取り組んでいる複合的社会課題の解決方法を見出すために不可欠な総合的な文理融合能力と俯瞰力を
培う科目・実習の提供を行い、「京都」をキーワードとした切り口から、八思科目とグローバルリーダーに
ついて学ぶことを目的としています。具体的には、本学館と協力関係にある海外の大学から選ばれた
優秀な学生を短期交流生（6 名）として迎え、京都を発信とするグローバルリーダーやグローバル企業を
事例に、本学及び本学館の学生（10 名）と共に学び、議論を交わし、交流を深めます。
The Kyoto University International Spring School for Future Global Leaders aims to provide
students from inside and outside Japan with an opportunity to learn about global leadership in
Kyoto. The program helps the students to develop the capacity to synthesize knowledge from
humanities and sciences and gain experience in tackling complex social problems through the core
curriculum of the GSAIS, which includes lectures on integrated academic foundations, cultural
practices as well as discussions and workshops on leadership, which will feature Kyoto as an
example of a global leader in order to deepen understanding on leadership through the School.

詳細情報／ Detailed Information
実施期間／ Period
２週間（2018 年 3 月 5 日（月）から 3 月 18 日（日））
２Weeks (From March 5th (Monday) to March 18th, 2018 (Sunday))
費用／ Fees
無料 , Free
使用言語／ Language
英語 , English
対象者／ Applicants
京都大学に在学する学部 3 回生以上及び修士課程に在席しており（休学中の応募は不可）、期間中に
開催されるプログラムに全て参加できる学生（途中参加等は認めない）
Kyoto University students in their third year or higher who are available to participate for the entire
duration of the program (students on leave of absence cannot apply).
募集人数／ Number of Applicants Accepted
10 名 , 10 students
応募書類／ Application Requirements
１. 応募申請書（別紙）, Written application
２. 英語エッセー（500 〜 700 字）, English Essay (500-700 words)
３. 学生証のコピー、もしくは在学証明書 , A copy of the student card or student ID
応募方法／ Application Process
応募書類を総合生存学館教務掛国際教育担当宛に提出する。その際、件名を「京都大学グローバル
リーダー育成プログラム応募（応募者の名前）」とすること。なお、応募メールは本学の学生に
付与されている学生用メールアドレス（姓・名・3 桁の英数字 @st.kyoto-u.ac.jp）を利用すること。
Submit all the application requirements addressed to the International Education Aﬀairs of the
GSAIS by email. Please write Kyoto International Spring School for Future Global Leaders Program
(Applicant name) as the subject line.
When submitting the application by e-mail, please use your oﬃcial student email address (Last
name, ﬁrst name, then 3 digit number, plus @st.kyoto-u.ac.jp).
応募期限／ Application Deadline
2017 年 10 月 20 日（金）
October 20th, 2017 (Friday)
選考方法／ Selection Process
総合生存学館国際委員会における書面審査
Document examination by the International Committee of the GSAIS
選考結果通知／ Selection Results Release

京都大学大学院総合生存学館
ー本学の学生と外国人留学生が共に学ぶ場としての短期プログラムー
京都大学グローバルリーダー育成プログラム

京都大学グローバルリーダー育成プログラムは、次世代を担う国内外の学生を対象に、本学館が

The Kyoto International Spring School for Future Global Leaders 2018
Oﬀered by the Graduate School of Advanced Integrated Studies
in Human Survivability (GSAIS), Kyoto University (KU)

概要／ Outline

2017 年 11 月 10 日（金）以降
From November 10th, 2017 (Friday)

応募・問い合わせ／ Contact
総合生存学館教務掛 国際教育担当
International Education Aﬀairs of the GSAIS (Spring School)
電話／ Phone Number 075-762-2077
Email gsais-springschool@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

Graduate School of Advanced Integrated Studies
in Human Survivability (GSAIS = Shishu-kan)

