
GOUKAKU TAIKENKI

京大生協は受験生と保護者を全力でサポートしています！ 

遠慮せず
頼って
ください！

京大生協問い合わせ先

■ 生協全般について
075-753-7640
平日10時～17時（土日祝休み）

■ 住まいについて
075-771-0823
平日11時～17時（土日祝休み）

■ 受験宿泊企画内容について
075-771-6289
平日11時～16時30分（土日祝休み）
※予約申込、空室状況の問い合わせは
　P.5をごらんください。

京大を志望する
受験生と保護者を
応援しています!

京大生協は

合格までの保存版2022
道京大への

KYODAI eno MICHI

京都大学生活協同組合

は
コ
コ
か
ら
始
ま
る
。

   京大合格のためにおさえたい
受験生のための４つのサポート！

京大受験のお守りに！

京大生協公式LINE

先輩京大生がサポート！

住まい探しは京大生協で

受験時の「宿泊先」を

京大生協で予約しよう

京大生協から受験期直前～合格後にお届けする情報

受験生パック/やったね！袋

保
護
者
の
み
な
さ
ん
の

お
役
立
ち
情
報
あ
り
ま
す
。
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　京大を志望した時期は、高2の冬頃です。当時は、毎日部活の野
球に打ち込んでいて、大学のことなんて全く考えておらず、なんとな
く卒業してなんとなく就職しようかなって思っていました。大学に行
きたいと思い始めたのは、ひょんなことから経済と経営を学んでみた
いと思ったからです。そこで経済と経営を一緒に学べる大学を探し
始めたのですが、調べていくうちに、経済学部が文系であるという衝
撃的な事実を初めて知りました。根っからの理系の僕はショックを
受けましたが、そんな時、京大を見つけました。経済学部経済経営
学科+理系受験！希望を見つけました。それから“自由の学風“にもな
んとなく憧れがありました。そうして京都大学経済学部を受験する
ことに決めました。もちろん京大に入ることが簡単なことではないこ
とくらい僕にもわかっていました。周りには当然馬鹿にされました。
　こうして僕の受験生活が始まるのですが、決して楽なものではあ
りませんでした。これまで高校の授業をまともに受けたことがなかっ
たので文字通りゼロからのスタートです。幸い数学は好きだったの
で、これまで自分で多少の学習をしていましたが、数学以外に関し
ては無知同然だったので、まずはそれぞれの科目の勉強法を調べ
て、おすすめの参考書に片っ端から取り組んでいきました。その後
は、過去問を取り掛かりました。僕の場合、実力ついてから過去問に

取り掛かろうと思ったらいつまでたっても解けないので、ここは割り
切って早めに始めました。習うより慣れよ、です。
　受験期の印象的なエピソードとしては、センター直前、覚えたこと
を忘れるのがいやでテレビを一切見ないようにしていました。音楽
も歌は聞かず、聞いていたのは英語のリスニング音声とピアニスト
辻井伸行さんのピアノだけです。中学生の時は受験前ですら一日三
時間以上テレビ視聴が欠かせなかったので、人間って目標のためな
らこんなに頑張れるのだなと自分でも驚きました。
　最後になりますが、受験生のみなさんに伝えたいこととしては、ま
ず、睡眠はしっかりとってください。一時期僕は一日4時間半の睡眠
で過ごしていましたが、一か月ほどしたころ、得意だったはずの数学
が全然できなくなったことに気づいて恐ろしくなりました。それから
はちゃんと寝るようにしました。睡眠は思ったより大切です。僕もそう
でしたが、たくさん寝るのが不安だという人は昼寝をすることをおす
すめします。昼食後の10分昼寝するだけでもだいぶ変わります。ちな
みに僕は、受験前は毎日1時間の昼寝をしていました。なかなかいい
ですよ。あとひとつ、どうかみなさん自信をもってください。知識ゼロ
の僕でも、独学で、一年で合格することができました。みなさんにで
きないはずはないです。最後は気持ちです。見かけでもいいんです。
だれよりも強い気持ちさえもっていれば何とかなります。僕は何とか
なりました。自分を信じてください。
京都大学でお待ちしております。

合格
体験記

5
経済学部・理系
2019年一般選抜合格

合格体験記！先輩京大生の

受験宿泊
試験の日は京大まで
お送りします！

保護者相談所
受験に関する保護者ならではの悩
みや不安、ありますよね。先輩京大
生が、受験生・京大生の両方の目線
からお答えします！

大学生活準備センター
パソコンやプリンター等の実機を展
示しています。実物を触りながら、
先輩京大生がアドバイス！

入学準備説明会
入学準備の第一歩！合格したら、
まずは入学準備説明会に参加し
よう！

受験時学内活動
道に迷った、場所が分からない、
学食の営業は…？などなど、キャ
ンパス内で困ったことがあったら、
黄色いジャンパーの生協スタッフ
にお声かけください！

住まい探し
お部屋探しも、先輩京大
生がお手伝いします！

友達作り
入学前の友達作り企画
もあります

僕たち先輩が
待ってるよ！ ご不明なことはご遠慮なく

お問い合わせください。
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「京大を志望する！」 その覚悟と    心意気、京大生協が応援します！
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受験時、合格後、入学後も京大生協からの情報をお届けします！

京大生協

● 受験生へ、先輩京大生の受験体験記や応援メッセージ
● 大学生活はもちろん、学内施設の紹介
● 時間割作成（履修）の相談会など、新入生サポートの案内
● 新歓情報
● 入学後の生協からのご案内
　（運転免許や就職活動、イベント・企画…などなど）

● 保護者の方へ、生協職員からのメッセージ

京大生協
LINE公式アカウントと
「お友だち」になろう！

CONTENTS

登録は
こちらから！

LINE

Twitterでの情報発信中！
受験生サポート事務局

京大受験★応援コラムや受験生サ
ポートWebのコンテンツ作成に関わ

る先輩京大生によるTwitterも開設し

ています。

応援コメントはもちろん、京都の様子

もお届けしています。 京大生協  受験生サポート事務局  twit ter

右記二次元バーコードよりチェック！

@ku _ jusapo2022

京大生協4つの受験生サポート

保護者のみなさんのお役立ち情報！

受験時の宿を予約する

住まい探しの情報を得る

・・・・・・・・ 9
京大生協から
受験期直前～合格後にお届けする情報
● 受験生パック
● 「やったね！」袋

費用を見積もる

事前に合格後を考える

・・・・・・・・・・・ 17

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

先輩京大生による受験生応援情報！

現役京大生の合格体験記

特色★座談会

京大生協の情報はここから！
● 京大生協公式LINEアカウント
● 受験生サポートWeb
● Twitter

現役の先輩京大生から
受験生のみなさんへの
メッセージも掲載！
京大志望をさらに

後押ししてくれるはず！

Point

合格後のことを
シミュレーション
してみましょう！

Point

京大受験決定から
入学までの流れを知り、
行動計画をたてましょう！

Point

お役立ち情報
満載！

受験時に
お届けする内容は

P.3を
ご覧ください
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2022年度向け情報

随時更新中!

Twitterでの情報発信中！
京大受験★応援コラムや受験生サポート

Webのコンテンツ作成に関わる先輩京大

生によるTwitterも開設しています。

応援コメントはもちろん、京都の様子もお

届けしています。

・ メルマガの説明（6/18）
・ 1年の過ごし方（勉強計画など）・1,2年生向け勉強アドバイス（6/25）
・ 苦手科目へのアプローチ（7/2）
・ 夏休みの過ごし方・1日の使い方（7/16）
・ 京大模試の受け方・活用法（7/30）
・ なぜその学部学科を選んだか（京大受験のきっかけ・学部学科でできること）、
  特色入試について（8/6）
・ 新学期に向けて（8/20）
・ 体調管理（9/3）
・ 共通テスト出願・Twitterについて（9/17）
・ 模試の振り返りの仕方（10/1）
・ 京都の暮らし、京大の講義について・京大生の日常（10/8）
・ 京大受験のきっかけ（10/15）
・ 地方の受験生の準備（10/22）
・ （秋以降の）おすすめ勉強法（10/29）
・ 特色入試について（11/5）
・ インフルエンザ・風邪予防、生活リズムについて（11/12）
・ 大学入学共通テストについて（センター試験を参考に）（11/19）
・ 勉強のお供、息抜き方法、集中する方法（11/26）
・ 模試の活用法（12/3）
・ モチベーションの上げ方（12/10）
・ 大学入学共通テスト直前の勉強法（12/17）
・ 年末の過ごし方（12/24）
・ 大学入学共通テスト直前の過ごし方体験談（1/7）
・ 大学入学共通テスト1日目に向けてのメッセージ（1/14）
・ 大学入学共通テスト2日目に向けてのメッセージ（1/15）
・ 共通テストお疲れ様（1/17）
・ 二次試験への切り替え・私大受験について（1/21）
・ 二次試験までの直前の勉強法（1/28）
・ 体調管理・モチベーションの保ち方（共通テスト後～二次試験）・
  特色入試合格についての話（2/4）
・ 二次試験前日の体験談（忘れ物・持ち物・移動時間にしたことなど）（2/10）
・ 二次試験当日の体験談（2/18）
・ 本番のリラックス法・試験時の注意事項・二次応援メッセージ（2/24）
・ 二次応援メッセージ（2/25）
・ 医学科面接について・お疲れ様（2/26）
・ 二次試験お疲れ様・中期後期受験がある人へ（2/28）
・ 合格発表までの過ごし方（3/4）

■ 2021年度の配信内容

先輩から受験生への

応援LINE （全36回）

・ オープンキャンパス（WEB開催）（7/2）
・ 京大生の年間スケジュール（試験期間などに触れて）・
  資料請求のご案内（7/16）
・ 受験生サポートWebプレオープン（ページ詳細）・受験宿泊について（7/30）
・ OCWEB公開報告・夏の体調管理のアドバイス（8/6）
・ 例年OCでよく聞かれる質問（8/20）
・ 受験時の取り組み紹介（父母懇談会・保護者相談所）（9/3）
・ 特色入試出願・特色受験生向けの取り組み（9/17）
・ 京大生の通学事情（10/1）
・ 京大のキャンパスについて（10/15）
・ 11月祭について（10/29）
・ 住まい探しについて（11/12）
・ 大学生活準備センターについて（11/26）
・ 受験生Webフルオープン・受験生パック請求開始（12/3）
・ 受験生Webフルオープン・先輩保護者の声（12/10）
・ 募集要項、出願について・受験生パック案内（12/17）
・ 京大生の給付事例（12/24）
・ 受験生パック発送（1/7）
・ 一般入試出願について・受験生パック（1/14）
・ 住まい探しについて・食生活について（1/21）
・ 京大生は試験期間（1/28）
・ 入試当日のお知らせ（2/4）
・ 入試当日の生協の取り組み（2/11）
・ 入試当日の昼食、ホール開放について（2/18）
・ 合格後について（やったね袋について）（2/25）
・ 合格後の所属変更のご案内・継続する方へのご案内・
  アンケートのご案内（3/9）

保護者の方にも

サポート情報 （全25回）

受験のお守りに！

受験生には
先輩京大生が経験者の立場から

などを伝えます！
京大生協受験生Web

https://www.welcome-kyodai.com/

・ 京大へのアクセス
・ 京大構内のご案内
・ 試験当日サポート
・ 京大受験★応援コラム
・ 京大への道 2022　ほか

受験生・保護者の方、
一緒に見てほしい！

・ 受験生掲示板
・ 合格体験記
・ 京大生の一日
・ 学部学科紹介　ほか

先輩から受験生へ
向けた情報

・ 京大生協の住まい探し
・ 保護者相談所
・ 合格後のスケジュール　ほか

保護者の方の
お役立ち情報

★京大受験☆応援！
京大生協公式LINE

京大生協の最新情報はここからチェック！

京大受験★応援コラムの更新通知は
京大生協公式LINEアカウントから

お送りいたします。

私たちもおススメします！ 

※受験生でご登録の場合：先輩京大生が作成したメッセージが届きます。
　受験生保護者でご登録の場合：生協職員からのご案内と先輩京大生が作成したメッセージが届きます。

受験生応援情報がてんこ盛り

Point

▶ 勉強法のアドバイス
▶ リラックス法

▶ 京大での大学生活…

保護者には
生協職員が受験生保護者に寄り添って

などを伝えます！

Point

▶ 受験～入学までのサポート情報
▶ 子どもへの向き合い方・心構え

▶ 各種手続の案内…

●メルマガが来るたびに元気がもらえました。あ
りがとうございました。

●京大合格読本の当日体験記や応援メッセー
ジを見て心を落ち着かせることができました。
受験生の掲示板も参考になりました。ありが
とうございました。

●現役京大生の体験を時期に合わせて細かく
伝えて下さり、大変役に立ちました。今まであ
りがとうございました。

●自分の周りには京大生や京大を受験する人
がいなかったのですが、メルマガを通して京大
への憧れが強まりました。メルマガが届くのを
毎週楽しみにしていました。

●必要な情報をタイムリーに届けてくださり、受
験に伴走して頂いたような感じで、安心できま
した。ありがとうございます。

●初めての大学受験の中、とても安心感があ
り、助かりました。ありがとうございます。

●コロナ禍で出向くことが難しい環境で、色々
ためになる情報をご提供いただき大変参考
になりました。親子共々ますます京大が好き
になりました。ありがとうございました。

京大生協のホームページには、京大受験生のための情報が満載です。受験宿泊はじめ、

住まい探しの手順や物件紹介、費用など一人暮らしに関する案内や試験当日の注意事

項、学内案内など同じ受験を経験した先輩京大生の経験に基づき、各種サポートを紹介

しています。しっかり情報をチェックして活用しましょう。2022年度版はすでにプレ
オープンしています。フルオープンは12月上旬の予定です。

受験生サポート事務局

2022
受験生サポートWeb

京大生協  受験生サポート事務局  twit ter

右記二次元バーコードよりチェック！

@ku _ jusapo2022

LINE

●京大に行きたい！って子どもが言うのでこのメ
ルマガで昨年から情報をとっていました。イメ
ージがしやすくとても良かったです。おかげさ
まで京大生になれました。ありがとうございま
した。

●１年を通して受験生の心境を書いて下さった
ので、保護者としても理解できてとても有り難
かったです、是非これからも続けて下さい！

必要な時期に情報をお受け取りできるよう、LINEのお友だち登録をお願いいたします。

下記の二次元バーコードを読み取ってご登録ください。
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ホテルモントレ京都

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

20,800円

17,200円

日昇館尚心亭（風呂なし）

和室（1名）

和室（2名）

和室（3名）

2食付

朝食付

2食付

朝食付

2食付

朝食付

15,950円

12,100円

14,300円

10,450円
13,200円

9,350円

2021年9月15日（水） AM 10：00～（予定）

https://www.welcome-kyodai.com/受験宿泊/

受付開始

お問い合わせ先

京大生協　受験宿泊 検　索

2022年度

一般選抜 受験宿泊 のお申込みは…

POINT  1 POINT  2

宿泊料金（予価）（1名分の料金〈1泊1名の場合〉/ サービス料・消費税・宿泊税含む）ホテル一覧

受験生弁当
予定価格 700円（税込）

※宿泊をお申込みの方（付き添いの方含む）に限ります。

※事前申込だけの限定販売です。当日販売はありません。

※食物アレルギー対応の特別メニューはできません。

オ
プ
シ
ョ
ン ★宿泊申込と同時にお申込みください。

日昇館尚心亭（風呂あり）

ANAクラウンプラザホテル京都

和室（1名）

和室（2名）

和室（3名）

2食付

朝食付

2食付

朝食付

2食付

朝食付

シングル

ツイン

朝食付

2食付

2食付

朝食付

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

京都ブライトンホテル

35,500円

24,200円

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

ノク京都

24,640円

20,200円

24,200円

19,800円

22,000円

17,600円

17,050円

13,200円

15,400円

11,550円
14,300円

10,450円

からすま京都ホテル

シングル

2食付

2食付

朝食付
ツイン

朝食付

18,920円
14,300円
18,040円
13,420円

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

ホテル法華クラブ京都

京都東急ホテル

シングル

2食付

2食付

朝食付
ツイン

朝食付

22,220円
17,600円
19,470円
14,850円

15,620円
14,520円

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

京都タワーホテル

15,200円
11,700円

受付方法

パソコン・スマホからの受付のみとなります
ホームページをご確認ください

必ず事前に「受験宿泊ユーザー登録」を
お済ませください。
ユーザー登録ページは８月上旬オープン予定です。ご注意ください

!

▶ 

和
風
弁
当（
２
日
目
）

・受付開始直後は、アクセスが集中して
 つながりにくいことがあります。
 お手数ですが、少し時間をおいて再度アクセスしてください。
・満室となったホテルでも、センター試験後には
 キャンセルにより空室がでることがありますので、
 日を改めてご確認ください。

お
願
い

2021年10月4日（月）
10：00～

受付開始

メールには以下の情報をお知らせください。
①宿泊者（受験者・付添者）のお名前（漢字・フリガナ）・
　性別
②希望の部屋タイプ（シングル・ツイン）
③受験学部・宿泊希望日
④受験者の電話番号・住所
手配完了後、今後の流れについて折り返しメールをお送りします。
※前後泊の手配も承ります。

受付方法
メール受付のみ

travel-d@s-coop.net

平日／11：00～16：30　 土・日・祝／閉店
電話番号／075-771-6289
※電話・FAXでのお申し込みは受け付けておりません。

ホテルのご案内

京都大学生協
時計台旅行センター

お問い合わせ先

ホテル法華クラブ京都
立地：京都駅徒歩1分、京都駅市営バス乗り場目の前
※「京都駅⇔京大正門前：バスで約35分」

教育学部・理学部・医学部（人間健康科学科）

京大生協では、遠方から来られる
受験生のために宿泊の斡旋を
行っており、毎年約1,000人の受
験生にご利用いただいています。
生協の受験宿泊が、旅行代理店
などと異なるのは、次の点です。

●1人での宿泊でしたがサポートが厚
く、安心して受験できました。ありが
とうございました。

●朝の送迎サービスでは非常にス
ムーズに案内してくれたので、こちら
としても気持ちの面で余裕が生まれ
ました。

●サポート体制がとても充実していて
安心して受験できました。ありがと
うございました。

●不慣れな京都での受験でしたが、
大きな不安もなく臨むことができま
した。お世話になりました。

●関東圏からの受験生であったためとても不安なことが多かったですが、
受験会場への送り出しをして下さり心強かったです。

●受験宿泊で大変お世話になりました。試験前夜に緊張のためか寝つ
けなかった影響で、当日、朝寝坊するという大失態。しかしサポートの
おかげで起こしていただき、タクシーで送っていただき、優しい運転手
さんがコンビニに寄ってくださり朝食もとることができ、無事に受験す
ることができました。本当に助けていただき、ありがとうございました。

実際に利用した学生の声

Student Voice

都ホテル  京都八条

シングル

2食付

2食付

朝食付
ツイン

朝食付

19,200円
15,200円
16,200円
12,200円

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

都シティ 近鉄京都駅

13,500円
9,200円

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

アルモントホテル京都

19,100円
14,200円

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

20,350円

14,850円

ダイワロイヤルホテルグランデ京都

試験開始時間に遅れないよう、京都大学まで

お送りします。悪天候や交通渋滞など、慣れな

い土地での不安が解消されます（大学から宿泊

先までの帰り道は各自となります）。大学に近い

ホテルを希望される方が多いですが、京都大学

までお送りしますので、ご心配はいりません。

事前に申し込まれた方には、試験当日、試験

会場近辺で「受験生弁当」をお渡しします。コ

ンビニを探す必要もなく、ホテルから持参する

荷物を減らすことができ、受験生の負担を軽

減します。

先輩学生が受験生の立場に立って、ホテルの

設備や対応、大学までのアクセスなどをチェッ

クした上でホテルを選定しています。

▶ 

洋
風
弁
当（
１
日
目
）

※受付時間前に送信されますと、受付の順番が後ろになる場合が
　あります。

11月13日（土）
シングル禁煙（朝食付）

ツイン禁煙（朝食付）

総合人間学部・文学部・経済学部・医学部（医学科）・
薬学部・工学部（情報学科）・農学部

12月10日（金）
シングル禁煙（朝食付）

ツイン禁煙（朝食付）

12月11日（土）
シングル禁煙（朝食付）

ツイン禁煙（朝食付）

10,670円
10,120円
15,620円
14,520円

11月12日（金）
シングル禁煙（朝食付）

ツイン禁煙（朝食付）

13,420円
12,870円
15,620円
14,520円

2022年度

特色入試 受験宿泊 の
お申し込みは…

京都大学生活協同組合 受験宿泊窓口
075-752-2431　平日／11：00～17：00　 土・日・祝／休業
※ 窓口の休業予定日など最新の情報はHPでご確認ください。
※ お電話、FAXでのお申込みは受け付けておりません。

受験時の

宿を
予約する。

ここが違う！
京大生協で予約すると

Point

Point

ホテルから京都大学まで、
バスやタクシーで
お送りします。

宿泊するホテルは、
先輩学生が
吟味しています。

安心・安全の
「京大生協受験生弁当」を
ご用意します。（希望者のみ）

POINT  3
午前10時以降の到着分から
受付させていただきます。

・上記はお一人様あたりの料金です。
・お支払は生協への事前振込となります。
・1室につき1.100円の手配手数料を別途申し受けます。
・京都市宿泊税（お一人様200円／泊）は現地精算となります。

! 先輩京大生のホテル駐在や試験会場までの
お送りはありません。

ご注意ください

※昨年のお弁当（メニューは毎年変わります）



多くの部屋から選びたい
準備にしっかり時間を
割きたい

部屋探しの手間や費用を
抑えたい
京都に来るタイミングが
あまりない

短期間に全ての準備を
済ませたい
合格まで部屋探しの
気分にならない

リラックスして
部屋探しがしたい
ゆっくりと相談して
決めたい

大学の街「京都」には、学生用マンションが数多
くありますが、京大の場合は合格発表から入学
まで3週間と短いため、受験時に住まいを決め
る人もいらっしゃいます。
ただし、物件によっては合格後にしか契約でき
ないものもあり、合格発表後から探される方も
毎年多数おられます。
いつ頃に住まいを探すかはよく検討し、各家庭
のご都合やお考えに合う日程で決めましょう。

保護者のアドバイス

Guardian Advice

受験生や保護者の方からよく聞かれるのが、住まい探しの時期です。

合格前（多くは受験時）に探す、あるいは合格が確定してから決める、どちらも一長一短があり、一概にどちらがいいとは言えません。

時期別に比較した下記表を参考に、ご家庭の事情に合わせて検討しましょう。

部屋を探すのは合格前？ 合格後？

お部屋探しの方法は来場？ オンライン？

早く住まいが決まれば、新生
活スタートに必要な他の準備
に回せる時間が多くなります。

試験日に近づくにつれ数が
減っていき、合格発表日に増
えます。発表日以降にしか紹
介ができない物件もあります。

試験日前後は非常に混み合う
ため、待ち時間の発生が予想
されます。また曜日や日程に
よって来場数は変化します。

受験生本人も部屋探しに同
行される場合は、ご本人に
あった適切な時期を選択する
ことも大切です。

試験日に同行される前提での
回数ですが、試験日前後であ
れば手間が1回で済みます。
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まずは情報を集めましょう！
　受験生様の各種相談、部屋探しなどは、大学生活準備センターの

オープンに合わせて受付開始となります。

　それまでに住まいパンフレットの請求や受験生Webの閲覧など

を通して、部屋探しの情報を集めましょう。

　物件の希望条件や部屋探しに来場される時期を前もって決めて

いると、焦らずに部屋探しが可能です。

内見可能な物件であれば学生スタッフが同行して見学できます。不可

能な場合でも周辺環境を見てイメージを掴むことは非常に重要です。

来店される際は事前予約をお願いしております。ただし、予約時間で

の対応をお約束するものではないため、待ち時間が発生することがあ

ります。ご了承ください。

来場するためにかかる時間や費用をカットでき、安心して部屋探しが

できます。ただし、物件によっては用意できる写真や材料が少ない場

合があります。こちらも事前予約をお願いしております。対応できる

日程には限りがあり、先着順となります。ご了承ください。

※上記日程は2021年度入試の内容です。2022年度入試の日程に合わせて読み換えください。

住まい以外の
新生活準備期間

紹介可能な部屋数　

住まい探し会場の
混雑度

受験生・保護者の
精神面

京都に来る回数
（部屋探し・試験同行）

部屋探しの時期 ※

来場して探す オンライン対応で探す

～試験前々日
2月上旬～2/23

試験前日～試験当日
2/24～2/26

試験翌日～合格発表前日
2/27～3/9

合格発表当日～
3/10～3月中旬

非常に多い

1ヶ月以上

1回

1ヶ月以上

やや多い 少なめ 多い

約1ヶ月

2回 2回 2回

やや空いている

勉強のストレス 試験前でピリピリ 試験が終わってリラックス 合格が決まり安心

非常に混み合う

約3週間

空いている やや混雑

こんな方に

おすすめ

受験時から考える！

住まいさがしの
情報を得る。

住まい探しは大学生活準備センターで！
2022年2月上旬より営業いたします。（予定）

多くの物件で、合格前からお部屋の取り置きが可能です。ご自

身のタイミングに合わせて部屋探しができます。

先輩京大生が
アドバイスPOINT  1

Point

Point

京大生協のお部屋探しサイト

https://www.s-coop-sumai.net/

●住まいの紹介会場では学生さんが対応してくれました。
希望していたエリアの物件を説明してくれつつ、別のエリ
アの物件をさりげなく紹介してくれました。大学から少し
離れているが、生活環境が良いこと、交通の便がよく、住み
心地が良いと具体的に話してくれました。大学周辺の土
地に不慣れなためそのエリアは候補に入ってなかったの
ですが、説明を聞いた息子が興味を持ったので、案内して
もらい、気に入ったのでそこに決めました。大変感謝してお
ります。

●はじめての一人暮らしなので親としてはセキュリティを重
視し、学校まで3、40分かかる寮を選んだが、子供はもう
少し学校に近いにところに住みたいと言っている。全てを
満たす住まいはなかなか見つからないと思うが、親子でよ
く話し合って妥協点を見つける事が大事だと思った。

●住まい選びについて、予想以上に時間が
かかります。子供は住まいを選ぶというこ
と自体よくわかっていないので、まずは子
供に住まいを選ぶことの重要性やポイント
をしっかり理解をさせた上で、子供の希望
と親の気になるところを事前によくすり合
わせて予約会場に行ってください。

●合格できるか分からないからという理由
で、合格するまで何もしなかったのが一番
の反省点でした。秋頃から、住まい探しは
親子で話し合いしっかり検討するべきだと
思います。

京大生協のお部屋探し

つのおすすめポイント 4ここが違う！

周辺の家主さんや不動産管理会社のご協力もあり、京都大学

生向けに多数の物件を取り扱っています。

取り扱い物件が
豊富POINT  2

現役京大生から授業・アルバイト・課外活動・周辺環境など生

の声を聞きながら部屋探しができます。

合格前予約が
可能POINT  3

ミールシステム、インターネット環境、家具家電、防災グッズな

ど様々な相談を同会場で受けることができます。

一人暮らしに係る
様々なサポートPOINT  4



受験期直前～合格後の  京大生協の情報はここから！
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お届けする情報
写真は2021年度のものです。

京大生協受験生Web（https://www.welcome-kyodai.com/）より請求

●  入学準備読本
　 〈受験～合格編〉

保護者の方向けに大学入学までの
スケジュールに基づく入学準備のあ
れこれをご案内します。受験時の企
画はもちろん、合格後の説明会日程
もお知らせします。保護者の方が知
りたい情報がたっぷりです。

大学までのアクセスや交通情報が
とても便利。先輩京大生が作成して
いるので、経験に基づく情報が盛り
だくさん。もちろん、受験の緊張をほ
ぐす暖かい励ましメッセージもいっ
ぱい。

●  受験生応援冊子

京大生協が取り扱っている物件の
約6割を間取り、設備、費用、外観写
真付きで紹介しています。事前に希
望条件を話し合っておきましょう。

●  京大生の住まい

請求は12月より受付開始、お届けは2022年1月中旬の予定です。

請求方法

2022年度受験生はぜひ請求を！

受験生とその保護者の方に向けた、受験までの注意事項やアドバイス、

大学のスケジュールに基づく入学準備に関する情報をまとめたものです。
大学生活準備センターでは、お部屋探しは

もちろん、生活用品や自転車、大学生の保

障制度、パソコン等の学びに関するご案内

について、その後の入学準備に必要な手

続・内容について、先輩京大生のアドバイ

ザーがご案内いたします。

一人暮らしを予定している方はもちろん、

自宅生もぜひご来場ください。

特色入試合格者・一般選抜合格者へは、合格発表日に京大生

協より資料を発送いたします。この資料は京都大学合格者に

送付される「京都大学からのご案内」に同封されて届きます。

京大生協の「やったね！」袋には生協・共済加入のご案内、京大

生協おすすめパソコンなど京大での学びに必要な教材・サー

ビスのご案内、先輩京大生が作成した冊子等が入っています。

届きましたら新入生・保護者一緒にご確認ください。

受験生パック
京大生協 京大生協 京大生協

「やったね！」袋大学生活
         準備センター

資料請求が
必要です

合格者全員に
お届けします

京大生協では、新型コロナウィルス感染症の拡大防
止対策をスタッフ・ご来場の皆様とともに取り組ん
でまいります。ご来場にあたってのお願いをご確認
の上、ご来場ください。

京大生協では、
毎年1,500人以上の
新入生の新生活準備を
お手伝いしています。

ご来場者の感想より
Partici

pant's Voice

● 一人暮らしやこれからの大学生活についてう

まくやっていけるか不安だったが、生協がいろ

いろなサポートをしてくれることを知って、少し

安心した。

● 実際に学生の方の体験を聞くことができ、大

学生の方のナマのお話が聞けてよかった。

● 冊子で把握するより身近に感じることが出

来た。

● 新生活に必要なものを確認できた。

●  住まい探し　
●  生協・保険などについてのご相談　
●  パソコン・プリンターなどの実機展示
●  講座で実際に使った資料の閲覧　
●  学生生活についてのご相談

※大学生活準備センターの詳細は
　受験生パックに掲載予定です！

●  京都大学からの案内

●  京大生協の「やったね！」袋（一例）

合格後の

手続きに

ついての

ご案内 このほかにも先輩学生からの
情報が盛りだくさん！

請求開始はLINEでお知らせします！

※2021年度入学者へお送りしたものです。



上記は2021年度のスケジュールですが、例年合格発表から4/1の登校開始までの期間は約3週間と変わりません。

忙しい入学準備には合格後に届く京大生協の「やったね！」袋をぜひご活用ください。

3月10日（水）
12：00合格発表
（Webサイトで確認）

3月14日（日）
入学手続き締切
（金融機関への振込は12日まで）

3月13日（土）

3月12日（金）

3月16日（火）

3月17日（水）

3月23日（火）

3月24日（水）

3月25日（木）

3月26日（金）

3月19日（金）

3月20日（土）

3月11日（木） 「やったね！」袋 到着！　※お住まいの場所で到着日は異なります。

入学準備説明会（オンライン）

4月3日（土）
初期登録
新入生オンライン交流会

3月15日（月） 個別相談会（オンライン）

3月27日（土）

入学準備説明会（オンライン）

3月21日（日） 個別相談会（オンライン）

3月22日（月）

3月28日（日）

3月29日（月）

3月30日（火）

3月31日（水）

4月1日（木）

4月2日（金）

学生証交付スタート

4月6日（火） 健康診断・ガイダンス

4月7日（水） 入学式

4月8日（木） 前期開講（4/21までは対面授業）

健康診断・ガイダンス
初期登録
勉学相談会（オンライン）
教科書販売開始（23日まで）

4月4日（日）

4月5日（月）
初期登録
勉学相談会（オンライン）

健康診断・ガイダンス

3月18日（木）
入学案内書類
※随時到着、各自手続

生協から提案しているサービスや商品には「おすすめ期日」「ギ
リギリ期日」を設定しました。

4/1から京都大学へ登校することを見越して早めに
入学準備を終えるための期日として設定しました。

開講までに生協のサービス利用が
間に合うための期日として設定しました。

おすすめ期日

ギリギリ期日

2021年度は1,500組以上の申込がありました。これは2021年
度入学者の半数以上です。先輩京大生による大学生活の紹介
や京大生協から学びに必要な商品の提案など、YouTubeで
生配信しました。

4/1以降、学校へ登校する日がでてきます。
健康診断や学生証に生協の情報を登録する作業（初期登録）
や教科書販売など、授業開始前も慌ただしく過ごします。
勉学相談会は、初めてで不安やわからないことだらけの履修
登録を、先輩京大生がお手伝いする企画です。
これも2021年度はオンラインで開催しました。

週末は忙しい方やじっくり個別に相談したい方向けに実施し
ました。先輩京大生が1対1で丁寧に対応しました。

対面で開催はできませんでしたが、生協学生
委員会主催で仲間づくり企画も行いました。

おすすめ期日

ギリギリ期日新入生オンライン交流会

詳しくは
p.10

大学の手続・行事など 大学生になる準備

合格発表～入学まで、色んな
手続きがいっぱい！
京都大学国際高等教育院の
ホームページで、2021年度
新入生に関わるスケジュール
を見てみよう！
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事前に合格後を考える。 入学準備は京大生協におまかせ！
「やったね！」袋で提案している商品・サービス

生協加入

● 生協電子マネーのご利用でキャッシュレス決済！ 
● 教科書だけでなく書籍全般が10%OFF
● 一般より安い生協価格で教習所（通学・合宿）のお申込みが可能

京大生協は学内の食堂やショップをはじめ、学生
のさまざまな活動に取り組んでいる生活協同組
合です。出資金70口28,000円をお願いしており
ますが、卒業時に全額返還いたします。

共済・保険

京大生協では学生総合共済・学生賠償責任保険
の加入をおすすめしています。

大学生には大学生のための保障を！

主な組合員サービス
● 少ない掛金で充実した保障
● 学内の生協窓口で相談可能
● こころとからだの無料健康相談テレホンが利用できます
   （生命共済加入者限定、保護者の方も利用可能）

おすすめポイント

ミールシステム 京大生協おすすめパソコン

学びの講座

自転車

＜ 2021年度合格者の場合 ＞

食費を節約せず、朝から晩まで営業している生協食堂
を上手に使えるミールシステム。事前にまとめて支払い
をしておくことで、食費を削る心配もなく、忙しい大学
生活にはぴったりです。自宅生でも利用しています！

● ミールシステム専用の電子マネーのため、食事以外に使用されません。
● 利用した内容はレシートやWeb（大学生協マイページ）で確認できます。
　 ※大学生協マイページでは保護者の方も確認できます。
● 購入金額のうち使わなかった金額（ミール残高）を
　翌年度へ充てることができます。

おすすめポイント

京都大学新入生の大学入学時のパソコン購入率は約86％で
す。高校と大学では大きく使い方が異なるため、大学入学時に
改めて購入されることをおすすめしています。京大生協では先
輩京大生のリアルな経験をもとに新入生へのおすすめパソコ
ンを選定しています。

● 「コワれた」ときも「コワした」ときも安心！
　4年間の安心保障（入学準備期間限定）
● 学内で修理受付ができます！
● 困ったときも生協の学内窓口でサポートします！

大学生協パソコン おすすめポイント
だから、焦って
買わないで～！

京都大学の学びで活用するためのスキルを習得しながら表現力・伝える力を養います。

京都大学の中の学び方を学ぼう！！
学部や立場を超えて京都大学の中のコト・モノ・人・知識と出逢える、ゼミ形式の講座です。

「受験英語」から「使える英語」へブラッシュアップしながら
コミュニケーション力を養い、積極的に発信する力が身につきます。

● 先輩京大生の声もとにうまれたオリジナル講座です。
● 学内で受けられ、京大生のみが対象。学部を超えた交流ができます。
● 先輩京大生がサポートします。

生協オリジナル講座 おすすめポイント

Office活用講座

X-academy

English Communication講座

京大生の三種の神器のひとつ
と言われている自転車。京大生
の73.4%が通学に自転車を使
用しています。
京大生協で提案している自転
車はキャンパス内で受け取り
ができます！ 4月以降、キャンパ
スへ登校される日に合わせて
受け取り日をご指定ください。

住まい探し
京大生協の住まい探し
は受験期から合格後ま
で行っております。

また、在学中に一人暮らしを始
める方や桂・宇治キャンパスへ
引越の際も生協がサポートい
たします。

教科書購入
例年、入学式の翌日が前期の
開講日となっており、いよいよ
大学の授業が始まります。授業
に必要な教科書は生協で購入
ができます。
組合員の方は10%offで購入で
きますので、合格が決まれば生
協加入の手続きをお忘れなく。

詳しくは
p.7

京大生のみを
対象にした

オリジナル講座を
実施しています。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

項目 自宅生自宅外生

小遣い／仕送り

奨学金

アルバイト

その他

収入計

14,740円

5,770円

34,000円

3,210円

57,720円

88,500円

11,830円

23,980円

3,400円

127,710円

収　　入

●受験、新生活準備のサポート等は早い段階から計画
的に進めていった方がいいと思います。私は1年前に1
年後の計画を立てました。入試までまだまだ期間が
あったので冷静にシミュレーションができてよかったと
思います。

●一人暮らしの準備として、オンライン授業で家にいる時に簡単な昼ごはんは
作れるように時々作ってもらいました。合格が決まってからは買い物に一緒に
行き、食材の選び方なども教えました。引っ越してからガスや電気などの支払
いや契約の仕組みを知らなかったことが判明し、愕然としました。日頃からさま
ざまな支払いなどのことを教えておくべきだったと反省しています。

●自宅通学の国立大学進学でも、3,4月に
思った以上の出費が重なりました。進学
資金の準備はかなり余裕を持った方が
いいと思います。

●大学受験には思った以上にお金がかかります。上を見たらキリは
ありませんが人並みにしてあげたいと思うのが親心ですよね。パソ
コンや周辺機器、さらに一人暮らしとなればとても足りません。どの
くらいの金額が必要なのか以外と知らないものです。もう少し早く
から計画的に用意しておくことが大事だとつくづく思いました。

食費

住居費

交通費

教養娯楽費

書籍費

勉学費

日常費

電話代

その他

貯蓄・繰越

支出計

8,610円

1,460円

5,530円

9,850円

2,810円

1,670円

5,060円

1,110円

1,840円

18,050円

55,990円

27,830円

57,050円

2,730円

11,050円

3,110円

1,540円

5,530円

3,040円

2,500円

11,730円

126,110円

支　　出

自宅生 自宅外生

自宅生 自宅外生

1ヵ月の生活費ってどのくらい？

自宅外生の生活に関する費用ってどのくらい？

2020年10月実施 第５6回学生生活実態調査より

2020年10月実施
第５6回学生生活実態調査より

★印は実際の納入金額。それ以外のものは2021年度京都大学へ入学した人の有額平均値です。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.7%

0円

5万円
まで

5～8万円
未満

8～11万円
未満

11万円
以上

5.7% 27.0% 27.0% 27.9%

自宅外生の仕送りはどれくらい？

24.2%

住まいの家賃はどれくらい？

2021年4月実施 保護者に聞く新入生保護者調査 京大回収数（358）より

調査時（2020年10月実施）にアルバイトをしていた京
大生は63.2％、1週間の平均勤務時間は10.1時間とな
りました。自分にあった勉強や課外活動との両立をはか
ることが大切です。

自宅外生は、住まい探しや生活用品にかかる費用が非
常に大きいです。受験時に住まいを決めれば住まい探し
の費用のうち、宿泊費や滞在費は節約できます。生活用
品についても、単純に約31万円が必ず必要となるわけで
はありません。実家のものを持参するなど、どんな住まいで
どんな生活をするのか・・・によって、大きく異なります。

2019年の調査と比べると食費が大きく減少しました。（自宅生
マイナス5,870円、自宅外生マイナス2,530円）また、朝食昼食
の摂取率が下がり、朝昼兼用やいわゆる15時のおやつの時
間（中間食）の摂取率が上がりました。コロナ禍の厳しい状況
で、1日3食きちんと食べている京大生が減ってしまっていると
考えられます。大学生活を健康に楽しく過ごしてもらうために、
京大生協では「きちんと食べる」ことを大事にしています。（ミー
ルシステムについてはp.11-12をご覧ください）

自宅外生の5人に1人以上は奨学金を受給しています。自宅生も
19.4%受給しており、京大生の14.2%は貸与型の奨学金を受給し
ています。主には自分の生活費や授業料などの大学納付金に充
てている京大生が多いです。

京大生の

大学入学までにいくらかかるの？
自宅外生の場合

1ヶ月のアルバイト収入

1ヶ月の食費

自宅から通うからといって費用が全くかからないわけではあ
りません。自宅生の中にも、大学生になり生活の変化に合
わせて、家具の買い替えをされたり、パソコンや教科書の購
入に費用がかかってきます。また、大学に通うには通学定
期券の購入も必要となります。通学定期券が購入できるの
は、学生証が発行されてからですので、ご注意ください。

自宅生の場合

116,000円
100,000円
549,900円
267,000円

48,200円
44,700円

204,300円
69,700円
40,900円

311,700円
28,000円
29,500円

203,500円
44,000円
64,800円

153,600円
10,000円

91,300円
39,800円

549,900円
208,100円

5,900円
ー
ー
ー
ー

77,200円
28,000円
16,400円

213,800円
9,600円

29,800円
148,100円

10,000円

自宅外生の奨学金受給率

平均 約230万円

約4.1万円

約1.8万円
平均 約140万円

約22.1％

下宿にするか、自宅から通うかによって準備が大きく変わります。

出願するためにかかった費用

受験のための費用
受験関係

住まい探し
の費用

生協加入
など

その他
費用

宿泊・滞在費

礼金・敷金

前家賃

あっせん手数料

生協出資金（入学時のみ）★

共済掛金・保険料等

入学式出席の費用

４月の生活費

予備の貯金

体育会入会金（医学部医学科、薬学部薬学科は6年で14,000円）★

入学した大学への学校納付金（入学料+授業料（前期））★

入学しなかった大学への納入金 

合格発表や入学手続きのための費用

生活用品購入費用

教科書・教材購入費用

（有額平均）

事前に

費用を見積もる。

保護者のアドバイス

Guardian Advice

18.6% 21.4% 17.2% 9.3%9.3%

5万円未満 5万円台 6万円台 7万円台 8万円以上
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物工はどんな感じやった？

物工っていうか、工学部の情報学科以外が特殊で、センターの足切
りと書類だけで審査があって、入試期間中に一度も京都大学に来な
くても試験が受けれたよ。

なるほど。じゃあ入学までに大学に行ったのって何回？

僕の場合はオープンキャンパスの時に1回。もしそれがなかったら、
一度も京都大学に来ないまま受かってるっていうことになるね。

じゃあ、その特殊じゃない情報学科はどう？

一次選考通れば面接って流れなんだけど、面接までのところは他の
工学部と一緒やけん、学びの設計書と推薦書と成績表の３つを送っ
て、それで書類通ったら面接で大学に行くって感じ。

情報だけ面接があるって感じなのか。じゃあ次は経済、まゆぼぼはど
んな感じやった？

経済はまず学びの設計書3枚を書類選考で出して、その後実際に一
次選考が通ったら大学に行って、論文試験があります。そして、その
論文試験の後はセンターの点数と足して、最後、合格発表がありま
した。だから私は口頭試問とかはないけど、学校に行って論文試験
受けるって感じだったかな。

なるほど、文学部はどうでしたか？

文学部は経済学部と似てて、学びの設計書とかの書類試験を通っ
たら論文試験があるよ。論文試験はテーマが与えられて自分の学び
の設計書に基づいて書くものが1題と、もう1題は英語と日本語の課
題論文が与えられて、その要約とそれに基づく自分の意見を書くも
のだったかな。あとはセンター試験の足切りがあるぐらいでした。

特色★　談会★

入試形態について
文系の方が論文試験が多そうですね。

そうやね。

かなでは理学部も受けたんだっけ？

現役の時に情報を受けて、浪人の時に理学部を受けたよ。理学部は
学びの設計書出して、そこから数学の試験があった。学びの設計書
は9割くらいが通ってたと思う。

理学部の数学の試験はみんなが大学でカリカリ受ける感じ？

うん、数学は大学に行って4時間こもりっぱなしで試験を受けるって
いう。

4時間！

長―い！

総合人間学部ってどうでしたか？

総人も他の文系と似てて、学びの設計書出してそこで通った人が二
次選考を受けるって感じでした。二次は他と違うのは文系問題と理
系問題を絶対どっちも解かなきゃいけないっていうところが、大きな
特徴かもしれないです。あとはセンターの足切りがあるかな。

特色の段階で文理が違うってことはなくて、みんな一緒の試験を受
けるってことですか？

そうそう、みんなおんなじ試験を受けて、文系の人でも理系の問題
解かなきゃいけないし、理系の人も小論文みたいなの書かなきゃい
けないし。

ミント：
まゆぼぼ：

かなで：

白林：

学びの設計書＆推薦書

みんなどんな感じに書きましたか？

僕の場合は京都大学入りたいってよりかは工学部に入りたかったか
ら、工学部に入りたいって熱意を込めて書いたな。あとは自分がその
ために高校時代に何をしてたかっていうのを、すごい熱烈に描いた。

かなでは理学部と情報のどっちもで1回ずつ書いてる？

うん、両方で1回ずつ書いてる。でもまぁ、2年目の学びの設計書は1
年目のやつと一緒の感じで書いたな。高校時代の実績って変わらん
し、そんなに大枠がずれることはないから。やりたいことっていうの
も結局被るから、被ったところはそのままで、先生と結構相談しなが
ら書いた。

なるほど。大体みんなって学びの設計書書くときって先生と共有し
ながらとか、先生にいろいろ教えてもらいながらやる感じですか？

そうやね。アドバイスもらってた。

私は先生にアドバイスもらってなくて、親と考えながら書いたかな。

内容に関しては親とかと話したことが大きくて、一応文章をきれい
にするために先生にちょっとだけ添削してもらったよ。

まゆぼぼはどんなふうに学びの設計書を書いてた？

私は経済学部の特色は2回、現役と浪人の時で受けてて、書いてる
内容大枠自体は一緒なんやけど、1年目は評価してもらう事を割と
意識してたんだよね。でも、2年目はそうじゃなくてもっと自分の素直
な経済学部で勉強したい気持ちとか、世の中に対して思ってる気持

ちとかを、自分の思う素直な言葉で書いたら、提出した書類の点数
は全然違った。2回目の方が30点上がって、そういうことを書いたの
が良かったのかなって思ってる。

点数開示されるんだね。

でないの、みんな？

点数としては出ないところも多いよね。

学部によってそれぞれなんだね。

大体の学部で、学びの設計書を書くと思うんやけど、そのほかに提
出するものとかあった学部ありますか？

先生の推薦書みたいなのはどこの学部も要るんじゃないかな。

理学部はいらなかった

あと、評定平均みたいなのも必要じゃなかった？

ありましたね。

その推薦書とかに例えば高校時代の実績とか書いてもらったりする
感じですか？

そうだった。僕は担任の先生に書いてもらったんだけど、担任の先生
が外部の大会の担当の先生でもあって、僕が出た大会のことをめっ
ちゃよく知ってたから、そのことを書いてもらった記憶がある。

僕は推薦書を実績のある大会の担当の先生とかにいろいろ回し
てって書いてもらってたらしい。

ミント：

ミント：

まゆぼぼ：

まゆぼぼ：

まゆぼぼ：

かなで：

白林：

白林：

きねっち：

きねっち：

きねっち：

きねっち：

プリン：

かなで：

かなで：

かなで：

きねっち：

白林：

白林：

白林：

きねっち：

きっかけ

受験生にひとこと

きねっち
3回生  法/一般/男

音楽をこよなく愛し、語り出したら止まらな

い。驚きの三重自宅勢であり、毎日2時間半か

けて登校している。下宿の予定はない。

白林
3回生  工・物工/特色/男

たれ目で温厚な見た目の岐阜ボーイ。ただし

頭の回転は速く、趣味のボードゲームを自分

で作り出そうとするほどである。

かなで
3回生  薬/一般/男

現役時は情報学科、浪人時は理学部の特色

入試を受け、薬学部の一般入試で合格すると

いう異色の経歴の持ち主。数学と物理の強者。

まゆぼぼ
3回生  経済/特色/女

様々なサークルに所属しており姉御肌でしっ

かり者だが、時折天然な一面がみられる。常

につけているスカーフがトレードマーク。

ミント
4回生  総人/特色/女

頭脳明晰、容姿端麗、冷静沈着など彼女を形

容するとそうそうたる言葉が並ぶ。あだ名は彼

女がたこ焼きの具として気に入ったもの。

プリン
4回生  文/特色/女

「なるなる~」が口癖のゆるふわ系女子。よく実

家に帰省している。プリンというあだ名だが、

好きな食べ物はうどん。

メンバー紹介

きねっち：

きねっち：

白林：

きねっち：

きねっち：

きねっち：

プリン：

きねっち：

プリン：

きねっち：

かなで：

きねっち：

かなで：

きねっち：

白林：

きねっち：

きねっち：

ミント：

特色入試を志望したきっかけがあれば聞きたいです。

単純にチャンスが倍になるってのはある。

私もそうだな、練習にもなるし。なんか多分センターのチケットみた
いなのがあったと思うんだけど、それを出すときにとりあえずAOとし
て1枚使えてお得感がない？　なんかチケットが1枚増えたみたいな
笑

ということは一般入試も京都大学に出願したってこと？

わたしはそうかな。

私は一般出してたのが京大じゃなかった。

私も違いましたよ

特色自体を知ったきっかけは何ですか？

僕は特色自体を知ったきっかけは、理学部の特色の問題を高校時代
に先生から出されたことかな。へー、こんな入試もあるんだって興味
を持った。

僕は何も考えずに高校の時大会に出てて、それは入試に使えないと
思ってたから、親にもそれは使えないんだって言ってたんだけど、知
らないうちに親がそれを使えるとこを探してきてくれて、あっ京都大
学使えるんだってことで初めて知った。

私も高校入ってすぐくらいに、親が見つけてくれた。京大の特色入試
なんてとんでもなくすごい人しか受けられないんじゃないかなって思っ
てたけど、試験の内容とか見てたら、私の得意な論文試験だったから、
これは自分にすごい向いてるんかなって思って、高3の春に真剣に受
けるのを考え始めたかな。実際、高校でもいろんな活動をやってたか
ら、それをもとにやってもいいかなっていうのを思ってやり始めた。

こんな立派な人たちの後に言うのすごい申し訳ないけど、私はもと
もと京大に全く興味がなくて、高3の夏に友達になんか面白いのあ
るらしいぞ、お前も一緒に受けん？　みたいな感じで誘われて。その
ころちょっとやりすぎて勉強に飽きてきてたのもあって、ちょうどいい
かなっていうくらいのノリで考え始めたのがきっかけ。

夏で間に合うんですね。

なんか総人は一次選考が緩いところもある気がするけど、学びの設
計書がそれぞれのテーマごとに400字～600字書くだけで、私たち
の代は一次選考は全員通ってたと思うな。結構気軽な感じで出せる
学部なのかもしれないってことで、総人らしさがあるかも。

試験が二次選考であるからそっちの方が割と重めなんですかね？

そうそう、二次選考が勝負かな。

ミント：

ミント：

ミント：

ミント：

ミント：

まゆぼぼ：

まゆぼぼ：

かなで：

かなで：

白林：

白林：

きねっち：

きねっち：

プリン：

かなで：

きねっち：

特色入試は入試ではあるけど、京大に行きたいというモチベーショ
ンを上げてくれるものであると思ってる。学びの設計書とかで自己
を見つめ直すという機会も手に入れることができたから結果的には
落ちても特色入試は良い経験だったかなと思います。

特色入試を受験する過程で、自分の学びについて真剣に考えられ
たことが今活きているかな。これを読んでくれている人の中にも、
きっと京大での学びに対して熱い思いを持っている人がたくさんい
ると思う。そういった気持ちを伝える機会としても、特色入試を受け
ることを視野に入れてみるのも良いのではないでしょうか。

「意欲買います」っていうポスターがあるんですけど、まさにそんな感
じで自分のやりたい事がはっきりしてて、京大でそれをやってみた
いっていう熱意があれば細かいことは気にしないで受けてみても良
いと思います。一般入試では点数でしか評価されませんが、特色で
はもっと広い範囲で今までやってきたこと、これからやりたいことを
見てもらうことができると思います。

特色入試を考えるに当たって、私もそうだったけれど、自分には大し
た実績もない、京大の特色なんてすごい人しか受けないって思って
る人も多いんじゃないかなと思います。でも自分でも知らない自分の
特色を京大が評価してくれる可能性は十分あります。先入観で自分
の限界を決めずに、ぜひ挑戦して欲しいです。みなさんの努力が実
を結ぶのを願っています。

今となっては、受験期にどうして京大に来たいか、文学部で何をした
いか、将来どうしたいか、じっくり考えることができて良かったな。学
部にはよるかもしれないけど、想像以上に気軽に受けられるものだ
し、受験チャンスも増えるから、もし悩んでいるならぜひチャレンジし
て欲しいです。もちろん受験するには余裕も必要だけど、特色入試
のための時間や経験は決して無駄にならないと思うよ。

一般入試しか受けていない自分にとっては特色入試合格の人はす
ごいなと感じるし、今回5人の話を聞いて特色入試は自分について
しっかり考える機会にもなるものだと思ったね。また、自分の思って
いるよりも特色入試へのハードルは低いと感じたので、少しでも考
えてる人や悩んでる人は挑戦してみても良いのかな。

ミント：

まゆぼぼ：

かなで：

白林：

きねっち：

プリン：

TOKUSHOKU  ZADANKAI
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合格 体験記！

　心がけたことは活動内容を詳しく書
きすぎないことです。もっと詳しく話を
聞きたいと思ってもらえるように活動
内容をざっくり書き、私自身がどのよう
に成長したかについて書きました。志
望理由は京大薬学部に本当に通いた
いと思っていないと書けません。自分
がなぜ京大薬学部にこだわるのかに
ついてその良さを書き出し整理しまし
た。自分の意思を再確認できたことが

良かったです。将来については正直専
門知識なんてこれっぽっちも持ってい
なかったので自分が思う大学生活でや
りたいことについて書きました。今見
直したら本当に浅いことしか書いてい
なくてびっくりしました。

　筆記試験はとにかくすべての問題
の答案を8割以上埋めることだけを考
えていました。どれだけ問題に取り組
んで自分の意見が書けるかを問われ
ていたのかなと思います。面接は緊張
しますが、特色入試なんて人生で１回し
かないので楽しもうという気持ちで挑

みました。1回目の面接が終わってゆっ
くりしているともう一度呼び出されて
びっくりしたのを覚えています。まさか
面接が2回もあるなんて思いもしませ
んでした。しかし、2回目（面接官は違
う）の方が逆に落ち着いて話せたとい
う記憶があります。

　特色入試を受けると自分を見直す
機会になるのでより一層受験勉強に
身が入るし息抜きになります。準備が
大変だとは思いますが特色入試を受
けて良かったと今は思えるので頑張っ
てください。

学びの設計書について

受験生へのメッセージ
試験の思い出

合格
体験記
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　これを見ているということは、あなたは少なからず京都大学を志
望しているのだと思いますが、あなたの志望理由は何ですか？「特に
明確な理由はないけれど、とりあえずレベルの高い大学に入ってお
きたいから」そう思ったあなた、私と同じです（笑）
　私は高校1年生くらいの時から、進路を学校や塾で聞かれること
が増え、上記のような理由で京都大学を志望し、科学が好きだから
と言う理由で理学部を志望していました。
　すごくいい加減な決め方ですが、初めはそんなもんでいいので
は、と思います。やりたいことが決まっている方はそれに適した進路
に進めばいいでしょう。しかしそれ以外の方はやりたいことを考えた
り、探したりするよりも、とりあえずレベルの高い大学を目指して勉
強するほうが、いい結果が待ち受けていると思います。そして進路を
仮決めして、そこに進んでいると、進む前には知らなかった情報が
入ってきたりして、また新たな道が見えてきたりするものです。私は総
合人間学部という新たな道が見えて、今はそちらに進んでいます。

 　次に皆さん、勉強法を勉
強しましたか？これ、結構大事
です。これを勉強したか否か
では同じ時間勉強しても、雲
泥の差が生まれます。私は本
やYouTube、ブログなどで勉
強していました。皆さんもこれ
らから学んでいただければい
いのですが、私からも1点だけ
大事ではないのかなと思って

いることを述べさせていただきます。
　全ての教科でインプット中心の勉強ではなく、アウトプット中心の
勉強を心がけた方がよいということです。例えば、参考書とはとっと
とおさらばし、問題集中心の勉強を心がけた方がよいと思います。
勉強しているわりに結果があまりでない人はインプット中心になっ
ていることが多い気がします。何を隠そう、私も初めはそうでした（笑）
 　もう一点。皆さん、最後まであきらめないでください！2020年度の
入試は初日に行われた数学がかなり難しく、私は全く自分の思うよ
うに解くことができず、はっきり言って初日で落ちたことを確信し、落
ち込んでいました。しかし、ホテルの部屋に置かれていた、そのホテ
ルの社長が書いた本で１８０度考えが変わりました。その本にはピン
チをチャンスに変えてホテル事業を成功させた話やその秘訣など
がかかれた、社長には失礼ですが、ありきたりな自己啓発ものだった
のですが、この時の私にはささりました。「こんなに難しかったのだか
ら、みんなもできてないに違いない。つまりこれはピンチなのではな
く、数学で差をつけられずにすんだチャンスなんや」と切り替えるこ
とができ、翌日自分の力を出し切り、見事合格することができまし
た。皆さんもセンター試験、本試と受ける中で自分の思うように解け
ない教科がきっと出てくると思います。しかし、切り替えて最後まで
あきらめないでください！
 　最後に一言。皆さん、無理のしすぎはよくないと思います。皆さん
何のために勉強しているんですか？自分の人生を豊かにするためで
すよね？じゃあ現在の人生も豊かにしなくてはいけないと私は思い
ます。自分のマックスパワーの8割くらいの力で毎日コツコツと勉強
し、残り2割で好きなことをするのがストレスもかからず、そして結果
的に一番勉強でき、精神的に豊かな生活をおくれると私は思って
います。私も京都大学で夢に向かって頑張っています。お互い、コツ
コツマイペースに頑張りましょう！
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　昔からテレビでクイズ番組などを見てい
たため、京大をどこかで意識していたよう
な気がします。京都大学を実際に目指そう
と考えたのは高校1年生の時でした。クラス
の周りの子も目指す子が多くごく自然な流
れで決めました。（私の成績はあまり良くな
かったです。）高校3年生になっても思うよ
うに成績は伸びなかったのですが、その頃
には京大に行きたいという意思が強かった
ので浪人を覚悟した上で京大への受験を
決めました。

＜現役時＞
　勉強をしっかりと見てくれる高校に通っ
ていたため、課題も多く、理解が追い付い
ていなかった私は他の人より解く時間もか
かり、理解も追いつかないという悪循環を
招いてしまっていた気がします。学校の授

業の流れに乗れず、とりあえず問題を解い
ている、という感じでした。何が自分に足り
なくて、今、何をする必要があるのかが分か
りませんでした。

＜浪人時＞ 
　現役時に比べ、自分で勉強をする時間が
増え、勉強をする前にこの勉強は何のため
にするのか、意味付けをしながら勉強する
ようになりました。自分の中で現役時にど
の教科も自信をもてる教科がなかったの
で、とりあえず英語と数学を3月後半から勉
強し始めました。数学はIAⅡBを網羅した薄
い参考書を決め、そこに載っている問題は、
見た途端に頭で解答への道筋を立てられ
るまで毎日見るようにしていました。塾で出
た問題も模試で出た問題も、参考書に載っ
ている問題のこの要素を使って解いている
んだな、と確認しながら解くようにしていた
ら夏までに数学は得意科目になっていまし
た。 英語で大事なことは音読かな、と思い
ます。最後まで自信がなく心配だったので
すが、やりたくない時も句や節を意識しな
がら毎朝音読を20~30分するということだ
けは決めて続けていました。
　国語と世界史は塾のカリキュラムに沿っ

てその予習復習でまかなっていました。世
界史の一番の勉強法は教科書を何回も読
んで内容を染みつかせることだと思いま
す。教科書のあそこに書いていたな、と思え
るくらい読めたら良いと思います。

　現役時、勉強が自分の中で伸びたなと思
い始めたのが高校3年の12月とかでとても
遅かったことは覚えています。直前でセン
ターはそれなりに伸ばせたけど、2次の勉
強は全然追いつきませんでした。2次試験
の行われる2週間前にやっと自分は何が出
来ていないのかが分かり始めて、不思議に
も試験を受ける前にもう1年勉強したいと
いう気持ちになっていました。

　私自身、受験は決して楽なものじゃな
かったです。成績が伸び悩んで勉強を辞め
たくなることもあると思いますが、自分を信
じて継続することが1番大切です。時間がく
れば受験は終わり、楽しい大学生活が待っ
てます。それまで、後悔のないよう頑張って
ください。

合格
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　私が京大を志望したのは２年の年度末く
らいだったかと思います。将来何になりたい
かも決まっておらず、自分が学びたいことが
学べるかを基準に大学を選びました。年度
末までは名古屋大学を志望していましたが、
年度末にかけて成績が上がっていき、京大
も狙えるだろうということで志望を変えまし
た。3年生の時に行ったオープンキャンパス
で、学びたいことが学べる、と思ったことも決
め手となりました。私が学びたかった学問を
教えている大学は少ないのですが、京大文
学部にはその研究室があり、様々な学問に
触れられるのも京大の魅力の一つかなと思
います。

　あまり人にアドバイスできるような勉強方
法はしていないのですが、強いて言うなら基
礎はしっかり固めておくように心がけていま

した。当たり前のことですが、案外身について
いなかったり理解が不十分だったりするもの
です。私は一浪して合格したのですが、現役
時に使っていた参考書を浪人生の冬休みく
らいに見返すと、なぜこんな基礎的な知識が
身についていなかったのかと愕然としまし
た。ついつい新しい知識に手を伸ばしがちで
すが、その前に基礎を十全に固めましょう。
京大の入試は全てが難しい問題というわけ
ではないので、ふと易しめの問題が出た時に
それを取りこぼさないようにしましょう。それ
が合格か不合格かを分けるかもしれません。
重要語句などは単語帳にして登下校で何
度も詰め直しました。基礎的な知識といって
も何もしなければ忘れてしまうので、定期的
に確認することが大事だと思います。

　一浪して合格したと上記で述べましたが、
１度目の入試の時に英語の傾向が変わって
かなりパニックになった覚えがあります。傾
向が変わるかもしれないと先生から言われ
ていたにも関わらず、いざ問題文を見ると傾
向の違う問題が出ていて、激しく動揺しまし
た。心臓がバクバク煩かったのを今でも覚え

ています。傾向の変わった問題にその場で完
璧に対応することは至難の業でしょう。対策
する余裕が無ければ、問題の傾向が変わっ
たときに少なくとも時間配分の見直しくらい
はできるように、試験開始直後に問題をざっ
と見ておくのが良いかなと思います。

　合格というゴールに向かって、長いスパン
で努力を重ねていくのはとても大変なことだ
と思います。やる気が保てなくなったり、模試
の判定で落ち込むこともあるでしょう。私自
身、低い判定に何度も不安になりました。精
神が不安定な時に勉強を重ねると、問題が
解けないと更に落ち込んだりします。勉強で
メンタルが回復できる方は、そのまま勉強し
ましょう。そうではない方は、焦る気持ちを抑
えて息抜きしましょう。ふと空を見上げてみた
り、甘いものを食べたり、少し勉強から離れ
るだけで案外心が落ち着きます。今年はイレ
ギュラーな事態が起こり大変なことも多かっ
たでしょうが、あなたなりに勉強をしっかりや
れば大丈夫です！努力は裏切らないとは言え
ませんが、努力しておけば良かったと悔やむ
ことのないように。頑張ってください、応援し
ています。
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京大を志望した理由とその時期

受験勉強の仕方

京大を志望した理由とその時期

受験勉強の仕方

受験時の印象的なエピソード

受験時の印象的なエピソード

受験生へ一言

受験生へ一言

がんば
れー！

薬学部薬学科
2020年特色入試合格

教育学部
2020年一般選抜合格

文学部
2020年一般選抜合格

総合人間学部・理系
2020年一般選抜合格

現役京大生の

「
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参考にな
るー！

GOUKAKU
TAIKENKI

こちらに掲載できなかった合格体験記は

受験生サポートWebで
ご覧いただけます！



GOUKAKU TAIKENKI

京大生協は受験生と保護者を全力でサポートしています！ 

遠慮せず
頼って
ください！

京大生協問い合わせ先

■ 生協全般について
075-753-7640
平日10時～17時（土日祝休み）

■ 住まいについて
075-771-0823
平日11時～17時（土日祝休み）

■ 受験宿泊企画内容について
075-771-6289
平日11時～16時30分（土日祝休み）
※予約申込、空室状況の問い合わせは
　P.5をごらんください。

京大を志望する
受験生と保護者を
応援しています!

京大生協は

合格までの保存版2022
道京大への

KYODAI eno MICHI

京都大学生活協同組合

は
コ
コ
か
ら
始
ま
る
。

   京大合格のためにおさえたい
受験生のための４つのサポート！

京大受験のお守りに！

京大生協公式LINE

先輩京大生がサポート！

住まい探しは京大生協で

受験時の「宿泊先」を

京大生協で予約しよう

京大生協から受験期直前～合格後にお届けする情報

受験生パック/やったね！袋

保
護
者
の
み
な
さ
ん
の

お
役
立
ち
情
報
あ
り
ま
す
。
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　京大を志望した時期は、高2の冬頃です。当時は、毎日部活の野
球に打ち込んでいて、大学のことなんて全く考えておらず、なんとな
く卒業してなんとなく就職しようかなって思っていました。大学に行
きたいと思い始めたのは、ひょんなことから経済と経営を学んでみた
いと思ったからです。そこで経済と経営を一緒に学べる大学を探し
始めたのですが、調べていくうちに、経済学部が文系であるという衝
撃的な事実を初めて知りました。根っからの理系の僕はショックを
受けましたが、そんな時、京大を見つけました。経済学部経済経営
学科+理系受験！希望を見つけました。それから“自由の学風“にもな
んとなく憧れがありました。そうして京都大学経済学部を受験する
ことに決めました。もちろん京大に入ることが簡単なことではないこ
とくらい僕にもわかっていました。周りには当然馬鹿にされました。
　こうして僕の受験生活が始まるのですが、決して楽なものではあ
りませんでした。これまで高校の授業をまともに受けたことがなかっ
たので文字通りゼロからのスタートです。幸い数学は好きだったの
で、これまで自分で多少の学習をしていましたが、数学以外に関し
ては無知同然だったので、まずはそれぞれの科目の勉強法を調べ
て、おすすめの参考書に片っ端から取り組んでいきました。その後
は、過去問を取り掛かりました。僕の場合、実力ついてから過去問に

取り掛かろうと思ったらいつまでたっても解けないので、ここは割り
切って早めに始めました。習うより慣れよ、です。
　受験期の印象的なエピソードとしては、センター直前、覚えたこと
を忘れるのがいやでテレビを一切見ないようにしていました。音楽
も歌は聞かず、聞いていたのは英語のリスニング音声とピアニスト
辻井伸行さんのピアノだけです。中学生の時は受験前ですら一日三
時間以上テレビ視聴が欠かせなかったので、人間って目標のためな
らこんなに頑張れるのだなと自分でも驚きました。
　最後になりますが、受験生のみなさんに伝えたいこととしては、ま
ず、睡眠はしっかりとってください。一時期僕は一日4時間半の睡眠
で過ごしていましたが、一か月ほどしたころ、得意だったはずの数学
が全然できなくなったことに気づいて恐ろしくなりました。それから
はちゃんと寝るようにしました。睡眠は思ったより大切です。僕もそう
でしたが、たくさん寝るのが不安だという人は昼寝をすることをおす
すめします。昼食後の10分昼寝するだけでもだいぶ変わります。ちな
みに僕は、受験前は毎日1時間の昼寝をしていました。なかなかいい
ですよ。あとひとつ、どうかみなさん自信をもってください。知識ゼロ
の僕でも、独学で、一年で合格することができました。みなさんにで
きないはずはないです。最後は気持ちです。見かけでもいいんです。
だれよりも強い気持ちさえもっていれば何とかなります。僕は何とか
なりました。自分を信じてください。
京都大学でお待ちしております。

合格
体験記
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合格体験記！先輩京大生の

受験宿泊
試験の日は京大まで
お送りします！

保護者相談所
受験に関する保護者ならではの悩
みや不安、ありますよね。先輩京大
生が、受験生・京大生の両方の目線
からお答えします！

大学生活準備センター
パソコンやプリンター等の実機を展
示しています。実物を触りながら、
先輩京大生がアドバイス！

入学準備説明会
入学準備の第一歩！合格したら、
まずは入学準備説明会に参加し
よう！

受験時学内活動
道に迷った、場所が分からない、
学食の営業は…？などなど、キャ
ンパス内で困ったことがあったら、
黄色いジャンパーの生協スタッフ
にお声かけください！

住まい探し
お部屋探しも、先輩京大
生がお手伝いします！

友達作り
入学前の友達作り企画
もあります

僕たち先輩が
待ってるよ！ ご不明なことはご遠慮なく

お問い合わせください。




