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新島　襄
Joseph Hardy Neesima

今出川キャンパス
Imadegawa campus

京田辺キャンパス
Kyotanabe campus

Kyoto

Tokyo
Osaka

今出川キャンパス

京田辺キャンパス

神学部（＊1）、文学部（＊1）、社会学部（＊1）、
法学部（＊1）、経済学部（＊1）、商学部（＊1）、政策学部、
文化情報学部、理工学部、生命医科学部、心理学部

神学研究科、文学研究科、社会学研究科、
法学研究科、経済学研究科、商学研究科、
文化情報学研究科、工学研究科、生命医科学研究科、
心理学研究科、総合政策科学研究科、
グローバル・スタディーズ研究科（2010年4月開設）、
ビジネス研究科 ビジネス専攻

ビジネス研究科 グローバルMBAコース、
グローバル・スタディーズ研究科（2010年4月開設）

工学研究科・生命医科学研究科 国際科学技術コース
（2010年9月開設）

各研究科の特別学生

留学生別科（原則1年間）

同志社大学サマー・セッション（数週間）

グローバル・コミュニケーション学部 日本語コース
（2011年4月開設） 対象：30名

国際教育インスティテュート 国際教養コース
（2011年4月開設） 対象：50名

・学位（学士）を取得したい
・学部専門教育を学びたい

・ 一般のカリキュラムで学
びたい

・ 日本語を専門的に学びたい
・ 日本語教師になりたい

・ 英語による授業のみで学
位（学士）を取得したい

・ 一般のカリキュラムで学
びたい

・ 英語による授業のみで学位
（修士・博士）を取得したい

・学位（修士・博士）を取得したい
・大学院専門教育を学びたい

5ページ
参照

3ページ
参照

9ページ
参照

7ページ
参照

5ページ
参照

■同志社大学への留学ルート

・ 学位（修士・博士）の取得は必要なく、大学院専門教育を学びた
い、もしくは研究指導を受けたい

・ 日本の大学・大学院への入学を目指すため、日本語を学び、日本
文化を理解したい

・ 短期集中型の日本語・日本文化に関する教育を受けたい

 一定レベル以上の日本語能力が必要 （＊1）3年次転入学・編入学制度あり
 一定レベル以上の英語能力が必要
 日本語レベルに応じた日本語・日本文化教育の受講が可能
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同志社大学について
同志社大学は、日本人として初めて欧米の高等教

育機関から学位を取得した国際人として知られる新
島襄により、1875年に同志社英学校として創立さ
れました。日本でもっとも古い歴史と伝統を誇る大
学のひとつです。
同志社大学は、創立者の精神を受け継ぎ、キリス

ト教主義、自由主義、国際主義の3つの柱からなる良
心教育を大学教育の原点におき、教育・研究を行っ
ています。
2011年4月には、13学部15研究科および留学生

別科を有する総合大学となり、学生数約28,000名の
うち約900名を世界各国からの留学生が占め、海外
との交流もますます広がりをみせています。

同志社大学は京都のどこにあるの？
同志社大学は日本を代表する伝統文化が今なお息

づいている古都「京都」にあります。同志社大学の
キャンパスは2つあります。京都市中心部、京都御所
の北側に位置し、由緒ある相国寺に隣接した今出川
キャンパスは同志社大学の誕生の地であり、135年
にわたる歴史そのものと言えます。
今出川キャンパスには5つの国の重要文化財、2つ

の登録有形文化財に指定された建物があり、現在も
授業、礼拝等で学生が使用しています。古都の芸術・
文化の伝統は、同志社大学の学問に独自の存在感を
与えています。このように古都の文化や歴史を感じ
られるキャンパスで学ぶことは、生涯の財産となる
でしょう。
一方、京都府南部に位置する京田辺キャンパスは

緑豊かな自然に包まれ、79万㎡という広大な敷地に
最新の施設・設備を有し、現代建築の技術を誇る建
物が並んでいます。
学生はこのような歴史と伝統と清新さを持つ教育

環境の中で国籍を超えて交流を行い、他の都市や大
学では体験できない生きた「日本」を学んでいます。

Doshisha University
Doshisha University, founded as Doshisha Eigakko (Dosh-

isha Academy) in 1875 by Joseph Hardy Neesima, the fi rst 
Japanese citizen to have obtained an academic degree at 
Amherst College in the U.S.A., is renowned as one of the 
most highly esteemed educational institutions with the lon-
gest history and tradition in Japan. Ever with a deep and un-
wavering loyalty to the founder’s spirit, today Doshisha Uni-
versity conducts all its education and research activities 
based on Christian principles, liberalism and internationalism 
as the three pillars of its ideal visions for higher education.

Doshisha University has grown to be one of the major uni-
versities in Japan, with 13 Faculties, 15 Graduate Schools, 
and it currently accommodates as many as nearly 28,000 
students, including 900 international students from around 
the world. Today an increasing number of academic agree-
ments offer students more opportunities to take part in over-
seas exchanges and help to further strengthen existing aca-
demic and research links with overseas institutions.

Where is Doshisha University?
Doshisha University is located in Kyoto, which is renowned 

as an ancient capital where the traditional cultures representing 
Japan have been preserved. Doshisha University has two cam-
puses.

Located in the heart of Kyoto city, north of the Kyoto Impe-
rial Palace (‘Kyoto Gosho’) and just in front of the renowned 
Shokoku-Ji temple, Imadegawa campus is the birthplace of 
Doshisha University and itself a historic landmark for 135 years. 
The beautiful campus with redbrick buildings contrasting with 
the green of surrounding trees which consists 5 important cul-
tural assets and 2 registered tangible cultural properties, and 
used for lectures and services. Studying at such learning envi-
ronment where the origin of Japanese history and culture lies 
provides great intercultural experiences to students.

The Kyotanabe campus is located in southern Kyoto. The 
vast campus (790,000m2) is blessed with the rich natural sur-
roundings of green mountains. The campus is also equipped 
with the newest information facilities.

Doshisha students’ educational environment is a unique 
blend of the historical, traditional, innovative, and intercultural.



School of Theology (＊1), Faculty of Letters (＊1), Social Studies (＊1), Law (＊1), 
Economics (＊1), Commerce (＊1), Policy Studies, Culture and Information 
Science, Science and Engineering, Life and Medical Sciences, and Psychology.

Graduate School of Theology, Letters, Social Studies, Law, Economics, 
Commerce, Culture and Information Science, Engineering, Life and Medical 
Sciences, Psychology, Policy and Management, Global Studies, and 
Business (Business Studies).

Graduate School of Business (Global MBA Course)
Graduate School of Global Studies (from April, 2010)

Graduate School of Engineering/ Life and Medical Sciences 
International Science and Technology Course (from September, 2010)

Special student in each Graduate School

Intensive Japanese Language Program "Bekka" (one year in principle)

Doshisha University Summer Session (for few weeks)

Faculty of Global Communication (Japanese Course)
(from April, 2011) 30 students

Institute for International Education (International Education Course)
(from April, 2011) 50 students

• earn a degree (Bachelor).
• get an education in particular 
faculty.

Student who wants to...
• General undergraduate school

• General graduate schools

• Suitable for students who want to 
get a degree (Master's and Ph.D.) 
with all classes held in English.

• earn a degree (Master’s and Ph.D).
• get an education in particular 
graduate school.

see page
6

see page
4

see page
10

see page
8

see page
6

■Ways to Study Abroad in Doshisha University

• either enroll in without earning a degree or auditing specifi c courses in 
a graduate school, or who are receiving guidance in their research.

• learn Japanese and the culture for a year to continue on into under-
graduate and graduate levels of study in Japanese university. 

• enroll in a short immersion program for learning Japanese and the 
culture.

 Certain level of Japanese profi ciency is required. (＊1) Accepts transfer students
 Certain level of English profi ciency is required.
 Programs for each Japanese level of students who want to learn Japanese and the culture.

• Classes are specialized in 
Japanese and for the people who 
want to be Japanese teachers.

• Suitable for students who want 
to get a degree (Bachelor) with 
all classes held in English. 
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■学部プログラム（主たる言語：日本語）/ Japanese-based undergraduate course

（大学院プログラム（主たる言語：日本語）は、別途確認してください。   ）Please refer to other materials for about Japanese-based graduate courses.

○日本留学試験を利用した入試制度の導入により、来日することなく入学許可が得られます。
(経済学部は海外試験を実施しませんので来日する必要があります。）
Doshisha University adopts the admission system using the results of examinations such as “Examination for Japanese University 
Admission for International Students (EJU)” for a screening method that enables international students to apply and to be accepted 
to Doshisha University without coming to Japan and taking entrance examinations.
(Faculty of Economics conducts the entrance examinations only in Japan.)

○年2回実施しています。（Ⅱ期入試は実施していない学部もあります。）
Entrance Examinations will be held twice a year. (with some exceptions)

概　要
Outline

出願時期
Application 

Periods

選考方法（学部により異なる：①または②）
Screening Method (Differs from Faculty : ① or ②)

試験時期
Examination 

Date

入学時期
Enrollment Semester

Ⅰ期入試
Exam Period 
Ⅰ  

8月下旬～
9月上旬

Late August to Early 
September

①出願書類（日本留学試験・TOEFL等のスコア含む）により
総合的に判定。
②出願書類（日本留学試験・TOEFL等のスコア含む）および
学部独自試験（面接・小論文等）により、総合的に判定。
①Application documents (including EJU/TOEFL scores etc.)
②Application documents (Including EJU/TOEFL scores etc.) and Faculty 

entrance exams (Interview/Essay etc.)

10月中旬
Mid-October

4月
April

Ⅱ期入試
Exam Period 
Ⅱ  

11月中下旬
Mid to Late 
November

1月上旬
Early  January

4月
April

・ 学部独自試験は日本以外に、韓国（ソウル）、台湾（台北）、ベトナム（ハノイ）、インドネシア（ジャカルタ）でも実施
予定です。
・ In addition to Japan, the Faculty entrance exams will be conducted in South Korea (Seoul), Taiwan (Taipei), Viet Num (Hanoi), 

and Indonesia (Jakarta). 

・2012年度入試より、入学検定料の見直しを行いました（減額）。
・Application fee will be reduced from admission 2012.

詳細は、本学ホームページおよび入試要項にて確認してください。
入試要項・願書はこちら→ http://cjlc.doshisha.ac.jp/ryugaku/studyinkyoto/front_01/03.html
Please refer to our website and Admissions Guide for the details.
Admissions Guide and Application Form are available at the following link : 
http://cjlc.doshisha.ac.jp/ryugaku/english/studyinkyoto/front_01/03.html

■学部・大学院プログラム（主たる言語：英語）/ English-based undergraduate and graduate courses
年間を通じて全世界を対象とした独自の入試を行っております。なお国際教育インスティテュート(IIE)やビジネス研究科グローバ
ルMBAコースは、現地入試の実施が困難な場合はスカイプなどを利用した面接なども積極的に実施しています。
English-based undergraduate and graduate courses conduct their own entrance examinations world wide throughout the year. In addition, 
Institute for International Education (IIE) and Graduate School of Business (Global MBA Course) will have interviews via Skype when conduct-
ing entrance examinations in certain countries is diffi cult.

「渡日前入学許可」を実施しています Pre-arrival Admission

2012年度 入学試験の概要 Outline of Entrance Examinations 2012
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2011年
4月

開設
国際教育インスティテュート（IIE）
国際教養コース 募集人数：50名（各学部10名程度）

入学時期：4月、9月

2011年4月から開設の「国際教育インスティテュート」は、文学部・社会学部・
法学部・経済学部・商学部・政策学部の６学部の留学生を対象とする「国際教養コー
ス」と、日本人学生を対象とする「国際専修コース」から構成される文系学部横断
型のコースです。
留学生対象の「国際教養コース」は、英語で教授される科目のみで学位（国際教

養学士）取得が可能です。社会・文化・経済・ビジネス・法律・政治・政策・国際
協力の分野にわたって、地元京都の地の利や日本で学習する経験を活かすことで幅
広い学際的教養を育み、国際社会に貢献できるコミュニケーション能力を培うこと
を目的としています。
カリキュラムは、大きく「共通教育科目」、「国際教育コア科目」の２つのグルー

プに分けられます。
「共通教育科目」は、基本的な技能・知識を身に付けることを教育目標として、
[導入科目]、[インフォメーション＆コミュニケーションスキル科目]、[日本・京
都理解基礎科目]を設けています。
「国際教育コア科目」は、実践的な教養を修得することを教育目標として、[日本
の社会・文化クラスター]、[日本の経済・ビジネスクラスター]、[日本の法・政策
と国際協力クラスター]を設けています。また、「クラスター共通演習科目」とし
て、汎用的実践能力を育成するために、京都の立地条件を活かした[京都フィール
ドワーク科目]、京都・関西の企業と連携した[京都インターンシップ科目]を設置
していることが大きな特徴です。
「共通教育科目」によって基礎的能力を身に付け、「国際教育コア科目」を学ぶこ
とによって幅広く専門的な知識を獲得し、現代における個別的課題と日本固有の課
題について、幅広い視点から有機的なつながりを理解することができるようになり
ます。また、演習、フィールドワークやインターンシップによって、それぞれの専
門領域ならびに日本理解のための実践的経験と知識を身に付けることができます。
なお、日本語学習も積極的に推奨しており、ゼロレベルから超上級レベルまで、

多様なニーズに応えることができる日本語教育プログラムを提供しています。

Undergraduate programUndergraduate program

修業年数：4年　　必要単位数：124単位　　取得学位：学士（国際教養）

＊3クラスターよりいずれか1クラスターを選択し、選択したクラスターから36単位以上を履修する。興味に応じて、他クラスターの科目も履修できる。

1年次 2年次 3年次 4年次

日本の社会・文化クラスター＊

日本の経済・ビジネスクラスター＊

日本の法・政策と国際協力クラスター＊

導入科目
（8単位） 初年次セミナー 学際研究の方法

インフォメーション＆コミュニケーションスキル科目（6単位以上）

日本・京都理解基礎科目（8単位以上）

入 門

入 門

入 門 展 開 発 展

発 展

発 展

展 開

展 開

演習・卒業研究

学部設置科目、大学院設置科目日本語・日本文化教育科目、全学共通教養教育科目

京都フィールドワーク
京都インターンシップクラスター共通演習科目（10単位以上）

カリキュラム  

共通教育科目（22単位以上）

国際教育コア科目（46単位以上）

選択科目
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Institute for International Education（IIE）
International Education Course Up to 50 international students are able to enroll in this course.

(about 10 students in each faculty)
Academic year starts in both April and September.

Overview
Doshisha University’s B.A. Liberal Arts Program at the Institute for International Education 

(IIE) represents a coming together of world-class approaches to university Liberal Arts edu-
cation.

The institute combines a private American liberal arts college atmosphere and educa-
tional approaches with an emphasis on building partnerships between students and profes-
sors in small-classes all conducted in the English language.

Each student will belong to either one of the following faculties –Letters, Social Studies, 
Law, Economics, Commerce, and Policy Studies: however, all students in this institute, re-
gardless of which faculty they belong to, will have the same curriculum specially designed 
for the Liberal Arts Program.

Students choose one cluster from the following three: the Japanese Society and Global 
Culture Cluster, the Japanese Business in the Global Economy Cluster and the Japanese 
Political Science and Global Studies Cluster.

Curriculum Outline
The curriculum is divided into two large groups of “Institute-Wide Courses” and “Major 

Courses”. The Institute-Wide Courses consist of “Introductory Courses”, “Information and 
Communication Skills”, and “Understanding Japan and Kyoto”, aiming to provide students with basic skills and knowledge for 
more advanced studies.

The Major Courses, aiming to provide more practical knowledge, have three major fi elds of study arranged into the following 
clusters : “Japanese Society and Global Culture Cluster”, “Japanese Business in the Global Economy Cluster” and “Japanese 
Political Science and Global Studies Cluster”. What makes these Major Courses unique is a “Kyoto Fieldwork” component that 
takes advantage of the unique local cultures and organizations of the region, and the “Kyoto Internship” program, held coopera-
tively with enterprises in the Kansai area. These programs are designed for students to deepen their understanding by acquiring 
hands-on experience and knowledge.

As is the case for all cluster majors, students are able to acquire approximately 45% of their credits from classes offered by the 
other clusters. This allows students to achieve a level close to “double major” if so desired. Students are of course free to also 
choose classes from their chosen cluster only, or to make up credits from other undergraduate programs as well as from Japanese 
language classes offered for absolute beginner to well advanced to meet the diverse needs of all levels of students.

April 2011

Start

Undergraduate program

Period : 4 years
Students are required to take more than 124 credits in order to obtain the B. A. in International Liberal Arts.

＊ Students are required to choose 1 
cluster from the three, and take more 
than 36 credits.

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4

Japanese Society and
Global Culture Cluster ＊
Japanese Business in the
Global Economy Cluster ＊
Japanese Political Science
and Global Studies Cluster ＊

Information and Communication Skills (6 credits or above)

Introductory

Introductory

Introductory

Intermediate

Intermediate

Intermediate

Advanced

Advanced

Advanced

Seminar, Graduate thesis

Related Faculty Subjects
Related Subjects offered in Graduate Schools

Japanese Language and Culture Subjects
General and Liberal Education Subjects

Kyoto Fieldwork/InternshipCluster-Wide Task-Based Categories
(10 credits or above)

Introductory
Courses 
(8 credits)

Understanding Japan and Kyoto (8 credits or above)

Curriculum  

First year seminar Interdisciplinary Studies

Institute-Wide Courses (22 credits or above)

Major Courses (46 credits or above)

General Elective Courses 



「留学生別科」で日本語を学ぶ
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グローバル・コミュニケーション学部
Undergraduate programUndergraduate program

2011年
4月

開設

「同志社大学　留学生別科」は、1999年4月に開設され、同志社
大学をはじめとした日本国内の大学・大学院への入学を目指す外国
人（私費留学生）に日本語を教授し、日本文化に関する理解を深め
てもらうことを目的としています。留学生別科に所属する「留学生
別科生（通称：別科生）」の修業年限は1年間で、セメスター制を採
用していることから、春学期（4月～9月）、秋学期（9月～3月）の
いずれの学期からでもプログラムを開始することができます。別科
生は、留学生別科が設置・提供する「日本語科目」「日本語・英語演
習科目」「日本事情科目」「国際事情科目」を登録・履修することが
できます。

必修科目 選択科目
合計日本語科目

日本語・英語演習科目
および日本事情科目

国際事情科目

18単位以上 6単位以上 0～2単位 26単位以上

学
生
納
付
金

入学金 授業料（年額） 合計

50,000円 459,000円 509,000円
同志社大学・大学院への推薦入学制度があります。

日 本 語 科 目： 日本語能力に従って9段階に分けられます。
（1年以上の日本語学習経験者を対象とするもの
で、入門期教育は行いません。）
•  「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を総合的に
習得する科目

•読解、文章表現、高等表現の技能別科目
日本語演習科目： 主に日本語能力試験や日本留学試験等に備えた演

習を行います。
英語演習科目：大学受験等に備えた演習を行います。
日本事情科目： 過去･現在の日本語と日本への理解を深めるための

授業を行います。
国際事情科目： 国際的な教養や理解を深めるため、世界の歴史、文

化、ビジネス、メディアなどについて学びます。

修業年数：4年　　必要単位数：124単位　　取得学位：学士（グローバル・コミュニケーション学）

1年次
カリキュラム  

2年次 3年次 4年次

■選択科目Ⅰ

■選択科目Ⅱ （8単位以上）

■選択科目Ⅲ （6単位以上）

A：実践的日本語
（10単位以上）

B：日本文化と日本社会
（6単位以上）

C：社会と日本語
（6単位以上）

D：日本語論
（6単位以上）

ビジネス日本語、通訳の理論と実践、日本語検定試験講座、日本語プレゼンテーションスキル、時事日本語など

日本の伝統文化演習、日本の現代文化演習、日本の社会実習、インターンシップなど

全学共通教養教育科目（外国語教育科目、国際教養科目、キャリア形成支援科目、保健体育科目など）、他学部設置科目など

日本の伝統文化、日本の現代文化、日本の地理と歴史、日本の経済と貿易、日本の法と政治、国際社会と日本など

日本語教育と文法、日本語教授法、日本語のバラエティ、多文化間コミュニケーションなど

言語学と日本語、日本語の語彙と意味、日本語の形態と音韻、外国語から見た日本語など

基礎演習1・2、日本語コミュニケーション1・2
日本語の構造1・2、日本語リーディング1

基礎演習3、日本語リーディング2
日本語ライティング1・2、専門演習1 専門演習2・3 Seminar Project

2011年4月に13番目の学部として、グローバル・コミュニケーション学部を京田辺キャンパスに開設
しました。現代世界のグローバル化の構造と動向に対する理解および異文化に対する十分な理解を基礎
に、高度な外国語運用能力を駆使して、ビジネス分野や教育機関、文化交流に係わる非営利事業などの諸
分野で、facilitator、negotiator、administratorとして活躍できる国際人を養成します。
グローバル・コミュニケーション学部では、留学生を対象とした日本語コースを設け、毎年30名を受

け入れる予定です。少人数クラスによる低年次集中教育を行い、日本国内における日本文化演習、日本社
会実習、インターンシップなどにより日本語の総合的運用能力を養成し、様々な体験による日本理解を深
めます。専門演習やSeminar Projectなどを通じて、専門分野への理解力・研究推進力の養成に力を入
れていることも特徴です。
進路としては、海外展開しているグローバル企業、母国での日本語教育に係わる職種、国内外の大学院

への進学など幅広い分野での活躍が期待されます。

■必修科目 （50単位）

日本語・日本文化教育センター「留学生別科」
“Bekka” program“Bekka” program

関連情報

日本語コース 入学時期：4月
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Undergraduate program

Faculty of Global Communications

The Intensive Japanese Language Program “Bekka” (one-year pro-
gram), established in April 1999, offers well-developed Japanese lan-
guage education that enables international students to deepen their un-
derstanding of Japanese culture. Most of these privately-fi nanced 
international students intend to pursue further education at undergradu-
ate programs and graduate schools in Japan.

As the CJLC has adopted semester system, students are able to en-
roll in the program either in the Spring semester or the Fall semester.

Students of the Bekka Program (Bekka-sei) are able to register the 
following classes: 

Compulsory Subjects Elective Subjects

TotalJapanese 
Language 
Courses

Japanese and English Language 
Seminars / Lecture Courses in 

Japanese Studies

Lecture Courses 
in International 

Studies

18 credits or 
above 

6 credits or above 0～2 credits
26 credits or 

above

University Fees

Admission Fee Annual Tuition Total

¥ 50,000 ¥ 459,000 ¥ 509,000

Students of the Bekka program are eligible to apply for “admission by recommendation” to 
the undergraduate and graduate programs of Doshisha University.

Japanese Language Courses: Students are di-
vided into nine different levels according to their 
Japanese language profi ciency. (This program is for 
students who have studied Japanese for at least 
one year. It does not offer beginner’s level courses.) 
These courses focus on;

• listening, speaking, reading and writing skills
•  reading comprehension, written expression 

and oral expression
Japanese Language Seminars: These seminars 
are designed to prepare for the Japanese Language 
Profi ciency Test and the Examination for Japanese 
University Admission for International Students.
English Language Seminars: These seminars of-
fer preparation classes for university entrance ex-
ams.
Lecture Courses in Japanese Studies: Students 
are expected to develop their understandings of Ja-
pan and its language from historical and present 
perspectives.
Lecture Courses in International Studies: These 
courses aim to deepen students’ knowledge of in-
ternational understanding through the study of 
world history, culture, business and media.

Period : 4 years
Students are required to take more than 124 credits in order to obtain the Bachelor of Global Communications.

Doshisha University opens the Faculty of Global Communications on the Kyotanabe Campus in April 2011.
The curriculum is designed for students to understand the systems and trends of globalization and different cultures of the contempo-

rary world.  It will also enable students to acquire a high level of foreign language profi ciency, and will open a way to their future interna-
tional career as facilitators, negotiators and administrators in the areas of business, education and NPOs for cultural exchange initiatives.

The Faculty will also offer the Japanese course and accept 30 international students each year. The classes will be held in small groups 
to improve students’ academic skills. Various experiences through the subjects such as “Practicum in Japanese Traditional / Contempo-
rary Culture”, “Workshop on Japanese Society” and “Internship” will enhance students’ understanding of Japan.  “Specialized Seminar” 
and “Seminar Project” will develop students’ research skills and deepen their appreciation of their specialized fi elds.

Successful graduates will have a wide variety of career opportunities including working in global companies, becoming Japanese 
language teachers in their home county, and continue their education at graduate schools in Japan and abroad.

Year 1

Curriculum  
Year 2 Year 3 Year 4

■Core Subjects (50 credits)

■Elective Subjects Ⅰ

■Elective Subjects Ⅱ (8 credits or above)

■Elective Subjects Ⅲ (6 credits or above)

A : Practical Japanese 
(10 credits or above)

B : Japanese Culture and Society
(6 credits or above)

C : Society and Japanese 
(6 credits or above)

D : Japanese Linguistics 
(6 credits or above)

Business Japanese, Theory and Practice of Interpreting, Preparation for Japanese Profi ciency Tests, etc.

Practicum in Japanese Traditional / Contemporary Culture, Workshop on Japanese Society, Internship, etc.

General and Liberal Education Subjects (Foreign Language Subjects, International Liberal Education Subjects, Career Development Subjects, etc.), Elective Subjects in other faculties, etc.

Japanese Traditional / Contemporary Culture, Geography and History of Japan, Law and Politics in Japan, etc.

Japanese Language Education and Grammar, Japanese Language Teaching Method, Variety in Japanese Language, etc.

Linguistics and Japanese, Vocabulary and Meaning of Japanese, Japanese Grammar, etc.

Introduction to Global Communication, Threshold 
Seminar 1·2, Structure of Japanese etc.

Threshold Seminar 3, Reading / Writing in 
Japanese, Specialized Seminar 1 Specialized Seminar 2·3 Seminar Project

Center for Japanese Language and Culture (CJLC)
“Intensive Japanese Language Program, Bekka”

“Bekka” program

Information

The curriculum is designed for students to understand the systems and trends of globalization and different cultures of the contempo-

April 2011

StartJapanese Course Academic year starts in April.
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工学研究科・生命医科学研究科（博士課程）

国際科学技術コース
日本の技術系企業は国際社会から高く信用されています。この理由は高い倫理観を持った科学技術者

が、卓越した研究開発マネージメントを通じて優れた製品群を生み出してきたからに他なりません。同志
社大学では古都・京都で、日本的モラルや経営技術と併せて最先端の科学技術を「国際科学技術コース」
で学ぶことができます。学位を取得するのに必要な科目は、全て英語で履修することができます。また、
インターンシッププログラムもありますので、実際にキャンパスの位置する関西文化学術研究都市や大
阪、奈良、京都などの関西企業で働く経験を得ることもできます。
現在取得できる学位はM.Sc.で、実習に重きのおかれた内容となっています。プログラムでは研究実験

を、各セメスター履修します。ここでは、アドバイザーの教授から研究プロジェクトを与えられ、実習し
て得た研究成果を定期的に日本人学生を交えたセミナークラスで発表します。これと平行して、研究分野
の基礎科目・専門科目と、科学技術者が国際舞台で活躍するのに必要な英語表現能力、具備しておくべき
倫理を学びます。通常のM.Sc.プログラム履修期間は2年間です。
M.Sc.プログラム修了後は、工学研究科、生命医科学研究科が設置する博士課程（後期課程）に進学す

ることができます。この課程では、研究成果はアドバイザー教授の研究グループでの発表のみならず、国
際会議での発表、国際ジャーナルへの投稿を通じて、研究者として国際舞台で活躍する才能を伸ばしま
す。また、TAとして同志社大学の学生を教育する機会も与えられることから、プロジェクト指導の行え
る科学技術者への道が拓かれています。 
同志社大学国際科学技術コースで学ぶの

は、単に科学技術の専門分野だけではあ
りません。同志社大学で学ぶこと
により社会への責任を理解し、
社会から信用される科学技術
者となります。そして日本
の精神文化の中心である
京都で学ぶことにより、
真の国際理解を具現する
知識人となります。専門
的な知識のみでなく、文
化・学術の幅広い教養に裏
打ちされた、国際協力で仕事
をする同僚として全幅の信頼
を勝ち得る指導者。同志社大学国
際科学技術コースはそんな未来の指導
者を育成します。

2010年
9月

開設

国際科学技術コース M.Sc.課程　修業年数：2年
＊秋学期からの開始も可能

1年次
春学期* 秋学期

2年次
春学期 秋学期

専攻横断共通科目

各専攻が分担して設置する共通コア科目

修士論文

各専攻が設置・指定する専門科目

他領域の知識拡大

インターンシップ科目を含む

月毎の研究報告を含む

月毎の研究報告を含む

M. Sc. 課程  

工学研究科と生命医科学研究科に共通で設置される「国際科学技術コース」は2010年9月より協定校からの留学生を受け入れてパイロッ
トプログラムとしてスタートし、2011年4月からは広く一般の留学生受け入れを行います。「世界最高水準の科学技術」を、日本型研究開発
マネージメント、日本企業文化などとともに学び、国際協力による仕事の場で指導できる才能を伸ばします。

Graduate programGraduate program

同志社大学国際科学技術コースで学ぶの
は、単に科学技術の専門分野だけではあ
りません。同志社大学で学ぶこと
により社会への責任を理解し、
社会から信用される科学技術

打ちされた、国際協力で仕事
をする同僚として全幅の信頼
を勝ち得る指導者。同志社大学国
際科学技術コースはそんな未来の指導

歴史ある京都で学ぶ最先端科学
同志社大学国際科学技術コースでは、日本文化と日本企業の持つ優
れた科学技術者倫理・研究開発マネージメントと併せ、最先端の理
学、工学、技術を英語で学ぶことができます。キャンパスは京都と奈良
の中間点にある関西文化学術研究都市の中にあり、都市内の企業や
研究所との共同研究にも参加する機会があります。企業インターン
シップのプログラムもあり、M.Sc. の学位が取得できます。

機械工学
国際コース

工業化学
国際コース

数理環境科学
国際コース

生命医科学国際
科学技術コース

電気電子工学
国際コース

情報工学
国際コース

専門分野の研究実習

入学時期：4月、9月
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Graduate School of Engineering / Graduate School of Life and Medical Sciences

International business communities highly trust Japanese technology companies. Scientists and Engi-
neers in these companies have kept producing series of quality products through effi cient management 
of research and development with profound business moral. Doshisha University provides international 
students an opportunity to learn Japanese industry’s ethics and management technologies at Japan’s 
ancient capital, Kyoto, through the International Science and Technology Course. All classes necessary 
to obtain a degree are taught in English. Students can take an internship program to work at Japanese 
industries in Osaka, Nara, Kyoto, and Kansai Science City where the university campus is located.

The program requires intensive efforts in practical project advancement. Research advisor professors 
who supervise students give a specifi c research topic. Students have to report the results of their re-
search every month in front of their fellow students including Japanese students. Students are also re-
quired to take classes of fundamental theory subjects related to their own research area, and classes of 
general knowledge indispensable to scientists and engineers to work on the international scenes. The 
general knowledge subjects include Ethics for Scientists and Engineers, Presentation Skills, and Writing 
in English. It takes two years or four semesters to obtain the M. Sc. degree.

After completing the course, students can advance to doctoral programs opened by both Graduate 
School of Engineering and Graduate School of Life and Medical Sciences. Students are encouraged to 
cultivate their talent as a scientist or an engineer through giving presentations at international scientifi c 
conferences, publishing papers in international journals, as well as periodically reporting 
the advancement to the professors guiding the student’s research project. 
They also have an opportunity of working as a teaching assistant to 
guide studies of undergraduate and master’s program students of 
Doshisha. This teaching experience helps students open their 
careers toward a leader of an international scientifi c project.

Contents of the Doshisha University’s International Sci-
ence and Technology Course are not limited to profes-
sional subjects of science and engineering only. Stu-
dents will understand their own responsibility in the 
society, and become a scientist or an engineer most 
trusted by the society through learning and training at 
Doshisha. Successful graduates will acquire true inter-
national understanding through the educational pro-
grams immersed in an atmosphere at the center of Japa-
nese spiritual culture in Kyoto. One can imagine project 
leaders highly respected by their colleagues with deep 
knowledge of their subjects as well as a wide range of art and 
culture. International Science and Technology Course at Doshi-
sha University aims to nurture these future leaders.

M. Sc. Programs Period : 2 years
＊Students can start their study from either spring or fall semester.

Year 1

Spring Semester* Fall Semester

Year 2

Spring Semester Fall Semester

Common General Courses

Common Core Subjects Specifi ed by Majors 

M. Sc. Dissertation

Courses of Specialized Fields Constituted and Assigned by Majors 

Interdisciplinary subjects

Internship program

Monthly report of the research status 

Compilation of research results

M. Sc. Program  

The International Science and Technology Course starts from September 2010 as a pilot program for students coming to Doshisha from partner universities under 
the Double Degree Program. It will accept students from any university after April 2011. The most advanced science and engineering subjects coupled with courses 
introducing Japanese way of managing R&D and Japanese company culture are taught in English to cultivate talents to be a leader of international projects.

Graduate program

the advancement to the professors guiding the student’s research project. 
They also have an opportunity of working as a teaching assistant to 
guide studies of undergraduate and master’s program students of 
Doshisha. This teaching experience helps students open their 
careers toward a leader of an international scientifi c project.

Contents of the Doshisha University’s International Sci-

nese spiritual culture in Kyoto. One can imagine project 
leaders highly respected by their colleagues with deep 
knowledge of their subjects as well as a wide range of art and 
culture. International Science and Technology Course at Doshi-

Learn the Forefront of Science
in traditional atmosphere of Kyoto

Doshisha offers the programs to extensively study the most advanced science, 
engineering, and technology together with skills for managing R&D projects and 
strong ethical sense that forms the basis of Japanese high-tech industries. 
Students can obtain M. Sc. by taking credits of courses taught in English. The 
campus location at the heart of Kansai Science City makes it possible within 30 
minutes to visit adjacent national research institutes, international industries as 
well as temples and shrines in Kyoto and Nara. One can also have the opportu-
nity to experience an internship at Japanese industry in Kansai area.

Mechanical
Engineering

Applied
Chemistry

Science of Environment and
Mathematical Modeling

Life and Medical
Sciences

Electrical & Electronic
Engineering

Information &
Computer Science

Practical Research on the Specifi c Field of Study

International Science and Technology Course Launched

September 2010

Academic year starts in both April and September.
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グローバルMBAコース

グローバル・スタディーズ研究科

「グローバルMBA」は、同志社大学の国際主義をビジネス教育に生かす試みとして、2009年9月より同志
社ビジネススクール（DBS）が設立した、すべての授業を英語で実施するコースです。
英語によるMBA教育は、欧米のみならずアジアでも主流となっており、京都において世界水準のビジネス

教育プログラムを実施し、DBS創設時に掲げられた「グローバルな視点に立ちながら、地に足の着いたビジ
ネス展開を行う、創造性豊かなビジネスリーダーを輩出する」という目標の実現を目指しています。

2010年４月開設の「グローバル・スタディーズ研究科」は、既設のアメリカ研究科が蓄積してき
た教育・研究を継承発展させた新たな研究科です。
アメリカ研究、現代アジア研究、グローバル社会研究の３つのクラスターを設置し、単なる地域研
究にとどまらない人類共通の諸問題や、国境を越えて探求すべき現代的諸課題を多角的な視点から
理論的・実践的に解明し、教授します。
人文科学分野と社会科学分野のいずれの分野にも重点を置いた教育研究活動を展開することで、広
い視野と高い問題意識を持ち、論理的思考と問題解決のための実践能力を身に付けた人材を養成す
ることを目的としています。
多様化する現代社会、国際社会において、学際的・総合的能力を人と社会のために有効に活用でき
る高度職業人、教育者、研究者を育成することを目指します。

講義の約半数は、英語を主とした様々な外国語で行われます。
必修科目においては、課題発見から研究プロジェクトの組み立て、
発表までのプロセスを、徹底的に指導します。
選択科目においては、自らの研究テーマに関連した専門知識を
深めるとともに、隣接・関連テーマの知識を習得し、広範な視野を
養います。
また、他クラスターの選択科目の積極的履修も推奨します。

※ なお、英語による履修で修了可能なクラスターは「アメリカ研究クラ
スター」と「グローバル社会研究クラスター」の2つです。

2009年
9月

開設

2010年
4月

開設

修業年数：2年　　必要単位数：46単位　　取得学位：ビジネス修士（専門職）

博士課程（前期課程）修業年数：2年　　取得学位：修士（アメリカ研究）、修士（現代アジア研究）、修士（グローバル社会研究）
博士課程（後期課程）修業年数：3年　　取得学位：博士（アメリカ研究）、博士（現代アジア研究）、博士（グローバル社会研究）

1年次
セメスターⅠ セメスターⅡ

2年次
セメスターⅢ セメスターⅣ

■グローバルプロフェッショナル科目 

■グローバルリサーチセミナー 

■グローバルビジネスコミュニケーション 

■グローバルコア科目 

■グローバルインテンシブ科目 ■プロジェクト研究 

■グローバルアクション
　プロジェクト
アメリカ、ヨーロッパ
中国および日本国内

テクノロジー＆イノベーション経営

グローバル比較経営

持続的経営・モデリング

中国語、英語、日本語

最先端の研究・理論の考察および経営の諸課題の分析

Global Intensive Module 演習およびソリューションレポートの作成

カリキュラム  

カリキュラム  

Business and Society, CSR and Business Ethics, Business Economics
Global Accounting / Marketing / Finance / Management / Strategic Management

ビジネス研究科（同志社ビジネススクール）
Graduate programGraduate program

Graduate programGraduate program

■アメリカ研究クラスター
アメリカ合衆国の歴史、文化、政治、社会等について学ぶ一方
で、アメリカの日本理解、アジア理解についても学びます。
■現代アジア研究クラスター
中国、朝鮮半島、日本を重点として、アジアの社会、政治、経

済、文化等が直面している現代的諸問題について学びます。
■グローバル社会研究クラスター
人口移動、国際協力、安全保障、開発政策、ヒューマンセキュリ

ティ、ジェンダー等、グローバルな社会的諸問題について学びます。

入学時期：9月

入学時期：4月
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Global MBA Course

Graduate School of Global Studies
Doshisha University is pleased to announce the establishment of its Graduate School of Global Studies in April 2010, 

comprising three clusters: American Studies, Contemporary Asian Studies, and Global Society Studies.  Combined, these 
three clusters carry on the tradition of education and research pioneered by Doshisha’s Graduate School of American Studies.

Through these three clusters, students will encounter a wide array of issues and viewpoints that move beyond regional studies.  Contemporary 
issues that extend beyond national borders and that confront large expanses of the globe will be examined from a diverse range of both theoretical 
and practical perspectives.

By promoting education and research that stress both the humanities and social sciences, this program aims to develop individuals who have a 
broad perspective and a penetration vision, and are capable of using their intellectual skills to develop practical solutions to a wide range of complex 
issues.  The program also aims to produce accomplished professionals, educators, and researchers who can make effi cient use of their interdisci-
plinary and integrated talents for the benefi t of people and society in our ever diversifying contemporary society and international community.

The Global MBA is a two year, full-time, 46 credit degree.  Master of Business Administration

Master’s program  period : 2 years  Degree : Master of Arts in American Studies l Contemporary Asian Studies l Global Society Studies
Doctoral program  period : 3 years  Degree : Doctor of Philosophy in American Studies l Contemporary Asian Studies l Global Society Studies

Year 1

Semester Ⅰ Semester Ⅱ
Year 2

Semester Ⅲ Semester Ⅳ

■Global Professional

■Global Research Seminar

■Global Business Communication 

■Global Core 

■Global Intensive Modules ■Research Project

■ Global Action Project

In Japan, China, Europe and the US

Technology & Innovation Management

Global Comparative Management

Sustainable Business & Modeling

Linking theory and cutting edge research

Chinese, English, Japanese

Global Intensive Module Project and Solution Research

Curriculum  

Curriculum  

Business and Society, CSR and Business Ethics, Business Economics
Global Accounting / Marketing / Finance / Management / Strategic Management

Graduate School of Business (Doshisha Business School)
Graduate program

Graduate program

Launched

September 2009

Launched

April 2010

Launched in 2009, the Global MBA is an exciting and timely program designed for a new generation of global business people for the 21st 
century.  The course is delivered full-time, entirely in English (although qualifi ed candidates may take some classes in Japanese from the regular 
Japanese MBA) over a two year period, at our purpose-built facility in the heart of Kyoto.  After gaining knowledge of business and management 
fundamentals through the Global Core modules, students elect to take one of three specialist streams in either Technology and Innovation Manage-
ment, Global Comparative Management, or Sustainable Business and Modeling.  These streams are reinforced through language studies, research 
and input from leading scholars from around the world.  Join us on the Global MBA and go global!

Curriculum Features
Approximately half of the classes are taught in English as well as 

other languages when appropriate. In required classes, meticulous 
guidance is given to students throughout the entire process from fi nd-
ing a topic to designing a research project and making a presentation. 
In elective classes, students are expected to deepen the expertise re-
lated to their particular research themes, acquire knowledge in related 
themes, and broaden their vision. Students are also encouraged to 
take elective classes from other clusters.

“American Studies Cluster” and “Global Society Studies Cluster” en-
able students to obtain the degree by taking classes taught in English.

■American Studies Cluster
Students learn about the history, culture, politics, and society of the 

United States of America, as well as how the United States interacts 
with other nations.
■Contemporary Asian Studies Cluster

Students learn about contemporary issues concerning Asian society, 
politics, economy, culture, and other aspects, with a focus on China, 
the Korean Peninsula, and Japan.
■Global Society Studies Cluster

Students learn about global social issues, such as demographic 
shifts, international cooperation, security, development policies, human 
security, and gender.

Academic year starts in September.

Academic year starts in April.
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QQ&&&AAAAAAAAAA
Q1
A1

カリキュラムの内容をもっと具体的に知りたいのですが？
How do I fi nd out more about the curriculum?
●  留学全般の問合せ先は、国際センターとなりますが、各プログラムのカリキュラムなど留学全般の問合せ先は、国際センターとなりますが、各プログラムのカリキュラムなど
の内容が知りたい場合は、下記ホームページをご覧いただくか各事務室へお問合せくだの内容が知りたい場合は、下記ホームページをご覧いただくか各事務室へお問合せくだ
さい。
●  The International Center deals with all general questions concerning international students.The International Center deals with all general questions concerning international students.  The International Center deals with all general questions concerning international students.  
●  For detailed information of the curriculum, please visit the following websites, or contact For detailed information of the curriculum, please visit the following websites, or contact 

the following offi ces.

国際教育インスティテュートについて
About Institute for International Education
Website : http://iie.doshisha.ac.jp
Email : ji-iie@mail.doshisha.ac.jp

グローバル・コミュニケーション学部について
About the Faculty of Global Communications
Website : http://globalcommunications.doshisha.ac.jp
Email : jt-gcjm@mail.doshisha.ac.jp

工学研究科・生命医科学研究科　国際科学技術コースについて
About Graduate School of Engineering / Graduate School of Life and Medical Sciences 
International Science and Technology Course
Website : http://istc.doshisha.ac.jp
Email : jt-koujm@mail.doshisha.ac.jp
Email : jt-semjm@mail.doshisha.ac.jp （生命医科学国際コースのみ/ for International course in Life and Medical Sciences）

ビジネス研究科（同志社ビジネススクール）
グローバルMBAコースについて
About Graduate School of Business（Doshisha Business 
School）/ Global MBA Course
Website : http://gmba.doshisha.ac.jp
Email : ji-gmba@mail.doshisha.ac.jp

グローバル・スタディーズ研究科について
About Graduate School of Global Studies
Website : http://global-studies.doshisha.ac.jp
Email : ji-gs@mail.doshisha.ac.jp

Q2
A2

入試についての問合せ、入学願書・資料請求はどこに連絡すればいいですか？
Where can I get information about admission, application forms, and information materials?
●  同志社大学の国際センターまでお問合せください。連絡先はパンフレット裏面をご覧ください。同志社大学の国際センターまでお問合せください。連絡先はパンフレット裏面をご覧ください。
●  Please contact Doshisha University International Center for details. Contact information is at the back of this bro-Please contact Doshisha University International Center for details. Contact information is at the back of this bro-

chure.

Q3
A3

どの程度の日本語レベルが求められますか？
What level of Japanese do I need to study at Doshisha University?
● 英語授業だけで卒業・修了できるコースでは、日本語は特に必要ありません。しかし英語授業だけで卒業・修了できるコースでは、日本語は特に必要ありません。しかし
ながら、入学後は日常生活で必要となる程度の日本語の学習をお勧めします。ながら、入学後は日常生活で必要となる程度の日本語の学習をお勧めします。

● 同志社大学では、留学生がゼロレベルから超上級まで多様なニーズに応えることがで同志社大学では、留学生がゼロレベルから超上級まで多様なニーズに応えることがで
きる日本語教育プログラムや、日本人学生と交流する様々な機会を提供しているのきる日本語教育プログラムや、日本人学生と交流する様々な機会を提供しているの
で、必要に応じて活用してください。で、必要に応じて活用してください。

●  Profi ciency in Japanese is not necessary for students in degree courses conducted en-Profi ciency in Japanese is not necessary for students in degree courses conducted en-
tirely in English; however, the minimum Japanese language skills are required in handling tirely in English; however, the minimum Japanese language skills are required in handling 
day-to-day situations after entering university. day-to-day situations after entering university. 

●  Doshisha University offers Japanese language programs for beginner to advanced levels, Doshisha University offers Japanese language programs for beginner to advanced levels, 
and various opportunities for international students to interact and communicate with and various opportunities for international students to interact and communicate with 
Japanese students if they needed.Japanese students if they needed.

Q4
A4

日本在留中の法的手続きについて教えてください。
What legal procedures should I follow during my stay in Japan?
● 日本に在留中は、「外国人登録法」や「出入国管理および難民認定法」に従って、以下の
ホームページに記載されている手続きが必要です。

http://cjlc.doshisha.ac.jp/studentlife/legal.html
●  During your stay in Japan, you are required to follow the “Alien Registration Law” and the “Immigra-

tion Control and Refugee Recognition Act”.  Please refer to the following link for further information.
http://www.doshisha.ac.jp/english/student/life/legal.php

QQ&AAAAAAAA受験生からよく寄せられる質問にお答えします。 Frequently Asked Questions
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国際連携推進機構 ※

本学では、在学するすべての外国人留学生の受け入れから教
学・生活支援、海外からの短期プログラムの受け入れ・実施、
留学生別科の運営等を国際連携機構で行っています。
※国際センター、日本語・日本文化教育センター、国際教育インスティ
テュート事務室、国際化推進室から成ります。

●宿舎情報提供
本学では、留学生活をより便利にかつ快適に過ごすための施

設や宿舎を提供し、学内外の住居斡旋機関の紹介、本学借り上
げ宿舎および大学寮の募集なども行っています。2010年度か
らは京田辺キャンパス近くにある本学の宿泊施設を、留学生の
寮や国際交流、地域連携の拠点として活用しています。今出川
キャンパス近くにはプールやフィットネスジムを備えた「継志
館」が開放されています。

●日本語・日本文化教育科目の設置
留学生の皆さんが学習研究の成果

をあげるためのサポートとして、日本
語や日本文化を深く学ぶことができ
るように配慮した科目を設置してい
ます。また、日本語学習についての相
談に応じるため、日本語・日本文化教
育センターの専任教員による面談時
間『オフィスアワー』を設けていま
す。

●チューター制度（大学院生のみ）
本学では、「留学生学習・研究支援チューター制度」を設けて

います。この制度は、チューターの配置により本学に在籍する
留学生の学習・研究成果の向上を図り、留学生支援の一環とす
ることを目的としています。主な支援としては、日本語力の向
上支援（専門用語の習得、レポート・論文の作成を含む）、専門
分野についての支援があり、指導教員の指導のもと必要に応じ
て留学生の学習・研究上に関わる支援を行います。

●アドバイザー制度 ※

本学に在学する留学生の修学
および生活に関する助言・相談
にあたるため、留学生生活支援
アドバイザー制度があります。
修学および生活に関する助言・
相談以外に、来日直後の留学生の生活支援や母国と異なる社会
制度理解の支援を行います。
※制度を利用するには申し込み等が必要です。

●外国人留学生医療費補助制度
外国人留学生医療費補助制度等の加入・手続き申請も行って

います。

保健・カウンセリングセンター
キャンパス内には保健センターが設置されており、診療（内

科）や定期健康診断を行っています。
カウンセリングセンターでは、学生生活のなかで出会う様々

な問題についてメンタルサポートを行っています。

Organization for Promotion of International Cooperation ＊

Organization for Promotion of International Cooperation at Organization for Promotion of International Cooperation at 
Doshisha University is in charge of affairs related to admis-Doshisha University is in charge of affairs related to admis-
sion, education and learning, life support, Bekka Program, sion, education and learning, life support, Bekka Program, 
and Short-term Intensive Japanese Language and Culture and Short-term Intensive Japanese Language and Culture 
Program for all international students.Program for all international students.
*consists of International Center, Center for Japanese Language and *consists of International Center, Center for Japanese Language and 
Culture, Offi ce of Institute of International Education, Internationalization Culture, Offi ce of Institute of International Education, Internationalization 
Promotion Offi ce.

● Accommodations and Facilities
Doshisha University offers a vari-Doshisha University offers a vari-

ety of accommodations and facili-ety of accommodations and facili-
ties for international students to ties for international students to 
make their lives in Japan more make their lives in Japan more 
comfortable and convenient. We comfortable and convenient. We 
provide relevant information on off-provide relevant information on off-
campus housing and introduce campus housing and introduce 
housing agencies set up inside and outside the university. We housing agencies set up inside and outside the university. We 
also accept students in our leased accommodations and also accept students in our leased accommodations and 
dormitories. Additionally, Doshisha University uses the facility dormitories. Additionally, Doshisha University uses the facility 
near Kyotanabe Campus as a dormitory for international stu-near Kyotanabe Campus as a dormitory for international stu-
dents as well as a base of international and regional ex-dents as well as a base of international and regional ex-
changes from 2010. Also, the “Keishikan Building” near by changes from 2010. Also, the “Keishikan Building” near by 
the Imadegawa Campus has a well equipped fi tness center the Imadegawa Campus has a well equipped fi tness center 
and a spacious swimming pool to enhance the quality of and a spacious swimming pool to enhance the quality of 
campus life.

● Japanese Language and Culture subjects
In order to support international students to achieve sig-In order to support international students to achieve sig-

nifi cant results in their studies and researches, we offer them nifi cant results in their studies and researches, we offer them 
courses and classes to study Japanese language and culture courses and classes to study Japanese language and culture 
more deeply. In addition, a counseling service for internation-more deeply. In addition, a counseling service for internation-
al students has been set up to provide advice studies in case al students has been set up to provide advice studies in case 
of problems, on Japanese language studies.of problems, on Japanese language studies.

● Tutoring services (for international graduate students) 
Doshisha University has “Tutoring System for International Doshisha University has “Tutoring System for International 

Students” to give academic assistance to those who are en-Students” to give academic assistance to those who are en-
rolled in a graduate program. Tutoring services help students rolled in a graduate program. Tutoring services help students 
to improve their Japanese profi ciency (including understand-to improve their Japanese profi ciency (including understand-
ing technical terminology and writing reports and theses) and ing technical terminology and writing reports and theses) and 
assist them in their specifi c fi eld of study.assist them in their specifi c fi eld of study.

● Adviser services ＊

Adviser services are available to provide support to full-Adviser services are available to provide support to full-
time, degree-seeking international undergraduate students time, degree-seeking international undergraduate students 
for their academic life as well as for their daily life. The advis-for their academic life as well as for their daily life. The advis-
ers also give assistance to students who have just arrived in ers also give assistance to students who have just arrived in 
Japan, and help them to understand the social system in Japan, and help them to understand the social system in 
Japan.  *Students need to apply for these services.*Students need to apply for these services.

● Medical Reimbursement Programs
Doshisha University processes the applications and han-Doshisha University processes the applications and han-

dles other formalities regarding the Medical Reimbursement dles other formalities regarding the Medical Reimbursement 
Programs for international students.Programs for international students.

Health Center and Counseling Center
Student Health Centers are located on both Imadegawa Student Health Centers are located on both Imadegawa 

and Kyotanabe campuses to provide medical care and an-and Kyotanabe campuses to provide medical care and an-
nual checkup.

Student Counseling Centers are designed to offer person-Student Counseling Centers are designed to offer person-
al and academic counseling and assistance.al and academic counseling and assistance.

学生支援 Student Support
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 2010.3.31現在

蔵書数

洋書
約88万

和書
約158万

図書 約246万
（単位：冊）

雑誌 約5万5千
（単位：タイトル数）

新聞 約1,540
（単位：タイトル数）

日本語
約3万5千

日本語
約1,130

外国語
約2万

外国語
約410

 As of March 31, 2010

Number of volumes

about
880,000

about
1,580,000

Books :
2,460,000 books

Magazines :
55,000 titles

Newspapers :
1,540 titles

about
35,000

about
1,130

about
20,000

about
410

 Japanese books
 Foreign books

 Japanese magazines
 Foreign magazines

 Japanese newspaper
 Foreign newspaper

学生支援 Student Support

学生支援センター
学生生活・学習上の総合案内・相談、自己啓発のサポート、学生生活・学習上の総合案内・相談、自己啓発のサポート、
学生生活の活性化を目的として、学生支援センターを設けてい学生生活の活性化を目的として、学生支援センターを設けてい
ます。また、課外活動として、キャンプ、講演会、コンサート、ます。また、課外活動として、キャンプ、講演会、コンサート、
映画上映など、様々な企画を大学主催で実施しています。創立映画上映など、様々な企画を大学主催で実施しています。創立
記念日には、通称EVE祭やクローバー祭が催されます。記念日には、通称EVE祭やクローバー祭が催されます。

図書館
図書館のレファレンスカウンターでは、図書館の利用の仕図書館のレファレンスカウンターでは、図書館の利用の仕

方、文献の探し方などに関して、相談を受け付けています。ま方、文献の探し方などに関して、相談を受け付けています。ま
た、個人の研究テーマに沿った資料の集め方についてもアドバた、個人の研究テーマに沿った資料の集め方についてもアドバ
イスします。必要な参考文献が本学図書館にない場合は、国内イスします。必要な参考文献が本学図書館にない場合は、国内
外の他大学・学術機関への文献貸し出し依頼を補助します。外の他大学・学術機関への文献貸し出し依頼を補助します。
さらに、データベースを使って資料を集める方法など、様々さらに、データベースを使って資料を集める方法など、様々

な実用的なワークショップも開催しています。な実用的なワークショップも開催しています。

キャリアセンター
本学は毎年、海外からの留学生に対して約350の求人を受け本学は毎年、海外からの留学生に対して約350の求人を受け

ています。アジアに製造拠点を置いている企業（メーカー）にています。アジアに製造拠点を置いている企業（メーカー）に
就職するケースが目立ちます。
キャリアセンターでは、キャリアサポートとして、就職関連キャリアセンターでは、キャリアサポートとして、就職関連

情報の提供、就職相談、就職ガイダンス・セミナーを開催して情報の提供、就職相談、就職ガイダンス・セミナーを開催して
います。免許・資格取得を目指す皆さんをバックアップするたいます。免許・資格取得を目指す皆さんをバックアップするた
めに、各種資格試験講座、ガイダンスも行っています。さらに、めに、各種資格試験講座、ガイダンスも行っています。さらに、
キャリア・コーディネーターを配置し、留学生の就職に関するキャリア・コーディネーターを配置し、留学生の就職に関する
トータルサポートを行っています。

Student Support Services Center
The Student Support Services Center provides general in-

formation concerning campus life and studies, and offers 
counseling and self-development activities to enhance stu-
dents’ campus life. The university also plans and sponsors 
various extracurricular activities including camping, lectures, 
concerts and fi lm screenings. The EVE and Clover festivals 
are held on the Anniversary of the University Founding.

Libraries
The Reference Counter at our main library provides con-

sultation regarding how to use the library, search for refer-
ence materials, and related issues. In addition, it offers advice 
on methods for collecting documents pertaining to the re-
search themes of individuals. If the necessary reference ma-
terials are not available at Doshisha, assistance will be pro-
vided in requesting them from other universities in Japan or 
abroad. Furthermore, special workshops are held on various 
practical subjects, such as methods for collecting docu-
ments using databases.

Career Center
Doshisha University receives solicitations for about 350 job 

openings every year for students from overseas. Most of 
these students fi nd work in the manufacturing industry, fre-
quently with companies that have manufacturing centers in 
Asia. To support students who pursue their career while in 
school, we offer information materials on employment and 
companies, vocational counseling, guidance and seminars. 
Furthermore, we provide various courses for qualifi cation 
tests and guidance for those who aim to obtain licenses or 
qualifi cations.

2010年度　受入留学生数（国籍別） International students by country / region, 2010

820
外国人留学生
International

Students

中国
Chinese
317

韓国
South Korean

147 韓国
South Korean

160

台湾
Taiwanese 67 台湾

Taiwanese 93

ドイツ
German 24 ドイツ German 17

フランス French 14
イギリス English 13その他

Others
113

その他
Others

104

アメリカ
American 152

アメリカ
American

93

859
外国人留学生
International

Students

中国
Chinese
365

2010年5月1日現在
As of May 1, 2010

2010年10月1日現在
As of October 1, 2010

その他：
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベラルーシ、ベル

ギー、ボツワナ、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、チェコ、フィ
ンランド、オランダ、インド、インドネシア、アイルランド、イスラエ
ル、イタリア、カザフスタン、マレーシア、メキシコ、モンゴリア、
ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、フィリピン、ポーランド、
カタール、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、ス
ペイン、スリランカ、スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、ベトナム

Other countries and regions:
Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Botswana, Brazil, Cana-

da, Chile, Colombia, Czech Republic, Finland, Holland, India, Indonesia, 
Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Mongolia, Myanmar, 
Nepal, New Zealand, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russia, Saudi 
Arabia, Singapore, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, Tur-
key, Vietnam

※2010年5月1日現在および2010年10月1日現在で本学に在籍する外国
人留学生数（国籍別）を記載しています。なお、国により学年暦・留学形
態が異なるため、留学生数（国籍別）も調査時期により異なっています。

＊The number of international students from each country vary widely in se-
mesters due to the various programs offered within each semester.

（単位：名）(unit : students)



NEW DEGREE PROGRAMS  for International Students 14

大学院 Graduate School

神学研究科 Graduate School of Theology

文学研究科 Graduate School of Letters

社会学研究科 Graduate School of Social Studies

法学研究科 Graduate School of Law

経済学研究科 Graduate School of Economics 
商学研究科 Graduate School of Commerce

文化情報学研究科 Graduate School of Culture and Information Science

工学研究科 Graduate School of Engineering

生命医科学研究科 Graduate School of Life and Medical Sciences

スポーツ健康科学研究科 Graduate School of Health and Sports Science

心理学研究科 Graduate School of Psychology

総合政策科学研究科 Graduate School of Policy and Management

グローバル・スタディーズ研究科 Graduate School of Global Studies

司
�������
法研究科 Law School

ビ
（ビジネススクール）
ジネス研究科 Graduate School of Business

学生納付金 School fee and other fees

奨学金 Scholarships

京都における生活費 Cost of living in Kyoto

同志社大学 学部・大学院組織図 Academic Programs

2011年度の学費は以下の通りですので、参考にしてください。最新の情報については、ホームページで確認してください。2011年度の学費は以下の通りですので、参考にしてください。最新の情報については、ホームページで確認してください。
The school fee and other fees for 2011 are as follows. Please check our website for the latest information about the school fee.The school fee and other fees for 2011 are as follows. Please check our website for the latest information about the school fee.

（単位：円）(unit : yen)

第1年次
合計

First Year
Total

入学手続時
納入必要額

Initial
Registration

Fee

学費（年額） Annual School Fee 諸費
Other Fee

入学金
Admission

Fee

授業料
Tuition Fee

教育充実費
Fee for 

Educational 
Support

実験実習料
Lab/ Practical 

Fees

学会費
Academic

Association
Fee

国際教育インスティテュート
Institute for International Education (IIE)

国際教養コース
International Education Course 1,109,000 694,500 280,000 680,000 149,000 － －

グローバル・コミュニケーション学部
Faculty of Global Communications

日本語コース
Japanese Course 1,222,000 751,000 280,000 769,000 168,000 － 5,000

工学研究科・生命医科学研究科
Graduate School of Engineering/ 
Graduate School of Life and Medical Sciences

国際科学技術コース
International Science and Technology 
Course

1,256,000 768,000 280,000 715,000 147,000 112,000 2,000

ビジネス研究科
Graduate School of Business 
(Doshisha Business School)

グローバルMBAコース
Global MBA Course － 510,000 280,000

固定授業料
（学期につき）

Fixed Tuition 
per semester
120,000

単位授業料
（1単位につき）

Tuition per 
Credit

48,000

（学期につき）
Per semester

110,000
－ －

グローバル・スタディーズ研究科
Graduate School of Global Studies － 906,000 593,000 280,000 512,000 109,000 － 5,000

外国人留学生入学試験の受験者数の増加および優秀な私費外国人留学生の本学への入学を促進するため、2011年度より本学が独自外国人留学生入学試験の受験者数の増加および優秀な私費外国人留学生の本学への入学を促進するため、2011年度より本学が独自
に行っている従来の特別奨学金制度、授業料減免制度、学習奨励金制度を一本化し、新たな外国人留学生向け渡日前奨学金制度を発足に行っている従来の特別奨学金制度、授業料減免制度、学習奨励金制度を一本化し、新たな外国人留学生向け渡日前奨学金制度を発足
しました。この制度導入により、全外国人留学生に対して必ず20～100％の授業料減免が適用されることとなります。しました。この制度導入により、全外国人留学生に対して必ず20～100％の授業料減免が適用されることとなります。
なお、大学独自の奨学金制度以外には、文部科学省や日本学生支援機構奨学金、地方公共団体の奨学金、その他民間奨学金などもあなお、大学独自の奨学金制度以外には、文部科学省や日本学生支援機構奨学金、地方公共団体の奨学金、その他民間奨学金などもあ

ります。

Due to the increasing number of international applicants and to encourage good international students to apply to Doshisha Due to the increasing number of international applicants and to encourage good international students to apply to Doshisha 
University, we established a new scholarship system in 2011 to replace the existing Special Scholarships, Reduced Tuition and University, we established a new scholarship system in 2011 to replace the existing Special Scholarships, Reduced Tuition and 
International Student Subsidy Systems. This system enables applications to be processed before students enter the university. International Student Subsidy Systems. This system enables applications to be processed before students enter the university. 
With this system, Doshisha University offers 20 to 100% off tuition fee to all international students.With this system, Doshisha University offers 20 to 100% off tuition fee to all international students.

There are also scholarships offered by the Japanese government (monbukagakusho: MEXT), Japan Student Services Organiza-There are also scholarships offered by the Japanese government (monbukagakusho: MEXT), Japan Student Services Organiza-
tion (JASSO), local governments and private organizations other than our own scholarships.

京都での平均生活費は、住居費を含めて月額10万円～12万円程度かかります。留学計画を立てる際には、京都での平均生活費は、住居費を含めて月額10万円～12万円程度かかります。留学計画を立てる際には、
このことを十分念頭においてください。

The average monthly living cost in Kyoto is estimated at about 100,000 yen to 120,000 yen including The average monthly living cost in Kyoto is estimated at about 100,000 yen to 120,000 yen including 
rent. Students should always keep this in mind when making plans to study in Kyoto.

学部 Faculty

神学部 School of Theology

文学部 Faculty of Letters

社会学部 Faculty of Social Studies

法学部 Faculty of Law 
経済学部 Faculty of Economics

商学部 Faculty of Commerce

政策学部 Faculty of Policy Studies

文化情報学部 Faculty of Culture and Information Science

理工学部 Faculty of Science and Engineering

生命医科学部 Faculty of Life and Medical Sciences

スポーツ健康科学部 Faculty of Health and Sports Science

心理学部 Faculty of Psychology

グローバル・コミュニケーション学部 Faculty of Global Communications

日本語・日本文化教育センター／留学生別科 Center for Japanese Language and Culture / Bekka

国際教育
インスティテュート 
Institute for 
International 
Education (IIE)
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ACCESS MAP  

【問合せ先】

同志社大学
国際センター留学生課
Tel: 075-251-3257〈直通〉  Fax: 075-251-3123
京田辺キャンパス: 〒610-0394 京田辺市多々羅都谷1-3 
今出川キャンパス: 〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
http://www.doshisha.ac.jp
【学部・大学院】 E-mail: ji-ois@mail.doshisha.ac.jp
【留学生別科】 E-mail: ji-bekka@mail.doshisha.ac.jp

【Inquiries】
Doshisha University
International Center
Offi ce of International Students
Tel: +81-75-251-3257〈direct〉  Fax: +81-75-251-3123
Imadegawa Campus: Karasuma-Higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku,

Kyoto City, 602-8580, Japan
Kyotanabe Campus: 1-3, Tatara Miyakodani, Kyotanabe City,

610-0394, Japan

http://www.doshisha.ac.jp/english/
【For Undergraduate / Graduate Programs】  E-mail: ji-ois@mail.doshisha.ac.jp
【For “Bekka” Programs】  E-mail: ji-bekka@mail.doshisha.ac.jp

発行：同志社大学国際化推進室　Publisher : Doshisha University Internationalization Promotion Offi ce
3rd edition

地下鉄【今出川】駅下車 徒歩１分
京　阪【出町柳】駅下車 徒歩15分

• 1  minute walk from the【Imadegawa】station on the subway
• 15 minutes walk from the Keihan Railway, 【Demachi Yanagi】station

近　鉄【興　戸】駅下車 徒歩15分
近　鉄【新田辺】駅下車 バス８分
近　鉄【三山木】駅下車 バス５分
Ｊ　Ｒ【同志社前】駅下車 徒歩10分

• 15 minutes walk from the Kintetsu【Kodo】station
• 8  minutes by bus from the Kintetsu【Shintanabe】station
• 5  minutes by bus from the Kintetsu【Miyamaki】station
• 10 minutes walk from the JR【Doshisha-mae】station

今出川キャンパス

京田辺キャンパス

Imadegawa Campus

Kyotanabe Campus

文部科学省「平成21年度国際化拠点整備事業
（グローバル30）」に採択されました

文部科学省による「国際化拠点整備事業（グローバル30）」は、英語による授業等の実施体制の構築や、留学生受け入れに関す
る体制の整備など、海外の学生が日本に留学しやすい環境が提供されるよう支援する事業です。この事業に採択された大学は日本
国内に13校のみで、採択校には政府より環境整備のための補助金が助成されます。
同志社大学はこの採択を機に、日本の伝統・文化の原点である京都、その京都の中心に位置する本学の文化、精神的環境を最大
限活用し、国内外の学生にとって魅力的な大学創りにますます積極的に取り組んでまいります。
なお、「国際化拠点整備事業」は、2011年度より「大学の国際化のためのネットワーク形成事業」として組み立てなおされます。

Doshisha University Chosen for MEXT*’s Global 30 Project for Establish-
ing Core Universities for Internationalization *MEXT=Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

The Global 30 Project initiated by MEXT aims to encourage and support the core universities to establish and improve sys-
tems to provide academic courses conducted entirely in English, and to enhance the environment for international students 
who wish to study in Japan.  Only 13 universities in Japan chosen for this project are eligible to receive a funding from MEXT 
for the improvement of environments and promotion of globalization.

Taking advantage of this occasion, Doshisha University is committed to initiating stronger efforts in creating a unique and 
attractive study environment for students both inside and outside Japan by making full use of its favorable location situated at 
the heart of Kyoto, where lies the origin of Japanese tradition and culture.




