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本資料の内容

・大学院とは（位置づけ、進路イメージ、教員）

・入試制度
（学内推薦入試 【６月６日〔土〕】）
一般入試 秋季募集 【９月中旬】
一般入試 春季募集 【２月中旬】
早期卒業・早期入学 【３月下旬】

・その他奨学金制度など
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「大学院に進む」とは

大学 学部 ４年間 → 卒業＝学士号
一般技術者

大学院 博士前期課程 ２年間
→ 修了＝修士号

高度専門技術者
研究開発・プロジェクトリーダー

大学院 博士後期課程 ３年間
→ 修了＝博士号

研究者、大学教員
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先端情報学研究科 担当教員
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https://www.kyoto-su.ac.jp/graduateschool/g_fi/kyoin.html

教員名 領域科目名 教員名 領域科目名

赤岩香苗 応用可積分系 田中宏喜 脳視覚情報処理

赤﨑孝文 生体機能解析 玉田春昭 ソフトウェアセキュリティ

秋山豊和 分散システム 中島伸介 ソーシャルコンピューティング

伊藤浩之 生体情報工学 永谷直久 バーチャルリアリティ

大本英徹 データベース 新實治男 コンピュータアーキテクチャ

岡田英彦 ユーザインタフェース 林原尚浩 ディペンダブルシステム

荻野晃大 感性工学 平井重行 インタフェース

荻原剛志 ソフトウェアアーキテクチャ 瀬川典久 センサネットワーク

奥田次郎 人間情報処理 水口充 インタラクションデザイン

蚊野浩 画像・映像処理工学 宮森恒 情報検索

河合由起子 データマイニング 棟方渚 インタラクティブシステム

川村新 音声音響処理デバイス 安田豊 分散ネットワーク

小林聡 情報論理学 吉村正義 ディペンダブルコンピューティング



2020年度入試実績

合格者／受験者

【博士後期課程】 ２名（定員３名）
秋季一般入試（２月） １名／１名
2019秋学期入学一般入試 １名／１名

【博士前期課程】 １１名（定員２０名）
学内推薦入試（６月） 10名／10名
秋季一般入試（９月） 0名／ 0名
春季一般入試（２月） １名／ １名
（早期卒業者秋学期入学予定 0名／ 0名）

2018年度16名、2019年度17名：卒業生の２割程度が進学
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在学生の活躍－研究発表、受賞

info.cse.kyoto-su.ac.jp/?cat=10 6



修了後の進路

info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=5631 7info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=1726

修了者の100%が
就職or進学



入試制度
学内推薦入試【専願】（６月６日〔土〕）
・ 卒業要件単位を100単位以上修得
・ 修得専門科目の50%以上が80点以上、定員数を最大として推薦
・ 指導教員の推薦
・ 口述試験（面接）と出願書類による選考

秋季一般入試（９月中旬）
・ 専門科目と英語の筆記試験、プレゼンテーションを含む口述試験、
及び出願書類による選考

春季一般入試（２月中旬）
・ 英語筆記試験、口述試験（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝと面接）、及び出願書類

早期卒業者学内推薦入試【専願】（３月下旬）
・ 特別研究IIを除き卒業要件を満たすこと
・ 修得専門科目の1/3以上が80点以上
・ 専門科目のGPAが学年上位7%以内
・ 指導教員の推薦
・ 口述試験（面接）と出願書類（志望理由書、成績証明書等）による選考



大学院入試情報掲載ページ
www.kyoto-su.ac.jp/graduateschool/nyushi.html
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学内推薦入試【専願】（６月６日〔土〕）
今年度情報： POST 学生用キャビネット 03大学院関係

7入学試験関係 1学内推薦入試

出願資格・推薦要件（学生募集要項p3）
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・ 出願期間 ５月２０日〔水〕～５月２８日〔木〕 郵送可（当日消印有効）
志願票（検定料振込み）、卒業見込付き成績証明書、特研II教員推薦書、志望理由書（直筆）

・ 面接試験 ６月６日〔土〕 志望動機、研究計画、修了後進路、特研内容



学内推薦入試【専願】（６月６日〔土〕）
学生募集要項p4

１５～２０分程度の面接試験（※今年はオンラインで実施）

・ 動機 － なぜ大学院進学を志望するのか？

・ 計画 － 大学院で何をどのように研究するつもりなのか？

・ 進路 － 大学院修了後はどのようになりたいのか？

・ 研究内容 － 現在行っている研究を的確に理解し説明できるか？
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考えをよくまとめ、専門外の者にも分かりやすく

適切に説明できるよう、十分な準備を！



一般入試
秋季 ９月中旬

出願期間 ７月下旬～８月上旬
・ 筆記試験

専門（数学を含む，情報やコンピュータに関する基礎科目）
英語（技術文章の和訳や英訳など）－辞書持込み可（電子辞書不可）

・ 口述試験（プレゼンテーションおよび面接）
「これまでの研究内容と大学院における研究計画」を15分程度で発表．

・ 出願書類－推薦入試と同様だが、推薦書は不要

今年度から試験日を2日間から1日となり、専門科目が2科目から1科目となる．
専門科目については，主に専門Ⅰの過去問を参考にすること．
過去問－１４号館事務室（昨年度冊子） or １０号館１階（過年度閲覧）

春季 ２月中旬－特研II発表会とほぼ重なる！
・ 筆記試験－英語のみ
・ 口述試験

プレゼンテーション－研究内容・計画の発表と質疑応答（２０分程）
面接－秋季と同様

12

４問から３問選択



学部早期卒業・大学院早期入学

学部
（３年半）

博士前期課程
（１年半）

５
年
で
学
士
号
と
修
士
号
を
取
得

・ ３年半で学部を早期卒業
〈４年春に特研IIBを先行履修〉

・ ４年春学期に大学院科目を早期履修
〈先端情報学特別演習IA〉
〈先端情報学特別セミナー〉
〈特論科目３科目〉

・ 秋学期から大学院へ入学
・ １年半で修士課程を早期修了

2020年度入学入試日程（終了済み）
事前審査※ 3月23日〔月〕まで
出願期間 3月17日〔火〕～3月24日〔火〕
入試 3月30日〔月〕
合否通知 4月 4日〔土〕

タイトスケジュール!! 早くから決断・準備を

※ 特研II以外修得済み
専門の1/3以上が80点以上
専門GPAが学年上位7%以内
特研I指導教員の推薦



支援奨学金制度

・ 給付期間：１年間
・ ２年次は研究指導教員の推薦と本人の申請に基づき、給付継続を審査

１0%
相当額
給付

+ 40%相当額
給付

一般入試
全合格者

一般入試
成績優秀者

推薦入試
合格者
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博士後期課程は授業料 90％ 相当額給付!!



その他の制度

ティーチングアシスタント（TA）
・ 後輩学部生の授業の教育補助業務－時間給
・ 教育経験の機会（履歴書に記載可能の「職歴」）
・ プログラミング演習、情報理工学実験、プロジェクト演習など

リサーチアシスタント（RA）
・ 研究補助業務－「職歴」＋「研究歴」
・ 博士後期課程のみ

学会発表旅費援助
・ 国内（年間上限有り）
・ 海外（年間上限有り）

論文投稿掲載費援助、図書費
・ 専門雑誌への学術論文単独投稿・掲載、専門図書購入費用

海外留学のための支援金 15



本日のまとめ

・学内推薦入試は専願！ 出願・合格必ず入学

・出願 ５月２０日（水）～５月２８日（木）※当日消印有効

志願票（検定料振込み）、卒業見込付き成績証明書、特研II教員推薦書、志望理由書（直筆）

・面接試験 ６月６日（土） （※オンラインで実施）
志望動機、研究計画、修了後進路、特研内容説明

・一般入試（秋）も意外とすぐ－毎日コツコツ勉強せよ
・出願 ７月下旬～８月上旬
・試験 ９月中旬 専門、英語、プレゼン+面接

・一般入試（春）のチャンスもある
・一般入試でも授業料最大５割減免（好成績が必要）
・早期卒業希望者は特研配属時から先生と相談を
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