
 

 

 

 

 

 

京都大学デザイン学大学院連携プログラム 

2019 年度履修者特別募集要項                            
 
 
 

Kyoto University Collaborative Graduate Program in Design 
Application Guidelines for Special Recruitment 

2019-2020 Academic Year 
 

 

 

 

 
 
  



１．募集対象者 

  2018（平成30）年４月に以下の研究科・専攻の博士前期課程（修士課程）あるいは専門職学位課程に 
入学した者で、本プログラムを履修する上で必要となる以下の条件を満たした者 
 

（１）デザイン学共通科目・共通実習科目及びデザイン学主領域科目の履修状況を踏まえ、修士修了

までにＱＥ受験の条件を満たせる学修計画を用意していること。 
 
（２）本プログラムが、修士課程及び博士後期課程一貫の教育プログラムであることを十分に理解し

ていること。 
 
（３）指導教員の許可・推薦を得ていること。 

 
  教育学研究科：教育学環専攻 
  工 学 研 究 科：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 

  情報学研究科：知能情報学専攻 
社会情報学専攻 
数理工学専攻 
システム科学専攻 
通信情報システム専攻 

経営管理教育部：経営管理専攻 
 

２．募集人員 

若 干 名 
 

３．出願書類提出期限 

2019 年 4 月 22 日（月）１７時（必着） 
 
４．選抜方法 

プログラム履修者の選抜は、願書、志望調書、出身大学の学業成績証明書、TOEFL／TOEIC／IELTS
の成績等による書類審査によって選抜する。ただし、必要に応じて面接審査を行うことがある。面接審

査を実施する場合は、願書に記載のメールアドレスに通知する。 
 
５．出願書類等 

提出書類は日本語または英語で作成すること。日本語あるいは英語でない書類には、日本語訳あるい

は英語訳を添付すること。 
所定様式については、デザイン学大学院連携プログラム Web ページ 

http://www.design.kyoto-u.ac.jp/news/admission/ 
に、募集要項と併せて掲載する様式（Word ファイル）をダウンロードし、作成すること。 
● 願書（所定の「様式１」） 
● 課題レポート（所定の「様式２」） 
● 出身大学の学業成績証明書 
● TOEFL／TOEIC／IELTS の成績 

TOEFL、TOEIC、IELTS のいずれかの成績を提出すること。 
ただし、大学院入試科目に課していない教育学研究科大学院生は、指導教員の推薦書をもっ 

て替えることができます。 
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I. Eligibility to Apply 
Candidates for the program must be enrolled in a doctoral program (former period/master program) or 
professional school in one of the graduate school departments participating in the program (see list 
below) as of April 2018, and fulfill the following criteria: 

(1) In consideration of current status of course registration of General Design Courses, Practice in 
Design Courses and Domain Design Courses, candidates are required to have prepared a study 
plan to meet requirements for the QE exam by the time of completion of master’s course. 

(2) Candidates must fully understand that this program is five-year integrated program through the 
participation of the Design Program’s events such as "Design Workshop for Additional Enrollment” 
to be held in August.. 

(3) Candidates must get permission and recommendation of the supervisor. 
 

Graduate School of Education Division of Interdisciplinary Studies in Education 

Graduate School of Engineering 

Dept. of Architect and Architectural Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering and Science 
Dept. of Micro Engineering 
Dept. of Aeronautics and Astronautics 

Graduate School of Informatics 

Dept. of Intelligence Science and Technology 
Dept. of Social Informatics 
Dept. of Applied Mathematics and Physics 
Dept. of Systems Science 
Dept. of Communications and Computer Engineering 

Graduate School of Management Dept. of Business Administration 

 
II. Recruitment Capacity 

Only a few students will be recruited. 
 
III. Application Deadline 

5:00 p.m. on April 22 (Thu), 2019 (All documents must arrive by this time.) 
 
IV. Selection Process  

Selection of students will be based on evaluation of the application form, statement of purpose,  transcript 
from previous college/university, TOEFL/TOEIC/IELTS results. If deemed necessary, applicants may also be 
asked to undergo an interview. Applicants will be informed of the detailed schedule via e-mail sent to the address 
listed on their application. 

 
V. Application Package 

Prepare each form in Japanese or English. When submitting documents in other languages, please 
attach a translation in Japanese or English. 

Prescribed application forms (Word files) can be downloaded from the program’s website below along with      
the guidelines. 

http://www.design.kyoto-u.ac.jp/news/admission 
- Application (Form 1) 
- Report Assignment (Form 2) 
- Transcript from previous college/university 
- Submit your results from one of the following tests: TOEFL, TOEIC, or IELTS. 

Students enrolled in the Graduate School of Education, which does not require 
TOEFL/TOEIC/IELTS scores for admission, can submit a recommendation letter from their 
supervisor in lieu of the test scores. 
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【TOEFL／TOEIC／IELTS テスト受験に関する注意事項】 
・ペーパー版 TOEFL（TOEFL PBT）、インターネット版 TOEFL（TOEFL iBT）のいずれかの

受験者控用のスコアレポート（Test Taker Score Report、Examinee’s Score Record）の原本、

TOEIC の個人用公式認定証（Official Score Certificate）の原本、または IELTS の公式のス

コアレポート（Test Report Form）の原本（いずれもコピー不可）を出願時に提出すること。 
・出願者が受験した所属研究科等入学試験出願締切日の２年前から、出願の締切日までに受験し

た TOEFL／TOEIC／IELTS テストのスコアレポートに限り提出が可能である。団体試験用 
の TOEFL ITP のスコアレポートやカレッジ TOEIC 等の団体特別制度（IP テスト）は受け

付けないので注意すること。 
・提出したレポートの原本は、後日返却する。 
・TOEFL､TOEIC､IELTS を合わせて複数回受験している場合、そのうちいずれか１つのレポー  

トを提出すること。 
 
 
６．出願手続 

出願者は、出願書類等を「デザイン学リーディング大学院事務室」へ持参または、学内便により提出 
すること。 

なお、提出された出願書類に不備があれば、こちらから問い合わせることがある。 
 
７．プログラム履修者選抜の合格発表 

プログラム履修者選抜の合格発表は、デザイン学大学院連携プログラム Web ページにおいて行いま

す。 
 

８．個人情報の取扱い 

本プログラムにおける出願書類、各種申請書類等に記載されている個人情報、並びに必要に応じ所属

研究科より提供のあった個人情報は、各種選考及び受入れ準備、教育・研究指導等の目的において利用

します。 
 
９．そ の 他 

 【出願書類提出先、募集要項等請求先・配布場所、問合せ先】 
デザイン学リーディング大学院事務室 
〔受付時間 平日：午前 9 時～午後 5 時〈正午～午後 1 時を除く〉〕 
京都大学吉田キャンパス本部構内、総合研究 7 号館地下 B01（建物 No.68） 
電話：075-753-4966  E-mail：design.unit@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

 
【プログラム履修者決定までのスケジュール】 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

４月初旬 募集説明等 
４月下旬 出願書類受付〆切 

 ４月下旬 
プログラム履修者の選抜 
※必要に応じて面接審査を行う。 

 ５月中旬 プログラム履修者の合格発表 
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Keep in mind the following points: 
① At the time of Regular Course candidacy, submit the original copy of one of the following: 

the Test Taker Score Report or Examinee Score Report for either paper-based TOEFL 
(TOEFL PBT) or Internet-based TOEFL (TOEFL iBT); the individual official score 
certificate for TOEIC; or the official test report form for IELTS. Photocopies are not 
acceptable. 

② TOEFL/TOEIC/IELTS scored dated from two years before the graduate school entrance 
exam application deadline date until the application deadline date are acceptable. Be 
aware that the institutional test scores of TOEFL ITP (institutional testing program) and 
College TOEIC are not acceptable. 

③ The submitted original copy of test scores will be returned at a later date. 
④ If you have taken multiple TOEFL/TOEIC/IELTS tests, submit only one of the test score 

reports. 
 
VI. Application Procedure 

Submit your application package in person or by Campus to the Unit of Design’s Administration Office (see  
below). The office may contact you if your application package is incomplete. 
 

VII. Announcement of Selected Students 
The students selected will be announced on the Program’s website by the end of March (on the 
top page of http://www.design.kyoto-u.ac.jp/). The exact time and date of the announcement will be 
communicated to candidates via email. 
Please note that the announcement will be made using the Examinee’s Number, which is issued at 
the time of receipt of application. 

 

VIII. Handling of Personal Information 
Personal information of students is used for the selection and academic supervision of program 
students. 

 
IX. Additional Information 
【 Application submission，request of documents, Contact 】 

Design Administration Office 
B01, Research Bldg. No.7 
Yoshida Main Campus, Kyoto University 
Tel: (075) 753-4966   E-mail: design.unit@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
(Hours: Weekdays, 9 a.m.–noon and 1–5 p.m.) 

 
【 Application Schedule 】 

Early April Application guidance 

Late April Application period 

Late April Selection of applicants  
*Interviews will be conducted, if necessary. 

Mid May Announcement of selected applicants 
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京都大学デザイン学大学院連携プログラム 
Kyoto University Collaborative Graduate Program in Design 

2019年度履修者特別募集願書 
Apply for the Collaborative Graduate Program in Design (Special Applicants) 

2019-2020 Academic Year 
 

□ 下記の所定欄に記載・押印してください。 
Fill in the form and affix your seal or signature, and have your supervisor do the same for the specified box. 

 【履修者記載欄】Applicant 
フリガナ  

写真貼付 

Photo 

氏 名 

Full name 
 ㊞ 

signature 
生年月日

Date of birth 

    年   月   日 （   歳） 
Year/ Month/ Day (age:   ) 

国籍 

Nationality 
 

 

所 属

Affiliation 

学生番号 Student ID No.  

研究科 Graduate school  

専攻 Department  

現住所 

Address 

 
〒    － 

電話番号

Phone 
 E-mail 

 

【学 歴】 （高校卒業年月から記入してください。） Education (including high school education) 
学校名等 / School name 在学期間（年月） / Period(YYYY.MM) 

 ～ 

 ～ 

 ～ 

 ～ 

 ～ 

【職 歴】 Work Experience 
在職期間 （年月日）/ Period (YYYY.MM.DD) 勤務先名・所属・職名及び資格等 / Employer, position etc. 

～  

～  

～  

【賞 罰】 Awards and distinctions 
年月 / Date(YYYY.MM) 事項 / Content 

  

  

【奨学金】 受給実績（予定を含む。） Scholarship (already effective or planned) 
支給機関 / Issuing institution 期間 / Period 金額（月給）/Monthly amount 

   

   

【様式１】Form 1 
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 【履修者記載欄】Applicant 
デザイン学共通科目・共通実習科目・主領域科目について、履修した科目を記入してください。 

List of courses taken 
 (For the subjects of General Design Courses, Practice in Design Courses, Domain Design Courses only) 
 

科目名・単位数 courses/ number of credits 科目名・単位数 courses/ number of credits 
  

  

  

  

  

 
 【履修者記載欄】Applicant 

現在の履修状況を踏まえたＱＥ受験のために必要な科目の今後の履修計画を記入してください。 
Considering your current status of course registration, describe your course planning necessary for the QE 
exam. 
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 【指導教員確認欄】Supervisor of Applicant 
所属研究科・職・氏名 (Your graduate school, job title, and name) 
                                   ㊞(seal or signature) 
 

 

 【博士後期課程進学に際して責任の持てる教員の確認欄】※指導教員と同じ場合は記入不要です。 
Confirmation of the professor responsible for the applicant’s admission to the doctoral course 
*This box does not need to be filled out if this professor is the same person as the applicant’s supervisor. 

所属・職・氏名 (Your graduate school, job title, and name) 
                                    ㊞(seal or signature) 
 

 
【指導教員の所見】Supervisor’s Remarks 
※今後の指導予定等を含めて記載願います。なお、記載欄が不足する場合は必要に応じ別紙に記載
のうえ、本確認書とともに提出してください。 

*Please include your plan for providing research supervision to the applicant. Add extra pages if necessary. 
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デザイン学大学院連携プログラム課題レポート 

Collaborative Graduate Program in Design: Report Assignment 

 

氏   名 Applicant  

【課題レポート】（８００字程度、パソコンで作成し印字したものも可） 
「履修者を志望した際の動機を含め，この１年間でのデザイン学関連科目の受講やイベント等
（追加募集者向けデザイン学ワークショップを含む）への参加経験をもとに、履修者になった
後にどのように自身のデザイン学への興味に繋げることができるかについて，自由に記述して
下さい．」 
(Approx. 800 letters. You may use a computer to write and print out this report.)  
Reflect on your motivation to apply for the Collaborative Graduate Program in Design 
(hereinafter, “the Design Program”) and on what you experienced during the past one year 
through your participation of the Design Program’s courses and events (including the Design 
Workshop for Additional Enrollment to be held in August). Based on your reflection, discuss how 
you are going to accomplish your research goals in the Design Program after admission. 

 

【様式２】Form 2 
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