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京都大学

資料名

認証評価共通基礎データ様式

１－２－２　教員の年齢別・性別内訳

１－３－１　教員組織と教育組織の対応表

１－３－２　規定上の開催頻度と前年度における開催実績一覧

１－３－３　規定上の開催頻度と前年度における開催実績一覧

２－１－１　内部質保証に係る責任体制等一覧

２－１－２　教育研究上の基本組織一覧

２－１－３　質保証について責任をもつ体制への構成員等の一覧

２－２－２　教育課程における評価の内容を規定する規定類一覧

２－２－３　自己点検・評価の実施時期、評価方法を規定する規定類一覧

２－２－４　意見聴取の実施時期、内容等一覧

２－２－５　検討、立案、提案の責任主体一覧

２－２－６　実施の責任主体一覧

２－３－１　計画等の進捗状況一覧

２－５－１　教員の採用・昇任の状況（過去５年分）

２－５－２　教員業績評価の実施状況

２－５－４　ＦＤの内容・方法及び実施状況一覧

２－５－５　教育支援者、教育補助者一覧

２－５－６　教育支援者等に対する研修等内容・方法及び実施状況一覧

３－１－２　予算・決算の状況（過去５年分）

３－２－２　法令遵守事項一覧・危機管理体制等一覧

３－３－１　事務組織一覧（部署ごとの人数（分析項目２－５―５教育支援者を含む。））

３－４－１　教職協働の状況

３－４－２　ＳＤの内容・方法及び実施状況一覧

３－６－１　法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧

認証評価共通基礎データ様式

４－１－１　夜間の授業又は２以上のキャンパスでの教育の実施状況一覧

４－１－２　附属施設等一覧

４－１－６　自主的学習環境整備状況一覧

４－２－１　相談・助言体制等一覧

４－２－２　課外活動に係る支援状況一覧

４－２－５　経済的支援の整備状況、利用実績一覧

５－２－１　入学者選抜の方法一覧

認証評価共通基礎データ様式【大学用】様式２

６－４－４（01総合人間学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（01総合人間学部）履修指導の実施状況

６－５－２（01総合人間学部）学習相談の実施状況
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/認証評価共通基礎データ様式１.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式１－２－２　教員の年齢別・性別内訳.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式１－３－１　教員組織と教育組織の対応表.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式１－３－２　規定上の開催頻度と前年度における開催実績一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式１－３－３　規定上の開催頻度と前年度における開催実績一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－１－１　内部質保証に係る責任体制等一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－１－２　教育研究上の基本組織一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－１－３　質保証について責任をもつ体制への構成員等の一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－２－２　教育課程における評価の内容を規定する規定類一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－２－３　自己点検・評価の実施時期、評価方法を規定する規定類一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－２－４　意見聴取の実施時期、内容等一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－２－５　検討、立案、提案の責任主体一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－２－６　実施の責任主体一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－３－１　計画等の進捗状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－５－１　教員の採用・昇任の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－５－２　教員業績評価の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－５－４　ＦＤの内容・方法及び実施状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－５－５　教育支援者、教育補助者一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式２－５－６　教育支援者等に対する研修等内容・方法及び実施状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式３－１－２　予算・決算の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式３－２－２　法令遵守事項一覧・危機管理体制等一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式３－３－１　事務組織一覧（部署ごとの人数（分析項目２－５―５教育支援者を含む。））.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式３－４－１　教職協働の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式３－４－２　ＳＤの内容・方法及び実施状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式３－６－１　法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/認証評価共通基礎データ様式１.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式４－１－１　夜間の授業又は２以上のキャンパスでの教育の実施状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式４－１－２　附属施設等一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式４－１－６　自主的学習環境整備状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式４－２－１　相談・助言体制等一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式４－２－２　課外活動に係る支援状況一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式４－２－５　経済的支援の整備状況、利用実績一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式５－２－１　入学者選抜の方法一覧.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/認証評価共通基礎データ様式２.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（01総合人間学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（01総合人間学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（01総合人間学部）学習相談の実施状況.pdf
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６－５－３（01総合人間学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（01総合人間学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（01総合人間学部）「標準修業年限内」「標準修業年限1.5年内」の卒業率

６－８－２（01総合人間学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況(過去５年
分)

６－４－４（02文学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（02文学部）履修指導の実施状況

６－５－２（02文学部）学習相談の実施状況

６－５－３（02文学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（02文学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（02文学部）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－２（02文学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）

６－４－４ 教育上主要と認める授業科目

６－５－１ 履修指導の実施状況

６－５－２ 学習相談の実施状況

６－５－３ 社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４ 履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１ 標準修業年限内の卒業（修了）率（※１）（過去５年分）

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２ 就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況

６－４－４（04法学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（04法学部）履修指導の実施状況

６－５－２（04法学部）学習相談の実施状況

６－５－３（04法学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（04法学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１ 標準修業年限内の卒業率（※１）（過去５年分）

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（※２）（過去５年分）

６－８－２（04法学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）

６－４－４（05経済学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（05経済学部）履修指導の実施状況

６－５－２（05経済学部）学習相談の実施状況

６－５－３（05経済学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（05経済学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（05経済学部）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（05経済学部）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（05経済学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）

６－４－４（06理学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（06理学部）履修指導の実施状況
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（01総合人間学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（01総合人間学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（01総合人間学部）「標準修業年限内」「標準修業年限1.5年内」の卒業率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（01総合人間学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況(過去５年分).pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（01総合人間学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況(過去５年分).pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（02文学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（02文学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（02文学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（02文学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（02文学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（02文学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（02文学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及ひ゛進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（03教育学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（03教育学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（03教育学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（03教育学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（03教育学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（03教育学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（03教育学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（03教育学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（04法学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（04法学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（04法学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（04法学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（04法学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（04法学部）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（04法学部）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（04法学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（05経済学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（05経済学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（05経済学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（05経済学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（05経済学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（05経済学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（05経済学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（05経済学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（06理学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（06理学部）履修指導の実施状況.pdf
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京都大学

資料名

６－５－２（06理学部）学習相談の実施状況

６－５－３（06理学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（06理学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（06理学部）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（06理学部）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（06理学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況

６－４－４（07医学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（07医学部）履修指導の実施状況

６－５－２（07医学部）学習相談の実施状況

６－５－３（07医学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（07医学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（07医学部）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（07医学部）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（07医学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況

６－４－４（08薬学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（08薬学部）履修指導の実施状況

６－５－２（08薬学部）学習相談の実施状況

６－５－３（08薬学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（08薬学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（08薬学部）標準修業年限内の卒業（修了）率（※１）（過去５年分）

６－８－１（08薬学部）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２（08薬学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況

６－４－４（09工学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（09工学部）履修指導の実施状況

６－５－２（09工学部）学習相談の実施状況

６－５－３（09工学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（09工学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（09工学部）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（09工学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）

６－４－４（10農学部）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（10農学部）履修指導の実施状況

６－５－２（10農学部）学習相談の実施状況

６－５－３（10農学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（10農学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（10農学部）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（10農学部）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（06理学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（06理学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（06理学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（06理学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（06理学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（06理学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（07医学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（07医学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（07医学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（07医学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（07医学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（07医学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（07医学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（07医学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（08薬学部） 教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（08薬学部） 履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（08薬学部） 学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（08薬学部） 社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（08薬学部） 履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（08薬学部） 標準修業年限内の卒業（修了）率★.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（08薬学部） 標準修業年限内の卒業（修了）率★.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（08薬学部） 就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）★.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（09工学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（09工学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（09工学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（09工学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（09工学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（09工学部）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（09工学部）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（09工学部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（10農学部）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（10農学部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（10農学部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（10農学部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（10農学部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（10農学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（10農学部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
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京都大学

資料名

６－８－２（10農学部）就職率（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学率の状況（過去５年分）

６－５－１（１１文学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（１１文学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（１１文学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（１１文学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（１１文学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（１１文学研究科）「標準修業年限×1.5」卒業（修了）率

６－８－２（１１文学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年
分）

６－５－１（12教育学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（12教育学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（12教育学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（12教育学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（12教育学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（12教育学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（12教育学研究科）就職率（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学率の状況

６－５－１（13法学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（13法学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（13法学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（13法学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（13法学研究科）標準修業年限内の修了率（※１）（過去５年分）

６－８－１（13法学研究科）「標準修業年限×1.5」年内修了率（※２）（過去５年分）

６－８－２（13法学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年
分）

６－５－１（１４経済学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（１４経済学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（１４経済学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（１４経済学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（１４経済学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（１４経済学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（１４経済学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５
年分）

６－５－１（15理学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（15理学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（15理学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（15理学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（15理学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（15理学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（15理学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（10農学部）就職率（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（１１文学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（１１文学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（１１文学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（１１文学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（１１文学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（１１文学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（１１文学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及ひ゛進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（１１文学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及ひ゛進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（12教育学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（12教育学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（12教育学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（12教育学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（12教育学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（12教育学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（12教育学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（13法学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（13法学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（13法学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（13法学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（13法学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（13法学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（13法学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（13法学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（１４経済学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（１４経済学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（１４経済学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（１４経済学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（１４経済学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（１４経済学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（１４経済学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（１４経済学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（15理学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（15理学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（15理学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（15理学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（15理学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（15理学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（15理学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
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資料名

６－５－１（16医学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（16医学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（16医学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（16医学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（16医学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（16医学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（16医学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年
分）

６－５－１（17薬学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（17薬学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（17薬学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（17薬学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（17薬学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（17薬学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（17薬学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況

６－５－１（18工学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（18工学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（18工学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（18工学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（18工学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２（18工学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年
分）

６－５－１（19農学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（19農学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（19農学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（19農学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（19農学研究科） 標準修業年限内の卒業（修了）率（※１）（過去５年分）

６－８－１（19農学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２（19農学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年
分）

６－５－１（20人間・環境学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（20人間・環境学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（20人間・環境学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（20人間・環境学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（20人間・環境学研究科）「標準修業年限内」「標準修業年限1.5年内」の修了率

６－８－２（20人間・環境学研究科）就職率（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学率の状況
（過去５年分）

６－５－１（21エネルギー科学研究科）履修相談の実施状況

６－５－２（21エネルギー科学研究科）学習相談の実施状況
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（16医学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（16医学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（16医学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（16医学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（16医学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（16医学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（16医学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（16医学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（17薬学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（17薬学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（17薬学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（17薬学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（17薬学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（17薬学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（17薬学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（18工学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（18工学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（18工学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（18工学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（18工学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（18工学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（18工学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（18工学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（19農学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（19農学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（19農学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（19農学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（19農学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率  .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（19農学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率  .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（19農学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（19農学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（20人間・環境学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（20人間・環境学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（20人間・環境学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（20人間・環境学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（20人間・環境学研究科）「標準修業年限内」「標準修業年限1.5年内」の修了率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（20人間・環境学研究科）就職率（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（20人間・環境学研究科）就職率（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（21エネルギー科学研究科）履修相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（21エネルギー科学研究科）学習相談の実施状況.pdf
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資料名

６－５－３（21エネルギー科学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（21エネルギー科学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（21エネルギー科学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（21エネルギー科学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（21エネルギー科学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況
（過去５年分）

６－５－１（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培
う取組

６－５－４（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支
援の状況

６－８－１（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進
学率の状況（過去５年分）

６－５－１（23情報学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（23情報学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（23情報学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（23情報学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（23情報学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（23情報学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（23情報学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年
分）

６－５－１（24生命科学研究科）履修指導の実施状況

６－５－２（24生命科学研究科）学習相談の実施状況

６－５－３（24生命科学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（24生命科学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（24生命科学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（24生命科学研究科）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（24生命科学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５
年分）

６－５－１（25総合生存学館）履修指導の実施状況

６－５－２（25総合生存学館）学習相談の実施状況

６－５－３（25総合生存学館）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（25総合生存学館）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（25総合生存学館）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（25総合生存学館）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２（25総合生存学館）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年
分）

６－５－１（26地球環境学舎）履修指導の実施状況

６－５－２（26地球環境学舎）学習相談の実施状況
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（21エネルギー科学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（21エネルギー科学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（21エネルギー科学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（21エネルギー科学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（21エネルギー科学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（21エネルギー科学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（２２アジア・アフリカ地域研究研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（23情報学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（23情報学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（23情報学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（23情報学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（23情報学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）等.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（23情報学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）等.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（23情報学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（23情報学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（24生命科学研究科）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（24生命科学研究科）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（24生命科学研究科）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（24生命科学研究科）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（24生命科学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（24生命科学研究科）標準修業年限内の卒業（修了）率 .pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（24生命科学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（24生命科学研究科）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（25総合生存学館）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（25総合生存学館）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（25総合生存学館）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（25総合生存学館）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（25総合生存学館）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（25総合生存学館）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（25総合生存学館）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（25総合生存学館）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（26地球環境学舎）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（26地球環境学舎）学習相談の実施状況.pdf
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京都大学

資料名

６－５－３（26地球環境学舎）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（26地球環境学舎）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（26地球環境学舎）標準修業年限内の卒業（修了）率

６－８－１（26地球環境学舎）「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率

６－８－２（26地球環境学舎）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況

６－８－１（27公共政策教育部）「標準修業年限内」「標準修業年限1.5年内」の修了率

６－８－２（27公共政策教育部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況(過去５年
分)

６－５－１ 履修指導の実施状況

６－５－２ 学習相談の実施状況

６－５－３ 社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４ 履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１ 標準修業年限内の卒業（修了）率（※１）（過去５年分）

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２ 就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況

６－４－４（29国際高等教育院）教育上主要と認める授業科目

６－５－１（29国際高等教育院）履修指導の実施状況

６－５－２（29国際高等教育院）学習相談の実施状況

６－５－３（29国際高等教育院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（29国際高等教育院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－５－１（30グローバル生存学リーディング大学院）履修指導の実施状況

６－５－２（30グローバル生存学リーディング大学院）学習相談の実施状況

６－５－３（30グローバル生存学リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を
培う取組

６－５－４（30グローバル生存学リーディング大学院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習
支援の状況

６－８－１（30グローバル生存学リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年
分）

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２（30グローバル生存学リーディング大学院）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び
進学率の状況

６－５－１（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）履修指導
の実施状況

６－５－２（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）学習相談
の実施状況

６－５－３（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）社会的・
職業的自立を図るために必要な能力を培う取組

６－５－４（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）履修上特
別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）標準修業
年限内の卒業（修了）率（過去５年分）

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）就職率(就
職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（26地球環境学舎）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（26地球環境学舎）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（26地球環境学舎）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（26地球環境学舎）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（26地球環境学舎）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（27公共政策教育部）「標準修業年限内」「標準修業年限1.5年内」の修了率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（27公共政策教育部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況(過去５年分).pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（27公共政策教育部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況(過去５年分).pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（28経営管理教育部）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（28経営管理教育部）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（28経営管理教育部）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（28経営管理教育部）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（28経営管理教育部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（28経営管理教育部）標準修業年限内の卒業（修了）率.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（28経営管理教育部）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－４－４（29国際高等教育院）教育上主要と認める授業科目.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（29国際高等教育院）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（29国際高等教育院）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（29国際高等教育院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（29国際高等教育院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（30グローバル生存学リーディング大学院）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（30グローバル生存学リーディング大学院）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（30グローバル生存学リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（30グローバル生存学リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（30グローバル生存学リーディング大学院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（30グローバル生存学リーディング大学院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（30グローバル生存学リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（30グローバル生存学リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（30グローバル生存学リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（30グローバル生存学リーディング大学院）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（30グローバル生存学リーディング大学院）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（31充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成リーディング大学院）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況.pdf


付録１　認証評価共通基礎データ及び別紙一覧

＊資料名をクリックすると資料にアクセスできます。

京都大学

資料名

６－５－１（32デザイン学リーディング大学院）履修指導の実施状況

６－５－２（32デザイン学リーディング大学院）学習相談の実施状況

６－５－３（32デザイン学リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取
組

６－５－４（32デザイン学リーディング大学院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の
状況

６－８－１（32デザイン学リーディング大学院）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）・
「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（過去５年分）

６－８－２（32デザイン学リーディング大学院）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率
の状況

６－５－１（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）履修指導の実施状況

６－５－２（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）学習相談の実施状況

６－５－３（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）社会的・職業的自立を図
るために必要な能力を培う取組

６－５－４（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）履修上特別な支援を要す
る学生等に対する学習支援の状況

６－８－１（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）標準修業年限内の卒業
（修了）率（過去５年分）・「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（過去５年分）

６－８－１ 「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（※２）（過去５年分）

６－８－２（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）就職率(就職希望者に対す
る就職者の割合)及び進学率の状況
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https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（32デザイン学大学院連携プログラム）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（32デザイン学大学院連携プログラム）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（32デザイン学大学院連携プログラム）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（32デザイン学大学院連携プログラム）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（32デザイン学大学院連携プログラム）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（32デザイン学大学院連携プログラム）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（32デザイン学大学院連携プログラム）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）・「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－１（32デザイン学大学院連携プログラム）標準修業年限内の卒業（修了）率（過去５年分）・「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率（過去５年分）.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（32デザイン学大学院連携プログラム）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－８－２（32デザイン学大学院連携プログラム）就職率(就職希望者に対する就職者の割合)及び進学率の状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－１（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）履修指導の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－２（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）学習相談の実施状況.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－３（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/hyoukakekka/r01/kyoto-u/別紙様式６－５－４（33霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院）履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況.pdf
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