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京都大学デザイン学大学院連携プログラム 

平成２７年度プログラム履修者（本科）選抜について 
Kyoto University Collaborative Graduate Program in Design 

2015-2016 Academic Year Regular Course Student Selection 

 

Ⅰ．出願手続き 

１．提出書類 

 （１）平成 27 年度プログラム履修者（本科）選抜志望確認書（別紙１） 

    指導教員と十分に相談のうえ、必要事項を記入し、必ず提出してください。 

なお、確認書により履修者（本科）として「履修を希望しない」場合は、本科の履

修を辞退するものとして取り扱い、以下の書類提出は不要とします。 
 

（２）TOEFL、TOEIC、IELTS の成績 

TOEFL、TOEIC、IELTS のいずれかの成績を提出してください。 

 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。 

【TOEFL／TOEIC／IELTS テスト受験に関する注意事項】 

① 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用控えスコア票（Examinee’s Score Record)の原本、

TOEIC の個人用公式認定書の原本、または IELTS の公式成績証明書の原本（い

ずれもコピー不可）を本科生の出願時に提出すること。 

② 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、本科生の

出願の締切日までに受験した TOEFL／TOEIC／IELTS テストのスコア票に

限り提出が可能である。団体試験用の TOEFL ITP のスコア票やカレッジ

TOEIC 等の団体特別受験制度（IP テスト）は受け付けないので注意すること。 

③ 提出したスコア票の原本は、後日返却する。 

④ 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つのスコア票を提出すること。 
 

 （３）デザイン学大学院連携プログラム課題レポート（別紙２） 

（４）面接審査日程調査書（別紙３） 

（５）その他 

通知文書とともに、平成 27 年度プログラム履修者(本科)選抜志望確認書（別紙１）、

プログラム課題レポート（別紙２）、及び面接日程調査書（別紙３）の様式については、

すでに周知されている下記の教務関連掲示板に掲載しているので、適宜利用してくだ

さい。 

URL：http://www.design.kyoto-u.ac.jp/announce/student/kyomu/ 

※ デザイン学トップページ＞左下の"FOR STUDENT"からもたどれます。 
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２．書類提出期限 

   平成２７年８月２０日（木）１７時（必着） 
 

３．書類提出先 

・受付場所 

以下の事務窓口で受け付けます。 

※ 郵送又は学内便送付の場合はデザイン学ユニット事務室宛送付してください。 
 
京都大学学際融合教育研究推進センター デザイン学ユニット事務室 

（京都市左京区吉田中阿達町１ 京都大学東一条館） 

 
 
 
I. Application Procedure 
 

1. Application Package 
(1) Letter of Intent to Apply for the Collaborative Graduate Program in Design (Regular 
Course) (Form 1) 

Consult with your supervisor before applying. Be sure to submit the form. 
If you express on this form the intention that you DO NOT wish to be enrolled in the Design 
Program as a Regular Course Student, you will be regarded as resigning from the course 
and will no longer be required to submit the following documents. 

(2) TOEFL/TOEIC/IELTS results 
Submit your results from one of the following: 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. 

Keep in mind the following points: 
①At the time of Regular Course candidacy, submit the original copy of one of the 

following: the Examinee’s Score Record 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 accepted. 

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

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

score reports. 
 

(3) Collaborative Graduate Program in Design: Report Assignment (Form 2) 
 
(4) Interview Availability Questionnaire (Form 3) 

 
(5) Other Information 
The Letter of Intent to Apply for the Collaborative Graduate Program in Design (Regular 
Course) (Form 1), Report Assignment (Form 2), and Interview Availability Questionnaire 
(Form 3) are available along with this notification on the bulletin board system on the 
following website: 
URL：http://www.design.kyoto-u.ac.jp/announce/student/kyomu/ 

This page is linked from the top page of the Design School website. Click the “FOR 
STUDENT” link at the bottom left. 
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2. Application Deadline 
5:00 p.m. on August 20 (Thu), 2015 (All documents must arrive by this time.) 
 

3. Application Submission 
Submit your application package to the office below. 
You can also send it by campus or regular mail. 
 
Unit of Design Administration Office 
C-PIER, Kyoto University 
Kyoto University Higashi-Ichijo Bldg. 
1 Yoshida Nakaadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi 

 
 
 

Ⅱ．選抜方法 

選抜の際の判断材料としては以下が含まれます。 

（１）デザイン学プログラム履修者（予科）での履修状況 

（２）面接審査の結果 

（３）TOEFL／TOEIC／IELTS の成績 
 
 

II. Student Selection Process 
The following factors will be considered in the selection process. 
(1) Preparatory Course attendance 
(2) Interview results 
(3) TOEFL/TOEIC/IELTS results 

 
 
 

Ⅲ．面接審査 

  面接審査を、平成２７年９月９日(水)・１０日(木)・１１日(金) のいずれかの日に「吉田地

区」にて実施します。 

出願手続時に、別紙「面接審査日程調査書」により出席可能な時間を知らせてください。 

なお、面接時刻・場所等は、決定次第、メール等にて通知します。 
 
 
III. Interview 

Interviews are scheduled for September 9 (Wed), 10 (Thu), and 11 (Fri) at Yoshida Main 
Campus. 
Indicate your availability in the form “Interview Availability Questionnaire” and submit it with 
the other application forms. Applicants will be informed of the detailed schedule and place 
via e-mail etc. 

 
 
 

Ⅳ．合格者発表 

プログラム履修者（本科）の発表は、９月末までにデザイン学大学院連携プログラムホー

ムページにて行います。 （http://www.design.kyoto-u.ac.jp/ のトップページ右上、 

“Ｎｅｗｓ”に掲載します。） 

なお、発表日時については、別途メール等にてお知らせします。 

また、合格者の発表は書類受付時に通知する「受付番号」により行うので、注意してくだ

さい。  
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IV. Announcement of Selected Students 

The students selected for the Regular Course will be announced on the Program’s website 
by the end of September (on the “NEWS” page linked in the upper right of 
http://www.design.kyoto-u.ac.jp/). The exact time and date of the announcement will be 
notified to candidates via email etc. 
Please note that the announcement will be made using the Examinee’s Number, which is 
issued at the time of receipt of application. 

 
 
 

Ⅴ．その他 

【問合せ先、郵送・学内便送付先】 

〒606-8306 京都市左京区吉田中阿達町１ 京都大学東一条館 

 京都大学学際融合教育推進センター デザイン学ユニット事務室 宛 

TEL（０７５）７６２－２０８５  

E-mail:design.unit@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
〔 受付時間 平日：午前９時～午後５時〈正午～午後１時を除く〉〕 

  

 
V. Additional Information 
Contact/Application Submission: 
 
Unit of Design Administration Office 
C-PIER, Kyoto University 
Kyoto University Higashi-Ichijo Bldg. 
1 Yoshida Nakaadachi-cho, Sakyo-ku 
Kyoto 606-8306 
 
Tel: (075) 762-2085 
E-mail:design.unit@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
 
(Hours: Weekdays, 9 a.m.–noon and 1–5 p.m.) 

 


