
大学のイチオシ情報を確認しようその3
大学選びの

4 つのポイント

…学生寮があります　 …大学独自の奨学金制度があります

入学時に個々の学生の指導教員を決定し、１人の教員が概ね２０人以下の学生

を指導します。指導教員とともに、教員をめざすものとして、有意義な学生生

活の過ごし方、大学での学び方などを考え、意欲的に学習する態度を身に付け

ます。

また卒業時までに、さまざまな授業・幾つもの実地教育を体験し、教員になる

ための力量を形成するとともに必要な資質を身に付けます。

教育研究理念『本学独自の伝統をふまえ、芸術の教育研究を「創造活動」とし

て推進すること。少数精鋭の高度な教育体制を維持・発展させること。地域社

会と連携しつつ、文化首都・京都の特質を活かした国際的な芸術文化の交流拠

点となること。』を実践する、日本で最も長い歴史を持つ芸術大学です。

医学科は、１学年の定員が約 100 名という特徴を生かし、きめ細かい配慮が

なされた教育により、国際的に通用する一流の医師・医学研究者を育てていま

す。看護学科は、１学年定員 85 名で、1889 年 ( 明治 22 年 ) の附属産婆教習

所の開設から 120 年以上の歴史の中で培われた、心と技術と知識のバランス

のとれた看護職者を育成する伝統を継承しています。

京都大学は、平成 28 年度入試より「京都大学特色入試」を全学部で実施しま

す。特色入試では、高等学校における幅広い学習に裏付けられた総合力と学ぶ

力及び高い志を評価し、個々の学部が定めたカリキュラムと教育コースを受け

るにふさわしい学力と意欲を備えた学生を選抜します。世界最高水準の大学教

育を行う京都大学で、世界を牽引するグローバルリーダーを目指す多くの志願

者が集まってくれることを期待しています。

京都工芸繊維大学は、工芸科学部 1 学部で構成される工科系大学で、科学と

芸術の出会いをモットーに、バイオ、材料、電子、情報、機械、環境などの先

端科学技術分野から建築・デザインまでの幅広い分野において、ものづくりを

基盤とした「実学」を目指した個性ある教育研究を行っています。

建築の分野では、一級建築士試験の出身大学別合格者数が、全国の国公立大学

中、平成 24 年度より 3 年連続で第 1 位となりました。

京都府立大学は、京都府における知の拠点として、教育・研究ならびに地域貢献を行っ

ています。特色はまず、人文・社会・自然にかかわる 3 つの学部を備えた徹底的な中規

模総合大学であること。二つ目として、教員と学生の距離が近く、ゆきとどいた少人数

教育を実施していること。第三に地域貢献の展開、第四に環境のよさがあげられます。

京都の静かな環境のなかで、少人数の充実した学生生活をおくり、堅実な学風を身に付

けて社会で活躍したいと思う皆さん、ぜひ京都府立大学に来て学んでください。

◆教育学部（教育学専攻／幼児教育専攻／発達障害教育専攻／国語領域専攻／
社会領域専攻／英語領域専攻／数学領域専攻／理科領域専攻／技術領域専攻／
家庭領域専攻／美術領域専攻／音楽領域専攻／体育領域専攻）

◆美術学部：美術科（日本画専攻／油画専攻／彫刻専攻／版画専攻／構想設計専攻）／
デザイン科（ビジュアル・デザイン専攻／環境デザイン専攻／プロダクト・デザイン専
攻）／工芸科（陶磁器専攻／漆工専攻／染織専攻）／総合芸術学科（総合芸術学専攻）
◆音楽学部：音楽学科（作曲専攻／指揮専攻／ピアノ専攻／弦楽専攻／管・打楽専攻／
声楽専攻／音楽学専攻）

下鴨キャンパス／◆医学部：医学科1年　河原町キャンパス／◆医学部：医学科2年〜6年
広小路キャンパス／◆医学部：看護学科

◆総合人間学部　◆文学部　◆教育学部　◆法学部　◆経済学部　◆理学部
◆医学部　◆薬学部　◆工学部　◆農学部

◆工芸科学部：生命物質科学域（応用生物学課程／生体分子応用化学課程／高分子機能工学課程／物
質工学課程）／設計工学域（電子システム工学課程／情報工学課程／機械工学課程／デザイン経営工
学課程）／造形科学域（デザイン・建築学課程）／学部共通（先端科学技術課程[夜間主コース]）

◆文学部：日本・中国文学科／欧米言語文化学科／歴史学科　◆公共政策学部：
公共政策学科／福祉社会学科　◆生命環境学部：生命分子化学科／農学生命科
学科／食保健学科／環境・情報科学科／環境デザイン学科／森林科学科

入学時から卒業時まで、少人数できめ細かい学生指導

伝統と革新 — アートの力を信じる者同士が集う —

1872 年 ( 明治 5 年 ) 設立のわが国で最も古い医科大学の一つ

京都大学特色入試を全学部で開始！

「知・美・技」（科学・芸術・工学）を極める工科系大学

京都に根ざして世界に光る！

京都教育大学

京都市立芸術大学

京都府立医科大学

京都大学

京都工芸繊維大学

京都府立大学

☎入試情報に関する問い合わせ：教務・入試課入試グループ　075-644-8161
〒 612-8522　京都市伏見区深草藤森町 1

 JR「JR 藤森」駅下車、京阪「墨染」駅下車

☎入試情報に関する問い合わせ：連携推進課　入試担当　075-334-2238
〒 610-1197　京都市西京区大枝沓掛町 13-6

 京阪京都交通バス「芸大前」下車

☎入試情報に関する問い合わせ：学生部学生課入試担当　075-251-5167 ◆下鴨
キャンパス／〒 606-8522　京都市左京区下鴨半木町 1-5　  地下鉄「北山」駅
下車◆河原町キャンパス／〒 602-8566　京都市上京区河原町通広小路上ル梶井
町 465   市バス「府立医大病院前」下車◆広小路キャンパス／〒 602-0857 京
都市上京区清和院口寺町東入中御霊町 410   市バス「府立医大病院前」下車

☎入試情報に関する問い合わせ：教育推進・学生支援部入試企画課　
075-753-2521 〜 2524
〒 606-8501　京都市左京区吉田本町

 市バス「京大正門前」下車

☎入試情報に関する問い合わせ：入試課　075-724-7164
〒 606-8585　京都市左京区松ヶ崎橋上町 1

 地下鉄「松ヶ崎」駅下車

☎入試情報に関する問い合わせ：学生部学務課入試担当　075-703-5144
〒 606-8522　京都市左京区下鴨半木町 1-5

 地下鉄「北山」駅下車
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京都にある約 50の大学・短期大学の大学の特色、新設情報や大学独自の取り組み、学生生活の支援制度など情報を
掲載しているので確認しよう！	また、各大学・短期大学のホームページには、より充実した情報が掲載されている
ページが設けられているので、チェックしてみよう！

※各大学・短期大学へのアクセスは、京都駅を起点とした場合の最寄り駅・バス停を表記しています。

誰かに何かを伝えたいとき、私たち人間は言葉や文字を使って感情を伝えます。特に、

社会に出て意志を伝える場面では、自分の考えをはっきりと伝えられる力が求められま

す。大谷大学は仏教精神に基づく「人間学」を教育の柱に、11 学科それぞれの学びを

通じて「読み書き」の力を徹底的に鍛えることで、基礎的なコミュニケーション能力を

磨き、どんな時代でも社会を主体的に生きることができる人物を育成します。

学べる言語は、西日本にある私立大学の中で最多レベルの 19 言語。専攻語以外

の外国語も幅広く学べるよう、第 5 外国語まで履修可能です。

言語だけじゃない！ 国際人として活躍できる能力を身につけるため、約 350 の教

養科目を設置し、世界諸地域の言語・文化・社会について理解を深めるとともに、

社会・経済活動について自身で問題を発見し解決する能力を育成。将来の職業分

野に直結した、実践的な能力を養います。

京都・祇園にある女子大学です。来春、食物栄養学科を開設予定（届出中）。

管理栄養士（計画中）や栄養教諭（課程認定申請中）の養成を目指します。現

代家政学科では、幼稚園・小・中・高校教諭、保育士などを目指す児童学コー

スと公務員など公共性の高い機関および施設等への就職を目指す生活社会学

コースを開設します。同じキャンパスにある華頂短期大学は、幼児教育学科・

歴史学科を擁し、3 年制履修コースも併設しています。

大学で唯一、日本の伝統文化「いけばな」を基礎におき、全学生が学ぶ華道・茶道で「美

しさを感じ取る豊かなこころ」や「おもてなしの心」を身につけることが出来ます。

また、現在新たに 2016 年 4 月より幼児保育学科を新設予定（設置認可申請中）。京

都の中心「四条烏丸」のキャンパスで、社会人としての素養や実践につながる専門

的なスキルを学び、様々な分野で活躍するプロフェッショナルを目指します。

診療放射線技師の養成機関として日本で最も長い歴史を持つ本学は、医療用 X

線装置のパイオニアである島津製作所が設立した伝統校です。経験豊富な教員

による専門的な知識や技術に関する学びを中心にしながら、豊かな人間性を育

成するための科目を充実させ、「技術・知識・心がまえ」の 3 つの要素をバラ

ンスよく備えた優れた診療放射線技師を養成しています。また、給付型の京都

医療科学大学奨学金制度があり、全学で数名、授業料をサポートしています。

2015 年 4 月、京都学園大学は『実学』教育をさらに発展させ、「経済経営学部」

「健康医療学部」「人文学部」「バイオ環境学部」による４学部に、専門領域を系

統的に学ぶことができる 10 学科を開設しました。また、京都太秦に新キャン

パスを開設。京都亀岡キャンパスとのダブルキャンパスで、『実学』のフィール

ドがさらに拡大します。

◆文学部：真宗学科※／仏教学科／哲学科／社会学科／歴史学科／文学科／国
際文化学科／人文情報学科／教育・心理学科　※2016年度新コース設置予定
◆短期大学部：仏教科／幼児教育保育科

京都外国語大学／◆外国語学部：英米語学科／スペイン語学科／フランス語学科／ドイツ語学科
／ブラジルポルトガル語学科／中国語学科／日本語学科／イタリア語学科／国際教養学科　
京都外国語短期大学／◆キャリア英語科（ビジネスコース／アカデミックコース）

京都華頂大学／◆現代家政学部：現代家政学科　児童学コース／生活社会学コース／
食物栄養学科（届出中）
華頂短期大学／◆幼児教育学科　◆歴史学科　日本史コース／京都文化コース

◆文化芸術学科：いけばな・花デザインコース／ブライダルプランナーコース／医療クラークコース　
◆環境文化学科：ファッションコーディネートコース／製菓クリエイトコース／トータルビューティー
コース／エステティシャンコース	　◆幼児保育学科※		※ 2016 年 4月開設予定（設置認可申請中）

◆医療科学部：放射線技術学科

京都太秦キャンパス／◆経済経営学部	：経済学科	／経営学科
◆健康医療学部：看護学科／言語聴覚学科　◆人文学部	：歴史文化学科	
京都亀岡キャンパス／◆健康医療学部：健康スポーツ学科　◆人文学部	：心理学科	
◆バイオ環境学部：食農学科／バイオ環境デザイン学科／バイオサイエンス学科

読み、書き、ひろがる。　
社会を主体的に生きる力を鍛えよう！

学べる外国語は全 19 言語！
9 学科を有する外国語の総合大学。

2016 年 4 月、京都華頂大学・華頂短期大学 新展開！

和のこころ×スキル×教養
京都の中心・四条烏丸で美の心を育む

最新の画像診断装置と設備導入。
給付型の独自の奨学金制度も魅力

文理＋医療系の総合大学に進化！
京都太秦新キャンパス開設！

大谷大学
大谷大学短期大学部

京都外国語大学
京都外国語短期大学

京都華頂大学
華頂短期大学

池坊短期大学

京都医療科学大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター　075-411-8114
〒 603-8143　京都市北区小山上総町

 地下鉄「北大路」駅下車、市バス「北大路バスターミナル」下車

☎入試情報に関する問い合わせ：入試センター　075-322-6035
〒 615-8558  京都市右京区西院笠目町 6

 市バス「京都外大前」下車

☎入試情報に関する問い合わせ：入学広報センター　075-551-1211　〒 605-
0062　京都市東山区林下町 3-456　  京阪「 園四条」／「三条」駅下車、地
下鉄「東山」駅下車、阪急「河原町」駅下車、市バス「知恩院前」下車

☎入試情報に関する問い合わせ：入学広報部　075-351-8686
〒 600-8491　京都市下京区四条室町鶏鉾町

 地下鉄「四条」駅下車、阪急「烏丸」駅下車

☎入試情報に関する問い合わせ：事務課教務係　0771-63-0066
〒 622-0041　京都府南丹市園部町小山東町今北 1-3

 JR「園部」駅下車

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター　0771-29-2222
◆京都太秦キャンパス／〒 615-8577　京都市右京区山ノ内五反田町 18　  地下鉄「太秦天神
川」駅下車、京福「嵐電天神川」駅下車、JR「花園」駅下車
◆京都亀岡キャンパス／〒 621-8555 京都府亀岡市曽我部町南条大谷 1-1　  JR「亀岡」駅下車

京都学園大学
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…学生寮があります　 …大学独自の奨学金制度があります

京都府内唯一の看護系単科大学として充実した設備を整え、優秀な教授陣を迎

えて「いつくしみの心と技」を持った看護師を育成します。隣接する京都市立

病院を始め、京都大学附属病院や京都府立医科大学附属病院など、多彩な実習

病院で学びと経験を深めます。また学内には「看護の智協働開発センター」を

設置。市民、看護師、実習指導者と共に対話を通しながら、高度化する医療、

そして看護の知識・技術向上を図ります。

◆看護学部／看護学科

2014 年 4 月開学の看護大学！
「いつくしみの心と技」を育みます。

京都看護大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入試係　075-311-0123
〒 604-8845　京都市中京区壬生東高田町 1-21　  JR「丹波口」駅下車、
阪急「西院」駅下車、市バス「市立病院前」／「西大路松原」下車

京都光華は、専門性の高い学びのもと「おもいやりの心」を育み、目指す分野

で貢献できる実践力を身につけることで、めまぐるしく変化する現代社会を切

り拓き、女性としての立場から社会を支える力を養います。

◆こども教育学部：こども教育学科
◆健康科学部：医療福祉学科（社会福祉専攻・言語聴覚専攻）／心理学科／健
康栄養学科（管理栄養士専攻・健康スポーツ栄養専攻）／看護学科
◆キャリア形成学部：キャリア形成学科
◆短期大学部：ライフデザイン学科

「教育」「医療」「ビジネス」目指す分野で
貢献できる実践力を身につける

京都光華女子大学
京都光華女子大学短期大学部

☎入試情報に関する問い合わせ：入試広報部　075-312-1899
〒 615-0882　京都市右京区西京極葛野町 38

 地下鉄「四条」駅乗換、阪急「西京極」駅下車または、市バス・京阪京都
交通バス・京都バス「光華女子学園前」下車

2015 年に創立 50 周年を迎えた本学は、ひとつのキャンパスに文系・理系 8 学部、

約 13,000 人の学生が集う総合大学です。この教育環境が学部・学科の枠を超えた学修

や学生間の交流を可能にし、活気あふれるキャンパスを実現しています。2015 年 4 月、

文化学部に日本初の「京都」を冠した学科「京都文化学科」が誕生し、2016 年 4 月に

は理学部に地球大気から宇宙空間までの物理現象を通じて物理学を学ぶ「宇宙物理・気

象学科※」を新設します。　※ 2016 年 4 月学科新設（設置認可申請予定）

◆経済学部：経済学科　◆経営学部：経営学科／ソーシャル・マネジメント学科／会計ファイナンス学科　◆法学部：法
律学科／法政策学科　◆外国語学部：英語学科（英語専攻／イングリッシュ・キャリア専攻）／ヨーロッパ言語学科（ド
イツ語専攻／フランス語専攻／スペイン語専攻／イタリア語専攻／ロシア語専攻／メディア・コミュニケーション専攻）
／アジア言語学科（中国語専攻／韓国語専攻／インドネシア語専攻／日本語・コミュニケーション専攻）／国際関係学科
◆文化学部：京都文化学科／国際文化学科　◆理学部：数理科学科／物理科学科／宇宙物理・気象学科※◆コンピュータ
理工学部：コンピュータサイエンス学科／ネットワークメディア学科／インテリジェントシステム学科　◆総合生命科学
部：生命システム学科／生命資源環境学科／動物生命医科学科　※2016年4月学科新設（設置認可申請予定）

2016 年 4 月、理学部「宇宙物理・気象学科※」を新設！

京都産業大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター　075-705-1437
〒 603-8555　京都市北区上賀茂本山

 地下鉄「国際会館」駅乗換、京都バス「京都産業大学前」下車

2015 年から多彩な国家資格・人気職業対策講義がスタート！公務員・ホテル・

エアライン・ブライダル・医療事務などの職業も目指せる講義が新設され、専

門学校の機能も兼ね備えた学内ダブルスクールを実現しています。また、開学

以来の 1 学年定員 150 名（男女共学）という少数精鋭制を最大限に活かし、

少人数制講義と個別指導を徹底。きめ細やかなキャリア教育と就職活動支援、

確かな大学編入指導で高い進路実績を誇っています。

◆経営情報学科/男女共学150名（8コース2ユニット制）[コース ]経済ファイナンスコース/企業マ
ネジメントコース/流通ビジネスコース/ソーシャルビジネスコース/会計経理コース/秘書コース/Ｉ
Ｔマネジメントコース/情報システムコース[就職ユニット]公務員、ホテル・エアライン・ブライダル、
医療事務、販売士、ファイナンシャルプランニング技能士、宅建主任、ＩＴパスポート、ウェブデザイン
技能士、TOEIC[大学編入ユニット]国公立大受験、難関私大受験、協定校推薦

資格・就職・大学編入に強い！だけじゃない☆
キャンパスライフも楽しいビジネス短期大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入試情報センター　075-331-2377
〒 610-1195 京都市西京区大枝東長町 3-1

 市バス「国道中山（京都経済短期大学前）」／「中山」下車

京都経済短期大学

ゆったりとした時間が流れる京都・嵐山に校舎をかまえ、創立以降、学生一人

ひとりと向きあう教育を行ってきました。 

個々の能力や志向に応じた課題を設定するなど、柔軟な教育プログラムを導入

するとともに、1 年次から個別の制作スペースを提供し、じっくりと作品制作

に取り組める環境を整えています。京都・嵐山という大学の立地を活かした

フィールドワークや地域連携プロジェクトへの取り組みも特長一つです。

◆芸術学部：造形学科（日本画・古画領域、油画・版画領域、複合領域）／デザイン学科（グラ
フィックデザイン領域、イラストレーション領域、キャラクターデザイン領域、観光デザイン領域、
生活プロダクト領域、染織・テキスタイル領域）
◆短期大学部：美術学科（美術分野／デザイン分野／マンガ分野／コミックアート分野）

歴史文化に囲まれた環境で
豊かな表現力を持つクリエーターになる

☎入試情報に関する問い合わせ：入学広報グループ　075-864-7878
〒 616-8362 京都市右京区嵯峨五島町 1 番地

 京都バス「車折神社前」下車、JR「嵯峨嵐山」駅下車

京都嵯峨芸術大学
京都嵯峨芸術大学短期大学部

京都女子大学の前身である「顕道女学院」が創立されたのは明治 32 年。以来、

「親鸞聖人の体せられた仏教精神」を建学の精神に、女子の高等教育機関とし

て“心の教育”をめざしています。女性の地位向上と活動の場の拡大を求めて

優れた人材を養成してきた本学は、2011 年に日本の女子大学で初となる法学

部を開設し、5 学部を擁する女子総合大学に。今までの歴史と伝統を受け継ぎ

ながら、さらなる発展に向けて新しい学びを進めていきます。

◆文学部：国文学科／英文学科／史学科　◆発達教育学部：教育学科（教育学
専攻／心理学専攻／音楽教育学専攻）／児童学科　◆家政学部：食物栄養学科
／生活造形学科／生活福祉学科　◆現代社会学部：現代社会学科　◆法学部：
法学科

京都から京女から「進む」をはじめる。

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター　075-531-7054
〒 605-8501　京都市東山区今熊野北日吉町 35

 市バス「東山七条」下車

京都女子大学
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京都精華大学は 5 学部 24 のコース・専攻で、文化と芸術を総合的に学べる大

学です。教員には、研究者、デザイナー、アーティスト、マンガ家、アニメー

ション監督などのプロフェッショナルがそろい、高い専門性と教養を身につけ

ることができます。企業や自治体との産学連携プロジェクト、海外協定校との

交換留学も盛んに行っており、専門分野を発展させる機会が数多く用意されて

います。

◆人文学部：総合人文学科（文学専攻／歴史専攻／社会専攻）◆ポピュラーカルチャー
学部：ポピュラーカルチャー学科　◆芸術学部：造形学科／素材表現学科／メディア造
形学科　◆デザイン学部：イラスト学科／ビジュアルデザイン学科／プロダクトデザイ
ン学科／建築学科　◆マンガ学部：マンガ学科／アニメーション学科　

5 学部 24 コース・専攻からなる文化と芸術の総合大学

京都精華大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入試課　0120-075-017
〒 606-8588　京都市左京区岩倉木野町 137

 地下鉄「国際会館」駅下車（スクールバスあり）

保育士・小学校／幼稚園教諭・栄養士・栄養教諭など各分野のスペシャリスト

を目指します！

ポイント 1　女性が主役としてリーダーシップをとる大学です。

ポイント 2　2 年間で希望する資格・免許が着実に取得できます。

ポイント 3　17,000 名の卒業生が社会で活躍する、就職に強い大学です。

ポイント 4　学生一人ひとりの夢を一緒に育んでいくキャンパスです。

◆生活科学科：食物栄養専攻（メディカル栄養コース／栄養教諭コース／フー
ドビジネスコース）◆児童教育学科：こども教育（小・幼・保）コース／こど
も保育（幼・保）コース　

一人ひとりの夢と希望を育みます。

京都聖母女学院短期大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入試広報センター　0120-60-6781
〒 612-0878　京都市伏見区深草田谷町 1

 JR「東福寺」駅乗換、京阪「藤森」駅下車または、JR「稲荷」駅下車

京都橘大学は環境に恵まれた 1 つのキャンパスに、人文・教育・社会・医療

系の学生が集う総合大学です。国際文化都市・京都をフィールドに、“実践的な”

学問の追究と人材の養成をめざし、実習やフィールドワークなどを積極的に展

開しています。高度な国家資格をはじめ、キャリアアップに役立つさまざまな

資格・免許の取得ができるとともに、国家試験や採用試験の対策講座を充実さ

せ、スペシャリストをめざす人を強力に支援しています。

◆文学部：日本語日本文学科／歴史学科／歴史遺産学科　◆人間発達学部：児童教育学科
／英語コミュニケーション学科　◆現代ビジネス学部：経営学科／都市環境デザイン学科
◆看護学部：看護学科　◆健康科学部：心理学科※1／理学療法学科／救急救命学科※2	
※ 1	2016 年 4月入学定員増（60人→ 80人）認可申請中。※2	2016 年 4月、開設予定。設置認可申請中。
申請内容は予定であり、変更になる可能性があります。

夢をキャリアへ成長させていくキャンパスライフ！

京都橘大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入学課　075-574-4116
〒 607-8175　京都市山科区大宅山田町 34

 JR「山科」駅乗換、京阪バス「京都橘大学」下車

本学では少人数での教育に力を入れ、教職員一丸となって学生をサポートして

います。大学生活に不安を抱いている学生に対しても個性を生かし充分に力を

発揮できるように指導しています。

本学のキャンパスは京都の西南、長岡京にあります。大阪と京都の間に位置し

ており、阪急電車や JR を利用すれば関西主要都市へのアクセスが、とても便

利です。

◆仏教学科：仏教学専攻
（仏教コース／ライフクリエイトコース／国際経営コース）／
仏教保育専攻（保育幼児教育コース）

少人数だからできる思いやりのある
温かい人間教育

☎入試情報に関する問い合わせ：教学室　075-951-0023
〒 617-0811　京都府長岡京市粟生西条 26

 JR「長岡京」駅下車、阪急「長岡天神」駅下車（スクールバスあり）

アート・デザインの力で社会を動かす人材を育成することを教育目標に掲げ、

" 社会と芸術 " その関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などから

寄せられる要望を、学生がアート・デザインの力を使って解決をする「リアル

ワークプロジェクト」や、世界で活躍するアーティストと共に、最先端のプロ

ジェクトに挑戦する「ウルトラファクトリー」など、学科・学年を超えて参加

できるプログラムが全ての学生に開かれています。

◆芸術学部：美術工芸学科／マンガ学科／キャラクターデザイン学科／情報デザイン学科
／プロダクトデザイン学科／空間演出デザイン学科／環境デザイン学科／映画学科／舞台
芸術学科／文芸表現学科／アートプロデュース学科／こども芸術学科／歴史遺産学科

高い就職率を誇る京都造形芸術大学の
教育プログラムとは？

☎入試情報に関する問い合わせ：入試課　0120-591-200
〒 606-8271　京都市左京区北白川瓜生山 2-116

 市バス「上終町京都造形芸大前」下車、叡山電車「茶山」駅下車

1961年の創立以来、建学の精神である「徳と知」を育む教育で、知性と品性

を併せ持つ自立した女性の育成に取り組んでいます。2014 年には、最新の体

験学習スペースを備えた新キャンパスが始動。英語などの多言語・文化を体験

的に学べる「イマージョンスペース」、インテリアやファッションの制作実習

ができる L
ラ  ボ

ab、メディアの制作編集を学べる編集工房などを擁し、将来のキャ

リアにつなげる実践的な学びを展開しています。

◆人間文化学部：英語英文学科／人間文化学科
◆生活福祉文化学部：生活福祉文化学科
◆心理学部：心理学科（現代心理専攻／学校心理専攻／臨床心理専攻）

最新の体験学習スペースを備えた
新キャンパスが本格始動！

☎入試情報に関する問い合わせ：広報課　075-706-3659
〒 606-0847　京都市左京区下鴨南野々神町 1 番地

 地下鉄「北山」駅下車

京都ノートルダム女子大学

京都西山短期大学

京都造形芸術大学
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…学生寮があります　 …大学独自の奨学金制度があります

日本で唯一「工芸学部」をもつ本学では、建築デザイン・伝統建築・総合デザイン・

文化財・美術工芸の 5 つの学びを用意し、京都のロケーションを活用しながら、

知識や技術を習得。若々しい発想、斬新な視点を取り入れ、次代を拓くクリエ

イターを育成します。また、本学の大きな特長として希望者は「二級建築士」

資格の在学中取得が可能。2017 年 4 月には京都東山キャンパスを開設予定で、

より充実した学びの環境を用意します。

◆工芸学部：伝統工芸学科（建築コース〈建築デザイン／伝統建築〉／総合デ
ザインコース／文化財コース／伝統工芸コース〈陶芸／漆芸／木工／木彫刻〉）

「建築士」資格が在学中に取得可能な唯一の大学！

京都美術工芸大学

☎入試情報に関する問い合わせ：進学サポート室　0120-33-3372
〒 622-0041 京都府南丹市園部町二本松 1-1

 JR「園部」駅下車

本学では、薬の専門家として質の高い薬剤師を養成し、高度化・多様化が進み

安全・安心の医療が求められる中、真に社会に貢献しうる人材を目指し、問題

発見、問題解決型の教育に力を注ぎ、Science（科学）、Art（技術）、Humanity（人

間性）のバランスのとれた人材育成します。そして、学術研究の推進とともに、

高度の専門的能力や研究能力を有する薬剤師であるファーマシスト・サイエン

ティストを養成します。

◆薬学部：薬学科

新時代の“ファーマシスト・サイエンティスト”
を育成します

京都薬科大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入試課　075-595-4678
〒 607-8414 京都市山科区御陵中内町 5

 JR・地下鉄「山科」駅下車、京阪「京阪山科」駅下車、京阪バス「京都薬
科大学」下車

成安では少人数制教育を行っています。学生の個性に合わせたきめ細やかな対

応ができるため、キャンパス内の雰囲気はとてもアットホーム。そんな環境の

中で、「個別指導」「基礎の徹底」「進路指導」を柱に、一人ひとりの夢や目標

をかなえる支援をするとともに芸術で社会に貢献していくことができる人材へ

と育てていきます。

◆芸術学部：芸術学科（＜総合領域＞デザインプロデュースコース／＜イラストレー
ション領域＞イラストレーションコース／＜美術領域＞日本画コース／洋画コース／現
代アートコース／＜メディアデザイン領域＞写真コース／グラフィックデザインクラス
コース／アニメーション・CGコース／映像・放送コース／＜空間デザイン領域＞コス
チュームデザインコース／プロダクトデザインコース／住環境デザインコース）

少人数制の成安だから、できること

成安造形大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入学広報センター　077-574-2119
〒 520-0248 滋賀県大津市仰木の里東 4-3-1

 JR「おごと温泉」駅下車

京都文教大学では、総合社会学、臨床心理学という 2 つの領域から、社会、

そして人間や人間の営みにアプローチし、学生の「自主性」や「行動力」を育

てることを大切にしています。また、2013 年 4 月には教育福祉心理学科が開

設されました。京都文教短期大学では、幼稚園の先生や保育士、栄養士といっ

た専門家になりたい人や、社会で活躍するために幅広い知識やスキルを身につ

けたい人に応える学びを用意しています。

京都文教大学／◆総合社会学部：総合社会学科（経済・経営コース／メディア・社会心理コース／公共政策コース
／観光・地域デザインコース／国際・日本文化コース）　◆臨床心理学部：臨床心理学科（こども・青年コース／生命・
医療コース／ユング心理学コース／対人社会心理学コース／心理学総合コース）／教育福祉心理学科（こども教育
心理専攻／保育福祉心理専攻）　京都文教短期大学／◆ライフデザイン学科／食物栄養学科／幼児教育学科

あなたにピッタリ！がきっと見つかる

☎入試情報に関する問い合わせ：入試センター　0774-25-2488
〒 611-0041　京都府宇治市槙島町千足 80

 近鉄「向島」駅下車（スクールバスあり）

京都文教大学
京都文教短期大学

将来、福祉の現場で活かせる国家資格の中に、社会福祉士と精神保健福祉士があ

ります。種智院大学では、この資格の国家試験受験資格が卒業と同時にＷ取得で

きます。他大学では履修コースに制限があり、四年間での取得が不可能な場合が

多くある中、２つの受験資格を同時に取得できるのは、本学の強みです！

◆人文学部：仏教学科／社会福祉学科

社会福祉士と精神保健福祉士の受験資格が
同時に取得可能！

☎入試情報に関する問い合わせ：教務課入試担当　075-604-5600
〒 612-8156 京都市伏見区向島西定請 70

 近鉄「向島」駅下車

本学では自分の生き方（キャリア）を考え、有意義に過ごすことのできるカリキュラム

を配置しています。学生ひとり一人に応じた指導を行うことのできる教育体制を採用し、

「基礎学力」に加え「専門性」を身につけます。並行して実習やフィールドワーク等の

学外活動を通し、職業観やコミュニケーション能力、実践力を養います。さらに自分の

将来をデザインし、社会で生き抜くための力となる「自己管理力」を身につけるため、

資格取得に対応した支援プログラムを提供しています。

成美大学／◆経営情報学部：ビジネスデザイン学科（経営コース／公共経営コース）
／医療福祉マネジメント学科　
成美大学短期大学部／◆生活福祉科（食物栄養専攻）

学生ひとり一人に応じたきめ細かな教育体制で、
社会で生き抜く力を育てます。

☎入試情報に関する問い合わせ：入試広報本部　0773-24-7100
〒 620-0886　京都府福知山市字堀 3370

 JR「福知山」駅下車

成美大学
成美大学短期大学部

種智院大学
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1875（明治 8）年、新島襄が京都に同志社大学の前身となる同志社英学校を

設立しました。新島はアメリカで「良心」と「自由」の大切さに感銘を受け、「一

国の良心」ともいうべき人物を養成することを教育の目標に掲げました。以来

同志社の教育は、「キリスト教主義」「自由主義」「国際主義」という理念のもと、

140 年におよぶ歴史の中で、高い志を持った多くの人物を輩出しています。

今出川校地／◆神学部　◆文学部　◆社会学部　◆法学部　◆経済学部　◆商学部　◆政策学部
◆グローバル地域文化学部
京田辺校地／◆文化情報学部　◆理工学部　◆生命医科学部　◆スポーツ健康科学部
◆心理学部　◆グローバル・コミュニケーション学部

Learn To Live and Live To Learn
2015 年、同志社創立 140 周年

同志社大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター入学課　075-251-3210
◆今出川校地／〒 602-8580　京都市上京区今出川通烏丸東入

 地下鉄「今出川」駅下車
◆京田辺校地／〒 610-0394　京田辺市多々羅都谷 1-3

 近鉄「興戸」駅下車、JR「同志社前」駅下車

花園大学は、臨済禅を教育の基盤とする大学です。学生の個性を大切にしてお

り、キャンパスを包む伸びやかな雰囲気や、自主性を重んずる教育は臨済禅の

精神から生まれています。社会のつながりの中で実感できる有用性の高いプロ

グラムを展開し、資格取得支援やインターンシップ制度も充実しています。

◆文学部：仏教学科／日本史学科／日本文学科
◆社会福祉学部：社会福祉学科／臨床心理学科／児童福祉学科

「今」と向き合い、
未来に進むチカラ「ZEN リョク」

花園大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入試課　075-277-1331
〒 604-8456　京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1

 JR「円町」駅下車

平安女学院大学は、温もりのある学風の中、マナーとスキル、そして何よりも「愛」

を身につけた女性を目指して、一人ひとりに行き届いた学びを提供。学びの分野は女

性の特質が活きる「初等・幼児教育」と「観光・おもてなし」に特化しているため卒

業後のフィールドが明確で、安心して将来のキャリア設計に取り組めます。先輩たち

が築いた「就職率 3 年連続 100％」というサクセスロードに続いていきませんか！

京都キャンパス／◆国際観光学部：国際観光学科（観光ホスピタリティ・京都
学コース／外国語特修コース）　高槻キャンパス／◆子ども教育学部：子ども
教育学科（子ども教育コース／乳幼児保育コース）　◆短期大学部：保育科

就職率 100％という新しい伝統。「私」が大切にされる大学です。

平安女学院大学
平安女学院大学短期大学部

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター　075-414-8108
◆京都キャンパス／〒 602-8013　京都市上京区烏丸通下立売西入

 地下鉄「丸太町」駅下車
◆高槻キャンパス／〒 569-1092 大阪府高槻市南平台 5-81-1

 JR「高槻」駅乗換、市バス「平安女学院大学東」下車

同志社女子大学は創立以来、常に時代の先駆けとなる新しい教育・研究に挑戦し、139 年の歴史を歩んで

きました。現在ではリベラル・アーツの大学として、専門分野の研究のみならず異なる領域について学び、

幅広い視野と豊かな発想、総合的な判断力を養うことを教育の基本に据えています。2015 年 4 月には看護

学部看護学科を開設。6 学部 11 学科の多彩な学びを展開する女子総合大学として、専門分野のみならず異

なる領域について学び、幅広い視野と豊かな発想、総合的な判断力を養うことを教育の基本に据えています。

京田辺キャンパス／◆学芸学部：音楽学科（演奏専攻／音楽文化専攻）／情報メディア学科／
国際教養学科　◆現代社会学部：社会システム学科／現代こども学科　◆薬学部：医療薬学科
（6年制課程）　◆看護学部：看護学科（2015年 4月開設）
今出川キャンパス／◆表象文化学部：英語英文学科／日本語日本文学科　◆生活科学部：人間生
活学科／食物栄養科学科（食物科学専攻／管理栄養士専攻）

Always rising to a new challenge
いつの時代も、新しきを生きる。

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター　0774-65-8811　◆京田辺
キャンパス／〒 610-0395　京都府京田辺市興戸　  近鉄「興戸」駅下車、
JR「同志社前」駅下車　◆今出川キャンパス／〒 602-0893　京都市上京区
今出川通寺町西入　  地下鉄「今出川」駅下車、京阪「出町柳」駅下車

同志社女子大学

佛教大学には全国から約 6,600 人の学生が学んでいます。7 学部 14 学科を開設する「人

間を見つめる総合大学」として各学部・学科の特性を活かしつつ、社会の多様な分野で

活躍できる人材の養成をめざしています。紫野と二条の２つのキャンパスにおいて、さ

らなる教育環境の整備を行うとともに、大学の主人公である学生のみなさんが「４年後

に笑顔で卒業できるように」全学をあげて学生支援体制の充実にも取り組んでいます。

紫野キャンパス／◆仏教学部：仏教学科　◆文学部：日本文学科／中国学科／英米学科　◆歴史
学部：歴史学科／歴史文化学科　◆教育学部：教育学科／臨床心理学科　◆社会学部：現代社会
学科／公共政策学科　◆社会福祉学部：社会福祉学科
二条キャンパス／◆保健医療技術学部：理学療法学科／作業療法学科／看護学科

京都がキャンパス
佛教大学であなたの未来を見つけてください

☎入試情報に関する問い合わせ：入学部　075-491-2141　◆紫野キャンパス／
〒 603-8301　京都市北区紫野北花ノ坊町 96　  地下鉄「北大路」駅または、
JR・地下鉄「二条」駅乗換、市バス「佛教大学前」下車　◆二条キャンパス／
〒 604-8418　京都市中京区西ノ京東栂尾町 7　  JR・地下鉄「二条」駅下車

佛教大学

医療大学である本学にしか出来ないトップアスリートの育成と医療人の育成を

目指した新しい学びがスタートします。オールウェザーの陸上競技場、人工芝

のサッカー場、投てき専用エリアなど充実した競技施設と教育・医療施設は必

見です。スポーツ・医療ともに優秀な指導者が集い、選手として医療人として

第一線で活躍出来る人材を育成します。

◆鍼灸学部：鍼灸学科
◆保健医療学部：柔道整復学科
◆看護学部：看護学科

スポーツ振興プロジェクト始まる！

☎入試情報に関する問い合わせ：入試事務室　0771-72-1188
〒 629-0392　京都府南丹市日吉町保野田　  JR「鍼灸大学前」駅下車、JR

「桂川」駅、阪急「桂」駅下車（スクールバスあり）

明治国際医療大学
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…学生寮があります　 …大学独自の奨学金制度があります

「先を見据え新しい発展を生み出す創造性は、多様な環境に身をおき、異なる

価値観に触れることにより磨かれる」とする立命館大学には、日本各地・世界

から約 33,000 人の個性豊かな学生が集まります。専門的知識を深めることは

もちろん異なる学問領域を横断的に学ぶことのできる学際的な教育・研究を推

進。こうした「多様性」に富んだ環境を活かし、成熟社会日本と世界のあらゆ

る地域の未来を先導するグローバル・リーダーの育成を目指しています。
※立命館大学は、文部科学省の平成 26 年度 ｢スーパーグローバル大学創成支援｣ 事業に採択されました。

衣笠キャンパス／◆法学部　◆産業社会学部　◆国際関係学部　◆文学部　◆映像学部
びわこ・くさつキャンパス（BKC）／◆経済学部　◆スポーツ健康科学部　◆理工学部　◆情報理工学部　◆生命科学部　◆薬学部
大阪いばらきキャンパス（OIC）／◆経営学部　◆政策科学部　◆総合心理学部（2016年 4月開設予定。収容定員に係る学則
変更認可申請中、学部設置届出書類提出中。内容は予定であり、変更する場合があります）

世界で、世界と協働できる人材を育成します。

立命館大学

☎入試情報に関する問い合わせ：入学センター　075-465-8351
◆衣笠キャンパス／〒 603-8577　京都市北区等持院北町 56-1　  市バス「立命館大学前」下車
◆びわこ・くさつキャンパス／〒 525-8577　滋賀県草津市野路東 1-1-1　  JR「南草津」駅乗換、
近江鉄道バス「立命館大学」下車
◆大阪いばらきキャンパス／〒 567-8570 大阪府茨木市岩倉町 2-150　  JR「茨木」駅下車

1927 年、わが国最初の 5 年制医学専門学校として創設。1930 年に大阪と京

都の中間に位置する高槻市にキャンパス、附属病院を構えました。新しい医療

社会に求められる質の高い「チーム医療」実現のため、2010 年 4 月に看護学

部看護学科を開設。本学の新しい教育のあり方となる「医療融合教育」の実現

を掲げ、最高の医学教育環境を実現し、次代を担う臨床力の高い医療人を育成

しています。

本部キャンパス／◆医学部：医学科　本部北キャンパス／◆看護学部：看護学科

90 年におよぶ伝統と、革新の医学教育環境。

大阪医科大学

☎入試情報に関する問い合わせ：広報・入試部　072-684-7117
◆本部キャンパス／〒 569-8686  大阪府高槻市大学町 2-7

 JR「高槻」駅下車、阪急「高槻市」駅下車
◆本部北キャンパス／〒 569-0095　大阪府高槻市八丁西町 7-6

 JR「高槻」駅下車、阪急「高槻市」駅下車

西本願寺に 1639 年に設立された学寮を起源とし、370 年以上の歴史を持つ

龍谷大学は、京都・滋賀の 3 キャンパスで先進的かつ多彩な教育研究を行っ

ています。33 の学科・専攻で学生の知的探究心や将来の目標に合わせた幅広

い学びが可能です。2015 年 4 月には、農学部および国際学部を開設し、世界

を取り巻く農と食の問題や、急速にグローバル化する社会と真っ向から向き合

い、新しい解決策を導くことができる人財の育成を目指しています。

大宮キャンパス／◆文学部［3、4	年生］　深草キャンパス／◆文学部［1、2	年生］
◆経済学部　◆経営学部　◆法学部　◆政策学部　◆国際学部　◆短期大学部
瀬田キャンパス／◆理工学部　◆社会学部　◆農学部

You,Unlimited

☎入試情報に関する問い合わせ：入試部　075-645-7887　◆深草キャンパス／〒 612-8577 京
都市伏見区深草塚本町 67　  地下鉄「くいな橋」駅下車　◆大宮キャンパス／〒 600-8268 京
都市下京区七条通大宮東入大工町125-1　  JR「京都」駅下車　◆瀬田キャンパス／〒520-2194 
滋賀県大津市瀬田大江町横谷 1-5　  JR「瀬田」駅乗換、帝産バス「龍谷大学」下車

龍谷大学
龍谷大学短期大学部

平日は自宅で“ゆっくり・マイペース”で学習、さらに土・日は、放送大学京

都学習センターで“しっかり・集中”して学習するなど、さまざまな学習スタ

イルで４年以上在学して所定の単位を修得して卒業すれば“学士 ( 教養 )”の

学位が取得出来る魅力があります。通信制の大学でありながら、教員との会話、

学生同士の会話など、充実した学生生活が過ごせ、多くのことが学べ、自分の

世界がより広がることが実感できます。

◆教養学部（生活と福祉コース／心理と教育コース／社会と産業コース／人間
と文化コース／情報コース／自然と環境コース）

自宅でマイペース、JR 京都駅すぐ近くのキャンパ
スプラザ京都 3F の静かな環境での学びを

☎入試情報に関する問い合わせ：京都学習センター　075-371-3001
〒 600-8216　京都市下京区西洞院通塩小路下る
キャンパスプラザ京都 3 階

 JR「京都」駅下車

放送大学・京都学習センター

© 京都府 まゆまろ 15028

京都の大学「学び」フォーラム 2014 の様子
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