
Graduate School of Economics, Kyoto University 

International Double Doctoral Degree Programme with  

University of Glasgow 

Application procedures 

Eligibility 

Applicants must be a full-time student who enrolled in Graduate School of Economics and 

their first year of doctoral course. 

The programme is geared towards students whose field of study is Business History, Social 

and Economic History, History of Policy and Industry. Students from these or related 

disciplines (i.e. those that use similar methods and approaches or address similar issues) 

are encouraged to apply. 

 

Number of applicants be admitted 

Approximately two (2) students are admitted to the programme each year. 

Application information 

1. Application period 

June	1	to	15	for	April	admissions (precisely until 5:00PM） 

December	1	to	15	for	October	admissions （precisely until 5:00PM） 

2. How to apply 

Complete and submit following application documents to the Student Affairs Office. 

 Application form (both original and digital) 

 Research plan  (both original and digital) 

 Letter of Recommendation from supervisor GSE, KU 

* This must be written and submitted directly by the main supervisor 

 Thesis of Master’s degree or an equivalent paper  (both print and digital) 
*If the original transcript is in a language other than English, a certified English 
translation must be attached. 

 English language proficiency test score report (both print and digital) 
Applicants whose first language is not English are required to submit a copy of an official 
notice of a TOEFEL or IELTS score obtained within a period of two years prior to the 
application for this programme. 
【English Ability Requirements】 

 IELTS 6.5 or higher (above 6.0 in each category), or TOEFL iBT score of 80 or higher, at the 

time of application 

 In the case of TOEFL iBT a score of 90 (with scores of at least Reading:20, Writing:19, 

Listening:19, Speaking:23) or higher by the second screening   

  



 

Note:  

* TOEFL ITP (Institutional Testing Program) is not accepted. 

* A Test Taker Report or a screenshot of the online result is not accepted. 

* TOEFL or IELTS scores are not usually required for those who completed their bachelor’s 

degree in one of the following countries: Australia, Ireland, Canada (except those attended 

universities in Quebec), New Zealand, the United Kingdom and the United States of America. 

However, applicants are still strongly recommended to submit TOEFL or IELTS scores.  

* Applicants who have completed their bachelor degree in an English taught programme in 

countries such as India, Malaysia, Singapore, and The Philippines may submit a certification 

issued by their universities that validates the programme was conducted in English instead 

of their TOEFL or IELTS scores. However, applicants are strongly recommended to submit 

TOEFL or IELTS scores. 

* There may be some exceptional cases where we waiver the requirement to submit a TOEFL 

or IELTS score. Please contact the Programme coordinators for more details, and describe 

on application form why you think your case should be considered as such an exception. 

3. Method of admission selection 

Admission selection is based on the evaluation of your application documents and interview, 

and the interview date will be announced individually. 

First Screening:  
by Graduate School of Economics, Kyoto University 

in Middle of June for April admissions 
in Middle of December for October admissions 

Second Screening (Interview via online):  
by Both the Graduate School of Economics, Kyoto University, and, the College 

of Social Sciences, the University of Glasgow. 
in Middle of July for April admissions 
in Middle of January for October admissions 

Announcement to admission decision 

The announcement of final screening result will be notified via email; 
by the end of September for April admissions 
by the end of March for October admissions  

Programme coordinators  

Prof. Kurosawa Takafumi 

Prof. Tanaka Akira 

Dr. Steven Ivings 

Contact 

Student Affairs Office, Graduate School of Economics, Kyoto University 

Email: kyoumu@econ.kyoto-u.ac.jp  



 

京都大学大学院経済学研究科・グラスゴー大学社会科学系カレッジ 

博士後期程ダブルディグリー・プログラム学生募集要項 

出願資格 

京都大学大学院経済学研究科博士後期課程 1 回生として在籍する者（一般コース所属学

生（4月入学者）、東アジア持続的経済発展研究コース所属学生（10 月入学者）であるかを

問いません。） 

このプログラムは、経営史・社会経済史・政策史・産業論を研究分野とする学生を対象と

しています。これらの分野または関連する分野の学生（つまり、同様の方法とアプローチを

使用している、または同様の問題に取り組んでいる学生）の応募を推奨します。 

募集人数 

毎年およそ２名程度 

出願手続 

1. 出願期間 

<４月入学者> ６月１日～６月１５日 １７：００ （時間厳守） 

<１０月入学者> １２月１日～１２月１５日 １７：００（時間厳守） 

2. 出願方法 

以下の出願書類を記入し、経済学研究科教務掛へ提出してください。 

 Application form (原紙およびサイン前のデータ) 

 Research plan (原紙およびデータ) 

 京都大学指導教員からの Letter of Recommendation  

*主指導教員が記載し、提出してください。 

 英語修士論文若しくはそれに相当する論文 （印刷物およびデータ） 

*英語以外の言語である場合、英語の翻訳を添付してください。 

 英語能力証明書類 （印刷物およびデータ） 

第一言語が英語ではない申請者は本プログラムへの出願時から遡って 2 年以内に

取得した語学証明書を提出してください。 

*語学要件 

 出願時点において IELTS 6.5 以上（4技能の全てで 6.0 以上）、あるいは、TOEFL-

iBT にて 80 以上のスコアを有すること。 

 TOEFL-iBT の場合には、第 2次選考実施時点までに 90 以上（各技能の最低要件

は Reading:20, Writing:19, Listening:19, Speaking23）を有すること。 

注意 

* TOEFL IPT は要件に該当しません 

* 受験レポートおよびオンライン結果のスクリーンショットは受け付けません。 

* オーストラリア、アイルランド、カナダ（ケベック州を除く）、ニュージーランド、イ

ギリス、アメリカ合衆国のいずれかで学士号を取得した者は、提出の必要ありません。



しかしながら、TOEFL あるいは IELTS の語学証明書も取得していることを推奨します。 

* インド、マレーシア、シンガポール、フィリピンなど英語教育プログラムで学士号を

取得した学生は、語学証明書の代わりにプログラムが英語で実施されたことを明記し

ている大学発行の証明書を提出することができます。しかしながら TOEFL あるいは

IELTS の語学証明書も取得していることを推奨します。 

* 語学証明書の提出を免除する例外的な場合があります。その場合、プログラム担当教

員へ詳細を連絡し、例外として考慮されるべき理由を申請書へ記載してください。 

3. 選考方法 

選考は、出願書類と面接の評価に基づき実施され、面接日は個別にお知らせします。 

第一次選考 京都大学大学院経済学研究科 

<４月入学者> ６月中旬 <１０月入学者> １２月中旬 

第二次選考 京都大学研究科及びグラスゴー大学社会科学系カレッジ 

（オンラインで面接を行います） 

<４月入学者> ７月中旬 <１０月入学者> １月中旬 

選考結果発表 

最終選考結果の発表は 4 月入学者の場合は 9 月末まで、10 月入学者の場合は 3 月末までに

メールにより通知されます。 

プログラム担当教員 

 黒澤 隆文 教授 

 田中 彰 教授 

 スティーブンアイビンス講師 

 

京都大学経済学研究科 

Email：kyoumu@econ.kyoto-u.ac.jp 


