行動
を大きく左右するフェロモンの研究には化学、遺伝子の視点からア
プローチするにはゲノム解析、進化をシミュレーションするには数学
やコンピュータの知識など、昆虫にかぎらない幅広い知識が求めら
れます。
　私の研究対象の白アリは社会をもつ昆虫で、巣に病気をもちこま
ないように、巣の外に出る白アリは王さまの白アリには近づきませ
ん。白アリがとるこうした行動は、「生物にとって社会とはなにか」と
いうより抽象的なレベルでの問いにもつながります。白アリという具
体的な対象をとおして、昆虫であることや人間であることを超えた普
遍的な問いに迫るのが、「昆虫を学問する」ということです。
　白アリ被害にしても、人間の利害だけに囚われていては解決でき

ません。白アリの巣から王さまの白アリを探すのはプロの業者でも難
しいのですが、学問的な眼を身につけた学生たちは見つけられます。
白アリへの深い理解があってこそ、その行動パターンや白アリ社会
の弱点を見極めることができるので、根本的な対策につながります。
人間はなぜ昆虫を研究するのか、サイエンスとはどんな営みなのか
という哲学的な問いにまで突きつめてこそ大学の学問です。
　スマートフォンでなんでも調べられるいまの時代には、自ら問いを
生みだすことにこそ価値があります。現在の社会で求められているも
のに縛られずに、「これがわかったらおもしろい」と感じたことに取り
組んでください。授業で教わることを鵜呑みにせず、「ちがうんじゃ
ないか」と問い返す京大生の姿は、私が学生だったころと変わりませ
ん。「考え方のたましい」が受け継がれていると感じます。学んだ知
識を批判的に吟味することを忘れずに、あなただからこそという新し
い問いを見つけてください。

■概要　農学部では例年8割前後の学生が大学院
に進学します。また、就職先は官公庁、公的研究機
関、化学・食品等の製造業、バイオテクノロジー関
連産業などはもちろん、商社や金融・保険業からコ
ンピュータ関連まで、年々幅広くなっており、多くの
卒業生が公務員や研究・開発職、あるいは総合職と
して、各界で活躍しています。

■就職先の例　富士通㈱／任天堂㈱／伊藤忠商事
㈱／住友商事㈱／㈱キーエンス／鹿島建設㈱／トヨ
タホーム㈱／㈱三井住友銀行／PwCあらた有限責任
監査法人／東宝㈱／関西テレビ放送㈱／大和証券㈱／
ライオン㈱／オリックス㈱／㈱ニトリ／㈱SHIFT／
三井住友海上火災保険㈱／西日本旅客鉄道㈱／京
都大学／総務省／経済産業省／林野庁　など
■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のほか、食品衛生管理
者・食品衛生監視員、測量士補、樹木医補といった
資格の取得・認定に向けた教育課程を設けています。
■取得可能な教育職員免許の種類と教科
森林科学科……………中学校一種「理科」、高等学
校一種 「理科」※1
食料・環境経済学科……高等学校一種  「農業」 ※

先輩が教える

京都大学の魅力

「昆虫生態学」
大学院農学研究科

松浦 健二 教授

食と農業に熱意があり京都大学農学部応用生命科
学科に入学、動物、植物、微生物を対象とした基
礎から応用にわたる広い範囲の学問を学びました。
さらに修士・博士課程では葉面微生物についての分
子細胞生物学的研究で学位を取得、その後、外務
省を経て、現在、国連の専門機関であるFAO本部

（ローマ）にて食の安全に関する業務を行っていま
す。京大で身に着けた知識や経験は、現在の業務を
行う上で重要な礎です。今後の目標は、国際機関や
アカデミア等にてより責任ある立場で世界の食・農
業に貢献することです。京大では自分の夢を将来実
現するための力を養うことができます。

世界の「食と農」に貢献する！
京都大学から国連機関へ

国連食糧農業機関（FAO）本部(ローマ) 食品安全室 食品安全専門官
2012年３月 農学部応用生命科学科卒業
2017年3月 博士後期課程（農学研究科応用生命科学専攻）修了

卒業生

白石晃將さん
岐阜県 多治見北高等学校 出身

2019年度
卒業生の状況

昆虫をとおして哲学を問う。
生物の普遍性に迫る
「昆虫生態学」の世界

授業に
潜入！

※1 森林科学科以外の学科に入学した学生も、森林科学科にお
ける所要資格を満たせば取得可能です。

※2 食料・環境経済学科以外の学科に入学した学生も、食料・環
境経済学科における所要資格を満たせば取得可能です。
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