Kyoto Summer Program 2022
受 講 生 募 集 Call for Participants

～世界各地の学生と学ぶ～

未来を拓く多文化共学
開催 Period︓2022.7.29(Fri.)-8.10(Wed.)
京都大学に在籍する正規学部生、大学院生の皆さん
To undergraduate and graduate regular students at Kyoto University
京都大学では、世界のトップレベルの大学から学生の参加を得て、「京都サマー／スプリングプログラム」を開催しています。
11 回目の開催となる本年度は、引き続きオンラインにて実施します。
The Kyoto Summer/Spring Program is a co-educational short-term program opens to both
international students from Kyoto Universityʼs partner institutions around the world, as well as
domestic students enrolled at the university. The 2022 Summer Program marks the 11th year.
Due to the current situation with regards to the novel coronavirus pandemic, it will be held
online.
本プログラムは、
ILAS プログラム（主に英語使用。東アジア+欧米＋アフリカ等対象）と
KUASU プログラム（主に日本語使用。アセアン諸国＋北米等対象）の二つのサブプログラムに分かれます。
本プログラムは、海外学生と本学学生の共学を軸としたプログラムです。参加者は、本学の学風および先端研究に触れ、
日本の環境・農業問題、伝統、文化、歴史、政治、経済などを、共に学び理解する機会が得られます。また、本プログ
ラムへの参加を通じて、本学学生はさらなる国際的活動への、そして海外学生は将来にわたる本学ひいては日本との関
係への礎を築くことを目的に実施しているものです。
The program is held jointly by Kyoto University
Institute for Liberal Arts and Sciences (ILAS) and
Asian Studies Unit (KUASU).
The program provides an opportunity to experience cutting-edge research activities, while
deepening studentsʼ understanding of Japanese culture, traditions, history, politics, and
economy, as well as social, scientific, and ecological issues in Japan. The program provides
international students with an opportunity to establish a firm foundation for their future
relationship with Japan and Kyoto University, and it provides domestic students with a

foundation on which to develop their future international activities.
京都大学から、このプログラムに参加する受講生を募集します。世界の学生と共に国際的な学びをつくり上げていきます。
意欲ある学生の応募をお待ちしています。

Students currently enrolled at Kyoto University who wish to study together online with students
from the universityʼs integrational partner institutions are encouraged to apply. We will create
an international learning experience with students from around the world. We look forward to
receiving your application!

プログラム詳細
Program Details
Schedule for KU participants (tentative)

プログラムは、受講生として参加する選択セッションや講義 (

)、自由参加のセッション(

,

)から構成されます。

午前はアセアン、北米、午後は東アジア、欧州、アフリカから参加する学生が、受講しやすい時間帯になっています。
なお、プログラム全体のスケジュール(海外受講生向)は、プログラムウェブサイトをご確認ください。

The program comprises elective lectures components (
components (

,

) and free participation

). The morning sessions are intended for participants from ASEAN

countries and North America, and the afternoon sessions are intended for participants from East
Asia, Europe, and Africa.
The whole program schedule (for participants from overseas) is available through the following
website: https://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/summer-spring-program/

応募について
Application Procedures

プログラム期間︓ 2022 年 7 月 29 日（金）～2022 年 8 月 10 日（水）
募 集 人 数︓
受講生 京都大学に在籍する正規学部生、大学院生

人数無制限

締切︓2022 年 6 月 26 日（日）23 時 59 分
 京大生の受講生は、
- 学術講義(Academic Lecture)①～⑪
- 学生同士の討論(Discussion Session among Students)⑫⑬
- 最終発表(Final Presentation)⑭⑮
の全 15 コマ中、6 コマ以上の受講が求められます（⑫⑬は必須）。学生同士の討論、最終発表については、
上記締め切り後、受講生の皆さんに対し希望調査を行ったうえで、決定します。
 受講生は、下記日程で実施される受講説明会のうち、必ず一回出席する必要があります。
2022 年 6 月 30 日（木）または 7 月 4 日（月）各日 12:10-12:50（詳細は別途通知）
 受講料は無料です。ただしオンライン環境は各自で整えてください。
 本学の単位とはなりませんが、受講生を完了した学生には、受講証を発行します。
 受講申込みは以下の Google form より行ってください。
受講申込み「京都サマープログラム２０２2」
https://forms.gle/1y84i4C2nkapftiXA

Program period: July 29(Fri.)–August 10 (Wed.), 2022
Number of places: Unlimited (for Kyoto University undergraduate and graduate students)
Application deadline: 23:59 p.m., June 26, 2022 (Sun.)
 Participants will be required to select a minimum of 6 out of the following 15 program items
(At least one set of the three Discussion Sessions ⑫⑬ is compulsory):
①～⑪ Academic Lectures
⑫

⑬

Discussion Sessions among Students

⑭

⑮ Final Presentations

Participants will be asked to submit their preferences after the application deadline. The final
allocation for the “Discussion Sessions among Students” and “Final Presentations” will be
determined based on the preferences of all applicants.
 Participants will be required to attend one orientation session held on June 30 (Thu.)
or July 4 (Mon.). Both orientation sessions are scheduled for 12:10–12:50 p.m. (details of
the orientation sessions will be provided separately).
 Participation is free of charge for Kyoto University students. Participants must provide their
own internet connection and other facilities/equipment required for participation.
 No academic credit will be awarded for participation. However, a certificate of participation will

be issued.
 Please apply using the following Google form:
Application for the Kyoto Summer Program 2022
https://forms.gle/1y84i4C2nkapftiXA

本件問合せ（問い合わせのみです。申込先ではありません。）︓
京都大学 京都サマー／スプリングプログラム事務局

kyoto_summer@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

CONTACT (for Inquiries only, not applications):
Kyoto Summer/Spring Program Office, Kyoto University
kyoto_summer@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

主催:
Organizing Committee:
京都大学国際高等教育院(ILAS: Institute for Liberal Arts and Sciences)
京都大学アジア研究教育ユニット（KUASU: Kyoto University Asian Studies Unit）
Institute for Liberal Arts and Sciences (ILAS)
Kyoto University Asian Studies Unit (KUASU)

