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海外留学・国際交流

多様な海外留学プログラムと奨学金制度を通して冒険する学生たちを応援します
京都大学は現在、38か国・地域にひろがる約150校と大学間学生交流協定を締結しています。
京都大学では進展しつづける社会の国際化に対応し、
グローバルに活躍する人材を育むために、
多様な海外留学プログラムを用意しています。
実践的な外国語運用能力を身につけることはもちろん、幅広い視野・視点や多様な思考力を養う機会となる海外留学は、
学生の間に取り組んでおきたいことのひとつです。

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/student_3

150の学生交流協定校への交換留学
京都大学は現在、38か国・地域に広がる約
150校と大学間学生交流協定を締結していま
す。学生たちは、京都大学に在籍しながら1学
期から1年間、海外の大学
（学生交流協定校）
に留学することができます。留学中は協定校
の科目を履修することで単位を取得すること
ができ、また、研究に関する指導を受けられる
こともあります。留学先で取得した単位を本学
で取得した単位として認める制度もあります。
■学内募集
毎年２月
（一次募集）
と7月
（二次募集）
に実施
します。協定校への出願手続きは京都大学を
通じて行い、留学先の授業料は免除されます。
多くの協定校は、留学先の学習・研究で使用
する言語の語学力試験のスコアを受入条件に
定めています。また、学内での派遣候補者選
考では、語学力・学業成績・志望動機により総
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合的に判断します。留学先を選ぶ際には事前
に情報収集し、自身の専攻領域に適したコー
スがあるかどうか、また履修したい講義を受
けられる大学かどうかを確認しましょう。

■ ドイツの大学への交換留学のケース（1次募集 春学期開始）
留学時期：2020年4月〜2021年3月まで
2018

秋

ドイツへの交換留学を検討

2020

3月

国際教育交流課や所属学部・研究科の事務室などに相談

出国
現地到着

現地の情報を収集し、指導教員とも相談して希望校を絞る

（大学を訪問して必要な手続きをとる）

ドイツ語の試験準備を開始

日本国領事館登録、住民登録、外国人登録などの手続き
入寮
（始業までの1か月間は大学の語学準備コースに通う）

2019

春

所属学部・研究科に学内応募用書類を提出

4月

春学期開始
（履修登録）

学内選考に合格

夏

期末試験

パスポートを取得
夏

京都大学経由で派遣先大学に出願手続き

冬

入学許可証が届く
ビザ申請、保険・航空券の手配
入寮までの宿泊先の予約、外貨を準備
所属学部・研究科の事務室に渡航届（願）等を提出
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夏季休暇
10月
2021

初春

秋学期開始
（履修登録）
期末試験
日本に帰国

帰国後 京都大学で単位認定を申請

海外留学・国際交流

■ 学生交流協定校（2020年3月現在）
アジア

■ブルネイ ブルネイ・ダルサラーム大学
■中国 復旦大学／香港科技大学／香港大
学／香港中文大学／南京大学／北京大学／清
華大学／武漢大学／浙江大学／上海交通大学
／西安交通大学／南開大学／香港理工大学
■インド バラナシ・ヒンドゥー大学／インド工
科大学グワハチ校
■インドネシア インドネシア大学／バンドン
工科大学／ガジャマダ大学
■大韓民国 高麗大学校／慶北大学校／
浦項工科大学／ソウル大学校／延世大学校
／韓国科学技術院
■マレーシア マラヤ大学／マレーシア工科大学
■フィリピン フィリピン大学
■シンガポール シンガポール国立大学／南
洋理工大学
■台湾 国立台湾大学／国立清華大学
■タイ チュラロンコン大学／カセサート大学
／タマサート大学／チェンマイ大学
■ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校／フエ
大学／ダナン大学

中東

■イスラエル テルアビブ大学
■トルコ コッチ大学

オセアニア

■オーストラリア メルボルン大学／ニューサ
ウスウェールズ大学／シドニー大学／オースト
ラリア国立大学／クイーンズランド大学／アデ
レード大学／チャールズ
・ダーウィン大学
■ニュージーランド オークランド大学／オタゴ大学

ヨーロッパ

■オーストリア ウィーン大学
■ベルギー ルーバン・カトリック大学／ルー
ヴェン・
カトリック大学
■フィンランド ヘルシンキ大学
■フランス グルノーブル大学連合
（５大学：グ
ルノーブル・アルプ大学／グルノーブル理工科
大学／グルノーブル政治学院／サヴォワ大学／
グルノーブル国立建築大学）
／ストラスブール
大学／パリ政治学院／エコール・ノルマル・シュ
ペリウール／ボルドー大学／パリ第7大学／パ
リ国立高等鉱業学校／フランス国立東洋言
語文化研究所
（INALCO）
／エコール・ポリテク
ニーク
■ドイツ ベルリン自由大学／フンボルト大学
／ミュンヘン大学／ハイデルベルク大学／ミュ
ンヘン工科大学／ボン大学／ゲッティンゲン
大学／カールスルーエ工科大学／アーヘン工
科大学／ベルリン工科大学／ハンブルク大学
／ケルン大学／ドレスデン工科大学／ドルトム

短期留学プログラム

ント工科大学／シュトゥットガルト大学／ミュン
スター大学
■アイスランド アイスランド大学
■アイルランド アイルランド国立大学ダブリ
ン校／ダブリン大学トリニティ
・カレッジ
■イタリア ミラノ工科大学／ヴェネツィア大学
■オランダ ライデン大学／ユトレヒト大学／
フローニンゲン大学／エラスムス
・ロッテルダム
大学／マーストリヒト大学
■ノルウェー ノルウェー科学技術大学／オ
スロ大学
■ルクセンブルク ルクセンブルク大学
■スペイン バルセロナ大学／バルセロナ自
治大学／マドリード自治大学／ナバーラ大学
■スウェーデン スウェーデン王立工科大学
／ストックホルム大学／ウプサラ大学／チャル
マース工科大学
■スイス ローザンヌ大学／チューリッヒ大学
／スイス連邦工科大学ローザンヌ校／ベルン
大学
■ポーランド ヤギェウォ大学
■ハンガリー エトヴェシュ
・ロラーンド大学
■ロシア サンクトペテルブルク大学
■英国 マンチェスター大学／シェフィールド
大学／ブリストル大学／バーミンガム大学／ニュー
キャッスル大学／エジンバラ大学／サウサンプト
ン大学／キングス
・カレッジ・ロンドン／グラスゴー
大学／サセックス大学／リーズ大学／エクセター

大学／ダラム大学／ウォーリック大学／ロンドン
大学クイーン・
メアリー／ノッティンガム大学

北米

■カナダ ケベック州大学学長校長協議会
（9
大学：ビショップス大学／ラヴァル大学／シュル
ブルック大学／ケベック大学モントリオール校
／ケベック大学リムスキー校／ケベック大学ト
ロワ・
リヴィエール校／ケベック大学アビチビ
・テ
ミスカミング校／ケベック大学ウタウエ校／ケ
ベック大学 高等工科大学）
／マギル大学／コン
コルディア大学／トロント大学／ウォータールー
大学／ブリティッシュコロンビア大学／サイモン・
フレーザー大学
■アメリカ合衆国 ハワイ大学マノアキャンパス
／ワシントン大学／ウィスコンシン大学マディソン
／テキサス大学オースティン校／ノートルダム大学
／アリゾナ州立大学／ロチェスター大学／ジョー
ジワシントン大学／カリフォルニア大学サンタクルー
ズ校／カリフォルニア大学サンディエゴ校

南米

■ブラジル
サンパウロ大学
■チリ
チリ大学
■メキシコ
グアダラハラ大学／モンテレイ工科大学

海外留学のための奨学金

学生が国際性を養い、外国語運用能力を高め

海外留学支援制度（協定派遣）

る機会として、さまざまな短期留学プログラ

独立行政法人日本学生支援機構
（JASSO）
が

その他の奨学金
京都大学の学生を対象とする奨学金が募集

ムを用意しています。語学をより深く実践的

実施する、留学に係る費用の一部を支援する

された場合は、本学ホームページで随時紹介

に学ぶプログラムに加え、現地大学において

奨学金です。本学では大学間学生交流協定

しています。
また、
日本学生支援機構
（ JASSO）

集中講義の受講、学生交流、文化体験等を通

に基づく交換留学や、本学が実施するいくつ

にも海外留学に向けた奨学金があります。さ

して異文化理解を深めるプログラムもありま

かの海外留学プログラムに参加する学生（外

らに、同機構のホームページでは外国政府や

す。主な派遣先は東アジアや東南アジア、英

国人留学生を除く）の内、支給要件を満たす

地方自治体、民間団体からの海外留学向け

語圏で、プログラムの多くは本学授業期間外

場合に申請できます。奨学金は派遣先地域に

奨学金が検索できます。

の8・9月や2・3月に設定されています。プログ

より月額6万から10万円、派遣期間は8日以

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

ラムによっては滞在費や渡航費を本学が支援

上1年以内です。採用人数が限られており、大

→ http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/

する場合があります。

学間学生交流協定に基づく留学者の場合、
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す。その他の海外留学プログラムの場合、参
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加者募集の際に案内します。

希望者の中から選考して受給者を決定しま

は、将来国際舞台での活躍を志す学生を対象
としたアメリカへの短期留学プログラムです。
約 2 週間にわたって米国ワシントン DC やサン

おもろチャレンジ
「体験型海外渡航支援制度」
として、本学卒業

フランシスコの国際的な研究機関や企業
（例：

生の財界トップによる総長支援団体「鼎会」の

世界銀行、NASA、国務省等）
を訪問し、世界

プログラム「おもろチャレンジ」を実施していま

を股に掛けて働く「プロフェッショナル」によ

す。学内の書類選考で選出された学生には奨

る特別講義やディスカションに参加すること

学金30万円
（2019年度実績）
が支給されます。

ができます。様々なバックグラウンドを持つ講

※掲載の情報は2020年度現在のものです。
2021年度については詳細未定です。

師による講義を聞いて、考えて、議論して、大
学卒業後のキャリア形成にあたり、大いに刺
激を受けることでしょう。参加した学生からは、
「人生観を変えるようなプログラムだった」
「将

京都大学に在籍する
留学生たちの交流ひろば

来のキャリアパスが広がった」等の声が届き、

留学生ラウンジ「きずな」

毎年好評を得ています。晴れて京大生となっ

京都大学に在籍する留学生の相互交流の促
進、留学生と日本人学生や教職員との交流を
目的としたスペースです。館内には自主学習
や語学交換などができるサロンをはじめ、日
本語学習者用の図書室などがあります。毎月
イベントを開催し、交流のきっかけを提供して
います。

た暁には、こうした留学プログラムに挑戦す
る機会が数多く用意されています。
→ http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/educationcampus/student_3/types/program2/
kyoto_dc/index.html

→ http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/facilities/campus/kizuna
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大学院

学部時代に身につけた知識や技能をさらに深化・高度化し、
次代を担う研究者、実務者をめざして学びます
京都大学の卒業生たちは、
「自由の学風」
によって培われた知性、感性、倫理性をいかし、社会に貢献することが期待されています。
学部卒業後の進路選択として、就職や大学院への進学などが考えられますが、
大学院を充実させた
「研究型大学」の京都大学では、大学院への進学率が高い傾向にあります。
年度によって異なりますが、例年は約55～60パーセントの卒業生が大学院に進学しています。

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/faculties-and-graduate/

大学院への進学
学部を卒業後、学部で身につけた知識・教養・

究指導を受け、研究論文の審査と最終試験に

授与する場合があります。

技能を深めることをめざす学生は、大学院進

合格すれば、
「修士」もしくは「博士」の学位が

大学院の選択にあたっては、学部と関連した

学を選びます。大学院の標準修業年限は、

授与されます。

大学院に進学することが多いのですが、異な

また、
「飛び級制度」を認めている大学院では、

る分野の大学院を選ぶことも可能です。一般

「博士前期課程
（修士課程）
」の2年間、つづく

学部時代に指定の単位を優れた成績で取得

的に大学院には多種多様なバックグラウンド

分を設けない一貫制博士課程は5年間）
です。

した者
（学部在籍3年以上）
に入学を認めると

をもつ学生が多く集まる傾向にあります。

この間に定められた単位を修得し、必要な研

ともに、標準修業年数に満たなくても、学位を

「博士後期課程
（博士課程）
」の3年間
（課程区

■ 2019年度学部卒業生の進路状況（2020年5月1日現在）

3.7％

6.5％

（105 名）

（184 名）

学部卒業生数
就職者

32.1％

博士課程教育リーディングプログラム

その他

臨床研修医

2,827 名

大学院進学者

57.7％

（1,631 名）

優秀な学生を産学官にわたる幅広い分野でグローバルに活躍する
リーダーへと導くため、産学官の参画を得て国内外の第一級の教員・
学生を結集しています。専門分野の枠をこえて博士課程の前期・後
期を一貫し、世界に通用する質が保証された学位プログラムを構築・
展開するために大学院教育の抜本的改革を支援するなど、最高学
府にふさわしい大学院の形成を推進しています。京都大学では5つ
のプログラムが実施されています。

（907 名）

卓越大学院プログラム
文部科学省によるこの事業は、各大学が自身の強みを核に、これま
での大学院改革の成果を生かし、国内外の大学・研究機関・民間企
業等と組織的な連携を行いつつ、世界最高水準の教育力・研究力を
結集した5年一貫の博士課程学位プログラムを構築することで、あ
らゆるセクターを牽引する卓越した博士人材を育成するとともに、
人材育成・交流及び新たな共同研究の創出が持続的に展開される
卓越した拠点を形成する取組を推進しています。京都大学では２つ
のプログラムが採択されています。新たな知の創造と活用を主導し、
次代を牽引する価値を創造するとともに、社会的課題の解決に挑戦
して、社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材（高度
な「知のプロフェッショナル」）
の育成に取り組んでいます。

大学院学位授与式
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大学院

京都大学の大学院の多様性
学部をもつ大学院

独立研究科

専門職大学院

京都大学の10の学部は、それぞれが大学院に

京都大学には学部をもたない大学院課程、
「独

高度で専門的な職業能力をもつ実務家を養

つながっています※。学士課程
（学部）
の教育と

立研究科」が6つあります。いずれの研究科も

成する大学院です。現場で活躍するスペシャ

連続し、高度な研究と教育を推進しています。

多様な学部の卒業生を受け入れ、複合的学域

リストなどを専任教員として迎えるなど、複雑

※大学院重点化が行われた現在は、
正確には、
大学院が
主たる組織であり、
大学院が学部教育を提供します。

の創出・深化に携わる研究者や実務家の養成

な問題を解決するための知識・技能の獲得を

を主眼にした大学院教育を展開しています。

めざした教育を推進します。京都大学では、4

研究科

つの専門職大学院を設置しています。

専攻

対応する主な出身学部

学部をもつ大学院
独立研究科

文学研究科

文献文化学専攻／思想文化学専攻／歴史文化学専攻／行動文化学専
攻／現代文化学専攻／国際連携文化越境専攻

総合人間学部／文学部

教育学研究科

教育学環専攻

総合人間学部／文学部／教育学部

法学研究科

法政理論専攻／法曹養成専攻（法科大学院）

総合人間学部／文学部／法学部

経済学研究科

経済学専攻

経済学部

理学研究科

数学・数理解析専攻／物理学・宇宙物理学専攻／地球惑星科学専攻
／化学専攻／生物科学専攻

総合人間学部／文学部／理学部／工学部
／農学部

医学研究科

医学専攻／医科学専攻／社会健康医学系専攻／人間健康科学系専攻
／ゲノム医学国際連携専攻

総合人間学部／理学部／医学部／薬学部
／農学部

薬学研究科

薬科学専攻／薬学専攻／医薬創成情報科学専攻

薬学部

工学研究科

社会基盤工学専攻／都市社会工学専攻／都市環境工学専攻／建築学
専攻／機械理工学専攻／マイクロエンジニアリング専攻／航空宇宙
工学専攻／原子核工学専攻／材料工学専攻／電気工学専攻／電子工
学専攻／材料化学専攻／物質エネルギー化学専攻／分子工学専攻／
高分子化学専攻／合成・生物化学専攻／化学工学専攻

総合人間学部／理学部／工学部／農学部

農学研究科

農学専攻／森林科学専攻／応用生命科学専攻／応用生物科学専攻／
地域環境科学専攻／生物資源経済学専攻／食品生物科学専攻

総合人間学部／理学部／農学部

人間・環境学研究科

共生人間学専攻／共生文明学専攻／相関環境学専攻

エネルギー科学研究科

エネルギー社会・環境科学専攻／エネルギー基礎科学専攻／エネル
ギー変換科学専攻／エネルギー応用科学専攻

総合人間学部／理学部／工学部／農学部

アジア・アフリカ
地域研究研究科

東南アジア地域研究専攻／アフリカ地域研究専攻／グローバル地域
研究専攻

総合人間学部／文学部／教育学部／法学
部／農学部

情報学研究科

知能情報学専攻／社会情報学専攻／先端数理科学専攻／数理工学専
攻／システム科学専攻／通信情報システム専攻

総合人間学部／経済学部／理学部／工学
部／農学部

生命科学研究科

統合生命科学専攻／高次生命科学専攻

総合人間学部／理学部／医学部／薬学部
／工学部／農学部

総合生存学館（思修館）

総合生存学専攻

総合人間学部／文学部／法学部／経済学
部／理学部／薬学部／工学部／農学部

地球環境学舎

地球環境学専攻／環境マネジメント専攻

総合人間学部／文学部／教育学部／法学
部／経済学部／理学部／工学部／農学部

総合人間学部／文学部／法学部／経済学
部／理学部／医学部／工学部／農学部

専門職大学院

医学研究科 社会健康医学系専攻

医学部／薬学部

法学研究科 法曹養成専攻（法科大学院）

法学部

公共政策教育部
（公共政策大学院）

公共政策専攻

総合人間学部／法学部／経済学部

経営管理教育部
（経営管理大学院）

経営科学専攻／経営管理専攻

総合人間学部／法学部／経済学部

※
「対応する主な出身学部」
はあくまでも一例であり、進学の可否を示すものではありません。
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図書館

貴重資料や充実のデータベース、
最新の施設・設備で学生たちの学び、研究者たちの探究心に応えます
創立120年の歴史を刻む京都大学附属図書館の蔵書は約102万冊。
学習用図書のほか、国宝「今昔物語集鈴鹿本」
をはじめとする古文献や特殊文庫、
全集系のコレクションなど、貴重な資料が数多く含まれています。
さらに学部や研究所などの図書館・図書室を含めると、
その数は全学で約719万冊を誇ります。
さらには、電子ジャーナル
（約4.7万タイトル）
や電子ブック
（約4.6万タイトル）
、データベース
（約100種類）
なども提供しています。
こうした資料や設備、検索機能を積極的に活用してもらえるようにデータベースの文献検索や
データベースの利用方法をはじめとする各種講習会、新入生や留学生のためのオリエンテーションなどを実施しています。

https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/

ラーニング・コモンズ
組替え自由な机やホワイトボード、プロジェク
ター、電子黒板、大型ディスプレイ、無線 LAN
などを備え、約100座席があります。グループ
ワークやディスカッション、プレゼンテーショ
ンや展示、イベントなどの多様な利用に対応
しています。あわせて学習サポートデスクも
設置し、さまざまな分野の大学院生スタッフ
が、図書館の利用方法や学習に関する相談に
対応しています。

学習室24
附属図書館の閉館後も、朝まで勉強できる自
学自習のスペースです。室内には「自学24」と
飲食や談話ができる「なごみ」をあわせて約
140席あり、夜間のセキュリティにも配慮して
います。無線 LANも利用できます。

その他の施設
共同研究室
（5室） グループでの共同研究や
学習に利用します。少人数から約20名まで利
用できます。
研究個室（14室） 大学院生と教員が研究・
調査のために利用します。
メディア・コモンズ 音楽や映画鑑賞、語学学

上╱図書館

左下╱ラーニング・コモンズ 右下╱学習室24

習などに利用します。防音設備を施したメディ
ア・シアターもあります。
このほかに、PCや電卓などの音の出る機器の
利用を制限する「サイレント エリア」や、約60
台のパソコンを備えた「PCエリア」などもあり
ます。館内は地下書庫をふくめ、全館で無線
LANを利用できます。
他の図書館・図書室 京都大学には附属図書
館のほか、学部や研究所などの図書館・図書
室が40施設ほどあります。
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蔵書検索システム KULINE
「KULINE（クライン）」は、京都大学が所蔵する図書や雑誌を検索するシステムです。必要とす
る資料が学内のどの図書館・図書室にあるのかをすばやく調べられます。
●ケータイ版やスマートフォン用のアプリもあり、
電子ジャーナルや電子ブックを用いて、本文ま
でたどりつけます。
●このほかに
「論文検索」や「貴重資料画像」、
「他大学検索」などの機能があります。
●
「MyKULINE」は、京大生がログインして使うWeb 図書館として機能しています。借りている
図書の返却日の延長や予約の手続き、文献の取寄せ申込みもパソコン上で対応できます。
●

図書館╱男女共同参画推進センター

男女共同参画推進センター

ジェンダーにとらわれることなく、
学生・教職員が自身の能力を発揮できる環境づくりに取り組んでいます
京都大学の自由な討論と多様性に開かれた学風をさらに発展・深化させ、人類の幸福に寄与する学問の発展に貢献できるように
現代社会の課題のひとつである男女共同参画
（ジェンダー平等）
のモデルとなる大学づくりを進めています。

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

女性だからこそ、
たおやかに好きな道を切り拓いてほしい
理系の研究科の女性は数名という大学院

きなこと、自分に合ったものを探すことが大切

時代を過ごし、女性用の施設は一つとして整

だと思います。とはいえ、人生を歩いていくな

備されてはいないという不自由さはありまし

かで、いろいろなことに出会います。一つの道

たが、実験は楽しく、運の良いことに助手の職

だけに固執してしまうと、見えなくなってしま

を得て、現在の私につながりました。

うこともあります。でも、折れたらダメ。たお

どのような時代にも、社会にも、必ず、どこ
かに突破する道はあります。研究もその一つ
センター長

稲葉 カヨ（理事・副学長）

■ 三つの目標を掲げ、
五つのワーキンググループを軸に活動

女性リーダー
の育成

家庭生活との
両立支援

教育
支援事業
WG

次世代
育成支援

広報・相談・
社会連携事業
ＷＧ

就労
支援事業
ＷＧ

育児・介護
支援事業
ＷＧ

病児
保育事業
ＷＧ

やかに、好きなことを足がかりとして、そこか
らつながる道を探してください。

だし、それ以外にも道はそれぞれ。自分の好

京都大学優秀女性研究者賞
「たちばな賞」

女子高生・車座フォーラム
毎年12月の冬休み期間を利用して、
「京都大

京都大学では2008年に「たちばな賞」を創設

学を知ろう・研究者と語ろう」をテーマに、女

し、人文・社会科学または自然科学の各分野

子高校生をキャンパスに招いて語りあう「女

において、優れた研究成果を挙げた女性研究

子高生・車座フォーラム」を開催しています。

者（研究者部門・学生部門）を顕彰していま

女子高生から寄せられる質問に答えながら、

す。後進の励みとなるだけでなく、次代を担う

その分野を選んだ理由や大学卒業後の進路、

優れた女性研究者の育成に結びつくことを期

子育てと研究の両立など、女性研究者たちが

待しています。

自身の経験をもとに本音を語ります。

性差・ジェンダーに関する授業

保育のサポート

少人数制科目群（ILAS セミナー）
・全学共通

京都大学には大学院や医学部附属病院をふ

科目キャリア形成科目群に2科目を開講し、性

くめ、子育てに向きあう教職員や学生が少な

差やジェンダーに関する正しい知識の提供と

くありません。そのサポートとして、次のよう

意識づけに努めています。

な事業に取り組んでいます。

■全学共通科目 ILAS セミナー

■病児保育室こもも

「ジェンダーと社会」
担当教員：丸山里美（文学研究科）
■全学共通科目 人文・社会科学科目群
「ジェンダー論」
担当教員：落合恵美子（文学研究科）

医学部附属病院内に病児の子どものための
保育室「こもも」を設置。教職員・学生が利用
しています。
■待機乳児の保育室
自治体保育所への入所を待つ乳児のための
保育室を男女共同参画推進センター内に設
置。保護者に代わってシッターが子どもを迎
えに行く「おむかえ保育」も実施しています。
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卒業後の進路とキャリア支援

同じ目線で寄り添いながら、
ときに励まし、
ときに導き、
それぞれの
「輝く場所」
へと誘います
京都大学の学部卒業後の進路は、民間企業への就職はもとより、
大学院への進学、公務員、起業など、数多くの選択肢があります。
京都大学は学生それぞれが学生生活のなかで将来を考え、納得して進路を選択できるように、
さまざまな支援をしています。
就職活動に関する情報提供や行事の開催、個別相談、経済支援などは、各学部・研究科および学生総合支援センターの
キャリアサポートルームが担っています。

https://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/career/

キャリアサポートルームの就職支援
ガイダンス・セミナーの開催

開催日：2020年6月18日
会場：京都大学百周年時計台記念館

進路を考え、
就職活動を始めるうえで知ってお
いてほしい基本的な心がまえや知識を身につ
けるガイダンスと、一人ひとりの進捗や状況に
あわせて受講するセミナーを開催しています。

※新型コロナウイルス感染拡大をうけ2020年度の開
催は中止になりました。
●

■2020年度に開催する行事
●
●
●
●

●
●
●
●
●

就職活動キックオフガイダンス
インターンシップガイダンス
博士就職ガイダンス
実践セミナー（ES ポイントチェック、模擬面接、
グループディスカッション）
国家公務員総合職ガイダンス＆相談会
先輩シリーズ
（全17回）
人事の本音
（全3回）
知るシリーズ
（全9回）
博士採用、実際のところ
（全3回） など

●

博士・PD 対象京都大学キャリアフォーラム
博士課程在籍者および修了者を対象に約40社
が出展
開催日：2020年11月1日
会場：京都大学百周年時計台記念館
京都大学キャリアフォーラム
2022年度卒業・修了予定者を対象に各日約100
社、合計300社以上が出展
開催日：202１年3月1日、2日、3日
会場：京都大学総合体育館

就職相談室の開設

自由応募の求人票はキャリアサポートルーム

経験豊富な相談員が学生一人ひとりの就職

ホームページからアクセスできる「求人情報

や進路の相談に対応します。相談は1回45

検索システム」で公開しています
（アクセスは

分、予約制です。

学内限定）
。なお、私立学校の教職員募集、

■相談内容の例

公務員採用試験（公立学校の教員を含む）、

●
●

●
●
●

作成したエントリーシートに助言がほしい
面接の練習がしたい
進学か就職、民間企業への就職か公務員かで
迷っている
企業選びに迷いがある
就職活動が思うように進まない
複数の内定があるが、最終的に決める際のアド
バイスがほしい

留学生対象の求人票で日本語以外の表記の

対応、キャリアサポートルームが運営する「京
都大学博士マッチングサイト」での個別マッチ
ングを行っています。
就職活動交通費助成
就職活動交通費の助成として、乗車券の合計
金額が2,000円を超える旅程について、片道
1,５00円を割引いた価格で購入できる助成券
を発行しています。

このほかにも、就職・就職活動関連図書の
貸出、卒業生名簿や就職活動記録の公開
（ルーム内限定）
、就活チューターなどを通
して、京大生の就職活動を支援しています。
→ 学生総合支援センター
キャリアサポートルーム
TEL.075-753-2483

います。
※学校推薦の求人票は各
学部・研究科で公開され
ます。

■インターンシップ情報
の公開

京都大学キャリアフォーラム

学生が自由に応募でき
るインターンシップの

京大生を採用したい企業・団体との交流の場

情報をキャリアサポー

として「京都大学キャリアフォーラム」を開催

トルームのホームペー

しています。

ジで公開しています。

■2020年度に開催する京都大学キャリアフォーラム

※単位認定されるインター
ンシップや大学取りまと
めのインターンシップは
各学部・研究科が取り扱
います。

京都大学夏のキャリアフォーラム
2020年度卒業・修了予定者を対象に20〜30社
が出展

就職活動に特化したガイダンス・セミナーお
よび合同企業説明会の開催、個別相談への

ものは紙面で公開して

（学内合同企業説明会）
の開催

●

博士課程在籍者や修了者を対象に、博士の

求人情報およびインターンシップ情報の公開
■求人情報の公開

●

博士就職支援

キャリアサポートルームオープンスペース
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卒業後の進路とキャリア支援

■ 2020年3月学部卒業者の進路
その他 9.5%

その他 8.8%

総合
人間学部

進学
35.2%

就職
56.0%

その他 5.9%

進学
29.0%

進学
82.0%

就職
61.5%

文学部

その他 5.8%

就職
12.1%

進学
35.0%

教育学部

臨床
研修医
43.8%

就職
60.0%

法学部

進学
83.4%

薬学部

その他 5.5%
進学 9.2%

就職
54.6%

経済学部

工学部

就職
85.3%

その他 2.9%

就職
8.5%

就職
34.9%
進学
60.5%

医学部

進学
32.2%

その他 8.1%

その他 4.6%
就職
28.7%

理学部

その他 13.2%

その他 5.0%

就職
17.5%
進学
79.6%

農学部

進学
21.7%

■ 2020年3月修士課程修了者の進路
その他 19.5%

進学
36.1%

文学
研究科

その他 8.3%

就職
44.4%

進学
56.3%

教育学
研究科

その他 18.7%

就職
35.4%

法学
研究科

就職
43.8%

進学
37.5%

その他 17.4%

進学
32.6%

経済学
研究科

その他 14.7%

就職
50.0%

その他 15.5%

進学
36.6%

理学
研究科

その他 3.7%

就職
48.7%

その他 4.5%

薬学
研究科

就職
62.0%

その他 12.2%

進学
35.8%

就職
68.8%

進学
15.2%
工学
研究科

就職
84.8%

農学
研究科

就職
79.9%

情報学
研究科

就職
59.6%

進学 7.3%
その他
16.7%

人間・
環境学
研究科

医学
研究科

その他 4.9%

進学
10.7%
進学
22.5%

進学
27.5%

エネルギー 就職
科学
76.0%
研究科

就職
52.0%

その他
26.8%

進学
13.6%

その他 17.4%
その他
23.8%
進学
36.1%

生命科学
研究科

就職
46.5%

進学
11.9%

地球環境
学舎

就職
64.3%

上╱卒業式 中╱キックオフガイダンス
下╱キャリアフォーラム

75

まなびの環境

生活サポート

きめこまやかな制度と相談・支援体制を整えて
学修・研究活動の礎となる日々のくらしをサポートします。

障害学生支援ルームの交流スペース

経済的に修学が困難な学生の支援
入学前1年以内に出願者の学資負担者が死

・地方公共団体奨学金および民間団体奨学金

経済的な理由によって修学を断念することが

●

ないように、大学が経済的にサポートします。

亡、または出願者もしくは学資負担者が風水

上記のほかにも、
「地方公共団体奨学金」をは

おもな支援には、2020年度から実施される「高

害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困

じめ、公益財団法人や一般財団法人等の出資

等教育の修学支援新制度
（給付奨学金＋入学

難であると認められる場合。

による「民間団体奨学金」など、多様な奨学金

料・授業料の減免）
」のほか、京都大学が実施
する「入学料・授業料の免除等」
「
、奨学金制度」

制度があります。
「地方公共団体奨学金」には、
・入学料の徴収猶予

大学推薦以外に、都道府県市区町村の教育

の案内や「小口短期貸付」の受付、
「京都大学

●

経済的理由で、期限までに入学料の納付が

委員会が取り扱うケースも少なくありません。

基金緊急支援一時金」の支給などがあります。

困難であり、かつ学業優秀と認められる場合。

出身地の教育委員会などで確認してください。

※掲載の情報は2020年度実績です。
2021年度はこの限りではありません。

●

入学前1年以内に出願者の学資負担者が死

■高等教育の修学支援新制度

害等の災害を受け、入学料の納付が期限内

2020年度より、国の施策により、給付奨学金

に困難であると認められる場合。

の拡充および新しい授業料免除制度が実施
されることとなりました。高等教育の修学支
援新制度は以下の2つの支援からなります。

TEL.075-753-2495・2481

■小口短期貸付
病気や不慮の事故、家庭からの送金の延着、
そのほかの急な出費に対して、最高5万円ま

・各期ごとの授業料の免除（全額または半額）
●

経済的な理由により、授業料の納付が困難

・給付奨学金（原則返還が不要な奨学金）

であり、かつ学業優秀と認められる場合。

・授業料等の減免（授業料と入学料の免除

●

又は減額）

→奨学掛

亡、または出願者もしくは学資負担者が風水

で、無利子の短期間（1～3か月以内）貸付を
実施しています。
→奨学掛

TEL.075-753-2495・2480

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

■京都大学基金緊急支援一時金

この制度による支援を受けるには、まず日本

害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困

学資負担者が亡くなられた場合などの緊急時

学生支援機構
（JASSO）
の給付奨学金に申請

難であると認められる場合。

に、当該事由が発生した日から３か月以内の

し、採用されることが必要です。採用された給

→教育推進・学生支援部 学生課奨学掛

付奨学金の支援区分により、授業料等の減免

TEL.075-753-2532・2536

→奨学掛

額も決定されます。給付奨学金の申請にかか
る 条件等 につ いては、日本学生支援機構
（JASSO）
の HP 上で確認してください。

申請に対して、修学・生活を支援する「一時金
（25万円）」を給付します
（返済不要）。
TEL.075-753-2495・2480

■奨学金制度
経済的な理由で修学が困難になったものの、
学業優秀と認められる人に対しては、願い出

■京都大学が実施する入学料・授業料の免除等
※本制度は、
「高等教育の修学支援新制度」
において新
制度の申請資格を満たさない学生等を対象とします。
「高等教育の修学支援新制度」
の対象となりうる学生が、
京都大学が実施する
「入学料・授業料の免除等」
のみを
申請することはできません。

以下の条件に該当する場合は、出願者本人か

に基づいて奨学金を貸与します。
・日本学生支援機構奨学金
※ 以下は返還の必要がある貸与型奨学金の説明です。
返還の必要がない給付型奨学金については、
上記の
「■
高等教育の修学支援新制度」
をご覧ください。

らの申請により選考を行い、入学料・授業料

高等学校等在学時に申請し採用候補者となっ

の支払いを免除、もしくは徴収を猶予します。

た人が大学入学後の必要な手続きをへて採

・入学料の免除（全額または半額）

む「在学採用」の二つの申請方法があります。

車椅子用のスロープ

用される「予約採用」と、大学入学後に申し込

入学時に要する納付金（全学部同額）
549,900円（2020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）

さらに、1年次には入学時特別増額貸与奨学
金（10万円から50万円）
の制度があります。
※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
構内に設置された点字ブロック
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生活サポート

障害のある学生への支援

そのほかの生活サポート

京都大学では、障害により、学生生活をおくる

上の合理的配慮）を行っています。原則とし

うえで支援や配慮を必要とする学生の相談に

て、学生本人からの申し出を受けて、所属学

着実な学修・研究の土台となる日常生活が充
実することを願って、
「学生寄宿舎」の管理や

応じています。

部・研究科等や関係部局の教職員と連携しな

「下宿・アパート等の紹介」、
「アルバイトの紹

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、発達障害、

がら支援を進めます。支援の内容は、情報保

介」など、さまざまな支援をしています。さら

その他、慢性的な疾病や一時的な怪我などの

障、移動介助等や必要となる物品の貸出、施

には、学生の教育・研究活動中の事故被害など

ために支援や配慮を必要とする方は、所属する

設・設備の整備などです。

に対応する「補償救済制度」も用意しています。

学部や障害学生支援ルームにご相談ください。

また、支援ルーム内の交流スペースは、障害の

なお、受験上の配慮を希望される場合は、相談

ある学生と支援に携わる学生サポーター、教職

■学生保険

の内容によっては協議に時間を要することがあ

員たちの交流の場として開室時間内で開放して

学生教育研究災害傷害保険（学研災）
という

ります。出願前のなるべく早い時期に、志望す

います。入学後、気軽に利用してみてください。

学生保険があります。これは正課の授業中や

る学部の教務窓口に相談してください。

→吉田キャンパス本部構内

大学の行事中、課外活動中、およびこれらに

→各教務窓口は99ページ参照

教育推進・学生支援部棟1階（旧石油化学教室本館）

伴う通学中等の事故により、学生が被った傷

開室時間 9：00〜17：00（月〜金・祝日を除く）

害に適用される保険であり、学生生活を送る

■学生総合支援センター 障害学生支援ルーム

TEL. 075-753-2317

さいに重要な役割を果たします。また、これら

障害のある学生の相談・支援の充実と全学的な

FAX. 075-753-2319

活動中
（一部除く）に学生が法律上の損害賠

支援の拠点となることを目的とした「障害学生

E-mail. s-sien@mail.adm.kyoto-u.ac.jp

償責任を負うことで被る対人・対物の損害を

支援ルーム」を設置しています※。

→ http://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/support/

対象とした学研災付帯賠償責任保険
（付帯賠

障害学生支援ルームでは、障害により、修学

※障害学生支援ルームには、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4名、
専門スタッフ1名、支援スタッフ2名、事務スタッフ2
名が所属しています
（2020年5月現在）
。

バーする大学生協があつかう学生賠償責任

上何らかの支援が必要な学生の相談に応じ、
学修・研究上の必要に応じた修学支援（教育

責）、日常生活全般での損害賠償責任をカ
保険
（学賠）
もあります。京都大学では原則と
して、入学にさいして、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

健康管理に関するサポート
実した学生生活をおくれるよう、環境安全保
健機構「健康管理部門」を設置し、吉田・桂・
宇治の各キャンパスに診療所を設けています。
えて、健康診断や保健指導など、健康に関す

桂分室

病気やケガの応急措置などの初期診療にくわ

→教育推進・学生支援部 厚生課厚生掛
保健診療所

学生の健康の保持と増進をはかり、健康で充

加入することになっています。

るあらゆる相談に応じています。さらに、大学

■保健診療所、桂分室、宇治分室
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、桂および宇治キャンパ

宇治分室

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。

場所

診療時間╱診療科

吉田キャンパス
10：00～12：30
正門西側 カフェ
14：00～16：30
レストラン「カン
内科・神経科
フォーラ」隣
桂キャンパス
福利・保健管理棟

10：00～12：30
内科・神経科

宇治キャンパス
本館 E 棟2階

10：15～12：15
内科・神経科

料金

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

学生の診察や相
談は無料
※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）
。

※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・急病のさいには緊急時対応あり
（9:00〜17:00）

■学生寄宿舎
京都大学の学生寄宿舎の詳細は、大学ホー
ムページをご覧いただくか、以下の担当部署
にお問い合わせください。
→厚生掛 TEL.075-753-2540
→ http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/
education-campus/campuslife/Life
■下宿・アパート等の紹介

スの分室では、医師の診察日を設けています。

京都大学生活協同組合が下宿やアパート、マ

→ TEL.075-753-2404（受付）

ンションなどを紹介しています。

TEL.075-753-2405（内科・緊急時のみ）
→ http://www.hoken.kyoto-u.ac.jp/

→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
学生総合支援センター

カウンセリングルーム
大学は、知的な学習・研究のためだけではなく、全人
的な成長・発達を促す場でもあります。学生生活を
おくるなかで、ひとりでは対処しきれない問題をか
かえこんでしまうこともあります。悩みをかかえてす
ごすのは、とても辛いことですが、友人や家族には話しにくい場合もあるでしょう。
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
フが常駐し、さまざまな相談に応じています。1年間に約800人の学生が訪れ、のべ5,000回の面
談が行なわれています。気軽に相談してください。
→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）
TEL.075-753-2515（受付）

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

大学からはおもに、祭礼行列員、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、学生生活のよ
き思い出になります。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。そのほか一般のアルバイト
は京都大学生活協同組合で紹介しています。
→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
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まなびの環境

学生たちの躍動

キャンパスに響く交歓の声。めぐる季節に彩られる思い出
■ 京都大学の１年（2020年度予定）

4

月

5

月

6

月

7

月

●オリエンテーション
●紅萠祭
●入学式（4月7日）
●健康診断
●前期授業開始・ 履修登録

◉葵祭

●創立記念日（6月18日）
●創立記念行事音楽会（6月19日）

◉祇園祭
●全国七大学総合体育大会開会式
●前期試験・フィードバック期間
（7月23日〜8月5日）

8

月

◉五山送り火
●夏季休業（8月6日〜9月30日）
★オープンキャンパス
（8月6日・7日）

9

月

●前期終了
●博士学位授与式
●京都大学アカデミックデイ

10

月

11

月

12

◉時代祭
●後期授業開始・履修登録
●京大ウィークス
（～11月）
★特色入試出願受付開始

●ホームカミングデイ（11月2日）
●11月祭（11月19日～22日）

月

●能楽鑑賞会
●冬季休業（12月29日〜1月3日）

1

月

●後期試験・フィードバック期間
（1月26日〜2月8日）
★一般選抜〈前期日程〉
出願受付開始

2

月

◉節分祭（吉田神社）
★一般選抜〈前期日程〉個別学力検査

月

●卒業式（3月24日）
●後期終了
★一般選抜〈前期日程〉合格発表

3

◉……京都の伝統祭事 ●……学内行事 ★……受験生のための行事
※記載のスケジュールは、新型コロナウイルスの状況等により変更または
中止となる場合があります。また、全学的に標準となる学年歴を記載し
ているため、
学部により時期が異なる場合があります。
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■ クラブ・サークル活動
約180の全学公認団体（クラブ・サークル）
があります
※2019年12月現在
■文化系サークル団体
（95団体）
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／ 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／舞踏研究会／アマチュアダンスクラブ／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／陶芸部／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／京都大学華道部／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／ 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
／ころぽっくる／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／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／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
■体育会所属の運動部及び応援団
（54団体）
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／応援団
■体育会に所属していない体育系団体
（31団体）
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・フリーク／テニスサークル・KIDDY KIDS
／テニスサークル・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 ／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・
L.E.D. ／バレーボールサークル・JUSTICE ／天之武産合氣道同好会／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 チーム Shooting Stars ／ブーメランサークル く／鹿島神流武道部
／アイアンマンスクール
（トライアスロンサークル）／ルージュF.C ／カーリン
グサークル／ぺんた
（テニスサークル）／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 ／空手同好会
■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／プール／バレーコート／弓道場／アーチェリー場
／相撲場／宇治グラウンド など
■学外の施設
白浜海の家／志賀高原ヒュッテ／笹ヶ峰ヒュッテ など

学生たちの躍動╱京都大学の扉

京都大学の扉

扉のむこうに
「おもろい世界」
が待っている！
2020年度

わかる！ なるほど！ もっと知りたい！

オープンキャンパスについて

「KNOT」をのぞいて京大生気分に

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions/
about/open

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

毎年8月に開催しているオープンキャ
ンパスは、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、京都大学にお越し
いただく従来の開催方法ではなく、
インターネットを活用して8月に実
施します。何卒ご理解いただきます
ようお願いいたします。
2021年度の開催については、今後
の状況を見ながら検討してまいりま
すが、各学部の教育・研究の内容紹
介、模擬授業や施設見学などの体験
型プログラムをご用意し、みなさん
に京都大学の魅力をお届けしたい
と考えています。
一日も早く感染拡大が終息し、みな
さんと京都大学でお会いできる日を
楽しみにしています。

「KNOT（ノット）」
は、高校生や高校の先生を
メインターゲットに、2018年に公開した高大
接続を推進するポータルサイトです。京大は
OCW や MOOC の 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※。
「KNOT」
は、
この膨大なコ
ンテンツのなかから高校生向けのおすすめ
講義を厳選して発信しています。
※OCW（OpenCourseWare）
：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視聴できます。
M
 OOC（Massive Open Online Courses）
：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。
ノーベル 賞
受賞者である
山中伸弥教授、
本庶佑特別教授
の講演も視聴
できます。

一般選抜も特色入試も

パソコン、
スマートフォン、
タブレットで かんたん出願！
パソコン スマホ

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

京都大学インターネット出願

検索

24時間
いつでも受付

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions/undergrad/web_application
検定料の
多様な支払い方法

かんたん入力で
出願ミスを軽減

願書の取り寄せは
不要

インターネット出願は、
あっというまの３ステップ！
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。

2021年度
入試関連の各種資料と
配布（掲載）の時期

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。

資料の種類
特色入試
一般選抜

紙媒体の資料は、
次の2つの方法で
ご請求ください

step

1
2

選抜要項
学生募集要項
選抜要項
学生募集要項
学生募集要項
（抜粋版）

紙媒体配布時期
6月中旬
発行しません
発行しません
発行しません
12月中旬

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。

ホームページ掲載時期
6月中旬
7月下旬
7月下旬
12月中旬
掲載なし

テレメールから請求
モバっちょから請求

https://djc-mb.jp/kyoto-u2/

「特色入試選抜要項」
と
「一般選抜学生募集要項（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（99ページキャンパスマップ参照）。
月～金（祝休日・年末年始・一斉休業日等は除く）9：00～17：00
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