
京都市左京区吉田中阿達町 1　京都大学東一条館　京都大学大学院総合生存学館　事務部教務掛
TEL: 075-762-2002　Email: gsais-kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　http://www.gsais.kyoto-u.ac.jp/admissions-info/
詳細は総合生存学館ホームページの「入試情報」をご確認ください。入試情報および入試説明会の詳細については、情報が確定し次第公開します。

お問合せ

6 月 23 日（金）
18:00 ～ 19:30

立命館アジア太平洋大学
H棟 201 教室

6月 9日（金）
16:30 ～ 18:00

九州大学　伊都キャンパス
センター１号館
1209 教室

6月 14 日（水）
18:15 ～ 19:45

広島大学　東広島キャンパス
総合科学部棟
Ｋ２０２講義室

6月 19 日（月）
16:30 ～ 18:00

名古屋大学　東山キャンパス
野依記念学術交流館

会議室（3A、3B、4A、4B）

愛　知 大　分広　島 福　岡

6月 2日（金）
12:30 ～ 17:30
国際教養大学
Ａ棟４階講堂  他

6 月 24 日（土）
14:00 ～ 15:30

東京国際フォーラム
会議室Ｇ４０４

6月 3日（土）
14:00 ～ 15:30

ＵＤＸカンファレンス４階
ゲストルームＡ

5月 20 日（土）
14:00 ～ 15:30
梅田スカイビル
Ｄ会議室

大　阪 秋　田東　　　京

5月 17 日（水）
17:00 ～ 18:30
理学研究科 6号館

207 室

6月 16 日（金）
17:00 ～ 18:30
東一条館

112・113 会議室

5月 23 日（火）
17:00 ～ 18:30
総合人間学部棟
地下１Ｂ０７号室

5月 25 日（木）
17:00 ～ 18:30
法経済学部本館
2階第 10教室

京　　　都　　　大　　　学

入　試　説　明　会

京都大学　大学院
総合生存学館 ( 思修館 ) 大学院学生募集

　　　　　　　　　　　４年次に６ヶ月程度国際機関等へのインターンシップを実施しています。
　　　　　　　　　　　世界視点での自らの位置取りと意識の改革に加えて、
国際的リーダーとしての意識と責任感及び突破力を一体的に育成することを目的としています。
IEA（国際エネルギー機関）＠フランス、ACER（Australian Council for  Educational Research）＠オーストラリア、
UNDP（国連開発計画）＠東ティモール、UNDP（国連開発計画）＠カンボジア、WIPO（世界知的所有権機関）＠スイス、
IWA（The International Water Association）＠オランダ、OECD（経済協力開発機構）＠フランス、
ERIA（東アジア・アセアン経済研究センター）＠インドネシア、FAO（国際連合食糧農業機関）＠イタリア、
CSIRO（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）＠オーストラリア等で活躍しています。

武者修行

グローバル人材の育成を目指す 5 年一貫制の博士課程大学院。
世界を変える精鋭が育つ教育研究の場。
複雑なグローバル課題を解決するための、
文理の壁を超えた、新しい俯瞰的な学問を追究します。
幅広い知識と深い専門性をもとに多様な分野の成果を統合し、
強い意志をもって解決策を実践する次世代型リーダーの育成。
京都大学大学院総合生存学館 (思修館 ) の説明会にお越しください。

博士号を持ってグローバルに活躍したい人。
第１期生が国連機関で活躍しています！

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

UNDP＠東ティモール

FAO＠イタリア

IEA＠フランス



http://www.gsais.kyoto-u.ac.jp/総合生存学館 検索

思修館メール
マガジン会員

募集中！

イベントや教
員・学生の活

動、入試情報
などの

お知らせを掲
載する内容で

毎月発行して
います。

メールマガジ
ン配信をご希

望の方は、

gsais-maga
zine@mail2

.adm.kyoto
-u.ac.jp

にメールをお
送りください

。

件名に「配信
希望」とご記

入ください。

お問い合わせ　　京都大学大学院総合生存学館　事務部教務掛
TEL : 075-762-2002　FAX: 075-762-2277
Email:  gsais_kyomu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
何でもお気軽にお問い合わせください！
● 入試に関すること　● 総合生存学館のカリキュラムに関すること
● 学生生活に関すること

専　　攻　　総合生存学専攻
募集人員　　20名

インターネット出願登録期間
平成 29（2017）年 7月 13日（木）から平成 29（2017）年 7月 27日（木）午後 5時まで
出願書類受理期間
平成 29（2017）年 7月 24日（月）から平成 29（2017）年 7月 27日（木）午後 5時まで（必着）
出願書類をそろえて、インターネット出願システムの出願登録完了画面から
ダウンロードした宛名ラベルを市販の封筒（角 2サイズ　240ｍｍ×332ｍｍ）の表面に貼り付け、
書留速達郵便 (外国からの場合は EMS( 国際スピード郵便 )として発送してください。
直接持参不可。インターネット出願登録後、出願書類の到着をもって正式に出願受理とします。
出願時または平成 29（2017）年 8月 26日の筆答試験開始前までに、
平成 26（2014年）10月以降に受験した TOEFL-iBT、TOEFL-ITP、IELTS、TOEIC、
実用英語技能検定または国際連合公用語英語検定試験のいずれかの公式スコア原本が必要になります。

書類審査　　小論文、学部の成績、英語スコア
試　　験　　試験会場　京都大学大学院総合生存学館（東一条館）
　　　　　　平成 29(2017) 年 8月 26日 ( 土 )
　　　　　　　10時 00分～11時 30分　筆答試験（専門基礎科目）
　　　　　　　13時 00分～（予定）　　　 口頭試問
合格発表　　平成 29(2017) 年 9月 15日 ( 金 ) 午後３時

入 学 検 定 料　　  30,000 円
入　  学　  料　　282,000 円　　　　　　　　　　 （※入学時に改定されることがあります。）
前期分授業料 　　267,900 円　（年額 535,800 円）（※入学時及び在学中に改定されることがあります。）

奨学金等
授業料免除・様々な奨学金に関する情報を提供します。
申請にあたっては、学館内で選考の上、所定の手続きを行います。
合宿型研修施設
異文化及び異分野出身の学生が昼夜を分かたず切磋琢磨し交流、研究、学習ができる
合宿型研修施設に入居できます。（施設利用料は無料で光熱水費の実費等の負担のみ。）
長期履修制度
官公庁・企業等に在職している者（給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。）
及び自ら事業を行っている者などフルタイムの有職者で、計画的に長期履修が可能な者は，
入学決定後に，長期履修を申請できます。審査を経て長期履修学生として履修を許可された場合、
修業年限を１０年とします。制度の詳細については、下記連絡先までお尋ねください。

過去 2年分の入学試験（冬季募集は除く）における筆答試験（専門基礎科目）の問題文については、
著作権の許諾が必要な部分を除き、総合生存学館のホームページに公開します。
事務部で閲覧することもできます。希望する方は、身分証明書（学生証、運転免許証、パスポート、
在留カード等）を持参し、業務時間内にお越しください。ただし、コピーを取ることはできません。
詳細は総合生存学館のホームページの「入試情報」をご確認ください。

合宿型研修施設見学を希望される場合は、見学希望日の 2週間前までに総合生存学館へメールで
申請して下さい。詳細は総合生存学館ホームページの「入試情報」をご確認ください。
通常、総合生存学館のカリキュラム概要説明を受けて頂いた後、東一条館、第一・第二研修施設の
見学をして頂きます。

募集人員

出願書類
受理期間

試験日程等

入学料及び
授業料

学生支援

施設見学等
について

過去の
入試問題の閲覧
について

平成 30(2018) 年度

京都大学　大学院
総合生存学館（思修館）

学生募集要項の概要
※詳細は総合生存学館ホームページの「入試情報」をご確認ください。
　平成 30年度入学試験（平成 29年度実施）より、Web出願を開始します。


