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京都⼤学⼤学院総合⽣存学館
２０２０年度冬期⼊試説明会

山敷庸亮
Yosuke Alexandre Yamashiki
Yamashiki.yosuke.3u@kyoto-u.ac.jp

2020年11⽉14



• 京都⼤学⼤学院総合⽣存学館（平成25年度設置）

• ⽂部科学省・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）「京都⼤学⼤学院思修館」（平成23年度採択）【平成23〜29
年度】

• リーディングプログラム終了後は、新カリキュラムに移⾏し、恒久
的な⼤学院として継続中

「聞慧 もんえ」︓⾒聞によって得られる智慧
「思慧 しえ 」︓思惟によって得られる智慧
「修慧 しゅえ」︓修⾏によって得られる智慧



総合⽣存学研究
Activity Report 2013-2019を刊⾏しました。
総合⽣存学館ホームページにて
ダウンロード可
https://www.gsais.kyoto-u.ac.jp/publications



ソーシャルイノベーションセンター設⽴︕(10.1)

日刊工業新聞オンライン 電子版 本・雑誌 セミナー・教材 イベント・展示会 ニュースイッチ 新製品情報 工業団地インフォ モノづくり日本会議 会社案内 新聞購読・試読

総合１ 総合２ 総合３ 国際・商社 ＳＤＧｓ モノづくり 自動車 ロボット 機械・航空機 電機・電子部品・情報・通信 素材・医療・ヘルスケア

モノづくり日本会議 建設・生活・環境・エネルギー 金融 商品市況 ウイークエンド 友の会 科学技術・大学 新型コロナ支援 東日本 西日本

深層断面 特集・広告 業界展望台 企業リリース 人事・機構改革 マイニュース マイクリップ

展示会 中止・延期・オンライン開催情報展示会 中止・延期・オンライン開催情報 工作機械産業特設サイト工作機械産業特設サイト   関西特集関西特集

トップ 科学技術・大学 記事詳細

京都大学  SDGs  社会変革

ツイート LINEで送る

ツイート LINEで送る マイクリップ登録する 記事を利用する

京大、社会変革の連携拠点設置　国内外へ成果発信京大、社会変革の連携拠点設置　国内外へ成果発信
(2020/10/2 05:00)

京都大学大学院総合生存学館は１日、持続可能な開発目標（Ｓ
ＤＧｓ）などの地球規模課題や社会課題で企業や国際機関との連
携を促進する「ソーシャルイノベーションセンター」を設置した
と発表した。９月１日付で発足し、１０月１日から本格的な活動
を始めた。分野ごとの成果を系統的に取りまとめて国内外へ発信
し、実社会での革新創造を図る。文理融合の複数領域による研究
を推進し、多様な企業が大学との連携を探る拠点とする。

同センターには、知の交流プログラム「ユネスコチェア」と連
動する生存基盤分野「水・エネルギー・防災」と地球規模の情報
システムと経済ネットワークを考える「ブロックチェーン」、宇
宙での資源開発と地球環境改善への応用を図る「有人宇宙学」、

社会的な孤立を防ぎ心の健康を向上する「ウェルビーイング」の４領域を設置。今後も社会変革につながるテ
ーマを追加していく。

企業規模に応じたさまざまな連携の形を取れるよう構想する。総合生存学館の宝馨学館長は「革新により社
会貢献したい企業の窓口にしたい」と述べた。

(2020/10/2 05:00)

【PR】最新の技術・研究成果が集結！ 技術革新や新事業やのタネが見つかります。

【PR】「2020洗浄総合展ONLINE」洗浄が拓く、モノづくり日本。

【PR】切削工具専門ＥＣサイト「さくさく」グランドオープン

ピックアップピックアップ

新聞購読を申し込む 電子版を申し込む

マイページ マイニュース マイクリップ
総合ガイド アイコンについて

9月

ようこそ、takara.kaoru.7v@kyoto-takara.kaoru.7v@kyoto-
u.ac.jpu.ac.jpさん
（ログイン中）
[ログアウト]

無料登録会員
今月の閲覧済み 1本1本 （残り10本）
※有料会員限定記事を月11本まで閲覧できるなど、
一部機能をご利用いただけます

電子版有料購読の申し込み（月額：4,000円＋税）

電子版からのお知らせ

日刊工業新聞社からのお知らせ

最近あなたが読んだ記事最近あなたが読んだ記事

2020/10/02
新型コロナ／産総研、感染拡大防止に全力　
幅広く研究開発

カレンダーから探すカレンダーから探す

2020年10月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

総合ガイド ログアウト
2020年（令和2年） 1010月 22日 金曜日（大安）

ニュースニュース 動画動画 特集・連載特集・連載 マイページマイページ JournagramJournagram 記事検索
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シェア 0
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総合⽣存学館の特徴
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1. テーラーメイド型カリキュラム
学生から研究テーマを提案

総合生存学館の３大特徴 6

少人数講義



2.合宿型研修施設での学/住⼀体化
異国籍・異分野出身の仲間との協力・切磋琢磨

専任教員が週3回程度、2-3時間ラウンジでオフィスアワー

総合生存学館の３大特徴 7

廣志房・船哲房（寄宿料は不徴収 2020年4月1日現在）



3.複数指導教員制度制
複数指導教員制度

l 研究指導教員 学館（主査）

l 副研究指導教員 学館（副査）

（研究指導委託教員 他研究科（副査））

総合生存学館の３大特徴 8

定期的な面談



9学生とともに確立する「総合生存学」

n 学生は、D論執筆にむけて、
文理を超えた学問を組合せ
て、グローバル問題の解決

策を見出す研究に取り組ん
でいる。

n 過去5年間のケーススタディ
（Ｄ論研究）の積み重ねから、
総合生存学の学理が徐々に

浮かびあがりつつある。

n 今後、D論が蓄積されるにし

たがい、総合生存学を確立
できる見通しをえた。

京都大学の長い歴史を反映した学問：

n 総合生存学とは、文理融合、トランスディシプリナリを特徴とし、社会問題の
解決を目指す実践の学。その要件は、次の３つである。

要件①： 「グローバル問題」の解決

要件②： 人間が希求する定量的評価が可能な「技術的観点」

要件③： 誰もが共感できる優先順位を決める「人間学的観点」

効果的な解決策

参加社会のための学問

総合⽣存学

当事者学術界

政策



10

総合生存学
人類の生存を脅かす様々な地球規模問題を解決する実践的な学問（これを思い修める）

出口の先には持続可能開発目標SDGs がある

差別
ジェンダー

エネルギー
安全保障

生命と
環境の倫理

健康・
食料安全保障

貧困

経済成長
経済格差

森林破壊
気候変動と
自然災害

国際関係

人類の生存を脅かす課題の解決のため、様々な分野（出口）にリーダーを輩出

博士（総合学術）とは

実践学論文（Working Paper）
武者修行、PBR、熟議、八思科目などを修める

多様な学生学生タイプA
（従来分野）
学術研究論文

学生タイプB
（新分野、学際分野）

学術研究論文総合生存学



11人材育成のための教育プログラム

１年次 4年次 ５年次２年次 ３年次

多
様
#
学
部
&
'
入
学

博
士
+
総
合
学

術
/

既存研究科からの研究指導協力（複数指導体制）

産業界、官界、国際機関との連携

学位論文

専門科目

サービスラーニング

八思科目

熟議A・B

複合型研究会

PBR
プロジェクトベース

リサーチ
武者修行

（国際機関等での
フィールドワーク）

特別研究Ⅰ 特別研究Ⅱ 総合生存学
研究Ⅰ

総合生存学
研究Ⅱ

専門研究

70%
実践力

30%

研修施設で切磋琢磨 ★中間審査（Qualifying Examination）

博士学位請求論文★



12総合生存学館の教育

場
学生

（20名/年）

熟議講師陣 学内協力教員

農学

環境学

経営学

生物学 医学

情報学

化学 哲学

物理学

資源・エ
ネルギー

科学

考古学

歴史学

経済学

法学

薬学

工学

専任教員をはじめ、学内他研究科及び研究所の
教員からの協力を得てサポートを行います。
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国際機関やグローバル企業
への就職を考えている⼈へ
京都⼤学⼤学院総合⽣存学
館が応えます

IEA@フランス

UNDP@東ティモール

FAO@イタリア

国際機関や企業との連携



14教育研究の場

東一条館

教育施設
l 第一研修施設（廣志房）

l 第二研修施設（船哲房）

l 東一条館（総合生存学館本館、３階部分に第三研修施設）

廣志房



志願者と合格者

15



志願者と合格者の構成 （R2年3月末現在） 16

R2年度⼊学⽣は
11⼈



合格者の内訳 （R2年3月末現在） 17



修了⽣の紹介

18



平成２４年度 思修館プログラム履修生 19

就職、世界へ⽻ばたく

（所属：経済学研究科）

就職先：国際連合食糧農業機関
FAO（Food and Agriculture 
Organization）

（所属：法学研究科）

就職先：東アジア・アセアン経済研究
センターERIA (Economic Research 
Institute for ASEAN and East Asia）

（所属：農学研究科）

就職先：企業（コンサルタント）

（所属：農学研究科）

就職先：外務省→
国際連合食糧農業
機関FAO（Food and 
Agriculture 

Organization）



平成２５年度 総合生存学館入学者 20

神⼾⼤学⼤学院 PD
九州⼤学⼯学研究院環境社会部⾨・都市環境システム⼯学特任助教
NPO（YPP準備中）
WIPO（国際知的財産研究所，スイス）
九州⼤学講師
桃⼭学院⼤学共通教育機構専任講師

博⼠（総合学術）取得！
就職、世界へ⽻ばたく



平成２６年度 総合生存学館入学者 21

博⼠（総合学術）取得！
就職、世界へ⽻ばたく

アステラス製薬株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
JX⾦属株式会社



平成２６年度 総合生存学館入学者 22

博⼠（総合学術）取得！
就職、世界へ⽻ばたく

公益財団法⼈地球環境戦略研究機関（IGES)
関⻄研究センター研究員
JX⾦属株式会社
ムーンムーン株式会社
Lawrence Berkeley National Laboratory 研究員
パタゴニア・インターナショナル・インク⽇本⽀社



在学⽣の紹介

23



平成２８年度 総合生存学館入学者 24

昨年の武者修行先
l ケンブリッジ大学生存リスク研究所(CSER）

l 株式会社日産アーク

l 経済協力開発機構
l International Labor Organization 

l Health Enterprise East Ltd.

【Ｄ論執筆中！】



平成２９年度 総合生存学館入学者 25

l Blockmodeling of Determinants of Attitudes towards Immigrants, in East and 
Southeast Asia: Similarities, Determinants, and Dependencies （東および東南アジアの
移民に対する態度の決定要因のプロックモデル：類似性、決定要因、および依存関係）

l 京都盆地の地質構造モデリングと地下水流動解析

l インドにおけるジェンダー教育 -初等教育教科書と教師のジェンダー視点の日印比較
-

l 定関心層への科学コミュニケーションに関する研究

l 超高齢社会における社会的関係性と加齢が記憶に与える影響の解明

【現在、武者修行！】



26平成３０年度 総合生存学館入学者

l 情感性と生存力―ミシェル・アンリの生と文化の現象学の分析―
l 国内避難民とその支援―ミャンマー連邦共和国マンダレー管区における僧院学校を事例として―
l A Study on How Extreme Heat Wave Influence Public Health and Human Activities 
l Prediction of Ecological Status of Lakes under Climate Change Scenarios 
l Critical evaluation of the Solar Energy for Poverty Alleviation Project: The Case of Jinzhai County, China 
l What Are the Major Factors that Impact on Business Success for Startups? - A Case Study of High-tech Startups 

in Hangzhou 
l How can the Culture of East Asian Historical Cities Flourish?  Learning from the Case of Suzhou
l Stakeholder engagement as a novel governance approach for urban sustainability: The Case of Kitakyushu, Japan. 
l Development of Materials for Civil Construction with Low Environmental Impact Made with Sugarcane Residues
l A Social Network Based Thinking on the Size of the Parliament 

l 幼児における好奇心と認知機能の関係の研究 ー探索活動と主観的好奇心評価の2面からの検討一
l トルコにおけるシリア難民の社会経済権の実現に関する考察:国際人権法上の健康への権利について
l 国際産業連関表の解析による国際経済誘発ネットワークの研究
l 伝統工芸産業のネットワーク構造とブロックチェーン技術の適用可能性
l GPSデータを用いた動的な遷移ネットワークにおける移動時間の評価

【武者修行・ＰＢＲ準備中】



27平成３１年度 総合生存学館入学者

【QE準備中】

l Application of Auditory Verbal Learning Test on Japanese Healthy Elderly People
l Philosophy of Mindfulness and Meta-awareness for Resilience
l A Comparative study on Foreign Aid from Japan, South Korea &China —From The Gender Perspective
l A Study on International Staff Providing Omotenashi in Japan: Personnel Training and Customer 

Satisfaction lssues
l Insights on the Development of a Platform for Metal-Organic Polyhedra Biological Assays
l SURVIVABILITY STUDIES ON ethnic minorities'ways of life
l Probabilistic Random Choice –the solution for ethical trolley problem dilemma faced by self-driving car
l Identification of Psychiatric Disorders Based on Niacin Skinflushing Responses by Machine Learning
l Real Option Evaluation of Geothermal Power Generation Regarding Uncertainty of Maintenance Cost   

メンテナンスコストの不確実性に関する地熱発電のリアルオプション評価
l 定時制高校の外国にルーツを持つ生徒の現状 －教育的支援が十分でない背景は？－

l ソーシャルネットワークからの社会的孤立および社会的分断の評価およびシミュレーション
l 画像認識を⽤いた⽩浜町近海の⽣物の空間分布マップの作成に関する研究

l 転移学習による衛星画像解析を用いた 都市部における貧困マッピング
l Determination of 3D velocity fields of the erupting solar filament
l Cosmopolitan Identity and International Education
l エネルギー計画と水素導入における巨大社会システムのコスト評価に関する研究
l A Study on the Impact of FDI on Environment in Thailand
l 日本、ドイツ及びインドにおける固定価格買取制度の電力会社に対する影響に関する研究
l Building a resilience after the Tohoku earthquake: a framework for the new approach



カリキュラム
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29１～４年次：特別研究I・II, 総合生存学研究I・II

l 特別研究I・II
複合型研究会や教員のゼミで，俯瞰的知識と専門性を深める
研究技法（計画，実行，討論，プレゼン）を学ぶ
l 総合生存学研究I・II
複合型研究会や教員のゼミで，博士論文にむけて研究
研究能力，課題設定力，課題解決力の増進

総合⽣存学の研究

複合型研究会とは
実践的で文理融合を前提とする総合生存学では，細分化された知識を再構成
するプロセスを明示化して，問題の設定と解決を行う。そのために，学生と教
員の自由な繋がりによる多様な教育研究を柔軟に行えるよう，教育研究上の
目的に応じて組織編成が可能な複合型研究会を構築する。

環境災害研究会 ネットワーク社会研究会 生の哲学研究会

持続可能な経済研究会 国際開発研究会 生涯発達と社会包摂研究会

資源・エネルギー政策研究会 未来智慧 レジリエント社会創造研究会

グローバルコモディティ問題研究会
アートイノベーション研究会（立ち

上げ準備中）



⾃分の専攻以外の７分野から各２単位選択履修

１～３年次：八思（総合学術基盤講義） 30

山極総長

「さまざまな学問領域を習得する、という
ことを一つの大きな目標にしています。
リーダーには、さまざまな分野の教養を
頭の中に収めておく必要があると思って
いるからです。それはなぜかというと、
リーダーはさまざまな人と付き合う必要
があるからですね。社会の色々な階層
に所属する人たち。色々な職業に従事
する人たち。それぞれの人たちを納得さ

せなくてはいけない。そのためには、社
会の仕組みがどうできているかというこ
とはもちろんのことながら、それぞれの
分野で、どういう人たちがどういう情熱
で働いているのかを理解しておく必要が
あるということです。」



l 熟議A（前期実施）、熟議B（後期実施）

l 各期7名ずつ講師をお招きします。

l 講義、問答、ディベート演習、レポート作成

１・２年次：熟議A・B 31

※表は2020年度実施予定分

配当
学年

６月１３日（土） ６月２０日（土） ７月　４日（土） ７月１１日（土）

山脇　岳志　先生 有本　建男　先生 山本　康正　先生 芹澤　ゆう　先生
株式会社朝日新聞社 政策研究大学院大学 教授 Ｃapital T ech n o lo gy 株式会社フォルマ代表取締役

編集委員 LLC 創設者兼ﾏﾈｰｼﾞﾝﾌﾞ･ﾃﾞﾚｸﾀｰ S T Sフォーラム(N P O 法人）事務総長

７月１８日（土） ８月８日（土） 未定

中村　和男　先生 森　雅彦　先生 千玄室　先生
シミックホールディングス株式会社 D M G 森精機株式会社 裏千家今日庵　大宗匠

代表取締役会長執行役員C E O 代表取締役社長

配当
学年

１０月１０日（土） １０月１７日（土） １０月２４日（土） １０月３１日（土）

佐山　展生　先生 藤原　洋　先生 安田　貴彦　先生 小林　いずみ　先生
スカイマーク株式会社 株式会社ブロードバンドタワー 東日本電信電話株式会社 元世界銀行グールプ

代表取締役会長 代表取締役会長 兼 社長C E O 特別参与 多数国間投資機関M IG A 長官

１２月１２日（土） １２月１９日（土） 未定

久能　祐子　先生 R alf B eb en roth  先生 中谷　日出　先生
S& R財団　理事長兼C E O 神戸大学経済経営研究所教授 N H K アートクリエイティブスーパーバイザー

K O Y A M A  F U T U R E  D E S IG N  LA B O  所長

　　１回生・２回生（2 0 1 8年度以降入学者）

日
程
・
熟
議
講
師

日
程
・
熟
議
講
師

熟　　　議　　　A
　１回生・２回生（2 0 1 8年度以降入学者）

熟　　　議　　 Ｂ



サービスラーニングＡ
l 京都府・市内老人福祉施設

l 老人ホーム研修
Ø 高齢化社会の人生、家族、社会、国家を考え

る

Ø 傾聴、共感、受容

l 事前学習、事後報告発表会

サービスラーニングＢ
以下の３つから１つを選択
①ながはまコホート： 住民健康診断のフィールド
ワークに参加

②芦生： 人と自然の共存に関するフィールドワーク

③ボランティア： 自分で探してきた国内外のボラン
ティア活動１週間程度

l 事前学習、事後報告発表会

１・２年次：サービスラーニング 32



武者修⾏
l 最低6ヶ月、国際機関をはじめ、政府機関や企業等において、
理論の社会実装を目指して、実践力を高めるためのフィール
ド調査を行う。総合生存学館特任研究員の名称で派遣。

l 事前プロセス
• 入学時から、学生と指導教員との定期面談等において、研究テーマ
や修了後の進路を見据えて、武者修行先を検討

• 派遣に先立って、武者修行計画書最終審査会

• 武者修行希望先との調整、Terms of Reference (TOR)の作成など

l 赴任後
• スカイプ等による定例会議・中間面談

• 帰国後、成果発表・審査会を実施

３～５年次の武者修行及びＰＢＲ 33



PBR（プロジェクト・ベースト・リサーチ）
l 今までの経験と知見を活用して、学生自らがプロジェクトを立
案し、国内外の関係者を巻き込んで実行

l 分野横断的・連環的に総合課題を解決する企画・実行力、交
渉力、発信力を獲得

３～５年次の武者修行及びＰＢＲ 34



総合生存学館入学者の武者修行及びＰＢＲ（実施一覧） 35

武者修⾏先（平成31年度実施）
・ケンブリッジ大学生存リスク研究所(CSER）（英国）

・株式会社日産アーク（日本）

・経済協力開発機構(OECD)（フランス）

・International Labour Organization（タイ）

・Health Enterprise East Ltd.（英国）



総合生存学館入学者の武者修行及びＰＢＲ（実施一覧） 36

ＰＢＲのテーマ（平成31年度実施）
・A Workshop on Promoting Private Investment in Renewable Energy in Africa

・Environmental education on foreign tourists in Japan

・発展途上国のエネルギーシステム転換に向けた政策デザインの実践可能性の
検討

・西表島におけるサステイナブル・ツーリズム実現に向けたCollective Impact 
Model導入プロジェクト

・大災害・航空機被曝・自動運転リスクに対応する保険設計のためのインターン
シップ・インタビュー・役員発表とワークショップ

・DS の生涯を通じたケアのあり方 について検討する

・FAO and KU Joint Project on Food Waste Reduction on KU Campus and 
Capacity Building

・サイエンスを志した人々の物語から紡ぐ「博士号」の先にあるキャリアパス

〜海外大学・研究所・企業で働く方へのインタビューを通じて〜



募集要項の概要
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