
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
075-752-2431
平日11時～17時（土日祝休み）

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

KYODAI eno MICHI

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。

京大への道

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」を予約しよう
京大生協で

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

受
験
生
と
保
護
者
の
み
な
さ
ん
の

お
役
立
ち
情
報
あ
り
ま
す
。

Support  1

Support  2

Support  3

Support  4

2023合格までの保存版　高校２年生の秋に、友達と京都に旅
行に行った際に訪れた京大の雰囲気
を見て京大志望を決めました。関東の
学校ということもあって、周りの友達の
多くが東大や一橋、東工大、医学部を
第一志望にしていたことへの反発も
あったかと思います。

　言い古された言葉ではありますが、
基礎を中心に勉強を行いました。私は
中高一貫の高校に通っており、高校３
年生まで勉強を行ったことがなかったた
め、高校の授業の内容が２年生までは
なにを言っているのかが分からないとい
うこともあって、自然と自学自習中心の

勉強となりました。周囲よりも遅れてい
るという自覚があったため、どのように
勉強したら効率よく京大の試験で点数
を取ることが出来るかということを考え
ながら勉強を行いました。とはいっても
京大特化の勉強を行ったのは基礎を
一通りやり終えた秋からで、それまでは
京大の試験には直接は出ない英文法
などの基礎的な内容を繰り返し行い，
直前期にも見直していました。何度も
言いますが、基礎を大切に勉強するの
が何よりも大切だと思います。

　自分の場合，直前期にコロナにか
かったのがなによりも大きく印象に残っ
ています。結局2月２０日まで二週間近く
寝込んでいたために最後の追い上げが
できなくて半ば諦めかけていたのです
が、その分リラックスして試験に臨むこ
とができました。合格するかは最後まで

分からないということを強く実感しまし
た。

　受かった今だからそんなことが言える
のだと思うかもしれませんが、今振り返
ると受験勉強は楽しかったです。もちろ
ん判定が悪かった時やサボってしまった
時の自己嫌悪はとても大きく辛いもので
した。しかしそれ以上に、それぞれが独
立した点と点のような基礎的な内容が
繋がって線となった時に感じた快感、友
達と放課後まで残って勉強して見た夕
焼け、難化に難化を重ねた共通テスト
試験後に慰めあった記憶、そのどれもが
今となっては良い思い出です。努力は裏
切らないとは言いませんが、十分な努力
をしなかったという後悔が残らないよう、
支えてくださる方への感謝を忘れずに
頑張ってください。

文学部
2022年一般選抜合格

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

受験生へ一言
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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！

・・・・・・・・ 3
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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・新
入生応援サイトのコンテンツ作成
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 _ jusapo

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

学生座談会

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・新入生応援サイト
● 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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2023年度向け情報

随時更新中!

Tw i t t e r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・11）
・ 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（2/27）
・ 合格発表までの過ごし方（3/4）

■ 2022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）
・ 受験宿泊について・オープンキャンパス企画のお知らせ（7/30）
・ 京大生の年間スケジュール・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・京大生の勉学事情（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、新入生応援サイトについて）（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・新入生応援サイト

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 2023　ほか

受験生・保護者の方、
一緒に見てほしい！

・ 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LIN E

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。

※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

私たちもおススメします！ 

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

2021年度コラム読者の声

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
▶ 受験生サイト更新案内…

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。受験宿泊をはじ

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。2023年度版はすでにオー
プンしており、随時更新しています。

受験生サポート事務局

受験生・新入生
応援サイト2023

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！

7月～9月：隔週金曜日　10月～翌年2月：毎週金曜日
コラムの更新通知をお送り予定です！

7月～11月：隔週金曜日　12月～翌年2月：毎週金曜日
コラムの更新通知をお送り予定です！

@ku _ jusapo

LINE

●受験生の親としていろいろな京大受験の情報を
得られ、コロナ禍で行動制限もある中、とても心強
かったです。ありがとうございました。

●大学を身近に感じられ、とても楽しく拝見させてい
ただきました。ありがとうございました。

●地方公立高校の現役生のため、自力で入手で
きる情報には限りがありました。京大生協のラ
インを通して、大学の情報を知ることができて
助かりました。

●コラムで受験のモチベーションを保つことがで
きました！

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。

更新情報はP.3記載のLINEで配信します。ぜひお友達登録を！

保護者受験生



5 6

2022年9月7日（水） AM 10：00～（予定）

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

受付開始

お問い合わせ先

京大生協　受験宿泊 検　索

2023年度

一般選抜 受験宿泊 のお申込みは…

POINT  1

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 800円（税込）

※宿泊をお申込みの方（受験生のみ）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。

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

!
▶ 

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、大学入学共通テスト後には
 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

2022年10月3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

ku-travel.d@univ.coop

平日／11：00～17：00　 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
キャリア＆トラベル

お問い合わせ先

ホテルアゴーラ京都四条
京都市営地下鉄「四条」24番出口より徒歩約7分

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。

実際に利用した学生・保護者の声

試験の集合時間に遅れないよう京

都大学までお送りします。慣れない

土地で道に迷ったり、公共交通機関

を乗り間違えたりなどの不安が解消

されます。試験終了時間が学部に

よって異なるため、大学から宿泊先ま

での帰り道は各自となります。

▶ 

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。

2023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。（2/25、2/26のみ）

POINT  2

大学に近い宿泊先を希望される方

が多いですが、キャンパスは住宅街

の中にあります。大きな荷物を持っ

て長距離を移動する負担も考慮し

て、経由される方が最も多い、京都

駅からホテルまでのアクセスも

チェックした上で選定しています。

宿泊するホテルは、
上洛するところから
吟味をしています。

POINT  3

大切な受験を控え、「泊まれれば良

い」というのではなく、生協職員とホ

テルで入念な打ち合わせをし、設備

や対応なども確認をして、安心して

宿泊できるホテルを厳選しています。

安心して
宿泊できるホテルを
厳選しています。

POINT  4

事前に申込まれた方には、当日に

試験会場付近で「受験生弁当」を

お渡しします。休憩時間にお店を

探したり、キャンパス内・外で迷っ

てしまったりの心配がありません。

また、ホテルからの荷物も減らすこ

とができますので、受験生の負担を

軽減できます。

希望者には
「京大生協受験生弁当」を
ご用意します。

午前10時以降の到着分から
受付させていただきます。

! 特色入試の受験宿泊には、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）

・上記代金には朝食が含まれている、お一人様当たりの料金です。
・宿泊代金のお支払いは宿泊日当日の現地精算となります。
・京都市宿泊税は含まれていません。現地精算をお願いします。

※6月末時点で特色入試の日程が発表されていないため、上記
代金は予定価格です。試験日程により価格が変更される場
合がございます。

※1次通過の結果が判明するまで、取消料不要の特別対応をさ
せていただきますので、安心してお申し込みください。

※2/24（金）、2/25（土）の宿泊料金となります。
　2/23（木）、2/26（日）の宿泊料金につきましては、ホー
ムページをご確認ください。

※ホテルによっては「食事なし」のプランもございます。
ホームページをご確認ください。

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

日昇館尚心亭（風呂あり）

ハートンホテル京都

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

15,150円

12,400円

13,150円

10,400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

14,520円
11,020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

ホテルモントレ京都

シングル

ツイン

朝食付

2食付

2食付

朝食付

25,800円

20,800円

22,200円

17,200円

ANAクラウンプラザホテル京都

シングル

ツイン

朝食付

2食付

2食付

朝食付

24,200円

19,800円

22,000円

17,600円

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

15,500円
10,000円

シングル 朝食付

ツイン 朝食付

アルモントホテル京都

16,000円
12,000円

ダイワロイネットホテル京都グランデ

シングル

2食付

2食付

朝食付
ツイン

朝食付

22,600円
18,200円
19,400円
15,000円

●受験日の宿泊サービス・送迎サービス
は本当に助かりました。合格できた大き
なポイントでした。

●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。

●京大生協さんは、カタログの取り寄せも
早くから可能だし、公式LINEも参考にな
るし、受験宿泊も取りやすかったので満
足です。ホームページもわかりやすく、大
変お世話になりました。先輩の声も沢山
記載されているのも良いです。

13,200円

8,800円

11月 平日

14,300円

9,900円

休前日

シングル（朝食付）

ツイン（朝食付）

8,470円

7,865円

12月 平日

9,680円

9,075円

休前日

シングル（朝食付）

ツイン（朝食付）

京都大学までのアクセス
京都市営バス201系統（祇園・百万遍行）
「四条堀川または四条西洞院」～「京大正門前」：約30分
※京都大学の周辺にはホテルがほとんどありません。
　四条エリアは京都駅と京都大学の中間にあり、便利なエリアです。



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2022年度入試の内容です。2023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！

住まい探しの
情報を得る。

住まい探しは大学生活準備センターで！
2023年2月上旬より営業いたします。（予定）

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。

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/

●住まいを紹介して頂きました。大学の学生さ
んが住まいの事だけでなく、パソコン、iPad、
自転車、大学生活の事など、色々とこちらの
質問に丁寧に答えてくださり、とても参考に
なりました。ありがとうございました。

●住まいの紹介は、地図や部屋の様子が細
かく掲載されていたので、探すのも決めや
すかったです。大学生協へ実際に住まい探
しに行った時には、お世話して下さった皆
様が大変に優しく、丁寧で、的確で、良いマ
ンションも見つかり、大満足でした。お世話
になりました。有難うございました。

●じっくり相談したかったので、できる
だけ混まない平日を選んで2/15に、
遠方から会場に行きました。バイト？
の学生さん達が丁寧に対応してくれ
て、学生さんならではの意見も聞け
て参考になりました。最初の希望は
通りませんでしたが、結果とても良い
物件に出会えて満足しています。あり
がとうございました。

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

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。

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2022年度のものです。

京大生協受験生・新入生応援サイトで請求をお願いします。

●  入学準備読本〈受験～合格編〉
受験時の住まい探しをはじめとする企画だけでなく、
合格後の入学準備に向けて、事前に知っておいてほし
いことや、京大生協が主催するイベント（入学準備説
明会など）のご案内を掲載しています。
受験生本人へも、先輩京大生による合格体験記や応
援メッセージなどをお届け予定です。ぜひご家族皆さ
んでお読みください。

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

請求開始は京大生協公式LINEアカウントでご案内いたします

請求方法

2023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

● 学生スタッフの皆様の対応が親切で、好感が持てまし
た（3月11日）。

● 学生スタッフが頑張っていた。子供からしたら、身近で
いろいろ聞きたいことが聞きやすかったようだ。

● 入学前に自転車を生協で購入し、引き渡しはおそらく
学生さんバイトの方たちだと思うのですが、とても丁
寧に応対して頂きました。その時が初めて入学する大
学の学生さんにお会いした場だったので、良い大学に
入学できたなと安心しました。

● 学生さんの案内は親の目からすると、とても微笑ましく
有り難かったです。

●  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！

※2022年度入学者へお送りしたものです。

京大生協受験生・新入生応援サイト

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

京大への道2023を資料請求いただいた方は、追加での資料請
求は不要です。資料請求以外（高校や予備校で配布されたもの
など）でお読みいただいている場合は、別途受験生パックのご請
求をお願いいたします。

※受験生パックの請求は2023年1月より開始予定です。



上記は2022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（木）
12：00合格発表
（Webサイトで確認）

3月14日（月） 入学手続き締切

3月13日（日）
3月12日（土）

3月16日（水）

3月17日（木）

3月23日（水）

3月24日（木）

3月25日（金）

3月26日（土）

3月19日（土）

3月20日（日）

3月11日（金） 「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（日）

初期登録
勉学相談会（オンライン）

初期登録
勉学相談会（オンライン）

3月15日（火） 入学準備説明会（ナイトタイム）

3月27日（日）

入学準備説明会（オンライン）
新入生オンライン交流会

入学準備説明会（オンライン）
※法学部特色入試合格者が対象

3月21日（月）

3月22日（火）

3月28日（月）

3月29日（火）

3月30日（水）

3月31日（木）

4月1日（金）

4月2日（土）

学生証交付スタート

4月6日（水） 健康診断・ガイダンス

4月7日（木） 入学式

4月8日（金） 前期開講（開講時から原則対面講義）

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（22日まで）

4月4日（月）

4月5日（火） 健康診断・ガイダンス

3月18日（金）
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」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。

おすすめ期日

2022年度は1,500組以上の申込がありました。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、Zoom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。
2022年度はオンラインで開催しました。

週末は忙しい方のために、平日の夜間にも開催をしました。仕
事終わりや家事がひと段落した後にご参加いただけたらと思
い、19時スタートとしたところ、300組弱のお申し込みをいただ
きました。

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

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、2022年度
新入生に関わるスケジュール
を見てみよう！

初期登録
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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！ 
● 食堂のご利用や、購買の食品、書籍のご利用でポイント還元！
　文房具は定価の20％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
返還いたします。

共済・保険

大学生の間に経験できる“いろんな体験”に安心してチャレ
ンジできるよう、大学生活にあった保障内容の学生総合共
済・学生賠償責任保険へ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

● 学内の生協窓口で相談可能
● こころの健康もサポート
● 卒業後は新社会人コースへの継続可能

学生総合共済おすすめポイント

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

＜ 2022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で確認できます。
　 ※保護者の方もWebで確認できます。
● 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

京大生のためのPCスキルアップ講座

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72.3%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、書籍だけでなく
教科書もポイント還元がありま
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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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

14,200円

9,390円

31,080円

3,160円

57,830円

87,400円

11,120円

25,040円

5,250円

128,810円

収　　入

●学費の準備は子供がかなり小さい頃からしていま
した。一人暮らしをする予定だったので、一人暮ら
し用の鍋や食器の準備は早いうちにしていて、お
値打ちな物があれば少しずつ買い揃えていました。

●学費や生活基盤を整えるには想定以
上に出費がかさむので、事前にかなり
貯蓄していなければならないと身を
もって経験しました。

●準備がほぼ終わった今振り返ると、想像していた以上にお金がかかっていたことがわかりました。受験校や受験数を選ぶ当時は子どもの
状況に合わせて、なるべく叶えてやりたいと思っていました。しかしある時は使いすぎ？ある時はいやいや本人の希望が1番など、親がお金
のことで揺れる可能性はあったなぁと思います。受験時に子どもがお金のことばかりに気を遣わず、受験だけに集中するには、貯金が重要
だと改めて感じました。

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

10,110円

540円

7,440円

9,390円

2.700円

1,560円

4,240円

1,050円

1,760円

18,450円

57,240円

24,090円

60,070円

2,940円

10,840円

2,530円

2,040円

6,200円

2,640円

2,270円

15,750円

129,370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？

2021年10月実施 第５7回学生生活実態調査より

2021年10月実施
第５7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2022年度京都大学へ入学した人の有額平均値です。

2022年4月実施 保護者に聞く新入生保護者調査 京大回収数（325）より

調査時（2021年10月実施）にアルバイトをしていた京大生は
68.9％、1週間の平均勤務時間は9.3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。

2020年の調査と比べると、自宅生は食費が増えたものの、自
宅外生は2019年の調査から減少し続けています。2020年の
調査では中間食の摂取率が高くなっていましたが、2021年度
の調査では朝食・昼食・夕食の摂取率が高くなり、「1日3食」
食べる京大生が増えたように思います。ただ、「節約したい項
目」で食費は1位に挙げられていることから、満足な食生活を
送れている京大生は多くはないのが現状です。京大生協では
節約されがちな食費を事前にまとめてお支払いいただくこと
で、食費を削られることなくご利用いただくことができる「ミールシ
ステム」をご提案しています。（ミールシステムについては、
p.11-12をご覧ください）

奨学金を受給されている京大生は21.2％となりました。うち、11.7％は貸与型の奨学金を利用しています。
主には食費や家賃等の生活費や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

110,300円
97,000円

549,900円
247,100円

39,700円
43,700円

287,300円
316,400円

28,000円
217,800円

38,600円
70,600円

112,800円
134,600円

10,000円

84,500円
37,300円

549,900円
225,500円

7,900円
ー
ー

88,500円
28,000円

204,700円
14,200円
36,400円
37,800円
87,200円
10,000円

奨
学
金
受
給
率

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

3.3%

0円

5万円
まで

5～8万円
未満

8～11万円
未満

11万円
以上

10.7% 15.6% 35.4% 18.9%

自宅外生の仕送りはどれくらい？

平均 約230万円

約3.9万円

24,090円
10,110円

平均 約140万円

約21.2％

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

入居のための費用

生協出資金（入学時のみ）★

入学式出席の費用

４月の生活費

予備の貯金

大学生協への支払い費用

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

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

18.4%

住まいの家賃はどれくらい？

21.0% 19.3% 13.3% 10.0%10.0%

5万円未満 5万円台 6万円台 7万円台 8万円以上

自宅生

自宅外生
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学生座談会

志望動機

部活動はいつまでやっていた？

志望理由は、高1ぐらいのときに、レベルの高いオーキャンにいろいろ
行ってみようと思って、京大に来たのがきっかけです。京大のオーキャン
に来たときに、そのころはキャンパス内で結構サークルとかの活動をして
いるのを見て、すごい楽しそうだな、キラキラした大学生になれるなと
思って、ふわっと京大という選択肢が高1のころ生まれました。そこから
私は、化学がすごい好きだったのとあと医療系にもちょっと興味があっ
たので、薬学部にしました。京大の出題形式とかもわたしには結構合っ
ていて、数学とか理科が得意だったので京大でいってみようって感じで
した。

なるほど、ではキャミ－さんはどうですか？

志望理由は、小学2年生のときかな。テレビでロザンの宇治原さんが活
躍されているのを見て、自分も宇治原さんみたいになりたいから京大に
行きたいというのをずっと言ってた。中学受験とか高校受験とかも乗り
越えて、京大に入るということになったかな。学部に関しては、自分がア
ナウンサーになりたいというのがあって、自分で勉強しにくそうなのは経
済かなと思ったから、ロザンの宇治原さんは法やけど、自分は経済に行
くことにしたという感じです。

小学2年生から考えてるなんてすごいね！
僕なんか、小２のころカブトムシしか見てなかった（笑）

同じ経済学部の的くんはどんな感じですかね？

自分は、高校1年生のころにオープンキャンパスに行って、いろんなビラ
があったんですよ。京大はなんかカオスみたいな感じで、すごいおもしろ
くって、最初のころ、受験勉強をはじめて最初のころは別の大学を志望
してたんですけど、なんかその京大の非常に浮いた感じの雰囲気もすご
く強烈で、センター試験の直後に、やっぱり京大にしますって言って、い
きなり志望校を変えました。学部はちょっと言えるような理由じゃなく
て、最初総人（総合人間学部）に行きたかったんですけど、ちょっとセン
ターが芳しくなくて、結局行けずっていう感じでしたね！

同じ経済でもずっと前から決めてた人もいれば、直前で決めた人もい
て、なかなか人それぞれだね。じゃあ　トムくんはどうかな？

ぼくはひとつは親戚の５こ上ぐらいのいとこが京大に入学して、京都大
学が自分の人生史上初めて認識した大学だったからですかね。あとな

んか、大体部活か勉強かみたいな空気のなかで育ってきて、どうも部
活は自分に向いてないなと思ったんで、勉強はやってて楽しかったとい
うのもあったので、じゃあ勉強にシフトしようってなったら、やっぱり自
然とむかしから知ってて、親近感が微妙にある大学っていうことで京
大を目指しました。あと学部は、自分は生物がすごい好きだったので、
理学部と農学部とどっちにしようか迷ったんですけど、毛色というか、
いろいろパンフレットとか見たり、オーキャンとか行ったりすると、農学
部の少しゆるっとした空気や、ゆるっとした雰囲気が好きだったので、
どっちにしても生物できそうだなと思って農学部にしました。

一回生のカーテンさんはどうかな。

わたしの場合は、３つ上の姉が京大生で中高も姉と同じで、結構なん
か追いかけてる感じなんで、あなたも行くでしょみたいな感じの親の圧
力で。わたし京大に行くんやみたいな感じで、なんとなく京大って決め
てましたね。はっきり京大だって決めたのは、高一のときのときのオー
プンキャンパスのときに、大学４回の先輩と一対一で話せる機会が
あって、すごい憧れて、この人みたいになりたいなと思って京大にしよ
うと決意しました。私は得意科目的に理系に進むやろうって周りに思
われてた人間なんですけど、社会がすごい好きで文系に行って、あと経
済学部と法学部で迷ったんですけど、わたしが受験した年って、どんど
ん経済のほうが人気が高まっていってて、法の方が入りやすいかなと
思って法学部にしました。

姉の影響っていう珍しいタイプだね、じゃあ最後なしおくん

ぼくが京大と出会ったのは、高1の夏のときに、クラスか何かの行事で
物理の先生に連れられて来たのが初めてで、そのときはそこまで何も
思ってなかったんですけど、高2とか高3ぐらいでまず志望校とかじゃな
くて学部を決めようかってなって、ぼくは化学が結構好きだったんです
けど、理学部や工学部の工業化学科、薬学部とか興味のあるところ
がたくさんあって、決められなかった。担任の先生にも決められないと
いうことをずっと相談してたら、その時は担任の先生は「じゃあ理学部
にしとけば」っといわれてその先生がやたら推してくるので、流されて
京都大学の理学部に来ましたって感じですね。

司会：

司会：

司会：

トム：

キャミー：

司会：

トム：

ちーず：

司会：

なしお：

司会：

カーテン：

的：

先輩京大生として情報提供しているのは京大生協受験生サポート事務局です！

キャミー
3回生  経済/自宅生/男
大阪出身

アナウンサーを夢見るオタク。意外と勉強をし

ているらしい。最近ハマっているのは「生麦生

米生卵」。

トム
3回生  農/下宿生/男
山口出身

食べることにしか目がないあまのじゃく。中華
料理にハマっていたけど最近はスパイスカ
レーにも興味が出始めたらしい。キッチンは
広ければ広いほど良い。

的
2回生  経済/下宿生/男
愛媛出身

最近アニメを観始めた天パ眼鏡。試験直前に

ポケモン観るのにハマった結果、色々なもの

を失った。根は真面目(と信じたい)。

なしお
1回生  理/下宿生/男
兵庫出身

走るのが好きで、ルネか北部によくジャージ姿

で現れる。朝にめっぽう弱くお金もない。

ち－ず
3回生  薬/下宿生/女
兵庫出身

チーズが好き。あと寝ることも好き。最近は良

く好きな曲をピアノで弾いている。

カーテン
1回生  法/下宿生/女
兵庫出身

少年心を忘れないゲーム中毒者。文明の利器

をこよなく愛する。天敵は太陽。小蝿が永遠の

ライバル。

メンバー紹介

GAKUSEI  ZADANKAI

京大生の日常・キャンパスの様子などなど…
リアルな京大生の大学生活をツイートしてい
きます。フォローお願いします。

現役京大生が、「志望動機」・「大学での勉強」・「京都での生活」に沿って座談会を
開催しました。学生の目線から京都大学の魅力をお届けします。

高校生向けの座談会ということで、まず志望動機について聞きたいと思います。じゃあ、ちーずさんお願いしてもいいですか。 学部・学科紹介
先輩京大生が自分の学部・学科を

紹介しています。
全学部・全学科掲載しています！

二次元
バーコードから
チェック！

京大生の一日
自宅生・自宅外生など、

いろんな先輩の1日を紹介しています。

二次元
バーコードから
チェック！

続きは
Webサイトで読めます！

Webサイトにはこんな情報を掲載しています！

右記二次元バーコードよりチェック！

@ku _ jusapo

・ 外国語科目、インターンって？
・ 履修登録、スポーツ実習、成績評価
・ サークル、アルバイト・・・

その他、
こんなテーマで
話しています！

多くの京大生は高校２年生の冬以降まで部活を続けていたそうです！

意外と部活と勉強を両立していた人が多いですね。

やっぱりみなさんしっかり勉強していますね。

みなさんも無理のないペースで頑張ってくださいね！

授業以外の勉強時間はどのくらい？

高校3年の春
30.5％

4～5時間
18.6％

3～4時間
33.9％2～3時間

16.9％

1～2時間
11.9％

5時間以上
15.3％

1時間未満 3.4％

高校2年の冬
15.3％

高校3年の夏
32.2％

高校2年秋 8.5％
高校1年 3.4％

やってなかった 6.8％
その他 3.3％

司会：
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合格  体験記！

　私は中学校時代に、進路として経済
学部と教育学部２つの候補を考えてい
ました。しかし、経済学部はほとんどの大
学で文系型の試験が実施されており、
理系での進学を考えていた私は教育学
部に進学しようかなとぼんやり考えてい
ました。そんな中、高校に入って全国で
行われる模擬試験で志望校を記入する
ときに、京都大学には経済学部の理系
方式があることに気づきました。もともと
経済学には興味があり、将来やりたいと
考えていることにかなりの資金が必要
だったこともあって、金の動き方や使い
方について専門的に学ぶことのできる
経済学部は、自分にとってぴったりな学
部でした。そして、高校２年生の春から経
済学部を志して本格的に勉強をスター
トさせたのです。

　受験勉強自体は、高校１年生から始
めていました。高校１年生の時点では京
都大学の教育学部を志望していたの
で、受験本番までにどれだけの知識を蓄
えてどのような問題を解けるようになる
必要があるのかを考えて、大まかな３年
間の勉強の計画を立てて勉強をしてい
ました。計画を立てるときに気を付けた
のは、なるべく早めに学習を終えて多少
勉強をサボっても間に合うようにしたこ
とです。余裕を持って勉強する計画だっ
たので、学校行事や部活動などにも高
校生活の３年間を通して、精力的に参加
することができました。
　受験勉強を通して大事だと思ったこ
とは、本番試験と同じ形式の模擬試験
をなるべく多くの回数受けることと、勉
強時間に上限を設けることです。模試に
ついては、ただやみくもに受けるのではな
く、本番の試験への取り組み方や、休憩
時間の過ごし方などをいろいろ試してみ

ましょう。自分なりの作法を決めそれを
繰り返し実践すれば、本番で最大限の
パフォーマンスを発揮できるはずです。
勉強時間については、集中力をしっかり
と保てる時間内に濃密な勉強をするこ
とによって、勉強の成果をより効率的に
発揮することが重要です。勉強時間の上
限設定によって勉強そのものの緊張感
を高めるとともに、毎日決まった時間は
息抜きの時間に充てることができます。
　最後になりますが、何よりも大事なこ
とは、自分が楽しみながら勉強すること
です。勉強をつらいと思ってやっている人
と楽しんでやっている人では、当然楽し
んでやっている人がより良い成果を残す
ことができます。大学に入って自分のし
たいこと、学びたいことを実現できるよう
に今やるべき勉強をしっかりと楽しんで
ください！
志を持って進め！！

合格
体験記

1

　私が京大を考え始めたのは、高1の夏頃でした。当時は京大なんて雲
の上の存在で、自分が行くなんてあり得ないと思っていた時、担任の先

生に「京大はどう？」と進めていただいたのです。まぁ、オープンキャンパス

ならと行ってみました。すると、京大の自由で楽しそうな雰囲気、綺麗な

キャンパス、そして何より、ずっと興味をもっていた分野の研究室があった

のです。気がつけば、「ここに行きたい！」と思っている自分がいました。

　とはいえ、高２までは部活の吹奏楽と日々 の課題で精一杯でした。それ

でも、教科書の内容は確実に理解し、英語や古文漢文の文法を固めて

いたことは、大きかったと思っています。本格的に京大受験に向けて覚悟

を決めたのは、高２の冬でした。まずしたことは、計画を立てること。目標点

を決め、やるべきことを書き出しました。

　高3の4月に部活を引退後、2ヶ月程はどの教科も問題集を使い、基礎
を固めました。７～11月までは過去問を中心に進め、その中で見つけた苦

手分野を問題集に戻って演習を重

ねる、というサイクルを繰り返しまし

た。この時期に気をつけていたこと

は、解答時間を意識せず、自力で解

答を導けるまでやりきることです。も

ちろん、解法が全く分からないことも

ありましたから、その時は解説を読み、解答の方針を理解しました。その
後、時間がかかっても自分の手で答えを出すようにしました。計算ミスに

気づかなかったり、遠回りなことをしたりして、数時間使うこともありまし

た(笑)。しかし、そこでの「こうすればもっと簡単に解けたのか！」という感覚
のおかげで、記憶にも残り易かったです。何より、「自分が京大の問題を

解ききった」という事実の積み重ねが自信に繋がり、本番も自信を持って

解答することができました。

　共通テスト後の1ヶ月は「合格点を取る」ことを意識し、時間制限を設
けて演習をしました。初見の問題を見て、どの問題を正解すれば合格点

が取れるのか、それを見極めることも大切な受験勉強のひとつだと思って

います。これが見極められるためには、それまでにどれだけ多くの種類の

問題にあたったかがポイントだと思います。

　と、ここまで色々と述べてきたわけですが、私自身、決して順調にいった

わけではありませんでした。模試では一度も合格最低点に届かず、共通

テスト本番も目標点には全く届かず、リサーチはボーダーぴったり。焦りや

不安も多々ありましたが、それでも京大を諦めきれなかったのは、高１の時

に抱いた強い気持ちがあったからです。最後は人一倍の気持ちがあれば

のりきれます。そして周りには、常に応援してくれる家族、友達、先生など

の存在があることを忘れないでほしいです。やるときはやり、休む時は休

む。頼れるものは頼りまくる。そして試験当日は自分を信じる。

　受験勉強を終えた末には、とても充実したキャンパスライフが待ってい

ます！「やりきった」そう思って受験を終えられるよう、応援しています！

合格
体験記
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　高1の頃に、自分の限界に挑戦したいと思
い、偏差値が高い大学に行こうと、京大を志
望しました。高2から高3の2学期までは、なん
となく京都に飽き、親元を離れて東京で暮ら
してみたいという気持ちから、東大を志望して
いました。しかし高3の冬ぐらいから、本当に大
都会東京で4年間（大学院に進学するならそ
れ以上）もうまくやっていけるのか、そもそも人
が多くいる場所が苦手なのに本当に東京に
行きたいのかという疑念を持ちだしました。
やっぱり魅力の多い関西に残りたいという気
持ちから、正月を過ぎてからやっと本気で京大
を目指すことになりました。

　高1、高2のころからコツコツと勉強を進めて
きたので、高3でスムーズに受験勉強に取り掛
かることができたのだと思います。大体11月ま
では共通テストと二次試験の対策を両立して
いました。12月から共通テスト直前まではセン
ター試験の過去問を主に解いていましたが、
二次対策も量は少ないながらもしていました。
過去問を本格的に解き始めたのは共通テスト
が終わってからです。（それまでの二次対策は
通信教育の教材や問題集でしていました）あ
と、無料で受験できる模試は積極的に受けま
した。

　基本的に勉強漬けだったので息抜きに両
親と出かけられる日は楽しかったです。めんた

いパークに行ったり、奈良公園で鹿を見て癒
やされたりしていました。趣味の時間も抑制し
ていたので、毎日の食事がささやかな幸せと
なっていました。ふるさと納税の返礼品を使っ
た料理が美味しかったです。

　私は高3の秋に京大実戦でA判定を取りま
した。しかし、本番の成績開示を見ると、合格
者の平均点を下回っており、どちらかといえば
合格最低点に近い。合格者平均点を上回っ
た人の全員がA判定をとったことがあるわけで
はないでしょう。ここから分かるように、模試で
判定がAでなかった人でも、A判定の人間を追
い越すことができるということです。今は模試
の結果が良くなくても、まだまだチャンスはあ
ります。諦めないでください。A判定の人は気
を緩めなければ大丈夫です。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

学びの設計書について

筆記試験について

最後に

受験勉強の仕方

受験時の印象的なエピソード

受験生へ一言

がんば
れー！

経済学部・理系
2022年一般選抜合格

農学部資源科学科
2022年一般選抜合格

総合人間学部
2022年特色入試合格

農学部森林科学科
2022年一般選抜合格

現役京大生の

「
合
格
体
験
記
5
」
は
次
ペ
ー
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すごく

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・新入生応援サイトで
ご覧いただけます！

　京大特色入試合格者と聞けば、「○○オリンピック 入賞」や「○○全国大
会 出場」のような垂れ幕を母校に掲げることができた人を想像するかもしれ
ません。しかし、私はそのような輝かしい経歴は一切持っていません。顕著な活
動歴を持たない人も特色入試に合格できる可能性は十分にあります。特色
入試とは無縁だと考えている方も多いと思いますが、この文章を読んで特色
入試をより身近に感じてもらえたら嬉しいです。

　自分が大学で学びたいことは、その学部（学科）でしか学べないということを
アピールするのが重要だと思います。そのために、学部（学科）の特色を理解し
た上で書く必要があります。学部（学科）の特色性を知るには、学部ホーム
ページやアドミッションポリシーなどをみるのがおすすめです。私は総合人間学
部でどのような研究が行われているかなども調べました。一般入試受験を考
えている人も、志望学部を迷っている人はぜひ調べてみて欲しいと思います。
　参考までに、私がどのようなことを書いたのかを大まかに紹介します。気象
学に興味があったので、それをテーマに話を展開しました。まず、高校では探
究活動で気象観測機器について調べていたこと、最終的に思ったような成果
が得られなかったことも正直に書きました。大学で学びたいことは単に気象学
と書くと、「理学部でよいのでは？」と思われそうだったので、気象学の知識を
防災に役立てるためには、避難心理や情報伝達などの気象学以外の分野も
学ぶ必要があることを主張しました。総合人間学部は面接がなかったので、学
びの設計書に志望した熱意などを全面的にアピールしました。

　各学部学科で全く異なるので、総合人間学部に特定して説明します。入試
方法は文系問題、理系問題にわかれていました。全員がどちらの問題も解き
ます。それぞれ100点の200点満点で、６割ほど取れると合格する、という印象
です。

　まず、文系問題は120分で課題文の要約800字、課題文をふまえたテーマ
の小論文1600字の２問でした。課題文のテーマは音楽、身体技法、人工知能
など毎年さまざまです。（総合人間学部ですから…）文系問題の一番の難し
い点は時間制限だと思います。課題文の要点を短い時間でまとめ、文章にし
なければなりません。また、1600字の小論文のテーマは素早い発想力が必要
になります。私は、時間内で書ききるために、1600字の小論文は、書く内容構
成を予め決めずに、書きながら頭の中に浮かんだことをそのまま文章にしてい
きました。自分の頭の中に浮かび上がってきたものは取捨選択せずにそのまま
書きつなぐのも一つの方法だと思います。特色入試を受験する人は過去問を
数年分解いて、時間内に書き切る練習をしましょう。
　次に、理系問題は150分間で数学２題、理科２題の4題構成です。数学は数
Ⅲも含むため、文系の人には厳しく感じられるかもしれませんが、私は理系にも
かかわらず数学２題がほぼ解けずに合格したので、合格の可能性は十分ある
と思います。理科２題は物化生地すべてが出題範囲です。私が受験したとき
は、宇宙や火星移住について、また視覚情報について出題されました。私は物
理、化学選択だったので、問題を読んで絶望的な気分になりましたが、高校の
総合学習の時間に得た知識などを基に、自分なりの考えを書きました。 　特
色入試では学校で習ったことがそのまま出されることはほぼありません。自分
のこれまでの知識、経験を総動員して解答用紙に自分の考えをアピールして
ください。また、過去問が解けなくても落ち込む必要はないと思います。私もあ
まり解けていなかった記憶があります。

　特色入試はひとりでは受験できません。私は学校の先生に提出書類を作
成していただいたり、過去問の添削をお願いしたりと多くの面でお世話になり
ました。周囲の人の協力が不可欠です。また、特色入試は、一般入試の勉強
時間を削って準備をする必要があるのでリスクもあります。しかし、私のように、
特色性がなさそうな人間も合格していることも事実です。だから、特色入試と
いう選択肢を最初から除外するのではなく、一度、過去問や入試情報に目を
通してみて欲しいと思います。皆さんが少しでも特色入試に興味をもつきっか
けとなれば幸いです。
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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
075-752-2431
平日11時～17時（土日祝休み）

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

KYODAI eno MICHI

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。

京大への道

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」を予約しよう
京大生協で

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

受
験
生
と
保
護
者
の
み
な
さ
ん
の

お
役
立
ち
情
報
あ
り
ま
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Support  1

Support  2

Support  3

Support  4

2023合格までの保存版　高校２年生の秋に、友達と京都に旅
行に行った際に訪れた京大の雰囲気
を見て京大志望を決めました。関東の
学校ということもあって、周りの友達の
多くが東大や一橋、東工大、医学部を
第一志望にしていたことへの反発も
あったかと思います。

　言い古された言葉ではありますが、
基礎を中心に勉強を行いました。私は
中高一貫の高校に通っており、高校３
年生まで勉強を行ったことがなかったた
め、高校の授業の内容が２年生までは
なにを言っているのかが分からないとい
うこともあって、自然と自学自習中心の

勉強となりました。周囲よりも遅れてい
るという自覚があったため、どのように
勉強したら効率よく京大の試験で点数
を取ることが出来るかということを考え
ながら勉強を行いました。とはいっても
京大特化の勉強を行ったのは基礎を
一通りやり終えた秋からで、それまでは
京大の試験には直接は出ない英文法
などの基礎的な内容を繰り返し行い，
直前期にも見直していました。何度も
言いますが、基礎を大切に勉強するの
が何よりも大切だと思います。

　自分の場合，直前期にコロナにか
かったのがなによりも大きく印象に残っ
ています。結局2月２０日まで二週間近く
寝込んでいたために最後の追い上げが
できなくて半ば諦めかけていたのです
が、その分リラックスして試験に臨むこ
とができました。合格するかは最後まで

分からないということを強く実感しまし
た。

　受かった今だからそんなことが言える
のだと思うかもしれませんが、今振り返
ると受験勉強は楽しかったです。もちろ
ん判定が悪かった時やサボってしまった
時の自己嫌悪はとても大きく辛いもので
した。しかしそれ以上に、それぞれが独
立した点と点のような基礎的な内容が
繋がって線となった時に感じた快感、友
達と放課後まで残って勉強して見た夕
焼け、難化に難化を重ねた共通テスト
試験後に慰めあった記憶、そのどれもが
今となっては良い思い出です。努力は裏
切らないとは言いませんが、十分な努力
をしなかったという後悔が残らないよう、
支えてくださる方への感謝を忘れずに
頑張ってください。

文学部
2022年一般選抜合格

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

受験生へ一言


