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寄附の申込み方法
個人の方

下記〈1〉、〈2〉のいずれかの方法により、お申込み頂けます。

〈1〉 同封の「払込取扱票」によるお申込み
同封の「払込取扱票」の※印欄に必要事項をご記入の上、各金融機関窓口よりお振込ください。
詳細は「払込取扱票」裏面の「ご寄附をお申込み頂く皆様へ」をご確認ください。

〈2〉 ＷＥＢサイトからのお申込み
京都大学基金ホームページの専用フォームからお申込みください。
下記の方法でご寄附頂けます。
●クレジットカード決済
●銀行振込み（銀行窓口、ＡＴＭ、インターネットバンキング）

法人・団体の方
法人・団体の方は京都大学基金ホームページのお問い合わせフォームから、お申込み・ご照会
内容をお送りください。折り返し、京都大学基金事務局よりご連絡させて頂きます。

税制上の優遇措置
京都大学 思修館へのご寄附に対しましては、税制上の優遇措置が受けられます。

個人の方
［所得税］
2千円を超え、総所得金額等の40％までの寄附金額に対して、寄附金額から2千円を差し引い
た額が総所得から控除されます。

［住民税］
京都府・京都市にお住いの方は、2千円を超え、総所得金額等の30％までの寄附金額に対し
て、住民税の税額控除を受けることができます。控除額は、寄附金額から2千円を差し引いた額
に対して、府民税は4％、市民税は6％を乗じた額となります。

優遇措置を受ける手続き
確定申告の期間中に、京都大学が発行した「寄附金領収証書」を添えて、税務署に申告してく
ださい。

法人の方
寄附金の全額が損金算入できます。

お問い合わせ先

現金以外のご寄附や遺贈によるご寄附をお考えの方
現金以外（不動産・有価証券等）のご寄附や遺贈によるご寄附等をお考えの方は、
事務局へお問い合わせください。遺贈によるご寄附をお考えの方には、ご希望により、

本学が協定を結んでいる信託銀行をご案内いたします。
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地球規模で様 な々課題が複雑化する中、企業・団体などのあらゆる組織におい

て、世界に通用するリーダーの育成が急務となっています。一方、日本では国際機関

への出資規模に比して、日本人職員が少ないことが問題になっています。もはや個々

人の努力によりリーダーが育つのを待つだけでなく、産官学の連携のもと積極的に

人材を育成し、活躍の場へと送り出す仕組みが必要となってきているのです。

思修館は、こうした要請に応える新しいタイプの大学院として構想されました。独自の

カリキュラムは、すでに数々の国際機関から注目され、インターンシップなどに関する

協定締結も進んでいます。高等教育機関の国際的な競争が激化し、諸外国に

おいて公的投資が拡大する一方で、日本では予算削減の傾向にあります。思修館

がその使命を果たしていくためには、企業、団体および個人の皆様方からのご支援

がぜひとも必要です。皆様方には、この「思修館基金」の趣旨にご賛同いただき、

格段のご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げる次第です。
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京都大学総長  松本 紘

教育の特徴は主に、１）テーラーメイド型カリキュラム、２）研修施設の利用による対話とディベート
による教育カリキュラムの整備、３）複数指導教員制度、メンター制などです。
学年ごとの科目を見ると、国内外インターンシップを含む特別研究では短期ボランティア活動を
実践するサービスラーニングを組み入れ、１年次は国内、２年次は
海外で実施します。また産官連携科目（熟議）では産業界や
官界等から講師を招きリーダー学を修得します。３年次を
中心に提供する共通基盤科目の学術８分野（八思）は
幅広い知識を習得し俯瞰力を強化します。４年次の特殊
研究Ⅱでのフィールドワーク（海外武者修行）は国際機関
等において課題解決に向けた実践展開と社会実装に
道を拓きます。これをさらに発展させ５年次の特殊研究Ⅲ
ではProject Based Research（発展型PBL）など、企業等
との連携で学生自身がプロジェクトを企画立案し実行します。

世界的視野で問題を見出し現場に即して解決方法を創出し判断・行動できる
グローバルな人材の輩出を目指しています。そのため、多様な専門分野及び
文化的背景の異なる学生や教職員とが切磋琢磨して、本学伝統の
対話型高等教育研究の環境の下で、グローバルリーダー育成
に向けた新たなタイプの総合的な大学院教育を行います。
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思修館の主な教育の特徴

育成する人材像

「京都大学大学院思修館」は平成23年度文部科学省の博士課程教育リーディングプログラム
（オールラウンド型）に採択された学位プログラムです。高い使命感・倫理観を有するグローバル
リーダーとして、責任を持ち、広い知識と深い専門性を両立させた柔軟な思考で既存の学問や
課題領域を束ね、国内外での豊富な実践経験を通じ「現場」で的確な判断力・行動力を備えた
リーダー人材を育成します。通称「思修館」の由来は、古来より三慧といわれる、聞いて得る智慧
「聞慧」、思索により得る智慧「思慧」、実践により得る智慧「修慧」に由来します。
本学ではこのプログラムを継続的に実施すべく、平成25年4月、大学院総合生存学館を設立し
ました。その学術的基盤はグローバルな複合的社会課題を克服するための思想・政策や方法を
幅広く探究する総合学術としての「総合生存学」です。

思修館の目的と意義

教育環境支援
合宿型研修施設
学修研究施設

産官連携特別セミナー「熟議」
国外インターンシップ

国際実践教育（海外武者修行）
国内外フィールドワーク

学修支援

など
など
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（含海外インターンシップ）

特別研究Ⅰ

専門コア科目（選択必修）
産官連携特別セミナー（熟議）Ⅰ

共通基盤科目

（含国内インターンシップ）

特別研究Ⅱ

専門科目A、B（選択必修）
産官連携特別セミナー（熟議）Ⅱ

共通基盤科目

特殊研究Ⅰ

専門科目A、B（選択必修）
共通基盤科目

特殊研究Ⅲ

特殊研究Ⅱ

プロジェクトベースリサーチ
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多様な学部から入学

実践力と志を育む、5年間の総合一環プログラム

総合生存学を基盤に、世界を牽引する実践力を養う

幅広い知識と深い専門性、たくましい人間力

人類社会の未来を切り拓く世界的リーダーを育成

学位論文審査

思修館独自の教育環境である合宿型研修施設。
異分野・異文化の仲間と生活を共にしながら、

交流と対話を通して互いに研鑽を重ねていきます。

通基盤基盤

修

思

思修館基金の趣旨

思修館基金の用途

カリキュラム構成

思修館基金

1

2

3

4

海外インターンシップや国際実践教育（海外武者修行）などの渡航費

学生が学修に専念するための経済的支援

世界的リーダー

国際機関からの講師招へいなど、多様なリーダーシップ教育経費

合宿型研修施設をはじめとする学修環境整備経費 

JICA バングラディシュ、タンガイル県カリハティ郡
ユニオンでのミーティング

ユネスコとのインターンシップのMOU締結式、
松本総長とボコバ事務局長 

産業界、官界、財界、国際機関のリーダーに
よる「熟議」　

ご寄附者のみなさま

出し判断 行動できる出し判断 行動でき
な専門分野及な専門分野及びび
学伝統の学伝統の学伝統の
育成育成

八思

医薬・生命

情報・環境法律・政治

経済・経営

人文・哲学芸術

理工

語学


