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1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）学校法人及び短期大学の沿革（1600 字程度） 

 

本学は、終戦後間もない昭和 22（1947）年５月、京都外国語大学の前身である京都

外国語学校として創立された。 

創立当時、何よりも求められたものは世界平和への貢献であり、その基盤としての

国際的理解であった。この国際的理解を図る１つの有力な方法は、外国語を修得し、

かつその言語圏の文化・経済・社会を知ることであると考え、「PAX MUNDI PER LINGUAS

―言語を通して世界の平和を―」を建学の精神とした。 

この精神に基づき、本学は外国語及び国際社会と地域文化に関する教育研究を行い、

世界平和に貢献することを目的としている。 

本学の教育の理念は「国際社会の平和に貢献し、次世代を担うことのできる『人間

力』豊かなリーダーの養成」である。本学が求める「人間力」とは、「国際社会の一員

としての責任を自覚し、教養豊かな魅力ある人間として力強く生きていくための総合

的な力」のことである。 

 

 

沿革 

昭和 22 年（1947） ５月 京都外国語学校を創設 

昭和 25 年（1950） ４月  京都外国語短期大学を設置  

京都外国語短期大学英語科（昼間部）を開設 

昭和 27 年（1952） ４月  京都外国語短期大学英語科（夜間部）を開設 

              京都外国語短期大学英語科に教職課程を開設 

昭和 29 年（1954） ４月  京都予備校を設置 

昭和 31 年（1956） ４月 京都外国語短期大学英語商業科（昼間部）を開設 

京都外国語短期大学専攻科（昼間部）を開設 

昭和 32 年（1957） ４月 京都西高等学校を設置 

昭和 34 年（1959） ３月 京都外国語短期大学英語科（昼間部）を廃止 

京都外国語短期大学英語商業科（昼間部）を廃止 

京都外国語短期大学専攻科（昼間部）を廃止 

４月 京都外国語大学を設置 

京都外国語大学外国語学部英米語学科を開設 

京都外国語大学に教職課程を開設 

昭和 38 年（1963） ４月 京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科を開 

設 

昭和 39 年（1964） ４月 京都外国語大学外国語専攻科英米語専攻を開設 

昭和 41 年（1966） ４月 京都外国語大学外国語学部フランス語学科を開設 

昭和 42 年（1967） ４月 京都外国語大学外国語学部ドイツ語学科・ブラジル 

    ポルトガル語学科を開設 
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昭和 46 年（1971） ４月 京都外国語大学大学院（修士課程）を設置 

京都外国語大学大学院（修士課程）外国語学研究科

英米語学専攻・フランス語学専攻・ドイツ語学専

攻・ブラジルポルトガル語学専攻を開設 

昭和 47 年（1972） ４月 京都外国語大学大学院（修士課程）外国語学研究科 

    イスパニア語学専攻を開設 

昭和 49 年（1974） ４月 京都外国語大学外国語学部中国語学科を開設 

昭和 55 年（1980） ４月 京都外国語大学留学生別科を開設 

昭和 57 年（1982） ３月 京都外国語学校を廃校 

平成 元年（1989） ４月 京都外国語大学に博物館学芸員課程を開設 

平成 ４年（1992） ４月 京都外国語大学外国語学部日本語学科を開設 

平成 ９年（1997） ４月 京都外国語大学外国語専攻科東アジア言語・文化専 

    攻を開設 

平成 10 年（1998） ３月 京都予備校を廃校 

   ４月 京都外国語専門学校を設置 

平成 12 年（2000） ３月 京都外国語短期大学教職課程を廃止 

平成 13 年（2001） ４月 京都西高等学校を京都外大西高等学校に改称 

平成 16 年（2004） ４月 京都外国語大学外国語学部イタリア語学科を開設 

平成 17 年（2005） ４月 京都外国語大学大学院外国語学研究科異言語・文化 

    専攻博士前期課程・後期課程を設置 

平成 18 年（2006） ３月 京都外国語大学外国語専攻科を廃止 

平成 19 年（2007） ３月 京都外国語大学大学院（修士課程）外国語学研究科 

英米語学専攻・イスパニア語学専攻・フランス語学 

専攻・ドイツ語学専攻・ブラジルポルトガル語学専 

攻を廃止 

４月 京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科をス 

 ペイン語学科に改称 

京都外国語短期大学英語科をキャリア英語科に改 

称 

平成 22 年（2010）  ４月   京都外国語大学外国語学部国際教養学科を開設 
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（2）学校法人の概要 

 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員

及び在籍者数 

 平成 29年５月１日現在 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

京都外国語大学 
〒615-8558 

京都市右京区西院笠目町６ 

学部 843 3,590 4,229 

院 43 89    90 

京都外国語短期

大学 

〒615-8558 

京都市右京区西院笠目町６ 
140 280 312 

京都外大西高等

学校 

〒615-0074 

京都市右京区山ノ内苗町 37 
470 1,810 956 

京都外国語専門

学校 

〒606-8351 

京都市左京区岡崎徳成町５ 
200 400 420 
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（3）学校法人・短期大学の組織図  

 組織図 平成 29年５月１日現在 

①事務組織図 

 京都外国語専門学校

事務室

事務室

京都外国語短期大学

国際交流会館

新学部設立準備室

京都外国語大学ラテンアメリカ研究所 事務室

※大学のみ設置

（その他事務組織は大学に準じる）

京都外大西高等学校

国際言語平和研究所 アカデミックサポート室

※大学のみ設置

国際文化資料館

分館（アジア関係図書館）

事務室

コミュニティ・エンゲージメントセンター

外国語自律学習支援室（NINJA)

管理運営課

付属図書館 ＩCＴ教育推進課

キャリアセンター キャリア支援課

AO入試推進室

入試センター 入試課

留学生課

ランゲージセンター準備室

ラテンアメリカ連携推進室

国際部 欧米連携推進室

国際課

障がい学生支援準備室

保健室

学生相談室

事務局
監事 学生生活課

資格課程推進室

学生部

健康サポートセンター

大学院事務室

教務課

IR推進グループ

次世代リーダー育成プログラム推進室

理事会 京都外国語大学 教務部

戦略企画グループ

評議員会 広報室

総務部 総務課

財務課

総合企画室 点検評価グループ

財務部 経理課

人権教育啓発室

法人本部 施設管財課

内部監査室

法人課

学園創立70周年準備室

森田記念講堂

人事課

法人部
秘書室
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②学科等組織図 

 

 

 

（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

京都府の人口(京都府統計書から)                    （人） 

年 度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

男 性 1,259,922 1,256,043 1,252,501 1,248,972 1,246,257 

女 性 1,368,346 1,365,615 1,363,013 1,361,381 1,359,474 

総人口 2,628,268 2,621,658 2,615,514 2,610,353 2,605,731 

 

 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合 

地域 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

北海道 1 0.9 3 2.6 4 2.6 5 3.6 3 2.1 

東北 2 1.9 1 0.9 1 0.7 1 0.7 1 0.7 

異言語文化専攻博士前期課程

大学院 外国語学研究科
異言語文化専攻博士後期課程

英米語学科

スペイン語学科

フランス語学科

ドイツ語学科

外国語学部
ブラジルポルトガル語学科

京都外国語大学

中国語学科

日本語学科

イタリア語学科

体育コース

京都外国語短期大学 キャリア英語科

総合進学コース

特進コース
全日制課程普通科

国際文化コース

京都外大西高等学校

韓国・朝鮮語学科

東南アジア言語学科

日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

通信制課程普通科

英米語学科

中国語学科

評議員会

理事会

監事

京都外国語専門学校 文化・教養専門課程

国際教養学科

留学生別科
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関東 2 1.9 1 0.9 5 3.3 2 1.4 2 1.4 

北陸・甲信越 5 4.7 3 2.8 10 6.5 1 0.7 6 4.1 

東海 1 0.9 2 1.8 5 3.3 4 2.9 3 2.1 

近畿 72 67.9 75 65.8 105 68.2 103 73.6 111 76.6 

中国 2 1.9 6 5.3 7 4.6 3 2.1 0 0.0 

四国 4 3.8 5 4.4 4 2.6 3 2.1  3 2.1 

九州・沖縄 6 5.7 5 4.4 2 1.3 7 5.0 3 2.1 

その他 11 10.4 13 11.4 11 7.1 11 7.9 13 9.1 

合計 106 100. 114 100 154 100 140 100 145 100 

 

 地域社会のニーズ 

本学は、平成 19年度文部科学省「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラ

ム（学生支援 GP）」に選定された。 

取組名称： 即戦力となる人材育成のための学生支援 

― 観光ビジネスにおける「学び」と「実践」のコラボレーション ― 

取組概要： 多様な学習者のニーズに対応するため、平成 19年度から夜間２年制の

キャリア英語科に改組し、学生に進学･就職･留学等といった卒業後の進

路を明確に持たせ、その希望が達成できる教育課程としている。また、

様々なライフスタイルを持つ学生に対応できるよう、基礎的な学習を行

った上で、学生が進路に合わせてコース選択する方式を導入している。

プラクティカルな英語教育やビジネススキル等の職業教育を展開する中

で、新たに観光ビジネスの場面での「ホスピタリティ英語」の擬似体験

を通して発話練習できる自律学習型教材･装置を開発した上で、働きなが

ら学ぶ学生も経済的に安心して実習できる「有給で就労する実践型のペ

イドインターンシップ」と組み合わせて、キャリア支援を行う。これに

より、明確な職業観だけでなく、実際の場面での英語対応能力と職業教

育で学んだ知識と技能の応用力を身に付けさせ、社会で即戦力となる人

材育成をめざす。 

選定理由： 京都外国語短期大学においては、大学の目的等に基づき学生支援の目

標を定め、長年にわたり、学生の大学生活を充実させる効果において成
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果を上げていると言えます。 

      修学支援・学生生活支援・キャリア支援という 3 つの支援連携は、現

在の組織性に見合う非常に優れた取組です。さらに、「新しいキャリア

支援」の取組は、今まで長きにわたって築かれた地域との信頼関係の上

に成果をもたらしたとも言えます。「ペイドインターンシップ」という

外資系ホテル業界では馴染みの制度をいち早く取り込み、京都という地

域に還元しようとされています。 

また、自主的学習システムを開発し本授業と補完しあう位置づけは重

要です。多様な学生を受け入れ、ボトムラインを引き上げる目的がある

という点は他の大学等のモデルに相応しい推奨すべき取組であると言え

ます。 

これは、本学が取り組む学生支援が、社会のニーズに対応していることが認められ

たことである。この取り組みが現在も継続し、続いていることは評価される。 

詳しくは、【選択的評価基準】を参照のこと。 

 

 また、この取り組み以外にも「平成 16年度特色ある大学教育支援プログラム（GP）」

にも採択されている。 

 

取組名称：入学者の質的変化に対応する学習支援 — 学びの環境づくり — 

取組概要： 入学してくる学生の質的変化や生涯学習への対応を図るため、平成 12

年度から「学びの環境づくり」に取り組んできた。この取り組みは、①

目的意識の確立、②学習機能の工夫と改善、③きめ細やかな学習支援を

有機的に結びつけ、卒業時における学生の質の確保をめざすものである。 

  具体的には、個々のレベルに応じた教育、多元的な成績評価システム

の構築、学生の主体的な学習の支援、カルテ方式の個人学習記録システ

ムの構築等による学習支援である。この複合的な学習支援は、夜間とい

う条件にあっても、働きながら学ぶ学生や編入学をめざす学生にも、個々

の目的達成のために有効に機能している。 

SELHi（スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール）に指

定されている高等学校の英語指導法と短期大学の英語学の知見を融合し

たリメディアル教育と、編入学をめざす学生を対象にした英語の 4 技能

を統合するハイレベルな授業を実践し、従来の支援に加えて入口から出

口までのトータルな学習支援を行っている。 

採択理由： 「言語を通して世界の平和を」を建学の精神に掲げ、「不撓不屈」を

教学の理念とする京都外国語短期大学が、夜間学生を対象に「入学者の

質的変化に対応する学習支援」として、平成 12年度から４年間かけて組

織的に実施してきた総合的な取組です。生涯学習が叫ばれる現代社会に

あって、多様な価値観、多様な生活スタイルを持つ働く学生の多い夜間

の短期大学という限られた条件の中で、アカデミック・アドバイザーの

導入、多元的な成績評価システムによる習熟度別授業、個人学習記録シ
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ステムなどを構築して、学生の学習意欲を引き上げ、実力をあげさせ、

編入学の数を伸ばそうとしているなど、そのきめ細やかな教育的努力は

夜間短期大学の参考になりえる優れた事例であるといえます。特に 16年

度から実施予定のリメディアル教育、総合英語ワークショップ、17年度

予定の CALL教材を活用したチュートリアル・クラスに、更に平和に貢献

する人間教育の側面が充実されれば、建学の精神に即した一層の発展が

期待されます。 

 

 地域社会の産業の状況【京都市広報から】 

市内総生産について 

 京都市の市内総生産は、かつて日本の大都市中第５位であったが、現在その順位は

下位になっている。 

 京都は歴史都市・文化都市のイメージが強いが、近年では、電子部品や制御機器な

ど様々な分野でベンチャー企業が生まれ、製造業が市内総生産に占める割合の高い「も

のづくり都市」である。 

 近年の京都の産業の伸び悩みは主にこの製造業の低迷に起因する。かつての主力産

業である繊維産業の伸びが低く、製造業全体の付加価値率も低迷している。また新規

開業率も全国平均より低く、次代の京都産業を支える産業が育っていないともいえる。 

 総じて、都市活力の基盤となる産業の振興は大きな課題である。 

 

産業構造 

 事業所比率、従業者比率では、卸・小売業・飲食店、サービス業を中心に３次産業

の比率がきわめて高い。市内総生産の比率でみると、やはり３次産業の比率が高いが、

事業所・従業者比率に比べて、製造業の比率が相対的に高くなっている。 

 

観光・コンベンション産業 

 京都は、年間約 4000 万人（うち外国人約 50 万人）の観光客が訪れる一大観光都市

である。その最大の理由は、京都の 1200年の歴史と文化である。 

 観光関連産業は市内総生産の 10％以上をしめており、京都の基幹産業のひとつであ

る。しかし観光客数も、ここ 20年間ほど横這い状態になっている。既存の観光資源の

いっそうの活用、新たな観光資源の創出、新たな観光ルートづくり、伝統産業など地

元産業との組合せなどによる魅力づけなど観光産業の振興が課題となっている。 

 コンベンションは都市にとって、21世紀の重要な産業のひとつとなると予想されて

いる。国際会議開催件数において、京都はかつて東京に次ぐ地位を保っていた。しか

し近年は他の大都市との競合が激しくなり、相対的にその地位は低下してきている。

観光資源のよりいっそうの活用など、京都の都市魅力と結びつけ、コンベンション産

業を振興していくことも課題である。 

 

情報産業・知識集約産業 

 21 世紀においては情報と知識が重要となると予想され、情報産業や知識集約産業は
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次代の都市型産業を支えるものとなるとみられる。 

 しかし現状において、京都では情報サービス産業の集積は低調で、総じて伸び悩ん

でいる。例えば、企業の情報化をサポートする情報サービス産業が他都市に比べてき

わめて少ない。 

 知識集約産業を支える専門的・技術的職業従事者の比率は高いが、近年の増加率は

全国の半分である。また学術・研究機関の集積は大きいが、民間研究所の立地は近年

まれである。 

 京都は大学が多く、研究者などの豊富な人材を生み出している。そうした特色をこ

の分野での産業振興へとつなげていくことが、今後の大きな課題である。 

 

 

 

 短期大学所在の府市の全体図 
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 短期大学所在の市区の全体図 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 

① 前回の第三者評価結果における３つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘

された事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課題） 
対策 成果 

日本語の言語的孤立、か

つ歴史的な変遷から外国語

を習得しようとする者にと

って不可欠と思われる創立

者のうたわれた「不撓不屈」

の理念を学生に啓発すると

ともに、片時も忘れること

なく語学教育に反映させて

欲しい。 

創立者のうたわれた「不

撓不屈」の理念の学生への

啓発については、創立者の

生い立ちから建学の成り立

ち等を記した「創立者小史」

を平成 23 年度から新入生

に全員に配布し、意識付け

を行った他、従来からの学

生への配布資料へ記載し啓

発を行っている。 

 語学教育への反映につい

ては、外国語修得には、才

能にもまして強固な意志と

不断の努力が何よりも重要

であるとの創立者が「不撓

不屈」に込めた教育・研究

の基本精神を念頭に教育課

程を編成している。また、

全教員に配布している「出

講手帳」の冒頭には「不撓

不屈」の理念を記載してお

り、年度初めの「授業科目

担当者打合せ」で学長、教

務部長から教育・研究の基

本精神であることを説明

し、教育現場への徹底を図

っている。 

数値による成果を示すこ

とは困難であるが、本学は

夜間の短期大学でありなが

らも定員を充足しており、

本学の建学の精神及び「不

撓不屈」に込めた教育・研

究の基本精神への評価も一

助を担っていると言える。 

成績評価において不可の

割合が極めて大きい科目が

少なからずあり、退学者・

除籍者数の割合も高いの

で、努力はしているが更な

る対応が望まれる。 

 成績評価において不可の

割合が極めて大きい科目が

少なからずある点について

は、学生の能力に応じた授

業を徹底するとともに、学

生に対しては、履修登録後

に履修しない場合は、所定

成績評価において不可の

割合が極めて大きい科目が

少なからずある点について

は、地道な取り組みが功を

奏し、完全と言えないまで

も以前より改善している。 

 また、退学者・除籍者数
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の期間内に必ず取り消し手

続きを行うよう周知を図っ

ている。 

 また、退学者・除籍者数

の割合が高い点について

は、修学アドバイザーが学

年始めに学生に対して面接

を行う等、可能な限り接触

を図るようにする中で、学

生が修学アドバイザーに相

談しやすい環境整備に努め

ている。 

の割合については、前回の

評価時には 10%程度であっ

たが、ここ数年の平均では

7%前後と改善傾向にある。 

短期大学部門の消費収支

については、過去 3ヶ年と

もに支出超過で、その幅も

大きいので、財務体質の改

善が望まれる。 

短期大学部門は、過去か

ら定員を充足できておら

ず、授業料収入が確保でき

ていないのが支出超過の大

きな要因である。そのため

学生募集活動、広報活動に

力を注ぎ、志願者数の増加

と学生定員の確保に取り組

んでいる。あわせ教研費、

管理経費についても経費支

出の抑制も継続して取り組

んでいる。 

近年の志願者数は増加傾

向にあり、学生数も定員を

確保出来るようになった。 

この５年間（平成 23年度

から平成 27年度）を比較す

ると志願者数は 212 名⇒

298 名（140％）と増加、学

生数も 205 名⇒ 299 名

（145％）と増加、定員の

280 名を上回る学生を確保

した。結果事業収支も赤字

なるも▲214百万円⇒▲140

百万円と改善傾向にある。 

 

 

② 上記以外で、改善を図った事項について 

該当項目なし。 

 

③ 過去７年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付され

た短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

該当項目なし。 
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（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用） 

① 入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率 

 学科・専攻課程ごとに、第三者評価を受ける平成 29年度を含む過去 5年間のデ

ータを示す。 

 

［参考例］平成 25年度～平成 29年度の設置学科等について 

学科等の 

名称 
事項 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 備考 

キャリア 

英語科 

入学定員 140 140 140 140 140 

 

入学者数 114 154 140 145 152 

入学定員 

充足率(％) 
81 110 100 104 109 

収容定員 280 280 280 280 280 

在籍者数 227 280 299 298 312 

収容定員 

充足率(％) 
81 100 107 106 111 

 

※ 下記②～⑥について、学科・専攻課程ごとに、第三者評価を受ける前年度の平成

28 年度を起点とした過去 5年間のデータを示す。 

 

② 卒業者数（人） 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

キャリア 

英語科 
64 89 98 122 113 

 

③ 退学者数（人） 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

キャリア 

英語科 
9（2） 12（2） 16（9） 14（7） 19（3） 

※（ ）内の数は、除籍者数で外数。 

※28年度については、5月 1日現在の数。 

 

④ 休学者数（人） 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

キャリア 

英語科 
8（2） 12（4） 12（5） 12（5） 18（9） 

※（ ）内の数は、当該年度内に休学から退学または除籍となった数で内数。 
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⑤ 就職者数（人） 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

キャリア 

英語科 
11 19 19 36 23 

 

 

⑥ 進学者数（人） 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

キャリア 

英語科 
26 33 39 47 54 

※留学・専門学校への進路者は、除く。 

 

（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

 

※ 大学の設置等に係る提出書類の「基本計画書」（「大学の設置等に係る提出書類の

作成の手引き」を参照）内の量的数値及び質的な事項について記述する。 

※ ①～⑦まで、すべて第三者評価を受ける平成 29年 5月 1日現在 

 

① 教員組織の概要（人） 

学科等名 

専任教員数 設置基準

で定める

教員数

〔イ〕 

短期大学全体の

入学定員に応じ

て定める専任教

員数〔ロ〕 

設置基準

で定める

教授数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 教

授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計 

キャリア英語科 6 5 2 0 13       

（小計） 6 5 2 0 13  7 ①  3 ③    

〔その他の組織等〕 0 0 0 0 0       

短期大学全体の入学

定員に応じて定める

専任教員数〔ロ〕 

      3 ② 1 ④    

（合計） 6 5 2 0 13        10  ①＋② 4 ③＋④    
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② 教員以外の職員の概要（人） 

 専任 兼任 計 

事務職員 13 11 24 

技術職員 0 0 0 

図書館・学習資源センター等の専門事務職

員 
1 0 1 

その他の職員 0 0 0 

計 14 11 25 

 

 

③ 校地等（㎡） 

校
地
等 

区分 
専用

（㎡） 

共用

（㎡） 

共用する

他の学校

等の専用

（㎡） 

計 

（㎡） 

基準面積

（㎡） 

在籍学生１

人当たりの

面積（㎡） 

備考（共

用の状況

等） 

校舎敷地 153 18,223 9,966 28,342 

2,800 〔イ〕13 

 

 

京都外国

語大学と

共用 

運動場用地 5,781 4,120 22,560 32,461 

小計 5,934 22,343 32,526 
〔ロ〕

60,803 

その他 0 0 0 0 

合計 5,934 22,343 32,526 60,803 

 

 

④ 校舎（㎡） 

区分 専用（㎡） 共用（㎡） 
共用する他の学

校等の専用（㎡） 
計（㎡） 基準面積（㎡） 

備考（共用の

状況等） 

校舎 3,273 448 34,848 38,569 2,350 
京都外国語大

学と共用 

 

 

⑤ 教室等（室） 

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

3 18 0 2(共用) 1(共用) 
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⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

13 

 

⑦ 図書・設備  

学科・専攻

課程 

図書 

〔うち外国

書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 
視聴覚資

料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点） 
 

（冊） 

 電子ジャー

ナル〔うち外

国書〕 

キャリア 

英語科 

45,216 

〔22,363〕 

202 

〔72〕 

5,000 

〔5,000〕 
1,170 47 0 

計 
45,216 

〔22,363〕 

202 

〔72〕 

5,000 

〔5,000〕 
1,170 47 0 

※電子ジャーナルと機械・器具は京都外国語大学付属図書館と共用 

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧座席数 収納可能冊数 

3,205.00 533 席 719,722冊 

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1,903   

 

 

（8）短期大学の情報の公表について 

 平成 29年 5月 1日現在 

① 教育情報の公表について 

 事項 公表方法等 

1 
大学の教育研究上の

目的に関すること 

ホームページにて 

・短期大学・学科・コースの目的 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html 

・学則 

http://www.kufs.ac.jp/universitylife/pdf/tanki.pdf 

2 
教育研究上の基本組

織に関すること 

ホームページにて 

・学科の名称 

http://www.kufs.ac.jp/kjcl/index.html 

・学内組織 

 http://www.kufs.ac.jp/foundation/organization.html 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/pdf/tanki.pdf
http://www.kufs.ac.jp/kjcl/index.html
http://www.kufs.ac.jp/foundation/organization.html
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3 

教員組織、教員の数

並びに各教員が有す

る学位及び業績に関

すること 

ホームページにて 

・教員組織内の役割分担 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/outline_facultymembers.html 

・専任教員数、非常勤教員数 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/kyoinsu.pdf 

・年齢構成 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/nenreikosei_tan.pdf 

・各教員が保有する学位及び業績等 

http://gyouseki.kufs.ac.jp/kufshp/KgApp 

 

4 

入学者に関する受け

入れ方針及び入学者

の数、収容定員及び

在学する学生の数、

卒業または修了した

者の数並びに進学者

数及び就職者数その

他進学及び就職等の

状況に関すること 

ホームページにて 

・入学者の受入れ方針 

 http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_03 

・入学定員・収容定員 

 http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students6.pdf 

・入試種類別志願者数、受験者数、合格者数、入学者数、実質競争率 

 http://www.kufs.ac.jp/admissions/unv_col/report.html 

・入学者推移 

 http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students7.pdf 

・在学者数・収容定員充足率・卒業（修了）者数 

 http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students3-5.pdf 

・社会人学生数 

 http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students8.pdf 

・科目等履修生数 

 http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students9.pdf 

・進学者数・就職者数・求職者数・就職率、就職先企業等 

 http://www.kufs.ac.jp/career/career_data.html 

 

5 

授業科目、授業の方

法及び内容並びに年

間の授業の計画に関

すること 

ホームページにて 

・教育課程の編成 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_01 

・シラバス（授業科目・授業の方法及び内容・年間授業計画・成績評価等） 

 http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index 

・カリキュラムと得られる知識・知力との関係（学びのシステム） 

 http://www.kufs.ac.jp/kjcl/discover.html 

・学生による授業アンケート 

 http://www.kufs.ac.jp/about/projects/fd.html#anchor01 

・主要授業科目の特長 

 http://www.kufs.ac.jp/kjcl/pickup.html 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/outline_facultymembers.html
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/kyoinsu.pdf
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/nenreikosei_tan.pdf
http://gyouseki.kufs.ac.jp/kufshp/KgApp
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_03
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students6.pdf
http://www.kufs.ac.jp/admissions/unv_col/report.html
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students7.pdf
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students3-5.pdf
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students8.pdf
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/outline_students9.pdf
http://www.kufs.ac.jp/career/career_data.html
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_01
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index
http://www.kufs.ac.jp/kjcl/discover.html
http://www.kufs.ac.jp/about/projects/fd.html#anchor01
http://www.kufs.ac.jp/kjcl/pickup.html
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・授業科目ごとの目標等 

 http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index 

・履修科目の登録の上限 

 https://www.kufs.ac.jp/universitylife/pdf/finishing_jun.pdf 

 

6 

学修の成果に係る評

価及び卒業又は修了

の認定に当たっての

基準に関すること 

ホームページにて 

・学修の成果に係る評価 

 https://www.kufs.ac.jp/universitylife/pdf/tanki.pdf 

・卒業の認定基準（必修・選択・自由科目の必要単位数） 

 https://www.kufs.ac.jp/kjcl/curriculum.html 

 

7 

校地、校舎等の施設

及び設備その他の学

生の教育研究環境に

関すること 

ホームページにて 

・校舎の配置及び各校舎内の施設 

 http://www.kufs.ac.jp/universitylife/facilities.html 

・付属施設 

 http://www.kufs.ac.jp/about/index.html#anchor-02 

・学習環境 

 http://www.kufs.ac.jp/about/index.html#anchor-02 

・運動施設の概要 

 http://www.kufs.ac.jp/universitylife/facilities.html 

・課外活動の状況 

http://www.kufs.ac.jp/universitylife/extracurricularactivities.h

tml 

・休息を行う環境 

 http://www.kufs.ac.jp/universitylife/common_places.html 

・所在地・交通手段 

 http://www.kufs.ac.jp/access/index.html 

・校地・校舎等面積 

 http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/outline_location.html 

 

8 

授業料、入学料その

他の大学が徴収する

費用に関すること 

ホームページにて 

・学費、その他納付金及び代理徴収金 

 http://www.kufs.ac.jp/universitylife/fees.html 

・セミナーハウス利用料金 

 http://www.kufs.ac.jp/universitylife/seminar_house.html 

 

9 

大学が行う学生の修

学、進路選択及び心

身の健康等に係る支

ホームページにて 

・修学支援 

 http://www.kufs.ac.jp/rcmme/index.html 

http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index
https://www.kufs.ac.jp/universitylife/pdf/finishing_jun.pdf
https://www.kufs.ac.jp/universitylife/pdf/tanki.pdf
https://www.kufs.ac.jp/kjcl/curriculum.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/facilities.html
http://www.kufs.ac.jp/about/index.html#anchor-02
http://www.kufs.ac.jp/about/index.html#anchor-02
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/facilities.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/extracurricularactivities.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/extracurricularactivities.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/common_places.html
http://www.kufs.ac.jp/access/index.html
http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/outline_location.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/fees.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/seminar_house.html
http://www.kufs.ac.jp/rcmme/index.html
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援に関すること ・進路・就職支援 

 http://www.kufs.ac.jp/career/index.html 

・心身の健康等に係る支援（学生相談・ハラスメント相談・健康相談等） 

 http://www.kufs.ac.jp/universitylife/student_care_support.html 

・経済支援 

 http://www.kufs.ac.jp/universitylife/scholarship.html 

・留学生支援 

 http://www.kufs.ac.jp/careercenter/nonnative.html 

・障がい者支援 

 http://www.kufs.ac.jp/about/information/handicapped.html 

・障がいのある学生の就職について 

 http://www.kufs.ac.jp/careercenter/disability.html 

・国際交流 

 http://www.kufs.ac.jp/interchange/index.html 

・協定大学 

 http://www.kufs.ac.jp/interchange/academic_coop_agreements.html 

・産官学連携 

 http://www.kufs.ac.jp/about/contribution/partnership.html 

・社会貢献活動 

 http://www.kufs.ac.jp/about/contribution/society.html 

 

 

 

② 学校法人の財務情報の公開について 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支

計算書、事業報告書及び監査

報告書 

ホームページにて 

・財務情報 

 http://www.kufs.ac.jp/foundation/reports.html 

 

 

 

（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について（平成 28年度） 

 学習成果をどのように規定しているか。 

 どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

 

学習成果を授業科目のシラバスに到達目標として明記しており、担当教員は、授業

内で学生に求める力としてメインとサブの２つの能力要素をシラバスに設定し、その

力を身につけることにより学生が社会的・職業的自立を図るために必要な能力を獲得

できるよう工夫して授業を行っている。 

http://www.kufs.ac.jp/career/index.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/student_care_support.html
http://www.kufs.ac.jp/universitylife/scholarship.html
http://www.kufs.ac.jp/careercenter/nonnative.html
http://www.kufs.ac.jp/about/information/handicapped.html
http://www.kufs.ac.jp/careercenter/disability.html
http://www.kufs.ac.jp/interchange/index.html
http://www.kufs.ac.jp/interchange/academic_coop_agreements.html
http://www.kufs.ac.jp/about/contribution/partnership.html
http://www.kufs.ac.jp/about/contribution/society.html
http://www.kufs.ac.jp/foundation/reports.html
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専門コア科目では実践的な英語力を、専門展開科目では職場で働くための基礎能力

と編入学に向けた知識を、教養科目では国際社会において必要な教養を身につけるこ

とができ、実用的である。 

成績評価は平常試験（小テスト・オーラルテスト・リポート等）及び定期試験によ

って定められ、各科目の評価方法はシラバスに記載されている。また、履修登録をし

た全科目を対象に GPA 評価を行っている。英語運用能力に関しては、より客観的に学

習成果を測定するために、定期的に TOEIC の団体受験（IP）を学内で実施している。 

 

 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育、その他の教育プログラム（平成 28年度） 

 オフキャンパス（実施していれば記述する） 

 遠隔教育（実施していれば記述する） 

 通信教育（実施していれば記述する） 

 その他の教育プログラム（実施していれば記述する） 

     

   

○英語スピーチコンテストの実施 

日頃の英語学習で身につけた語学力や表現力

の成果を発表する場として、毎年、英語スピー

チコンテストを開催している。 

本番に向けて日本人教員やネイティブ教員か

ら指導やアドバイスを受け、練習を重ねて発表

を行う。 

コンテストの入賞者は、伝統ある近畿･大阪私

立短期大学英語弁論大会への出場権を得る。興

味を持ち、意欲的に参加することで、語学スキ

ルはさらに磨かれている。 

 

本学ホームページ https://www.kufs.ac.jp/kjcl/pickup.html 

 

 

○京都文化体験 

この体験を通して、外国人留学生と在学生が協働して日本文化への理解を高めるこ

とができる。講義と体験教室での実技を組み合わせた授業で、講義と実技指導は英語

でも解説を行っている。 

実技では、留学生と日本人学生が２人１組のペアとなって協働する「バディ（buddy）

制」を導入し、英語での実践的なコミュニケーション力の向上をめざしている。 

文化の違いを認識しながら、最終的にレポートを作成する。 

具体的な内容は、次のとおりである。 

 

https://www.kufs.ac.jp/kjcl/pickup.html
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・浴衣の着付け 

堅苦しい稽古ではなく、カジュアルなレッスン。 

レッスンは英語と日本語のバイリンガルで行う。 

・京菓子づくり 

季節の和菓子を実際に作る。 

京菓子の世界を和菓子ミュージアムの製作担当者が英語で解説。 

・座禅 

禅の修行として代表的な座禅。 

姿勢正しく座り、精神統一を図る。 

・書道 

好きな漢字を留学生と一緒に書く。 

留学生に英語で書き方指導を行う。 

 

本学ホームページ https://www.kufs.ac.jp/kjcl/pickup.html 

 

○ナショナル・ウィーク 

 多言語教育を行っている本学の特色を生かした「キャンパ

ス国際化」の取り組みとして「ナショナル・ウィーク」を平

成 23（2011）年度から実施している。 

 学生と教員、本学に来ている留学生が一体となり、各学科

の専攻語圏の「衣」「食」「住」に関するイベントを開催して

いる。短期大学キャリア英語科の学生・教員も京都外国語大

学英米語学科の学生・教員と共同で運営に当たっている。 

 このナショナル・ウィークの目的は、次の４つである。 

 （１）学生のやる気、学習意欲を楽しみながら高めること 

 （２）教室以外で教員と学生、日本人の学生と留学生が協   

    働できる環境を提供すること 

 （３）学科の壁を越えて、専攻語以外の語学や文化に関心を持ち、視野を広げる 

    きっかけをつくること 

 （４）地域の人々も参加できるイベントを通して、地域貢献・地域交流を促進 

    すること 

本学ホームページ https://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=PKsnBU4U 

 

 

（11）公的資金の適正管理の状況（平成 28年度） 

 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述する（公的研究費補助金取扱

いに関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

 

「京都外国語短期大学における公的研究費に関する取扱規程」に基づき運営及び管

理責任者・相談窓口を定めて、違法行為や不正が行われないよう管理・運営を行って

https://www.kufs.ac.jp/kjcl/pickup.html
https://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=PKsnBU4U
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いる。また、内部監査体制も整備し、公的研究費の適正使用を徹底している。 

 

（12）理事会・評議員会の開催状況（平成 26年度～平成 28年度） 

区

分 

開催日現在の状

況 開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の出席

状況 
定 員 

現 員

（a） 

出席理事

数（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示  

出席者数 

理

事

会 

 

8～12 人 

 

9 人 
平成 26 年 5月 21日 

12:00～14:35 
8 人 88.9％ 1 人 2/2 

9 人 
平成 27 年 1月 9日 

15:30～17:50 
9 人 100.0％ 0 人 2/2 

9 人 
平成 27 年 3月 10日 

15:00～17:30 
6 人 66.7％ 3 人 2/2 

9 人 
平成 27 年 5月 27日 

12:30～15:00 
9 人 100.0％ 0 人 2/2 

9 人 
平成 27 年 7月 29日 

15:30～17：20 
9 人 100.0% 0 人 2/2 

9 人 
平成 28 年 1月 29日 

15:20～17:20 
8 人 88.9% 1 人 2/2 

9 人 
平成 28 年 3月 2日 

15:00～17:10 
9 人 100.0% 0 人 2/2 

9 人 
平成 28 年 4月 2日 

17:08～17:50 
9 人 100.0% 0 人 1/2 

9 人 
平成 28 年 5月 25日 

12:30～14:38 
7 人 77.8％ 2 人 2/2 

9 人 
平成 28 年 6月 24日 

12:50～14:05 
6 人 66.7% 3 人 1/2 

9 人 
平成 28 年 10月 11日 

15:30～17:37 
7 人 77.8% 2 人 1/2 

9 人 
平成 29 年 1月 24日 

16:00～17:55 
9 人 100.0% 0 人 2/2 

9 人 
平成 29 年 3月 13日 

15:30～17:41 
9 人 100.0% 0 人 2/2 
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区

分 

開催日現在の状

況 開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の出席

状況 
定 員 

現 員

（a） 

出席評議

員数（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示  

出席者数 

評

議

員

会 

17～ 

25 人 

24 人 
平成 26 年 5月 21日 

15:00～16:40 
18 人 75.0％ 6 人 2/2 

24 人 
平成 27 年 3月 10日 

12:30～14:30 
20 人 83.3％ 4 人 2/2 

24 人 
平成 27 年 5月 27日 

15:30～16:48 
17 人 70.8％ 7 人 2/2 

24 人 
平成 27 年 7月 29日 

12:30～13:30 
18 人 75.0% 6 人 2/2 

24 人 
平成 28 年 3月 2日 

12:30～14:30 
20 人 83.3% 4 人 2/2 

22 人 
平成 28 年 4月 2日 

15:00～15:15 
20 人 90.9% 2 人 1/2 

24 人 
平成 28 年 5月 25日 

15:00～15:56 
17 人 70.8% 7 人 2/2 

24 人 
平成 28 年 7月 5日 

15:00～15:23 
21 人 87.5% 3 人 1/2 

22 人 
平成 28 年 11月 25日 

15:00～15:47 
21 人 95.5% 1 人 1/2 

22 人 
平成 29 年 1月 24日 

12:30～13:50 
19 人 86.4% 3 人 2/2 

22 人 
平成 29 年 3月 13日 

12:30～13:59 
20 人 90.9％ 2 人 2/2 

 

（13）その他 

 上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 

  該当なし。 

 

 

2．自己点検・評価の組織と活動 

 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

 

担当部署：総合企画室（旧点検評価調査室） 

担当者：ＡＬＯ（総合企画室長） 

構成員：（点検・評価運営委員会） 

学長・副学長・キャリア英語科長・総合企画室長 
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ＦＤ委員会委員長・シラバス点検実施委員会委員長 

法人本部長・事務局長 

その他、運営委員会が指名した若干名の専任教育職員及び事務職員 

 

 

 

 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

 

理事会・評議会 

                  ↑ 

                  ↓ 

教授会 ←→ 自己点検・評価運営委員会 ←→ 職員会議 

  ↑ 

                  ↓ 

自己点検・評価実施委員会 

 

短
期
大
学
教
学
委
員
会 

 

シ
ラ
バ
ス
点
検
実
施
委
員
会 

 

Ｆ
Ｄ
委
員
会 

 

各
部
署 

 

 

 

 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

自己点検・評価運営委員会の構成は、学長が委員長を務め、副学長２名(教学担当・

国際担当)、キャリア英語科長、ＦＤ委員長、国際言語平和研究所長、教務部長、事務

局長、法人本部長など主要部署の長が自ら委員を務めている。また、委員には、認証機

関での評価員の経験を持つ教職員も加わり、自己点検・評価は元より、他大学や我が国

における高等教育の状況との比較も行いつつ、改善に努めている。 

本学では、点検並びに評価及びその結果を公表することを学則第２条に規定している。 

具体的には、平成５（1993）年に「京都外国語短期大学自己点検・評価規程」を制定し、

自己点検・評価運営委員会を設置し、全学的に取り組んでいる。当委員会では、平成３

（1991）年度から毎年、自己点検・評価報告書である「京都外国語短期大学アカデミッ

クレポート」を刊行した。平成17（2005）年度版からはホームページに掲載し、学内外

に公表している。 

また今後の認証評価の方法を見据えて「京都外国語短期大学アカデミックレポート」

の内容を平成17（2005）年度から徐々に第三者評価(認証評価)に順応すべく改善を図っ

ている。 

平成16（2004）年度に自己点検・評価並びに認証評価に専門的に対応すべく点検評価
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調査室を開設した。 

現在は、学長事務室と統合し、総合企画室となっている。総合企画室の組織は、点検

評価グループ、戦略企画グループ、ＩＲ推進グループから成っており、自己点検・評価

をより客観的に分析し、改善するためにＩＲの機能も活用できる。 

 本学の自己点検・評価に関する体制として、「京都外国語短期大学自己点検・評価規

程」第４条に基づき、自己点検・評価運営委員会及び自己点検・評価実施委員会を設置

している。運営委員会は、学長、副学長、キャリア英語科長、法人本部長、事務局長等

を委員とし、点検・評価に関する事項の最高決定機関と位置づけ、点検・評価実施計画

の策定、結果の検証、活用及び改善を任務としている。 

また、実施委員会は、短期大学教学委員会、シラバス点検実施委員会、ＦＤ委員会、

各部署並びに財務、人事、組織等管理運営を担当する部署等を委員会とし、運営委員会

委員長から指示のあった特定の領域、項目についての点検・評価を実施することとして

いる。 

 

 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成28年

度を中心に） 

 この度の認証評価受審に伴う「 自己点検・評価報告書」完成までの記録は、次のと

おりである。 

 

①短期大学認証評価受審に伴う学内会議の開催 

日 時：平成 28年（2016）年 11月 21日（月） 16：00～ 

場 所：Ｒ941 

出席者：各部署所属長及び自己点検・評価担当者 

内 容： １．挨拶 総合企画室室長（ALO） 

２．説明 総合企画室担当者 

３．質疑応答 

配付資料： 

１．(一財)短期大学基準協会「平成 29年度第三者評価関係資料集」  

２．(一財)短期大学基準協会 「自己点検評価報告書」作成マニュアル 

３．短期大学認証評価カレンダー 

４．2017年(平成 29年)度 短期大学基準協会 基礎資料別担当部署一覧 

５．2017年(平成 29年)度 短期大学基準協会 基準別担当部署一覧 

６．2017年(平成 29年)度 短期大学基準協会 提出・備付資料別担当部署一 

  覧 

７．2010年(平成 22年)度 短期大学第三者評価（認証評価）の結果について 

８．「平成 29年度自己点検」の作成と提出について 

 

②運営委員会による「自己点検・評価報告書」の確認作業 

 各基準・項目に割り当てられた当該担当から提出された「自己点検・評価報告書」

の内容の確認（質疑・修正も含む）を行った。 

 

③運営委員会での検討結果を受け、各担当部署への質疑・修正を行った。 
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④運営委員会は、各担当部署からの質疑に対する回答並びに修正された報告書の確認

作業を行った。 

 

⑤「自己点検・評価報告書」を稟議により、決裁を得た。 
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3．提出資料・備付資料一覧 

＜提出資料一覧表＞ 

報告書作成マニュアル記

載の提出資料 
資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

Ａ 建学の精神 

建学の精神・教育理念につ

いての印刷物 

【Ⅰ-Ａ-１】大学案内「Campus Guide 2017」（P.129） 

【Ⅰ-Ａ-２】「建学の精神」ホームページ掲載該当ページプリン

ト https://www.kufs.ac.jp/foundation/ideals.html 

【Ⅰ-Ａ-３】学生便覧 2017「建学の精神」(P.2) 

【Ⅰ-Ａ-４】広報誌「Campus Report No.429」 

【Ⅰ-Ａ-５】広報誌「Campus Report No.430」 

【Ⅰ-Ａ-６】ベーシック科目「言語と平和Ⅰ」授業日程（平成

28・29年度） 

Ｂ 教育の効果 

学則 【Ⅰ-Ｂ-１】京都外国語短期大学 学則（全文） 

教育目的・目標についての

印刷物 

【Ⅰ-Ｂ-２】学外オリエンテーション実施要項 

【Ⅰ-Ｂ-３】大学案内「Campus Guide 2017」(P.129)ディプロマ・

ポリシー記載ページ 

【Ⅰ-Ｂ-４】「学生便覧」(P.12) ディプロマ・ポリシー 

学生が獲得すべき学習成

果についての印刷物 
【Ⅰ-Ｂ-５】大学案内「Campus Guide 2017」(P.129)カリキュラ

ム・ポリシー記載ページ 

【Ⅰ-Ｂ-６】「学生便覧」(P.13) カリキュラム・ポリシー 

Ｃ 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施する

ための規程 

【Ⅰ-Ｃ-１】学則「第２条」当該箇所コピー 

【Ⅰ-Ｃ-２】京都外国語短期大学「自己点検・評価規程」 

【Ⅰ-Ｃ-３】京都外国語短期大学「アカデミックレポート 2015」

(2016年度発行) 

【Ⅰ-Ｃ-４】京都外国語短期大学「ＩＲ推進委員会規程」 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

Ａ 教育課程 

学位授与の方針に関する

印刷物 

【Ⅰ-Ｂ-３】《再掲》大学案内「Campus Guide 2017」(P.129)デ

ィプロマ・ポリシー記載ページ 

【Ⅰ-Ｂ-４】《再掲》「学生便覧」(P.12) ディプロマ・ポリシー 

様式５－提出資料・備付資料一覧 

https://www.kufs.ac.jp/foundation/ideals.html
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報告書作成マニュアル記

載の提出資料 
資料番号・資料名 

教育課程編成・実施の方針

に関する印刷物 

【Ⅱ-Ａ-１】単位修得要領 2016 

入学者受け入れ方針に関

する印刷物 

【Ⅱ-Ａ-２】キャンパスガイド「Campus Guide 2017」（平成 28

年度発行）・「Campus Guide 2016」（平成 27年度発行） 

【Ⅱ-Ａ-３】「募集要項（入学願書含む）」（平成 28・29年度版） 

【Ⅱ-Ａ-４】Information 入学試験概要 

【Ⅱ-Ａ-５】ホームページ「アドミッションポリシー」 

https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html 

カリキュラムに対応した

授業科目担当者一覧 

【Ⅱ-Ａ-６】授業科目担当者一覧（平成 28年度） 

シラバス 

【Ⅱ-Ａ-７】シラバス（平成 28年度） 

http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index 

【Ⅱ-Ａ-８】授業科目時間割表 短期大学編 P.88～ 

Ｂ 学生支援 

学生便覧等、学習支援のた

めに配付している印刷物 

【Ⅱ-Ａ-１】《再掲》単位修得要領 2016 

【Ⅱ-Ａ-８】《再掲》授業科目時間割表 短期大学編 P.88～ 

【Ⅰ-Ｂ-２】《再掲》学外オリエンテーション実施要項 

短期大学案内（２年分） 【Ⅱ-Ａ-２】《再掲》キャンパスガイド「Campus Guide 2017」（平

成 28年度発行）・「Campus Guide 2016」（平成 27年度発行） 

募集要項・入学願書（２年

分） 

【Ⅱ-Ａ-３】《再掲》「募集要項（入学願書含む）」（平成 28・29

年度版） 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

Ａ 人的資源 

学科・専攻課程の教育課程

編成・実施の方針に基づい

て教員組織を整備してい

る 

【Ⅲ-Ａ-１】京都外国語短期大学 ＦＤ委員会規程 

https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html
http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index
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報告書作成マニュアル記

載の提出資料 
資料番号・資料名 

専任教員は、学科・専攻課

程の教育課程編成・実施の

方針に基づいて教育研究

活動を行っている 

【Ⅲ-Ａ-２】ホームページ 本学の取り組み 学生による授業ア

ンケート「この授業に対するあなたの満足度はどのくらいです

か」年度別比較 

【Ⅲ-Ａ-３】ホームページ 2016 年度（平成 28年）度「学生によ

る授業アンケート」結果 

学習成果を向上させるた

めの事務組織を整備して

いる 

【Ⅲ-Ａ-４】京都外国語短期大学 ＳＤ委員会規程 

Ｂ 物的資源 

学科・専攻課程の教育課程

編成・実施の方針に基づい

て校地、校舎、施設設備、

その他の物的資源を整備、

活用している 

【Ⅲ-Ｂ-１】GAIDAI BIBLIOTHECA No.215 (P.9)利用状況 

      (P.10)利用者アンケート 

【Ⅲ-Ｂ-２】危機管理対応マニュアル 

Ｄ 財的資源 

計算書類等の概要（過去３

年間） 

「活動区分資金収支計算

書（学校法人全体）」［書式

１］、「事業活動収支計算書

の概要」［書式２］、「貸借

対照表の概要（学校法人全

体）」［書式３］、「財務状況

調べ」［書式４］、「資金収

支計算書・消費収支計算書

の概要」［書式５］ 

【Ⅲ-Ｄ-１】計算書類等の概要（過去３年間） 

書式１「活動区分資金収支計算書（学校法人全体）」 

書式２「事業活動収支計算書の概要」 

書式３「貸借対照表の概要（学校法人全体）」 

書式４「財務状況調べ」 

書式５「資金収支計算書・消費収支計算書の概要」 

資金収支計算書・資金収支

内訳表（過去３年間） 

【Ⅲ-Ｄ-２】資金収支計算書・資金収支内訳表 

［平成 26年度～平成 28年度］ 

活動区分資金収支計算書

（過去２年間) 

【Ⅲ-Ｄ-３】活動区分資金収支計算書 

［平成 27年度～平成 28年度］ 

事業活動収支計算書・事業

活動収支内訳表（過去２年

間） 

【Ⅲ-Ｄ-４】事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表 

［平成 27年度～平成 28年度］ 
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報告書作成マニュアル記

載の提出資料 
資料番号・資料名 

貸借対照表（過去 3年間） 【Ⅲ-Ｄ-５】貸借対照表 

［平成 26年度～平成 28年度］ 

消費収支計算書・消費収支

内訳表 

【Ⅲ-Ｄ-６】消費収支計算書・消費収支内訳表 

[平成 26年度］ 

中・長期の財務計画 該当なし 

事業報告書 

過去 1年間（平成 28 年度） 

【Ⅲ-Ｄ-７】事業報告書 

事業計画書／予算書 

第三者評価を受ける年度

（平成 29年度） 

【Ⅲ-Ｄ-８】事業計画書／予算書 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

Ａ 理事長のリーダーシップ 

寄附行為 【Ⅳ-Ａ-1】寄附行為 

Ｂ 学長のリーダーシップ 

学習成果を獲得するため

に教授会等の短期大学の

教学運営体制が確立して

いる 

【Ⅳ-Ｂ-１】５ヵ年計画パンフレット 

【Ⅳ-Ｂ-２】学長提言パンフレット（平成 28 年度）「在学生、卒

業生並びに教職員の皆様へ ―本学の社会的使命

を全うするための提言―」 

【Ⅳ-Ｂ-３】学長提言パンフレット（平成 29年度）「京都外国語

大学の戦略と展望 ―学園創立 70 周年に臨んで教

職員一人ひとりへの問いかけ―」 

Ｃ ガバナンス 

ガバナンスが適切に機能

している 

 

 

【Ⅳ-Ｃ-１】学園通信『ロゴス』Vol.55 

http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/055/_SWF_Window.html 

【Ⅳ-Ｃ-２】学園通信『ロゴス』Vol.54 

http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/054/_SWF_Window.html 

http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/055/_SWF_Window.html
http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/054/_SWF_Window.html
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報告書作成マニュアル記

載の提出資料 
資料番号・資料名 

選択的評価基準 職業教育の取り組みについて 

基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている 

職業教育と後期中等教育

との円滑な接続を図って

いる 

【選択－１】ホームページ 就職・ペイドインターンシップ 

https://www.kufs.ac.jp/kjcl/career.html 

【選択－２】ホームページ 即戦力となる人材育成のための学生

支援 ―観光ビジネスにおける「学び」と「実践」

のコラボレーション― 

https://www.kufs.ac.jp/about/projects/gp_gakuseishien.html 

 

  

https://www.kufs.ac.jp/kjcl/career.html
https://www.kufs.ac.jp/about/projects/gp_gakuseishien.html


 京都外国語短期大学 
 

32 

＜備付資料一覧表＞ 

報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

Ａ 建学の精神 

創立記念、周年誌等 

【Ⅰ-Ａ-１】学園五十年史 

【Ⅰ-Ａ-２】在学生アンケート結果報告 

【Ⅰ-Ａ-３】卒業時アンケート結果報告 

【Ⅰ-Ａ-４】FACT BOOK 2017 

Ｃ 自己点検・評価 

過去３年間（平成 26 年度～平成

28 年度）に行った自己点検・評

価に係る報告書等 

【Ⅰ-Ｃ-１】アカデミックレポート（平成 26 年度・

平成 27年度） 

【Ⅰ-Ｃ-２】ウェブサイト「自己点検・認証評価」 

https://www.kufs.ac.jp/about/evaluation/evaluatio

n.html 

【Ⅰ-Ｃ-３】「FACT BOOK 2017」 

第三者評価以外の外部評価につ

いての印刷物 

該当なし 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

Ａ 教育課程 

単位認定の状況表 【Ⅱ-Ａ-１】単位認定の状況表 

学習成果を表す量的・質的データ

に関する印刷物 

【Ⅱ-Ａ-１】《再掲》単位認定の状況表 

Ｂ 学生支援 

学生支援の満足度についての調

査結果 

【Ⅰ-Ａ-２】《再掲》在学生アンケート結果報告 

【Ⅰ-Ａ-３】《再掲》卒業時アンケート結果報告 

就職先から卒業生に対する評価

結果 

【Ⅱ-Ｂ-１】企業訪問報告書 

卒業生アンケートの調査結果 【Ⅱ-Ｂ-２】京都外国語短期大学卒業生調査「基礎集

計報告書」 

入学手続者に対する入学までの

学習支援のための印刷物等 

【Ⅱ-Ｂ-３】入学前学習支援 

 

学生の履修指導（ガイダンス、オ

リエンテーション）等に関する資

料 

【Ⅱ-Ｂ-４】学生便覧 2017 

学生支援のための学生の個人情

報を記録する様式 

 

【Ⅱ-Ｂ-５】学生サポートシステム 

https://www.kufs.ac.jp/about/evaluation/evaluation.html
https://www.kufs.ac.jp/about/evaluation/evaluation.html
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

進路一覧表等の実績についての

印刷物（過去３年間） 

【Ⅱ-Ｂ-６】進路状況一覧 

GPA 等の成績分布 【Ⅱ-Ｂ-７】GPA一覧表 

学生による授業評価票及びその

評価結果 

【Ⅱ-Ｂ-８】学生による授業アンケート実施結果 

 

社会人受け入れについての印刷

物等 

【Ⅱ-Ｂ-９】生涯学習講座パンフレット 

海外留学希望者に向けた印刷物

等 

該当なし 

ＦＤ活動の記録 【Ⅱ-Ｂ-10】ＦＤ活動報告（平成 27・平成 28年度） 

ＳＤ活動の記録 

 

【Ⅱ-Ｂ-11】専任職員研修（ＳＤ）活動報告書 

（平成 27・平成 28年度） 

学生の生活支援を組織的に行っ

ている 

【Ⅱ-Ｂ-12】平成 27年度 保健室年報 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

Ａ 人的資源 

専任教員の個人調書 

・教員個人調書（平成 29 年 5 月

1 日現在で作成）［書式 1］、及び

過去５年間（平成 24 年度～平成

28 年度）の教育研究業績書［書

式 2］ 

・「大学の設置等に係る提出書類

の作成の手引き」を参照 

［注］学長・副学長の専任教員と

しての位置付け：当該短期大学の

教育課程に定められた授業を担

当し、かつシラバスに掲載されて

いること 

【Ⅲ-Ａ-１】教員個人調書［書式１］ 

【Ⅲ-Ａ-２】教育研究業績書［書式２］ 

非常勤教員一覧表［書式３］ 
【Ⅲ-Ａ-３】非常勤教員一覧表［書式３］ 

教員の研究活動について公開し

ている印刷物等 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅲ-Ａ-４】活動紹介 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

研究紀要・論文集 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅲ-Ａ-５】研究論叢 

【Ⅲ-Ａ-６】COSMICA 

教員以外の専任職員の一覧表（氏

名、職名） 

・第三者評価を受ける年度（平成

29 年５月１日現在） 

【Ⅲ-Ａ-７】専任職員の一覧表 

Ｂ 物的資源 

校地、校舎に関する図面 

・全体図、校舎等の位置を示す配

置図、用途（室名）を示した各階

の図面、校地間の距離、校地間の

交通手段等 

【Ⅲ-Ｂ-１】校地、校舎に関する図面 

・図書館、学習資源センターの概

要 

平面図、蔵書数、学術雑誌数、AV

資料数、座席数等 

【Ⅲ-Ｂ-２】図書館の概要 

Ｃ 技術的資源  

学内 LANの敷設状況 【Ⅲ-Ｃ-１】学内 LANの敷設状況 

マルチメディア教室、コンピュー

タ教室等の配置図 

【Ⅲ-Ｃ-２】マルチメディア教室、コンピュータ教室

の概要 

Ｄ 財的資源  

寄付金の募集についての印刷物

等 

【Ⅲ-Ｄ-１】寄付金の募集についての印刷物「学校法

人京都外国語大学 学園創立 70 周年 

記念事業募金のお願い」 

財産目録及び計算書類 

・過去 3 年間（平成 26年度～平

成 28 年度） 

【Ⅲ-Ｄ-２】財産目録及び計算書類 

（過去３年間 平成 26～28年度） 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

Ａ 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書 

・第三者評価を受ける年度（平成

29 年 5月 1日現在） 

【Ⅳ-Ａ-１】理事長の履歴書 

（平成 29年５月１日現在） 

学校法人実態調査表（写し） 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅳ-Ａ-２】学校法人実態調査票（写し） 

（平成 26年度～平成 28年度） 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

理事会議事録 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅳ-Ａ-３】理事会議事録 

（平成 26年度～平成 28年度） 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

諸規程集 

組織・総務関係 

組織規程、事務分掌規程、稟議規

程、文書取扱い（授受、保管）規

程、公印取扱規程、個人情報保護

に関する規程、情報公開に関する

規程、公益通報に関する規程、情

報セキュリティポリシー、防災管

理規程、自己点検・評価に関する

規程、SD に関する規程、図書館

規程、各種委員会規程 

人事・給与関係 

就業規則、教職員任免規程、定年

規程、役員報酬規程、教職員給与

規程、役員退職金支給規程、教職

員退職金支給規程、旅費規程、育

児・介護休職規程、懲罰規程、教

員選考基準 

財務関係 

会計・経理規程、固定資産管理規

程、物品管理規程、資産運用に関

する規程、監査基準、研究費（研

究旅費を含む）等の支給規程、消

耗品及び貯蔵品管理に関する規

程 

教学関係 

学長候補者選考規程、学部（学科）

長候補者選考規程、教員選考規

程、教授会規程、入学者選抜規程、

奨学金給付・貸与規程、研究倫理

規程、ハラスメント防止規程、紀

要投稿規程、学位規程、研究活動

不正行為の取扱規程、公的研究費

補助金取扱に関する規程、公的研

究費補助金の不正取扱防止規程、

教員の研究活動に関する規程、FD

に関する規程 

 

【Ⅳ-Ａ-１】規程集 

第１章 寄附行為 

学校法人京都外国語大学寄附行為 

学校法人京都外国語大学寄附行為施行細則 

 

第２章 人事・組織 

学校法人京都外国語大学常任理事規程 

学校法人京都外国語大学評議員会運営規程 

学校法人京都外国語大学就業規則 

学校法人京都外国語大学教育職員評価規程 

学校法人京都外国語大学事務職員評価規程 

学校法人京都外国語大学組織及び事務分掌規程 

学校法人京都外国語大学教職員定年規程 

学校法人京都外国語大学懲戒委員会規程 

学校法人京都外国語大学職員（契約制）の任用等に関

する規程 

学校法人京都外国語大学契約職員の任用等に関する

規程 

学校法人京都外国語大学特別任用職員の任用等に関

する規程 

学校法人京都外国語大学嘱託職員の任用等に関する

規程 

学校法人京都外国語大学臨時職員の雇用に関する規

程 

京都外国語大学非常勤講師規程 

京都外国語専門学校非常勤講師規程 

学校法人京都外国語大学内部監査に関する規程 

学校法人京都外国語大学公益通報等に関する規程 

学校法人京都外国語大学事務職員研修規程 

 

第３章 服務・給与・福利厚生 

学校法人京都外国語大学育児・介護休業等に関する規

程 

学校法人京都外国語大学特別有給休暇（季節休暇）に

関する細則 

学校法人京都外国語大学出退勤等取扱規程 

学校法人京都外国語大学教職員出張旅費規程 

学校法人京都外国語大学海外出張規程 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

 海外出張費支給内規 

学校法人京都外国語大学赴任旅費規程 

学校法人京都外国語大学永年勤続者表彰規程 

学校法人京都外国語大学森田基金給費奨学金規程 

森田一郎記念学校法人京都外国語大学学事振興基金

規程 

学校法人京都外国語大学セミナーハウス利用規程 

学校法人京都外国語大学セミナーハウス利用連絡会

議内規 

学園施設利用規程 

学校法人京都外国語大学留学生会館管理運営規程 

学校法人京都外国語大学教職員給与規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学教育職員給与規

程 

学校法人京都外国語大学事務職員給与規程 

学校法人京都外国語大学事務職員等級規程 

学校法人京都外国語大学教職員退職金規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学教育職員退職金

規程 

学校法人京都外国語大学事務職員退職金規程 

学校法人京都外国語大学教職員慶弔規程 

学校法人京都外国語大学教職員子女等授業料減額規

程 

事務職員等高等教育資格取得に係る報奨金支給要綱 

学校法人京都外国語大学事務職員出向規程 

 

第４章 庶務・その他 

学校法人京都外国語大学文書取扱規程 

学校法人京都外国語大学における規程の制定等に関

するガイドライン 

学校法人京都外国語大学文書保存規程 

学校法人京都外国語大学公印規程 

学校法人京都外国語大学情報公開規程 

学校法人京都外国語大学稟議及び決裁に関する規程 

学校法人京都外国語大学情報化推進本部設置規程 

学校法人京都外国語大学個人情報の保護に関する規

程 

学校法人京都外国語大学個人番号及び特定個人情報
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

取扱規程 

特定個人情報の取扱いに関する基本方針 

学校法人京都外国語大学セクシュアルハラスメント

の防止に関する規程 

学校法人京都外国語大学危機管理規程 

学校法人京都外国語大学危機管理連絡調整基本指針 

京都外国語大学防犯カメラ運用等指針 

 

第５章 財 務 

学校法人京都外国語大学経理規程 

学校法人京都外国語大学経理規程実施細則 

学校法人京都外国語大学固定資産及び物品管理規程 

学校法人京都外国語大学固定資産及び物品調達規程 

学校法人京都外国語大学資金運用規程 

 

大学・短期大学【別冊】 

第１編 管理 

第１章 管理 

学校法人京都外国語大学組織及び事務分掌規程 

学校法人京都外国語大学情報公開規程 

京都外国語大学執行部会議規程 

京都外国語短期大学執行部会議規程 

京都外国語大学自己点検・評価規程 

京都外国語短期大学自己点検・評価規程 

京都外国語大学人権委員会規程 

京都外国語短期大学人権委員会規程 

京都外国語大学ハラスメントに関する規程 

京都外国語短期大学ハラスメントに関する規程 

京都外国語大学ハラスメントに関するガイドライン 

京都外国語短期大学ハラスメントに関するガイドラ

イン 

校友会等の各種行事への参加に関する内規 

 

第２章  庶 務 

京都外国語大学・京都外国語短期大学防火・防災管理

規程(消防計画)(別に記載) 

学校法人京都外国語大学神崎研修会館防火管理規程

(別に記載) 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

学校法人京都外国語大学稟議等に係る運用基準につ

いて(内規) 

学校法人京都外国語大学学園施設等学外者使用規程 

学校法人京都外国語大学危機管理規程 

学校法人京都外国語大学危機管理連絡調整基本指針 

京都外国語大学・京都外国語短期大学危機管理規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学危機管理規程細

則 

京都外国語大学・京都外国語短期大学保安警備内規 

京都外国語大学・京都外国語短期大学感染症マニュア

ル 

京都外国語大学構内における豪雨対策指針 

京都外国語大学構内における国旗取扱内規 

京都外国語大学防犯カメラ運用等指針 

京都外国語大学施設管理規程 

京都外国語大学メンテナンス等に関する指針 

京都外国語大学における規程等の制定に関する規程 

京都外国語短期大学における規程等の制定に関する

規程 

 

第３章  福利厚生 

学校法人京都外国語大学セミナーハウス利用規程 

学校法人京都外国語大学留学生会館管理運営規程 

学校法人京都外国語大学セミナーハウス利用連絡会

議内規 

京都外国語大学留学生会館｢カレッジレジデンス｣利

用規程 

 

第４章 その他 

京都外国語大学５ヵ年計画評価委員会内規 

京都外国語短期大学５ヵ年計画評価委員会内規 

京都外国語大学・京都外国語短期大学５ヵ年計画評価

方針 

京都外国語大学・京都外国語短期大学５ヵ年計画評価

基準 

京都外国語大学５ヵ年計画評価委員に関する定め 

京都外国語短期大学５ヵ年計画評価委員に関する定

め 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

第２編    人  事 

京都外国語大学学長の選任等に関する規程 

京都外国語短期大学学長の選任等に関する規程 

京都外国語大学副学長の選任等に関する規程 

京都外国語短期大学副学長の選任等に関する規程 

京都外国語大学専任教員資格審査規程 

京都外国語短期大学専任教員資格審査規程 

京都外国語大学教員人事委員会規程 

京都外国語短期大学教員人事委員会規程 

京都外国語大学名誉教授規程 

京都外国語短期大学名誉教授規程 

京都外国語大学大学院外国語学研究科博士前期課程

の担当教員の資格審査手続きに関する内規 

京都外国語大学大学院外国語学研究科博士後期課程

の担当教員の資格審査手続きに関する内規 

京都外国語大学学部長の選任等に関する規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学学科長等の選任

等に関する規程 

京都外国語大学非常勤講師規程 

京都外国語大学ＳＤ委員会規程 

京都外国語短期大学ＳＤ委員会規程 

京都外国語大学客員教育職員任用規程 

京都外国語短期大学客員教育職員任用規程 

京都外国語大学特別任用教員任用規程 

京都外国語短期大学特別任用教員任用規程 

京都外国語大学外国語自律学習支援室業務等担当特

別任用教員任用規程 

京都外国語短期大学外国語自律学習支援室業務等担

当特別任用教員任用規程 

 

第３編 学 事 

第１章  学則 

京都外国語大学学則(別に記載) 

京都外国語大学学則施行細則 

京都外国語大学大学院学則(別に記載) 

京都外国語短期大学学則(別に記載) 

京都外国語大学留学生別科規程(別に記載) 

 



 京都外国語短期大学 
 

41 

報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

第２章  研 究 

京都外国語大学個人研究費規程 

京都外国語大学大学院個人研究費規程 

京都外国語短期大学個人研究費規程 

京都外国語大学個人研究費規程細則 

京都外国語大学大学院個人研究費規程細則 

京都外国語短期大学個人研究費規程細則 

京都外国語大学公的研究費に関する取扱規程 

京都外国語短期大学公的研究費に関する取扱規程 

京都外国語大学国内研究員取扱規程 

京都外国語短期大学国内研究員取扱規程 

京都外国語大学在外研究員取扱規程 

京都外国語短期大学在外研究員取扱規程 

京都外国語大学国際言語平和研究所研究員細則 

京都外国語短期大学国際言語平和研究所研究員細則 

京都外国語大学研究活動における不正行為等に関す

る規程 

京都外国語短期大学研究活動における不正行為等に

関する規程 

研究倫理基準 

 

第３章  委員会・会議 

京都外国語大学大学院教授会規程 

京都外国語大学大学院代表者会議規程 

京都外国語大学教授会規程 

京都外国語短期大学教授会規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学専任教員連絡会

議規程 

京都外国語大学別科教員会議規程 

京都外国語大学学科長会議規程 

京都外国語大学教務委員会規程 

京都外国語大学教養教育会議規程 

京都外国語短期大学教養教育会議規程 

京都外国語短期大学教学委員会規程 

京都外国語大学学生指導委員会規程 

京都外国語大学キャリア委員会規程 

京都外国語大学国際交流委員会規程 

京都外国語大学入試に関する委員会規程 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

国際言語平和研究所機関誌編集委員会規程 

京都外国語大学 FD委員会規程 

京都外国語短期大学 FD委員会規程 

ＴＧＴ戦略会議学長内規 

京都外国語大学 IR推進委員会規程 

京都外国語短期大学 IR推進委員会規程 

京都外国語大学カリキュラム点検委員会規程 

京都外国語短期大学カリキュラム点検委員会規程 

 

第４章 広 報 

京都外国語大学｢案内パンフレット｣編集発行に関す

るガイドライン 

京都外国語大学｢キャンパス・リポート｣編集発行に関

するガイドライン 

京都外国語大学｢ホームページ｣作成等に関するガイ

ドライン 

京都外国語短期大学｢案内パンフレット｣編集発行に

関するガイドライン 

京都外国語短期大学｢キャンパス・リポート｣編集発行

に関するガイドライン 

京都外国語短期大学｢ホームページ｣作成等に関する

ガイドライン 

京都外国語大学・京都外国語短期大学ＷＥＢサイト 

ブログシステム利用に関する仕様書 

 

第４編     教 育 

第１章 教 育 

京都外国語大学学位規程 

京都外国語短期大学学位規程 

学位論文又は個人研究成果報告書の提出及び指導に

関する内規【前期課程】 

学位論文の提出及び審査手続きに関する内規【後期課

程】 

論文博士の学位授与に関する審査内規 

京都外国語大学大学院科目等履修生等規程 

京都外国語大学科目等履修生等規程 

京都外国語短期大学科目等履修生等規程 

京都外国語大学特別聴講規程 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

京都外国語短期大学特別聴講規程 

京都外国語大学大学院研究生規程 

京都外国語大学大学院長期履修規程 

京都外国語大学試験に関する規程 

京都外国語短期大学試験に関する規程 

京都外国語大学試験における不正行為に関する規程 

京都外国語短期大学試験における不正行為に関する

規程 

京都外国語大学履修規程 

京都外国語短期大学履修規程 

京都外国語大学マルチメディア自習室 MAICO の利用

に関するガイドライン 

京都外国語短期大学マルチメディア自習室 MAICO の

利用に関するガイドライン 

京都外国語大学貸出ノートパソコンの利用に関する

ガイドライン 

京都外国語短期大学貸出ノートパソコンの利用に関

するガイドライン 

京都外国語大学マルチメディア関連機器備品の利用

に関するガイドライン 

京都外国語短期大学マルチメディア関連機器備品の

利用に関するガイドライン 

編入学の入学前の既修得単位の認定に関する内規 

京都外国語短期大学長期履修規程 

京都外国語大学国際言語平和研究所特別研究員規程 

京都外国語短期大学国際言語平和研究所特別研究員

規程 

京都外国語大学学部研究生規程 

外国語自律学習支援室ＮＩＮＪＡの管理・運用内規 

京都外国語大学次世代リーダー育成プログラム運用

内規 

 

第２章 留 学 

京都外国語大学留学規程 

京都外国語短期大学留学規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学派遣留学生及び

認定留学生の選考・決定に関する内規 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

第５編  学 生 

第１章  学 費 

京都外国語大学学費及びその他納付金納入規程 

京都外国語短期大学学費及びその他納付金納入規程 

京都外国語大学私費外国人留学生に対する授業料の

減免に関する規程 

京都外国語大学自然災害及び家計急変に伴う特別措

置に関する規程 

京都外国語短期大学自然災害及び家計急変に伴う特

別措置に関する規程 

京都外国語大学家計困窮者に対する学費の免除に関

する規程 

京都外国語短期大学家計困窮者に対する学費の免除

に関する規程 

 

第２章 学生指導 

京都外国語大学学生の海外渡航に関する規程 

京都外国語短期大学学生の海外渡航に関する規程 

課外活動に伴う出張取扱要領 

京都外国語大学学生による国際交流会館使用に関す

る規程 

学生団体の主催する金銭等を伴う行事に関する規程 

学生団体の入部勧誘に関する規程 

学生の危険を伴う団体活動に関する規程 

課外活動の学外指導者招聘取扱要領 

学生団体の冷暖房使用要綱 

施設使用心得 

カレッジレジデンストレーニング室使用心得 

部室使用心得 

京都外国語大学クラブ部室使用内規 

学生による施設使用内規 

京都外国語大学学生懲戒規程 

京都外国語短期大学学生懲戒規程 

スクールバス使用内規 

ゼミナール等の指導に伴う出張取扱内規 

 

第６編  学生支援 

第１章 奨学金 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

学校法人京都外国語大学森田基金奨学金給費規程 

京都外国語大学総長奨学金規程 

京都外国語短期大学総長奨学金規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学後援会奨学金規

程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学後援会外国人留

学生給費奨学金規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学後援会外国人留

学生給費奨学金選考に関する内規 

京都外国語大学校友会外国人留学生給費奨学金規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学奨学生選考に関

する内規 

京都外国語大学校友会給費奨学金「輝く星となる学

生」規程 

 

第２章 表彰及び助成 

京都外国語大学学生表彰規程 

京都外国語短期大学学生表彰規程 

学生表彰実施要綱 

課外活動援助金交付要領 

  

第３章 福利厚生 

京都外国語大学学生傷害補償制度規程 

京都外国語短期大学学生傷害補償制度規程 

京都外国語大学・京都外国語短期大学弔慰金の支給等

に関する取扱要領 

京都外国語大学一時貸付金制度に関する内規 

京都外国語大学・京都外国語短期大学遺失物・拾得物

申し合わせ事項 

      

第７編  附属機関 

第１章 図書館 

京都外国語大学付属図書館館則 

京都外国語大学付属図書館資料管理規程 

京都外国語大学付属図書館（図書資料）払出規程 

京都外国語大学付属図書館雑誌・新聞廃棄規程 

京都外国語大学付属図書館研究室分置図書取扱規程 

京都外国語大学付属図書館特別利用規程 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

京都外国語大学付属図書館の貴重書及び貴重資料に

関する規程 

京都外国語大学付属図書館文書管理規程 

京都外国語大学付属図書館利用規程(教職員用） 

京都外国語大学付属図書館利用規程(学生用) 

京都外国語大学付属図書館市民利用制度運用規程 

京都外国語大学付属図書館所蔵資料の出版物などに

対する掲載に関する規程 

京都外国語大学付属図書館運営委員会会則 

 

第２章  研究所 

京都外国語大学国際言語平和研究所規程 

京都外国語短期大学国際言語平和研究所規程 

京都外国語大学マルチメディア教育研究センター規

程 

京都外国語短期大学マルチメディア教育研究センタ

ー規程 

京都外国語大学京都外国語大学ラテンアメリカ研究

所規程 

 

第８編     外郭団体 

京都外国語大学学生会会則 

京都外国語短期大学英志会会則 

京都外国語大学後援会会則 

京都外国語大学校友会会則 
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報告書作成マニュアル記載の備

付資料 
資料番号・資料名 

Ｂ 学長のリーダーシップ  

学長の個人調書 

・教員個人調書［書式 1］ 

（平成 29年５月１日現在） 

・専任教員として授業を担当して

いる場合、「専任教員の個人調書」

と同じく、過去５年間（平成 24

年度～平成 28 年度）の教育研究

業績書［書式 2］ 

【Ⅳ-Ｂ-１】学長の個人調書［書式 1］ 

（平成 29年５月１日現在） 

学長の教育研究業績書［書式 2］ 

（平成 24年度～平成 28年度） 

 

教授会議事録 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅳ-Ｂ-２】教授会議事録 

（平成 26年度～平成 28年度） 

委員会等の議事録 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅳ-Ｂ-３】各種委員会議事録 

（平成 26年度～平成 28年度） 

Ｃ ガバナンス 

監事の監査状況 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅳ-Ｃ-１】監事の監査状況 

（平成 26年度～平成 28年度） 

評議員会議事録 

・過去３年間（平成 26 年度～平

成 28 年度） 

【Ⅳ-Ｃ-２】評議員会議事録 

（平成 26年度～平成 28年度） 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 

基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

建学の精神は、「PAX MUNDI PER LINGUAS －言語を通して世界の平和を－」である。 

これは、言語を通して世界の平和に貢献することを目的として、外国語及び国際社

会と地域文化に関する教育研究を行うものである。そして外国語を修得するためには、

困難にくじけない強固な意志と不断の努力が何よりも肝要であることから、「不撓不屈」

をその教育研究の基本精神としている。 

 この建学の精神の下、キャリア英語科では国際社会で真に役立つ、実用的な英語力

と国際活動に必要な教養を身につけ、世界の平和に貢献する人材を育成することを目

的としている。建学の精神については、大学案内「Campus Guide」に記載して受験生

に広報するとともに、本学ホームページ上に掲載し、周知している。また、新入生に

は授業開始までに行う学外オリエンテーションおいて説明し、入学時から周知徹底を

図っている。また、必修科目「言語と平和Ⅰ・Ⅱ」を通して、本学の建学の精神が現

代社会の重要課題であることを理解させ、本学で学ぶ基本的な姿勢を身につけさせて

いる。学年始めに配布している学生便覧に建学の精神が記載されており、周知徹底を

図っている。教職員に対しては、年頭の挨拶や各種行事、研修の際に、理事長や学長

が引用解説している。 

 建学の精神がどのように伝わり、理解されているかを検証するために、毎年行って

いる、「在学生アンケート」、また卒業時に行っている「卒業時アンケート」において

調査・検証を行っている。しかし、教職員に対しての調査・検証は行っておらず、今

後、実施する必要がある。 

カリキュラムの特色は、①働きながら学ぶことができる、社会人にも開かれた夜間

の２年生課程、②短期間で集中的に英語を学び、目的に合わせたコース制により実践

力を身につける教育、③言語の背景となっている豊かな教養と幅広い知識を身につけ

る教育である。 

 また豊かな教養と幅広い教養を身につけるために選択科目として教養科目に多様な

授業を配置し、学生のニーズに応えている。 

 学習成果を測定する仕組みとして、英語力については TOEIC を導入している。在学

生は各セメスター終了時に TOEIC（IP）を学内で全員が受験し、学生サポートシステ

ムを通じてスコアをフィードバックしている。 

社会人基礎力については、アセスメントテスト（PROG）を用いて測定し、学生たち

にスコアシートをフィードバックしていると同時に、各自のスコアシートの見方に関

するフィードバック説明会も実施している。学生自身は学生サポートシステムに各年

次開始時に各自の学習成果の目標を入力し、各々がその目標に向けて１年間の学習を

進めている。 

 学習成果は教育目的・目標の記載と同様に学内外にホームページを通じて公開して

いる。学習成果の点検は学科長を中心に学科教員によって実施され、課題点について

は、短期大学教学委員会の中で議論がなされている。 

しかしながら、アセスメントテスト（PROG）については学生サポートシステムへの

様式６－基準Ⅰ 
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データフィードバックができていないため、今後修学アドバイザーや職員が学生サポ

ートシステム上で指導に役立てられるように改良することが課題である。 

自己点検・評価活動等の実施体制については、平成３(1991)年度の短期大学設置基

準の大綱化に伴い、学則第２条に「自己点検・評価」に関する条項を明文化し、点検

並びに評価及びその結果を公表することを規定している。 

平成５（1993）年に「自己点検・評価規程」を制定し、自己点検・評価運営委員会

を設置し、平成３（1991）年度から毎年、自己点検・評価報告書である「京都外国語

短期大学アカデミックレポート」を刊行した。平成 17（2005）年度版からはホームペ

ージに掲載し、学内外に公表している。 

平成 16（2004）年度に自己点検・評価並びに認証評価に専門的に対応すべく点検評

価調査室を開設した。 

現在は、学長事務室と統合し、総合企画室となっている。総合企画室の組織は、「点

検評価グループ」、「戦略企画グループ」、「ＩＲ推進グループ」から成っている。 

自己点検・評価をより客観的に分析し、改善するためにＩＲの機能も活用するため、

平成 26（2014）年にＩＲ推進委員会を立ち上げた。 

また、ＩＲ推進グループでは、平成 29（2017）年度から、「FACT BOOK 2017」を発

行する。この冊子の目的は、まず数値やグラフにすることで本学の現状を把握し、今

後の改革を行うためのものである。 

自己点検・評価の結果を学内の PDCAサイクルに落とし込んで改革に活かしているが、

その改革が学生にどのように影響しているのか、検証を全てにわたり行っているとは

言えない。また、認証評価第３期と呼ばれる新しい評価に対応すべき、自己点検・評

価の方法を再構築しなければならない。言い換えれば、本学の自己点検・評価や認証

評価が自己点検・評価運営委員会並びに総合企画室の主導の下に行われており、各部

署や各委員会が自ら行っていないことが課題である。 

 これらの課題を解決するため各部署並びに各委員会が自ら自己点検・評価を行い、

それぞれの PDCAサイクルを廻していくように、本学の自己点検・評価システムを再構

築していく必要がある。 

 

［テーマ 基準Ⅰ-Ａ 建学の精神］ 

［区分 基準Ⅰ-Ａ-１ 建学の精神が確立している。］ 

基準Ⅰ-Ａ-１の自己点検・評価 

 (a)現状 

建学の精神は、「PAX MUNDI PER LINGUAS －言語を通して世界の平和を－」である。 

これは、言語を通して世界の平和に貢献することを目的として、外国語及び国際社

会と地域文化に関する教育研究を行うものである。そして外国語を修得するためには、

困難にくじけない強固な意志と不断の努力が何よりも肝要であることから、「不撓不屈」

をその教育研究の基本精神としている。 

この建学の精神の下、キャリア英語科では国際社会で真に役立つ、実践的な英語力

と国際活動に必要な教養を身につけ、世界の平和に貢献する人材を育成することを目

的としている。建学の精神については、大学案内「Campus Guide」に記載して受験生
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に広報するとともに、本学ホームページ上に掲載し周知している。また、新入生には

授業開始までに行う学外オリエンテーションおいて説明をして周知徹底を図っている。

また、必修科目「言語と平和Ⅰ・Ⅱ」を通して、本学の建学の精神が現代社会の重要

課題であることを理解させ、本学で学ぶ基本的な姿勢を身につけさせている。2 年次

生に対しても学年始めに配布している学生便覧に建学の精神が記載されており、オリ

エンテーション時に全学生へ配布して徹底を図っている。教職員に対しては、年頭の

挨拶や各種行事、研修の際に、理事長や学長が引用解説している。 

また、学園創立 70周年を迎えた本年（平成 29年）４月に発行した「Campus Report」

では、「建学の精神を考える。」として建学の精神を実践する教員・学生に関する特集

記事等を掲載し、教職員や在学生等に配布して周知を図った。 

建学の精神は普遍的なものであり、開設以来変わることはないが、本学では平成 25

年度に建学の精神に基づき、５年間（平成 25年度から平成 29年度）のビジョンを「“言

語を通して世界の平和を”の国内外への発信と次世代指導者の養成」と定めた５ヵ年

計画を策定するなど、建学の精神の基本理念を時代に合わせて解釈しなおし、適合さ

せる努力を行っている。なお、本年度に平成 30年度以降の５ヵ年計画を策定する予定

であり、再度建学の精神の時代に合わせた解釈をしなおす予定である。 

また、教育目的等については、それらに係る自己点検という形で、毎年度「自己点

検・評価運営委員会」、具体的にはその下部組織としての「自己点検・評価実施委員会」

で、所要の検討を行っている。 

 学生に対する建学の精神が伝わり、理解されているかについての調査は、毎年在学

生並びに卒業生(卒業式当日に実施)全員に行っているアンケートにて行っている。 

 

(b)課題 

本学では、現状で述べたように建学の精神を柱に人材育成に努めている。学生に対

しては、在学生や卒業時のアンケートにて調査・検証を行っているが、教職員が建学

の精神をいかに理解しているかを調査・検証したことはない、今後機会を見て調査を

行いたい。 

 

テーマ 基準Ⅰ-Ａ 建学の精神の改善計画 

課題で述べたように、教職員が建学の精神をいかに理解しているかの検証ができて

いないため、調査を行いたい。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅰ－Ａ－１】大学案内「Campus Guide 2017」（P.129） 

【提出資料Ⅰ－Ａ－２】「建学の精神」ホームページ掲載該当ページプリント 

https://www.kufs.ac.jp/foundation/ideals.html 

【提出資料Ⅰ－Ａ－３】学生便覧 2017「建学の精神」(P.2) 

【提出資料Ⅰ－Ａ－４】広報誌「Campus Report No.429」 

https://www.kufs.ac.jp/foundation/ideals.html
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【提出資料Ⅰ－Ａ－５】広報誌「Campus Report No.430」 

【提出資料Ⅰ－Ａ－６】ベーシック科目「言語と平和Ⅰ」授業日程（平成 28・29年度） 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅰ－Ａ－１】学園五十年史 

【備付資料Ⅰ－Ａ－２】在学生アンケート結果報告 

【備付資料Ⅰ－Ａ－３】卒業時アンケート結果報告 

【備付資料Ⅰ－Ａ－４】FACT BOOK 2017 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-Ｂ 教育の効果］ 

［区分 基準Ⅰ-Ｂ-１ 教育目的・目標が確立している。］ 

基準Ⅰ-Ｂ-１の自己点検・評価 

 (a)現状 

キャリア英語科は、建学の精神に基づき、実用的な英語力と国際活動に必要な教養

を身につけ、世界平和に貢献できる人材を育成することを目的としている。アカデミ

ックとビジネスの２つのコースを有しており、アカデミックコースではグローバル化

時代の担い手として通用する発信型国際人に求められる能力の修得を目的とし、また、

ビジネスコースにおいては、職場で働くための基本能力、表現力、社会人基礎力、国

際人としての教養等を修得することを目的としている。 

 学生に対しては、入学前から大学案内、ホームページ、オープンキャンパス等でキ

ャリア英語科のこれらの特色を十分周知させるとともに、ディプロマポリシーやアド

ミッションポリシーについても周知徹底を図っている。平成 29年度入学生に対しては、

入学前には入学前学習支援を実施し、学科教員と在学生が一体となり、入学前の不安

を取り除いたり学生生活や授業等の情報を提供したりしている。年次ごとの授業科目

オリエンテーションを実施しており、その中で配付している学生便覧に、教育目的・

目標を記載している。さらに全体のオリエンテーション終了後にはクラスごとに分か

れ、修学アドバイザーからあらためて説明を加えている。また、新入生に対して例年

４月上旬の授業開始までに１泊２日で学外オリエンテーションを実施し、そこで上級

生や教職員と新入生同士の交流を通じて、建学の精神や教育目的、目標などを理解さ

せ、２年間の大学生活が円滑に進むように指導助言が行われている。 

 教職員に対しては、短期大学教学委員会やその他の各種委員会を通して、教育目的・

目標に対する教職員間の共通認識の確認を常に図っている。修学アドバイザーについ

ては、各セメスター開始前に行われる授業科目オリエンテーションの実施前に修学ア

ドバイザー打ち合わせ会を行い、恒常的に教育目的・目標を意識させることに努めて

いる。 

 教育目的・目標の点検は短期大学教学委員会において常に議論され、建学の精神や

ディプロマポリシーに基づくカリキュラムの点検を実施し、見直しが行われている。

それに加えて、全学的なＦＤ活動を通じて大学全教員での教育目的・目標の定期的な

点検につなげている。 
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(b)課題 

短期大学キャリア英語科は、建学の精神に基づき、実用的な英語力と国際活動に必

要な教養を身につけ、世界平和に貢献できる人材を育成することを目的としているが、

目標に対して学習成果との整合性を図る指標として、TOEIC や社会人基礎力を測るア

セスメントテスト（PROG）を導入している。しかし、教育目的・目標の中に数値的指

標がないため学生にとって目標設定がしづらく、今後、外部試験のスコアなどを必達

目標として明示し、学生たちによりわかりやすい教育目的・目標としていきたい。 

 

［区分 基準Ⅰ-Ｂ-２ 学習成果を定めている。］ 

基準Ⅰ-Ｂ-２の自己点検・評価 

 (a)現状 

学習成果を規定するにあたり、キャリア英語科のカリキュラムの特徴と教育の特色

との関連を述べる。 

 ①働きながら学ぶことができる、社会人にも開かれた夜間の２年生課程 

 社会人が働きながら学ぶことができる時間帯に科目を設定している。必修科目を土

曜日を除く平日の６講時（18:15～19:45）に配置し、７講時に選択科目を配置するこ

とにより、18:15からの登校により、卒業要件の 62単位を修得できるような科目を配

置している。 

 ②短期間で集中的に英語を学び、目的に合わせたコース制により実践力を身につけ

る教育を行う 

 第１セメスターから第３セメスターまでに英語の読む、書く、話す、聞く、の４技

能を十分身につけられるように専門コア科目として、必修科目を設定している。また

各自のニーズに応じた学びに対応させるため、編入希望の学生にはアカデミックコー

ス、就職希望の学生にはビジネスコースを設定し、コースごとに分野別ユニットを置

いて、専門展開科目として選択科目を配置している。これにより、２年間という短期

間の間に学生のニーズや目的に応じた科目選択を可能としている。 

 ③言語の背景となっている豊かな教養と幅広い知識を身につける教育を行う 

 建学の精神である「言語を通して世界の平和を」を具現化するために、第１セメス

ターと第２セメスターに「言語と平和Ⅰ・Ⅱ」の授業をベーシック科目として開講し

ている。「言語と平和Ⅰ」においては、各分野の専門家によるオムニバス形式で授業を

実施しており、世界平和をテーマに広い知識を養えるような授業を展開している。第

１セメスターでの授業内容を踏まえ、第２セメスターでは「言語と平和Ⅱ」で「言語

と平和Ⅰ」で扱われた内容をより深く掘り下げられるように、グループワークなどを

含めた授業方式で、建学の精神と学習成果の結びつきを行っている。 

 また豊かな教養と幅広い教養を身につけるために選択科目として教養科目に多様な

授業を配置し、学生のニーズに応えている。 

 これらの科目については、それぞれ明確な到達目標と評価基準がシラバスにおいて

示され、それぞれ初回の授業において、学生たちへの授業目標や到達目標についての

説明と確認がなされている。 

 学習成果を測定する仕組みとして、英語力については TOEIC を導入している。在学
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生は各セメスター終了時に TOEIC（IP）を学内で全員が受験し、学生サポートシステ

ムを通じてスコアをフィードバックしている。社会人基礎力については、アセスメン

トテスト PROGを用いて測定し、学生たちにスコアシートをフィードバックしていると

同時に、各自のスコアシートの見方に関するフィードバック説明会も実施している。

学生自身は学生サポートシステムに各年次開始時に各自の学習成果の目標を入力し、

各自その目標に向けて１年間の学習を進めていく。 

 学習成果は教育目的・目標の記載と同様に学内外にホームページを通じて公開して

いる。 

 学習成果の点検は学科長を中心に学科教員によって実施され、課題点については、

教学委員会の中で議論がなされている。 

 

(b)課題 

アセスメントテスト（PROG）については学生サポートシステムへのデータフィード

バックができていないため、学生本人はもちろんのこと、クラス担任や職員が学生サ

ポートシステム上で指導に役立てられるように改良することが課題である。 

 

［区分 基準Ⅰ-Ｂ-３ 教育の質を保証している。］ 

基準Ⅰ-Ｂ-３の自己点検・評価 

(a)現状 

本学では成績評価の客観性と信頼性を高めるため、学生サポートシステムを通じて、

ＧＰＡ及び履修科目の成績（素点）を学生に提示している。各セメスター終了時には

TOEIC の団体受験試験を行い、各セメスターにおける学習成果を客観的に分析する資

料として活用している。シラバス上には評価基準を明記し、期末試験のみによる評価

ではなく、受講態度、レポートなどと組み合わせた評価方法を取っている。 

 最終セメスターである第４セメスターには必修科目として「課題実践」を配置し、

これまでに修得した知識と技能を更に伸ばし、意見交換及び中間発表をしながら、成

果物（または発表）を作成できることを到達目標として、２年間の短期大学での学習

を集大成するものとして位置付けている。 

 また、学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令を適宜確認し、法令順守に努め

るとともに、教育の向上・充実のために、学生による授業評価アンケートを実施して

いる。マーク形式のアンケートだけではなく記述形式のアンケートを併用することに

より、学生個々の率直な意見を聴取し、担当教員が授業運営に活かせるように努めて

いる。 

 

(b)課題 

今後さらに説明責任を果たしていくために、ディプロマポリシーの達成を目標とし

た学習成果がより明確に定義されるよう、各科目区分ごとの目標に対し階層的到達目

標をルーブリックの指標を用いて学生はもちろんのこと、内外に公表し示していける

ように進めていきたい。 
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テーマ 基準Ⅰ-Ｂ 教育の効果の改善計画 

 学期毎に TOEICの数値目標を定め、学生によりわかりやすい指標を示す。 

アセスメントテスト(PROG)については学生サポートシステムへのデータフィードバ

ックができるようにしていく。 

各科目区分毎の目標に対し階層的到達目標をルーブリックの指標を用いて、公表し

ていく。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－１】京都外国語短期大学 学則（全文） 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－２】学外オリエンテーション実施要項 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－３】大学案内「Campus Guide 2017」(P.129)ディプロマ・ポリシ

ー記載ページ 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－４】「学生便覧」(P.12) ディプロマ・ポリシー 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－５】大学案内「Campus Guide 2017」(P.129)カリキュラム・ポリ

シー記載ページ 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－６】「学生便覧」(P.13) カリキュラム・ポリシー 

 

（備付資料） 

 該当なし 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 自己点検・評価］ 

［区分 基準Ⅰ-Ｃ-１ 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向

けて努力している。］ 

基準Ⅰ-Ｃ-１の自己点検・評価 

 (a)現状 

平成３(1991)年度の短期大学設置基準の大綱化に伴い、学則第２条に「自己点検・

評価」に関する条項を明文化し、点検並びに評価及びその結果を公表することを規定

している。 

具体的には、平成５（1993）年に「自己点検・評価規程」を制定し、自己点検・評

価運営委員会を設置し、全学的に取り組んでいる。当委員会では、平成３（1991）年

度から毎年、自己点検・評価報告書である「京都外国語短期大学アカデミックレポー

ト」を刊行した。平成 17（2005）年度版からはホームページに掲載し、学内外に公表

している。 

また今後の認証評価の方法を見据えて「京都外国語短期大学アカデミックレポート」

の内容を平成 17（2005）年度から徐々に第三者評価（認証評価）に順応すべく改善を

図っている。 

平成 16（2004）年度に自己点検・評価並びに認証評価に専門的に対応すべく点検評
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価調査室を開設した。現在は、学長事務室と統合し、総合企画室となっている。総合

企画室の組織は、「点検評価グループ」、「戦略企画グループ」、「ＩＲ推進グループ」か

ら成っている。 

自己点検・評価をより客観的に分析し、改善するためにＩＲの機能も活用するため、

平成 26(2014)年にＩＲ推進委員会を立ち上げた。 

 学内に散在しているデータを集め管理し、必要に応じて分析を行い、改善に活用し

ている。 

 また、ＩＲ推進グループでは、平成 29(2017)年度から、「FACT BOOK 2017」を発行

する。この冊子の目的は、まず本学の現状を数値やグラフにすることで、本学の現状

を把握し、今後の改革を行うためのものである。 

 

(b)課題 

 自己点検・評価の結果を学内の PDCAサイクルに落とし込んで改革に活かしているが、

その改革が学生にどのように影響しているのか、検証を全てにわたり行っているとは

言えない。 

また、認証評価第３期と呼ばれる新しい評価に対応すべき、自己点検・評価の方法

を再構築しなければならない。言い換えれば、本学の自己点検・評価や認証評価が自

己点検・評価運営委員会並びに総合企画室の主導の基に行われており、各部署や各委

員会が自ら行っていないことが課題である。 

 

テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 自己点検・評価の改善計画 

 先述の「課題」であるように各部署並びに各委員会が自ら自己点検・評価を行い、

それぞれの PDCAサイクルを廻していくように、本学の自己点検・評価システムを再構

築する。 

 

［提出資料・備付資料］ 

（提出資料） 

【提出資料Ⅰ－Ｃ－１】学則「第２条」当該箇所コピー 

【提出資料Ⅰ－Ｃ－２】京都外国語短期大学「自己点検・評価規程」 

【提出資料Ⅰ－Ｃ－３】京都外国語短期大学「アカデミックレポート 2015」(2016 年

度発行) 

【提出資料Ⅰ－Ｃ－４】京都外国語短期大学「IR 推進委員会規程」 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅰ－Ｃ－１】京都外国語短期大学「アカデミックレポート」 

           （平成 26年度・平成 27年度） 

【備付資料Ⅰ－Ｃ－２】ウェブサイト「自己点検・評価」 

https://www.kufs.ac.jp/about/evaluation/evaluation.html 

【備付資料Ⅰ－Ｃ－３】「FACT BOOK 2017」 

 

https://www.kufs.ac.jp/about/evaluation/evaluation.html
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基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

教職員が建学の精神をいかに理解しているかの調査を行う。 

 学期毎に目標を達成させるための方策を検討するとともに、達成できない学生に対

するフォロー（長期休暇中の研修）についても検討する。 

各部署並びに各委員会が自ら自己点検・評価を行い、それぞれの PDCAサイクルを廻

していくように、本学の自己点検・評価システムを再構築する。 

 

 

◇ 基準Ⅰについての特記事項 

 

 本学の誇れる点の一つとして、卒業生のほぼ全員が建学の精神である「「PAX MUNDI 

PER LINGUAS －言語を通して世界の平和を－」が言えることである。これは、在学中

に学生一人ひとりに周知されている証明と言える。 

 カリキュラムにおいても、ベーシック科目として「言語と平和Ⅰ」・「言語と平和Ⅱ」

を履修することにより、言語と平和についての総合的な理解を深めており、私学とし

ての根幹ともいえる建学の精神を重要視している。 

 以下の図は、卒業式当日に卒業生全員に行っているアンケートにて、「言語を通して

世界の平和を」という本学の建学の精神を、卒業後の社会生活において実践しようと

思うかどうかをたずねた質問の集計結果である。 

この結果から、多くの学生が、本学で学んだ建学の精神を何らかの形で社会生活の

なかで実践していこうと考えていることがわかる。また、本学の教育を通して建学の

理念が学生に十分に浸透していることがうかがえる。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

本学は「PAX MUNDI PER LINGUAS ― 言語を通して世界の平和を ―」を建学の精神

とし、教育基本法及び学校教育法の規定に基づき、教育目的を定めている。 

社会的・職業的自立を図るために必要な能力養成として、各科目において、求める

要素を設定し、シラバス上でそれぞれの科目においてどの要素が求められ、また養わ

れるかが示されている。 

 専門展開科目としてビジネスコース、アカデミックコースを設置しており、そのそ

れぞれのコース内にユニットを配置し、卒業後の進路に応じて幅広く学べる科目配置

としている。企画力や問題解決力を養成するために教養科目においてＰＢＬ科目を設

置、また、アクティブラーニングを取り入れた学習を広く展開している。 

 学生たちが世界に視野を広げ、グローバル人材として活躍できるよう、交流協定校

への短期留学プログラムを実施し、奨学金制度も設け海外での学習機会も積極的に提

供している。 

 学位授与の方針の点検については、短期大学教学委員会で必要に応じて検討し、カ

リキュラムの見直しを中心に議論を行い、ディプロマポリシーやカリキュラムポリシ

ーとの関連も含め見直しを行っている。 

 今後、各委員会同士が連携を密にし、カリキュラム改定や改組に向けて学位授与の

方針の点検について強化させることが課題である。 

授業編成については、本学は働きながら学ぶことができる、社会人にも開かれた夜

間の２年制課程である。アカデミックコースとビジネスコースの２つのコースを有す

ることを活かし、また学期ごとに完結させるセメスター制度により、短期間で集中的

に英語を学び、学生の目的に合わせた実践力を身につける教育や、語学のみならず、

言語の背景となっている豊かな教養と幅広い知識を身につける教育が行えるよう授業

を配置している。 

成績評価方法は、シラバスの「評価方法」欄に明記しており本学ホームページ上か

らも参照できるようにし、受講学生への周知徹底を図っている。なお、複数教員で担

当する科目については、担当者全員で協議を行い評価している。 

GPA 制度を導入し、習熟度別クラスの編成、履修登録や推薦編入学の学内選考基準

や習熟度別クラスの編成の参考資料として活用するとともに教員の綿密な学習指導に

つなげている。 

現在抱えている課題としては、平成 26年度より導入しているユニット・ナンバリン

グ制を充分に活かしきれていない。カリキュラム・ポリシーを具体化・可視化してい

くため、これらを有効的に活かした教育課程の見直し、内外への周知の徹底を行って

いきたい。 

入学者受け入れの方針は、本学ホームページや入試情報冊子等に掲載し広く志願者

へ開示している。 

 自己点検・評価の結果から明らかになった課題は、アドミッションポリシーに定め

ている本学が求める学生像の一つである「英語を学ぶ上で必要な適性と基礎学力を有

様式７－基準Ⅱ 
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する人」の「基礎学力」について、具体的な学習成果の記載に至っていない点である。

今後この課題を緩和・解決するため、改善策として、平成 30年度入試での一般入学試

験・社会人特別入学試験等において、語学の資格試験利用型選抜方式を導入し、本学

が求める外国語学修等での具体的な学習成果を明確にする予定である。 

 学習成果の査定については、客観的に学習成果を測定するために、定期的に TOEIC

の団体受験（IP）を学内で実施している。 

 学習成果をさらに高めていくため、修学アドバイザーが本学の学修ポートフォーリ

オ「学生サポートシステム」に入力して、その後の指導に役立てており、その内容は

次年度に修学アドバイザーが変わった場合でも確認できるようになっている。しかし、

入力の有無に差があるため、できる限りすべての修学アドバイザーが入力していくよ

う改善に向け検討する必要がある。 

 学生の卒業後の評価については、就職先への訪問や来学された折に職務内容や勤務

態度、上司からの評価などについて企業担当者から情報収集を行っている。 

 現在キャリアセンターでは、学内でのイベントを充実させて、学生に対して手厚い

個別対応を行うことに比重をかけた結果、企業訪問を行う時間を確保することが困難

となり、訪問回数が減少していることが課題である。 

 また、２年間という短期間の中で就職活動を行わなければならず、準備不足のため、

就活が長期化する学生が散見される。学部に比べ就職率の低さも課題である。学生の

中には当初編入を希望していたが、結果かなわず進路変更をする学生へのケアと支援

が重要であると考える。 

本学は、平成 30年度入試より一般入学試験・社会人特別入学試験等において、語学

の資格試験を利用した入試選抜方式の導入を予定していることから、これに合わせた

新たなディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーの策定

を予定している。この新アドミッションポリシーにおいて本学の求める学生像を改め

て構築し、それを一つの典型として本学の目指すところを明示し直すことを課題と考

えている。 

 学習成果の獲得については、社会状況の変化や学生の資質の変化に応じて支援内容

を見直し検討していく。入学から卒業までの一貫した支援は画一化されていないので、

今後「エンロールマネジメント」に鑑み、よりよい支援体制を構築しなければならな

い。 

学力の低下が否めない状況であるが、事務職員個々がキャリア英語科の教育目的・

目標を理解し、その達成のために何が必要か教職協働のもと検討した結果を認識して、

業務にあたる。 

これまでＳＤ活動は行ってきているが、ＳＤに関する法令が改正され、義務化とな

ったことに伴い、事務職員中心であったＳＤに教員も参加することになる。今まで取

り上げていたテーマを再度検討しなくてはならない。 

マルチメディア教育研究センターは、学生の語学力向上に資する ICT(Information 

and Communication Technology)を活用した教育の支援以外に、ネットワーク管理等の

ICT に係るインフラ部分の業務を行っている。 

今後、インフラ部分及びハードウエアの保守は、他の管理部門に移管し、マルチメ
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ディア教育研究センターの業務は、教育支援に集約する方向性を検討している。 

外国語自律学習支援室（略称：NINJA）は、多数の学生が利用し、語学力も顕著な向

上を見ている。しかし NINJA は ICT を活用した学習ではなく、１対１の人と人とのコ

ミュニケーションによって学習成果を上げる施設である。NINJA はさらに拡充される

計画であるが、そのとき NINJA がさらに効果を上げる施設となるためには、より適切

な担当部署の検討が必要であると考える。 

CALL 教室、情報処理演習室、貸出ノートＰＣの管理は、マルチメディア教育研究セ

ンターが行っているが、図書館の学生用ノートＰＣは図書館の管轄、教室の教員用ノ

ートＰＣは教務部管轄と、コンピュータの管理・管轄部署が複数ある。この管理・管

轄体制の改善が必要であると考える。 

今日までコンピュータ台数は、増加の一途をたどってきたが、学生数、授業及び授

業外での活用で必要とされる最適数の割出しから、拡大一辺倒の方向性の変更を検討

する必要があると考える。 

教職員とも、近年、業務の多忙化が急激に進展している。この中で、ICT スキルの

向上のために割くことのできる時間数が大幅に減少している。ICT スキル向上の意思

を持つ教職員の研修の時間の確保が課題であると考える。 

 

［テーマ 基準Ⅱ-Ａ 教育課程］ 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-１ 学位授与の方針を明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ａ-１の自己点検・評価 

 (a)現状 

本学は「PAX MUNDI PER LINGUAS ―言語を通して世界の平和を―」を建学の精神と

し、教育基本法及び学校教育法の規定に基づき、教育目的を定めている（学則第１条）。 

 

学則第１条 

第１条 京都外国語短期大学(以下｢本学｣という。)は、教育基本法(平成 18年 12月

22 日法律第 120号)及び学校教育法(昭和 22年３月 31日法律第 26号)に則り、文化

の一起因ともいうべき英語を教授研究し、かつそれを根底とする専門職業に重きを

置く大学教育と国際活動に必要な教養を施し、国家社会に有用なる人物を育成する

ことを目的とする。 

 

上記の本学全体の教育理念に則り、短期大学キャリア英語科では教育目標を定めて

いる（学則第３条の２）。 

学則第３条の２ 

第３条の２ キャリア英語科及び各コースの目的は、次のとおりとする。 

キャリア英語科 

キャリア英語科は、アカデミックとビジネスの２つのコースを

有することを活かし、実践的な英語力と国際活動に必要な教養

を身につけ、世界の平和に貢献する人材を育成することを目的

とする。 
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 アカデミック 

コース 

グローバル化時代の担い手として通用する発信型国際人に求め

られる能力を修得することを目的とする。 

ビジネスコース 
職場で働くための基本能力、表現力、社会人基礎力、国際人と

しての教養等を修得することを目的とする。 

 

 本学に２年以上在学し、これらの教育理念や教育目標を実現していくために設定し

たキャリア英語科の規定する必修科目及び選択科目（第 10 条の２別表１）を履修し、

試験に合格して卒業単位（学則 21条）を修得することが学位授与の要件（学則 23条）

である。 

 

学則 21 条、第 23条 

第 21 条 本学を卒業するためには、第５条に規定する修業年限(長期履修する者に 

あっては、当該長期履修を認められた期間)以上在学し、別表１に定められた授業科

目の区分毎に所定の単位を修得し、合計 62単位以上を修得しなければならない。 

第 23 条 学長は、前条第１項の規定により卒業を認定した者には、学位記を授与す

る。 

２ 本学の授与する学位は、短期大学士(英語)とする。 

３ 学位に関する必要な事項は、別に定める。 

 

 こうした学則は学内外にホームページ上で公開されている。また、本学の教育課程

を通じて、キャリア英語科の学習成果はディプロマポリシーとして明確化し、同じく

ホームページ上で学内外に公開している。 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_02 

 社会的（国際的）通用性ついては、社会的・職業的自立を図るために必要な能力養

成として、各科目において、求める要素を９つ設定している。「構想するために必要な

力」として、問題発見力・解決力、思考力・判断力、創造力・企画力、「実践するため

に必要な力」として、主体的に取り組む力、計画力・実行力、情報収集力、分析力、

「協働するために必要な力」として、プレゼンテーション力、コミュニケーション力、

多文化共生力が求める９つの要素である。これらはシラバス上でそれぞれの科目にお

いてどの要素が求められ、また養われるかが示されている。 

 専門展開科目としてビジネスコース、アカデミックコースを設置しているが、その

それぞれのコース内にユニットを配置し、卒業後の進路に応じて幅広く学べる科目配

置としている。企画力や問題解決力を養成するために教養科目においてＰＢＬ科目を

設置、また、アクティブラーニングを取り入れた学習を広く展開している。 

 学生たちが世界に視野を広げ、グローバル人材として活躍できるよう、交流協定校

への短期留学プログラムを実施し、奨学金制度も設け、海外での学習機会も積極的に

提供している。 

 学位授与の方針の点検については、短期大学教学委員会で必要に応じて検討し、カ

リキュラムの見直しを中心に議論を行い、ディプロマポリシーやカリキュラムポリシ

ーとの関連も含め見直しを行っている。 

http://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_02
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(b)課題 

短期大学教学委員会とＦＤ委員会やカリキュラム点検委員会との連携を密にし、今

後の短期大学のカリキュラム改定や改組に向けて学位授与の方針の点検について強化

させていくのが課題である。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-２ 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ａ-２の自己点検・評価 

 (a)現状 

キャリア英語科の教育課程はディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する

方針）に基づき、以下の通りカリキュラム・ポリシー（教育課程に関する方針）を定

め、履修の手引きであるホームページおよび「単位修得要領」に記載し明確に示して

いる。 

 

カリキュラム・ポリシー — 教育課程に関する方針 — 

キャリア英語科は、アカデミックコースとビジネスコースの２コース制の特性を活

かして、キャリアを形成するための実践的な英語力とコミュニケーション力、及びビ

ジネスの分野に必要な知識と技能を身につけた人材を育成することを目的としていま

す。また、夜間の短期大学の特性を活かした多様な学び方の機会を提供することによ

って人間力を高め、社会に役立つ人材を育成することをカリキュラム・ポリシーとし

て、教育研究活動を推進する。 

 

① 授業編成 

本学では働きながら学ぶことができる、社会人にも開かれた夜間の２年制課程であ

る。アカデミックコースとビジネスコースの２つのコースを有することを活かし、短

期間で集中的に英語を学び、学生の目的に合わせた実践力を身につける教育や、語学

のみならず、言語の背景となっている豊かな教養と幅広い知識を身につける教育が行

えるよう授業を配置している。 

カリキュラムは授業科目を学期ごとに完結させるセメスター制度により、それぞれ

の学期で集中的に授業を履修させて学習効果を高めている。授業科目はベーシック科

目、専門コア科目、専門展開科目、教養科目、オフ・キャンパス科目、重点履修科目

の６つに区分し基本的な知識からより専門的な学びへと体系的に履修することができ

るように授業を編成している。授業科目区分ごとに従って必要単位数を定めており、

それぞれベーシック科目（６単位）、専門コア科目（26 単位）、専門展開科目（16 単位）、

教養科目（８単位）、オフ・キャンパス科目（必要単位数なし）、重点履修科目（６単

位）の合計 62単位以上の修得を卒業要件としている。教育課程の体系的編成について

は以下に記す。 

 

【ベーシック科目】 

建学の精神を学ぶ「言語と平和Ⅰ」（２単位）、「言語と平和Ⅱ」（２単位）、基礎的情

報技術の習得と論理的文章作成の基礎的訓練を行う「基礎ゼミナール」（２単位）を必
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修とすることにより、本学で学ぶための知識・スキルを身に着けると同時に言語と平

和についての総合的な理解を深め、本学で学ぶ上での基本的な姿勢を培うことを目標

としている。 

 

【専門コア科目】 

実践的英語運用力の基礎及び英語コミュニケーションに関する基礎知識を身につけ

ることを目標としている。入学時より TOEIC(IP)受験を義務付け、スコアを参考にし

ながら学生のレベルに合った習熟度別にクラスを編成している。それぞれのクラスは

少人数制が導入され、学生一人ひとりが主体的に取り組める実践的な授業を展開して

いる。 

 

【専門展開科目】 

国際社会で広く活躍するための素養となる、英語コミュニケーション・言語・文学・

社会あるいはビジネスに関する知識や実践に即した実務能力を身に着けることを目標

としている。また、専門展開科目はコース＆ユニット・ナンバリング制を導入してお

り、学生は第１セメスター終了時にコース（アカデミック・ビジネス）を選択するこ

とで自分の興味や関心に沿ってユニットを選び、オリジナルのカリキュラムを組み立

てることができるようにしている。また、ナンバリング制により、学生が目指す多様

なキャリアパスに応じつつ、自身の成長と到達している学習の位置を自覚しながら学

習を進められるようにしている。 

 

【教養科目】 

 教養科目は、自立した一人の人間としての自覚を持って国際社会で広く活躍するた

めに必要な現代社会のさまざまな分野における幅広い知識に裏付けられた的確な判断

力を身に着けることを目標としている。また、教養科目においてもユニット・ナンバ

リング制を導入している。 

 

【オフ・キャンパス科目】 

教室での「学び」を学外で「実践」するプログラムである。各ユニットのプログラ

ムに参加して修得した単位は、専門コア科目の「課題実践」（２単位）の単位に振り替

えることができる。 

 

【重点履修科目】 

重点履修科目は、学生の興味や関心に応じて、科目の選択の幅を広げるとともに、

特定の分野にも集中して学ぶことを目的とする科目区分で、卒業要件単位を重点的に

割り当てることができるようにしている。重点履修科目としては独自に科目を開講し

ていない。専門コア科目・専門展開科目・教養科目の科目区分から、それぞれの必要

単位数以外に６単位分の科目を修得し、この単位に充てなければならない。なお、上

記科目区分の必要単位数を超えて修得した単位は、自動的に重点履修科目の単位に算

入される。 
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② 成績評価 

成績評価方法は平常試験（小テスト・オーラルテスト・リポート等）および定期試

験である。複数教員で担当する科目については、担当者全員で協議を行い評価してい

る。 

各授業科目の成績評価方法については、シラバスの「評価方法」欄に明記しており、

本学ホームページ上からも参照できるようにし、受講学生への周知徹底を図っている。 

成績評価の基準は、100 点を満点として評価し、60 点以上を合格、59 点以下を不合

格としている。また、出席不足（実質全授業回数の３分の２以上の出席を原則）や点

数による評価に不可欠なリポートの未提出や試験の欠席等の場合、失格 (評価はＦ) 

となる。さらに、単位あたりの成績評価を示すＧＰＡ制度を導入し、習熟度別クラス

の編成、履修登録や推薦編入学の学内選考基準や習熟度別クラスの編成の参考資料と

して活用するとともに教員の綿密な学習指導につなげている。 

 

③ シラバス 

シラバスに関しては、授業形態、使用する言語、能力要素、ナンバリング、到達目

標、講義題目、授業内容・計画、授業についての留意点、評価基準、教科書、参考文

献、評価方法などを明示し、本学ホームページにて公開している。 

 

教育課程における教員配置については多様な専門分野や資格・業績を基に適正な配

置を行っている。また、非常勤講師として、各業界で実務経験を積んだ教員なども配

置し、各コースの専門性を高めている。また、毎年教学委員会を定期的に開催し、科

目の受講者数・合格者数など様々な資料を参考にしながらカリキュラムの見直しを行

っている。 

 

(b)課題 

平成 26 年度より導入しているユニット・ナンバリング制について、充分に活かしき

れていない。カリキュラム・ポリシーを具体化・可視化していくため、これらを有効

的に活かした教育課程の見直し、内外への周知の徹底を行っていきたい。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-３ 入学者受け入れの方針を明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ａ-３の自己点検・評価 

 (a)現状 

入学者受け入れの方針は、本学ホームページや入試情報冊子「Information」・「Campus 

Guide」・各募集要項（願書含）等にアドミッションポリシーを掲載し広く志願者へ開

示している。また、アドミッションポリシーに記載の６項目からなる本学が求める学

生像には「英語を学ぶ上で必要な適性と基礎学力を有する人」といった本学が入学前

に求める学習成果も明らかにしている。入学者選抜については、公募制推薦入試では

適性検査「英語」を、一般入学試験では「英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）」を

試験科目とし、英語を学ぶ上で必要な適性と「基礎学力」に相当する学習成果である

かを測っている。なお、本学では AO選抜等の入学試験は実施していない。 
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(b)課題 

 アドミッションポリシーに定めている本学が求める学生像の一つである「英語を学

ぶ上で必要な適性と基礎学力を有する人」の「基礎学力」について、高等学校等で履

修する教科・科目や語学検定試験等の成績といった具体的な学習成果の記載に至って

いない点が課題と考えている。そこで、今後この課題を緩和・解決するため、平成 30

年度入試での一般入学試験・社会人特別入学試験等において、語学の資格試験利用型

選抜方式を導入し、本学が求める外国語学修等での具体的な学習成果を明確にする予

定である。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-４ 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］ 

基準Ⅱ-Ａ-４の自己点検・評価 

(a)現状 

ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーにおいて大枠の学習成果が挙げら

れているが、より具体的な学習成果は授業科目のシラバスに到達目標として明記され

ている。担当教員は、授業内で学生に求める力としてメインとサブの２つの能力要素

をシラバスに設定し、その力を身につけることにより学生が社会的・職業的自立を図

るために必要な能力を獲得できるよう工夫して授業を行っている。 

 『自己点検・評価の基礎資料』（6）学生データ②卒業者数」の記載にある通り、ほ

とんどの学生が２年の修業年限中に卒業要件を満たす単位を修得している。 

専門コア科目では実践的な英語力を、専門展開科目では職場で働くための基礎能力と

編入学に向けた知識を、教養科目では国際社会において必要な教養を身につけること

ができ、実用的である。 

成績評価は平常試験（小テスト・オーラルテスト・リポート等）および定期試験に

よって定められ、各科目の評価方法はシラバスに記載されている。また、履修登録を

した全科目を対象に GPA 評価を行っている。英語運用能力に関しては、より客観的に

学習成果を測定するために、定期的に TOEIC の団体受験（IP）を学内で実施している。 

 

(b)課題 

今後は、平常試験と定期試験によって測られた学習成果と「学生による授業アンケ

ート」の回答結果を授業内容や授業方法にフィードバックし、学習成果をさらに高め

ていく。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-５ 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

基準Ⅱ-Ａ-５の自己点検・評価 

(a)現状 

卒業生が就職をした企業には、毎年お礼を兼ねた訪問を行っている。また、本学に

来訪された企業も含め担当者には、卒業生在籍情報（配属先、勤務状況など）や大学

教育で何を身に着けた学生を求めるか具体的な内容について聞き取りを行っている。 
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卒業生情報については、職務内容や勤務態度、また時には上司の評価などについて企

業担当者から情報収集を行い、また求める人材についても同様に具体的な意見を聴取

している。これらの情報は「企業訪問報告書」として学生情報システムに蓄積し、学

内で共有をしている。 

 また、企業から聴取した卒業生情報や学科教員からの紹介をもとに、多様でユニー

クなバックグランドを持つ卒業生に依頼をし、在学生に向けて社会人の仕事について

の考え方や人生観、哲学などを、自身のヒストリーを通して語るイベントを随時行っ

ている。学生にとっては多様な職業観や人生観に触れることで幅広い視野をもったキ

ャリア形成を図ることを目的としており、教育的効果が期待できる取り組みとなって

いる。 

 

(b)課題 

学内でのイベントを充実させて、学生に対して手厚い個別対応を行うことに比重を

かけた結果、企業訪問を行う時間を確保することが困難となり、訪問回数が減少して

いることが課題である。 

 

テーマ 基準Ⅱ-Ａ 教育課程の改善計画 

ユニット・ナンバリング制を有効に活用した教育課程を検討する。 

大学全体で学生を入口から出口までサポートをすることは、意識としては共有され

ているものの、現実的には縦割りの部署体制が経常化している。キャリア支援のみな

らず学生支援をトータルに行うためには、部署を横断した支援体制が必須であると考

える。 

平成 30 年度入試より一部の入学試験において、語学の資格試験を利用した入試選抜

方式の導入を予定していることから、これに合わせた新たなディプロマポリシー、カ

リキュラムポリシー、アドミッションポリシーを策定する。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－３】《再掲》大学案内「Campus Guide 2017」(P.129)ディプロマ・

ポリシー記載ページ 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－４】《再掲》「学生便覧」(P.12) ディプロマ・ポリシー 

【提出資料Ⅱ－Ａ－１】単位修得要領 2016 

【提出資料Ⅱ－Ａ－２】キャンパスガイド「Campus Guide 2017」（平成 28年度発行）・

「Campus Guide 2016」（平成 27年度発行） 

【提出資料Ⅱ－Ａ－３】「募集要項（入学願書含む）」（平成 28・29年度版） 

【提出資料Ⅱ－Ａ－４】Information 入学試験概要 

【提出資料Ⅱ－Ａ－５】ホームページ「アドミッションポリシー」 

https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html 

【提出資料Ⅱ－Ａ－６】授業科目担当者一覧（平成 28年度） 

https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html
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【提出資料Ⅱ－Ａ－７】シラバス（平成 28年度） 

http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index 

【提出資料Ⅱ－Ａ－８】授業科目時間割表 短期大学編 P.88～ 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅱ－Ａ－１】単位認定の状況表 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-Ｂ 学生支援］ 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-１ 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に

活用している。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-１の自己点検・評価 

(a)現状 

 教員は、学位授与に関する方針及び教育課程に関する方針を踏まえ、各教員がシラ

バスに評価方法を明記・確認し、その基準に沿って学習成果の評価を適正に行ってい

る。なお、この成績評価には、授業への取り組みをはじめ、オーラルテストや小テス

ト、レポートなど、多様な方法を用い、幅広い視点での学習成果の総合的評価に努め

ている（シラバス URL http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index）。評価方法とし

ては、「平常試験（小テスト・レポート等）」、「定期試験」のいずれかであり、担当教

員の裁量によって評価している。成績評価の基準は、100 点を満点として評価し、60

点以上を合格、59点以下を不合格としている。また、出席不足（実質全授業回数の３

分の２以上の出席を原則）や点数による評価に不可欠なリポートの未提出や試験の欠

席等の場合、失格(評価はＦ) となる｡専門コア科目は習熟度別クラス編成をしている

が、レベルの高いクラスについては公平性維持のため傾斜配点を設定している。 

学生の修学状況については、学期ごとに修学アドバイザー会議を開催し、単位修得

状況及びＧＰＡ評価等により、その現状の把握に努め、指導を行っている。また、修

学アドバイザーは学修ポートフォーリオ「学生サポートシステム」で修学状況を確認

できるほか、学生が年度始めや年度末に入力する学修目標や到達目標、その達成状況

なども併せて、きめ細かな個別指導に活かしている。また、各修学アドバイザーは、

学生等の面談時の内容等を「学生サポートシステム」に入力し、その後の面談や指導

に活かしている。 

学生による授業評価については、春学期は６月下旬、秋学期は 12 月上旬の年２回、

全授業科目を対象に授業アンケートを実施し、実施率はほぼ 100％である。授業アン

ケートは、集計結果を学内で取りまとめ、授業科目区分ごとの平均値を参考資料とし

て組み入れたグラフにして担当教員にフィードバックされる（資料：授業アンケート

結果）。また、学生の自由記述による感想や要望はその内容が直接担当教員に伝えられ

る。教員は、それら授業アンケート結果のデータや学生個々の具体的な声を参考にし

て、次年度以降の科目の内容や授業方法などの工夫・改善に努めている。 

ＦＤ活動としては、教育内容・方法の改善のための組織的な取り組みとして、夏期

休暇を利用して学外での合宿形式による専任教員研修会を実施し、２月に学内で授業

http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index
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科目担当者の合同セミナーを実施している。 

また、毎年３月に実施する授業科目担当者打ち合わせ会においては、専任・兼任教

員に出席を求め、全体会では本学の教育理念や教育課程の変更等について説明を行っ

ている。また、同日にキャリア英語科長が専門科目の担当者を召集し、学科の教育方

針や指導方法等について説明をし、意見交換を行っている。そのほか、４月と９月の

年２回定期的に実施する修学アドバイザー会議で教育目的・達成状況を把握したり、

授業期間中も学科会議や推薦編入学の選考委員会で情報交換を行ったりするなど、必

要に応じて修学アドバイザーが専門・教養分野の兼任教員との連携を図っている。 

教学関係は教務部、キャリアセンター、国際部が、学修支援については、図書館、

マルチメディア教育研究センターが、福利厚生については、学生部(学生相談室を含む)、

保健室がそれぞれ担っている。また、施設のハード面では、法人部施設管財課が担当

している。このようにそれぞれの部署が担っている役割を果たすために、学生との対

応、教員からの情報提供、各種データをもとに学生の気質や学習成果を認識し、学生

個々が満足のいく成果の獲得に向け、学長の諮問機関である各種委員会を設置し、教

職員協働で施設設備及び技術的資源の有効な活用を常に検討している。また、授業評

価アンケートを年２回、卒業生や新入生などからもアンケート調査をしており、情報

収集に努めている。 

ＳＤ活動については、大学を取り巻く環境がますます厳しくなる中、職員の資質・

能力向上の機会として本学ではまずＳＤ活動の活発化を図っており、平成 24（2012）・

25（2013）年の２年をかけて「京都外国語大学・京都外国語短期大学が求める職員像」

を職員全体で議論・策定したほか、職位別グループによるワークショップを行い、「大

学・短大をよりよくするために」のテーマのもと、各グループが「課題解決のための

実施計画書」を策定するなど、きめ細かい活動を展開している。ちなみにワークショ

ップの各グループの提案については、内容を吟味し、支障ない範囲で予算化している。 

職員の研修については、学外研修の参加に積極的に取り組み、随時行政機関や私立

大学関係団体等が実施する専門的なテーマの研修会に、当該業務を担当する部署の事

務職員を参加させている。学外研修の参加者は、必要に応じその報告の一環として、

その概要を学内の研修会で他の事務職員に報告することにより、諸情報・知識の共有

化を図る等、事務職員の能力向上のための一助にしている。 

また、本学の掲げる目的実現のため、大学改革を推進し、より活性化した教職員組

織を編成するために、平成 27（2015）年 10月からの試行期間を経て、平成 28（2016）

年４月より運用を開始した教職員評価制度については、各職員の目標の達成度を評価

する実績評価や等級別の期待行動の発揮度を評価する行動評価を行うことにより、昇

給・給与へ反映や昇格候補者の選定条件として活用する方向で運用している。なお、

評価の実施と同時に各自のキャリアを考えるキャリア申告・キャリア面談を組み入れ

ることにより職員の能力向上の機会としても活用し、人材育成の強化を図っている。 

大きな活動としては、毎年夏季休暇期間中に全事務職員を対象とした「夏季ＳＤプ

ログラム」を実施している。 

平成 28（2016）年度の内容は次の通りである。 
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開催日時 平成 28（2016）年８月 10日（水）９：30～16：30 

開催場所 本学１号館７階小ホール及び教室（グループワーク） 

 参加人数 事務職員 101名、教員２名、京都外大西高校事務職員４名、他大学（京

都光華女子学園）６名、合計 128名 

 テーマ  70周年の京都外国語大学を考える 

 ― My Revolution !（自己改革） ― 

 プログラム １.講演① 演題 「学校法人の決算書について理解を深めよう」 

             講師 財務部長 古島史隆 

       ２.講演② 演題 「認証評価について」 

             講師 総合企画室課長 村岡孝之 

             演題 「認証評価について（実地調査をふまえて）」 

             講師 事務局長 長者善高 

       ３.グループワーク 「グループに分かれて自己点検・評価報告書の

作成」 

       ４.発表・意見交換 作成した自己点検・評価報告書の発表及び意見 

                 交換 

 

この他、「学内英語講座」や学外で研修・セミナー等を受けた者が発表する「学外研

修報告会」などを開催している。また『京都外大ＳＤ通信』を発行している。 

これらの活動を毎年発行している『専任職員研修（ＳＤ）報告書』にまとめ公表し

ている。 

履修及び卒業に至る支援までの支援については、夜間課程という性質から生活スタ

イルや目標に合わせて、仕事をしながらでも無理なく学ぶことができるカリキュラム

を策定し、入学時に実施する１泊２日の学外オリエンテーションから始まり、年度初

めの履修相談では、学生のアドバイザーを置き、別途職員による履修登録相談も実施

している。 

留学や語学学習のサポートや編入学を支援する科目や制度も整え、また、報酬を得

ながら現場で就業体験をする「ペイドインターンシップ」などの制度があり、就職に

直結する実践力も養っている。 

 図書館は短期大学と大学との共用である。このため、図書館長は諮問機関として図

書館運営委員会を設置し、短期大学や大学院、大学の各学科の代表者から意見を求め

図書館運営を行っている。図書館職員については、２つの大学の専任職員 10名と館長

を加えた 11 名が兼務しあって執務にあたっている。司書の有資格者数は 7 名であり、

他に派遣職員が 4 名とアルバイト学生 18 名（内、10 名が短大生）が在籍している。

こうした人的資源をもとに、通常開館は平日を午前 9時から午後 9時 30分までとした

12 時間 30分体制を確立し、一方では発信型図書館を目指して「特徴ある図書館活動」

を進めてきた。 

この「特徴ある図書館活動」の内容は、（1）「ホームページの拡充発信」、（2）「主題

別書誌データベースの作成」、（3）「図書館報の充実」、（4）「稀覯書展示会の開催と出

展目録の刊行」、（5）「図書館フォーラムの開催」があり、これらを確実に推進して「能
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動型図書館」に仕上げていくことを目標としている。（1）のホームページの拡充発信

では、図書館行事の紹介と総合データベースとの接続の他、貴重書と稀覯書展示会の

デジタル化、本学図書館総合データベースや主題別書誌データベースへの接続、さら

に商用を含めた外部データベースへの接続などが出来るようになっている。（2）の主

題別書誌データベースの作成は、総合データベースとは別に、一つの主題に基づいて

図書館員が検索項目を予め作っておき、利用者がその項目をクリックすることで、書

誌データが検索できるもので利便性は高い。（3）の図書館報の拡充では、学生、教員、

一般市民、図書館員の四者から原稿を募り、年間 4回、毎号 28ページ以上の内容で刊

行しており、短期大学の学生も文献紹介などで大いに力を揮っている。（4）の稀覯書

展示会の開催と出展目録の刊行では、蔵書構成の特徴である貴重書を公開するために

毎年定期的に「稀覯書展示会」を開催し、出展目録を刊行している。（5）の図書館フ

ォーラムの開催は、学生が主催する学園祭に協賛して開いており、学生の特徴的な活

動を図書と絡めて講師と学生が対話するものである。 

利用者向けオリエンテーションは、図書館主催のものと教員からの依頼で行う授業

内オリエンテーションの２つがある。前者には「新入生オリエンテーションをはじめ、

「新入生歓迎ライブラリー・ツアー」、さらには「図書館利用の仕方―入門編」があり、

後者は、教員と図書館が内容を話し合って行うものである。 

情報化の進捗状況は、国立情報学研究所へと繋がる図書館システムを基盤に、学内Ｌ

ＡＮによってキャンパス内に広がる。特に、資料検索は「総合データベース」の他に、

先に記述した「主題別書誌データベース」を現在までに 62タイトル作り、書誌データ

が容易に検索できるようにしている。また、貴重書の完全デジタル化は現在 43冊を完

成させて一般にも公開している。これとは別に、貴重書紹介のデータベースや日替り

で貴重書を紹介する「本日の貴重書」なども館内で作成して、学内外に発信している。 

さらに、電子ジャーナルや電子ブックなどの外部データベースについては、現在 22

タイトルと接続している。さらに、学内で生産された研究論文は「京都外国語大学機

関リポジトリ」として図書館ホームページから公開できるようになっている。 

相互協力のネットワークについては、大学コンソーシアム京都や私立大学図書館協会

京都地区協議会の相互協力制度を利用すると共に、単独で京都府立大学附属図書館と

も共同利用協定を結ぶなど、相互協力網を確立している。 

情報機器類はサーバーと接続する利用者端末 33台（分館３台を含む）をはじめ、利

用者用プリンター２台（分館１台を含む）などを配している。また、ＡＶ閲覧室には、

ＬＬブースやマイクロリーダーを置き、さらに点字翻訳閲覧室には３ヵ国語対応の視

覚障害者用コンピュータ点字端末がある。なお本館と分館の閲覧室に拡大読書機をそ

れぞれ１台備えている。この他、学生には館内用ノートパソコンの貸出を行っており、

第１閲覧室や第４閲覧室、第５閲覧室の学内ネットワーク接続コーナーから、学術情

報が収集できる。資料流通については資料流通ホールに自動貸出機を設置しており、

希望に応じて人的介在を排した貸出手続きも可能である。 

マルチメディア教育研究センター（注：マニュアルの学習支援センターに該当）は、

専任職員６名（2016 年度現在）、業務委託技術職３名（2016 年度現在）の体制で、学

生の学習向上を主たる目的として学生の授業内外での ICT 活用に関する指導・援助等
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の直接的支援と、教員の授業での ICT 活用に関する支援・協力等の間接的支援を行っ

ている。 

マルチメディア教育研究センターは、学生が語学学習において成果を上げるための

施設のうち、教室として CALL教室及び情報処理演習室を管理運営している。この授業

内での ICT 利用を授業外でも行えるようにするためマルチメディア自習室（略称：

MAICO）を設置・運営し、さらに語学学習に関する個別の課題に応答し、学生が自律的

に語学学習を行う力を身につけるための外国語自律学習支援室（略称：NINJA）を設置・

運営している。 

すべての教室に学内 LANの敷設を完了した。また全教室の教卓に教員用ノート PCを

設置し、インターネットやパワーポイントの授業での活用を可能にしている。さらに

短期大学の授業で主に使用される１号館の教室のうち、３・４階には、学生用のノー

ト PC を配備し、CALL教室や、情報処理演習室でなくても学生がコンピュータを使い、

学習を行う授業を可能にしている。また授業運営に関してネットワークを介して出席

をとるシステムを導入し、出席管理の効率化と厳格化を図っている。 

マルチメディア教育研究センターの運営の方向性を検討するマルチメディア教育研

究センター運営委員会において、学生の語学力向上に資する ICT の方向性を検討して

きた。同運営委員会は、全学科から委員を選出しており、この委員を核に各学科から

の学生のための ICT 機器やソフトウエア導入に関する要望を吸い上げ、またマルチメ

ディア教育研究センターからの各学科に対し、学生の ICT 活用の活性化への告知依頼

等を行っている。上記の取り組みの結果、本学の ICT 活用は、CALL教室、情報処理演

習室、ノート PC配備教室でも高い数値を示している（情報・CALL・1号館３・４階の

時間割 資料１参照）。 

マルチメディア教育研究センターでは、新任あるいは若手の事務職員を複数人、配

属し、業務を行う中で、彼らの ICT スキルを高め、数年後に他部署に移動した際に、

その ICT スキルを活かして、その部署の ICT 運用の核となることを目指している。ま

たマルチメディア教育研究センターは国際言語平和研究所と連携し、教職員による本

学教育への ICT 活用研究を支援しており、この過程で、当該研究に採択された教職員

の ICT スキルは、e-learningソフトを開発する等、大きく向上してきている。また CALL

等で新しいシステムを導入する際には、運営委員会委員を中心に教職員有志を加え、

複数の候補システムの検討を行って導入機種を決定している。この検討の過程で、メ

ンバーの ICTに関する知識は大きく向上している。 

 

(b)課題 

 学習成果の獲得については、社会状況の変化や学生の資質の変化に応じて支援内容

を見直し検討していく。 

事務部署では、それぞれの部門での学生支援については、毎年検討を重ねているが、

入学から卒業までの一貫した支援は画一化されていないので、今後「エンロールマネ

ジメント」に鑑み、よりよい支援体制を構築すべきである。 

また、志願者の減少により、学力の低下が否めない状況であるが、事務職員個々が

キャリア英語科の教育目的・目標を理解し、その達成のために何が必要か教職協働の
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もと検討した結果を認識して、業務にあたるべきである。 

 また、ＳＤに関する法令が改正され、義務化となったことに伴い、事務職員中心で

あったＳＤに教員も参加することになる。今まで取り上げていたテーマを再度検討し

なくてはならない。 

現在、マルチメディア教育研究センターは、学生の語学力向上に資する ICT を活用

した教育の支援以外に、ネットワーク管理等の ICT に係るインフラ部分の業務を行っ

ている。今後、インフラ部分及びハードウエアの保守は、他の管理部門に移管し、マ

ルチメディア教育研究センターの業務は、教育支援に集約する方向性を検討している。 

外国語自律学習支援室（略称：NINJA）は、多数の学生が利用し、語学力も顕著な向

上を見ている。しかし NINJA は ICT を活用した学習ではなく、１対１の人と人とのコ

ミュニケーションによって学習成果を上げる施設である。NINJA はさらに拡充される

計画であるが、そのとき NINJA がさらに効果を上げる施設となるためには、より適切

な担当部署の検討が必要であると考える。 

現在、CALL 教室、情報処理演習室、貸出ノート PC の管理は、マルチメディア教育

研究センターが行っているが、図書館の学生用ノート PCは図書館の管轄、教室の教員

用ノート PCは教務部管轄と、コンピュータの管理・管轄部署が複数ある。この管理・

管轄体制の改善が必要であると考える。 

今日までコンピュータ台数は、増加の一途をたどってきたが、学生数、授業及び授

業外での活用で必要とされる最適数の割出しから、拡大一辺倒の方向性の変更を検討

する必要があると考える。 

教職員とも、近年、業務の多忙化が急激に進展している。この中で、ICT スキルの

向上のために割くことのできる時間数が大幅に減少している。ICT スキル向上の意思

を持つ教職員の研修の時間の確保が課題であると考える。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-２ 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的

に行っている。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-２の自己点検・評価 

(a)現状 

学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダンスにつ

いては、学期毎に学年別で授業科目オリエンテーションを開催している。その際に、

カリキュラムや単位修得の方法、時間割等に関する資料を配布したうえで、修学アド

バイザーの教員と教務部の事務担当者が教育課程の到達目標等を十分に理解させると

ともに、履修科目の登録方法や学年別での注意事項の説明を行っている。また、全般

的なオリエンテーション以外にも、年次・クラス別にオリエンテーションと成績ガイ

ダンスを実施して、学生個々の単位の取得状況や学生生活の状況を見ながら細かな指

導を行っている。また、個別の相談日も別途設定し、学生本人の履修計画に沿って、

実現の可能性についてアドバイスをしている。 

学習支援のための印刷物等については、上記の授業科目オリエンテーションにて配

布する「単位修得要領」や「授業科目時間割表」がある。「単位修得要領」にはカリキ

ュラムや履修登録の基本事項などが記載されており、「授業科目時間割表」には学期毎
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の授業科目の時間割や履修登録の方法などが記載されている。また、各授業科目のシ

ラバスを前年度の３月下旬にホームページ上で公開して早期に情報を提供し、選択科

目の内容を学生が確認して履修の判断をできるようにしている。 

学力不足対策としては、本学では入学直後と年度末に実施する TOEIC（団体受験）

結果により教育課程の専門コア科目の演習形式の授業で入学段階から習熟度別クラス

を編成し、学生のレベルにあった授業を実施している。また、専門コア科目の中にリ

メディアル科目区分を設け、第１セメスターには英語の基本的な力を身につけるため

の「Basic Grammar」を２講時連続で開講し、１年次の早い段階から英語の学力不足学

生に対応した授業を行っている。 

一方、学力が高い学生については、専門コア科目の習熟度別クラス編成により学生

のレベルにあった授業を実施し対応しており、公平性を維持するため傾斜配点を設定

している。 

学生の学習上の問題や悩みに対しての指導助言のための制度として、修学アドバイ

ザー制を導入し、各学年４人ずつの教員で学生の指導助言にあたっている。学期の始

まりには、学科長が修学アドバイザーを招集し、学生の単位修得状況、ＧＰＡ評価に

よる学生の修学状況を検証するとともに、学生の学習上の問題や悩みについての意見

交換を行い、情報の共有に努めているほか、本学の学修ポートフォーリオ「学生サポ

ートシステム」でも学生の修学状況や、学生が年度始めや年度末に入力する学修目標

や到達目標、その達成状況などを確認して、きめ細かな個別指導にあたっている。ま

た、学生が授業に対する質問や相談のために教員の研究室を訪れられるオフィスアワ

ーは、全専任教員に設定し、「単位修得要領」に研究室電話番号、メールアドレスも併

せて記載している。 

 

(b)課題 

学生との面談内容などを修学アドバイザーが本学の学修ポートフォーリオ「学生サ

ポートシステム」に入力して、その後の指導に役立てており、その内容は次年度に修

学アドバイザーが変わった場合でも確認できるようになっているが、入力の有無に差

があるため、できる限りすべての修学アドバイザーが入力していくよう改善に向け検

討する必要がある。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-３ 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を

組織的に行っている。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-３の自己点検・評価 

(a)現状 

学生生活安定のための支援を行う事務部署は学生部が担当しており、学生部内の学

生相談室、教務部等の関係部署及び修学アドバイザー（専任教員）と連携をとりなが

ら、支援事務を行っている。 

 特に、新入生に対しては入学直後に１泊２日の学外オリエンテーションを実施し、

教職員及び在学生との交流を図る中で、大学生としての学習を進めるうえでの動機づ
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けや大学生活を送るうえで重要な仲間づくりを支援し、新しい環境にいち早く適応で

きるように配慮している。 

 学生が主体的に参画する活動については、学生の自治組織として「英志会」があり、

会員相互の親睦を図る日常的な活動のほか、スポーツフェスティバル、学園祭、卒業

パーティー等の行事を主催している。 

 学生のキャンパス・アメニティーは、全授業の８割近くが１号館で実施されること

から利便性に配慮して、１号館近辺に以下の通り休息のための施設や食堂、売店等を

設置している。 

 ＢＦ カフェラウンジ「コンパーニョ」 

    オープンスタイルのカフェで、146 人収容可能な椅子とテーブルを設置 

 ３Ｆ 39人収容可能な椅子・テーブルとソファ、パソコンコーナーを設置 

 ４Ｆ 36人収容可能な椅子・テーブルとソファを設置 

 ５Ｆ 42人収容可能な椅子・テーブルとソファ、パソコンコーナーを設置 

 ６Ｆ 36人収容可能な椅子・テーブルとソファを設置 

 ７Ｆ 42人収容可能な椅子・テーブルとソファのほか、飲物類の自販機を２台設 

    置 

 自宅外通学者が例年約３割程度の中で、学生寮はないが宿舎が必要な学生に対して

は安心して部屋探しができるよう、本学が下宿紹介業務を委託している「学生情報セ

ンター」が対応している。また、通学のための便宜については、自転車・バイク通学

を認めている中で、自転車約 800台及びバイク約 100台収容の駐輪場を設置している。

なお、本学は交通機関の利便性が高いため、自動車による通学は認めておらず、通学

バスの運行も行っていない。 

 奨学金等の経済的な支援に関しては、在学中の経済的な負担を少しでも軽減し、充

実した学生生活をサポートするために複数の奨学金制度を設けている。奨学金には、

人物・学力が優秀な学生を育英するものと経済的理由により修学困難な学生を支援す

るものがあり、大きく分けて給費型（返還の義務がない）と貸費型（卒業後に返還の

義務がある）を設けている。また、勉学に励み優秀な成績でありながら卒業を控えて

家計の状況が厳しい学生や自然災害により被害に遭った学生を対象とした授業料免除

制度を設け、それぞれの経済状況に応じた制度を準備している。 

その他、課外活動の優れた学生、社会貢献活動で顕著な学生、難易度の高い公的資

格等を表彰する制度として、総長表彰及び学長表彰制度を設けて奨励金を支給し、学

業及び課外活動への取り組みに対する支援も行っている。 

 学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮として、学生相談室と保健室

を設け、心身の両面からサポートしている。学生相談室では、学生のメンタルケアを

始め、障害者支援に関する業務も行っている。３名の専任カウンセラーが常駐し、６

名の非常勤カウンセラー及び１名の心療内科医とともに、学生からの多様な相談に対

応している。保健室では、健康診断、応急処置及び健康相談や指導等の業務を行い、

疾病、けが等で学生生活に支障をきたさないようサポートしている。 

夜間２年制の課程として、時間割編成を平日は原則として 16 時 40 分から 21 時 20

分までの間に３コマ開講する中で、必修科目を 18 時 15 分から 19 時 45 分の１コマに
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配置し、社会人の履修に配慮している。土曜日は一般的に週休２日の社会人も多いこ

とから９時 10分から 18時 10分までの間に５コマ開講している。また、長期履修学生

については、学生個々の在学年数、状況に合わせた科目履修により対応している。 

 

(b)課題 

社会状況の変化や学生のニーズ・資質の変化に伴って、定期的に支援内容を見直し、

実情に則した支援を行うよう、関係部署間の連携をより強固にする中で、検討してい

く。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-４ 進路支援を行っている。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-４の自己点検・評価 

(a)現状 

 キャリアセンターは、教員１名、職員６名、キャリアカウンセラー１名を含む派遣

職員３名の体制で、講座やセミナーの企画運営、個別相談等を通して学生のキャリア

支援及び就職支援を行っている。学内では１年に４回～５回の就職ガイダンスをはじ

め、筆記試験対策、履歴書・エントリーシート対策、面接対策及びグループディスカ

ッション対策等の各種就職試験対策講座を開講し、より実践的な就活スキルを磨く機

会を提供している。また外部機関と連携をし、カウンセラーの派遣や就職に直結する

求人紹介などを行っている。外部機関と連携をすることにより、未就職で卒業をする

学生に対して、卒業後在住する地域近隣の支所等を利用し継続支援を受けることがで

きる。 

キャリアセンター資料室には、就職情報の検索のみならず、昨今急増している Web

エントリーや Web テスト受験等に利用するためのパソコン 16 台に加え就職関連書籍、

各種経済誌や新聞等を備え学生に供している。また夜間の開講時間に合わせ９：00～

21:30 に専任職員を配置し、就職相談に応じている。 

また全学生に、「進路届」の提出を義務付けている。「進路届」を確実に提出させる

ことにより卒業時の就職状況について、企業名はもとより職種や雇用形態等が、また

進学状況についても学部、コースに及ぶまで詳細に把握できる。また同時に提出させ

る「就職試験内容報告書」は、各自の就職試験体験談に加えて、在学時のインターン

シップや留学、クラブ活動等の経験の有無を残すことで後輩への間接的な指導を行え

ると同時に、在学時の過ごし方が就職に及ぼす影響を分析することができる。一方で

業種、地域別就職先の統計を分析、経年比較を行っている。 

アカデミックコースに在籍する学生は、編入学を志望する学生が大半を占める。ま

たコースを問わず留学に関心を持つ学生も存在することから、キャリアセンターが主

催し１・２年次生にそれぞれ学年に応じた「進路ガイダンス」を開催、編入を含めた

進学、留学及び就職について担当部署から講義を行っている。 

 

(b)課題 

２年間という短期間の中で就職活動を行わなければならず、準備不足のため、就活
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が長期化する学生が散見される。学部に比べ就職率の低さも課題である。 

 また、当初編入を希望していたが、結果かなわず進路変更をする学生へのケアと支

援が重要であると考える。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-５ 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-５の自己点検・評価 

 (a)現状 

各入試制度の募集要項にアドミッションポリシーを掲載し、入学者受け入れの方針

を明確に示している。受験に際しての問い合わせ窓口として、入試センターの電話番

号を本学 HP・入試情報冊子「Information」・各入試制度の募集要項（願書含）に記載

して適切に対応している。選抜方法とその公正性については、志願者の特性に合わせ

た多様な入試制度を入試情報冊子「Information」より選択し出願できること。さらに

各入試制度のさまざまなデータ（合格者の平均・最高・最低点、志願・受験・合格・

入学者数、競争率等）や過去問題を公表し適切な選抜を行っていることを開示してい

る。入学までの授業や学生生活等の情報としては、入学手続完了者に向けて「授業開

始までのスケジュール」、「推薦図書一覧」、「外国語履修の手引き」、学内広報誌「Campus 

Report」を送付し入学までの情報提供を図り、12月には希望者を対象とした入学前学

習支援の機会を設けている。このプログラムでは、参加者が大学生活にスムーズに入

れるよう学科の教員や在学生と交流を図り、e-learning を利用し入学までに語学の基

礎学力を固める機会として提供している。 

 

(b)課題 

現行の諸策は上述の通りであり、志願者から入学者までの各段階で必要となる具体

的情報を提供できていると考えている。しかし、一方において、本学が求める学生像

は、志願者等に対して必ずしも明確な形を結ぶようにはなっていないことが懸念され

る。本学は、平成 30年度入試より一般入学試験・社会人特別入学試験等において、語

学の資格試験を利用した入試選抜方式の導入を予定していることから、これに合わせ

た新たなディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーの策

定を予定している。この新アドミッションポリシーにおいて本学の求める学生像を改

めて構築し、それを一つの典型として、本学の目指すところを明示しなおすことを課

題と考えている。 

 

テーマ 基準Ⅱ-Ｂ 学生支援の改善計画 

 学生に対する指導内容を学生サポートシステムへ修学アドバイザーが入力するよう

徹底する。 

ネットワーク管理等のインフラ部分及びハードウエアの保守に関しては、学園全体

を統括する法人部に移管する。 

外国語自律学習支援室 NINJAは、学生支援を主とする部署に移管する。 

コンピュータの導入を行う部署を一元化する。また別に管理・運営を行う部署を一

元化する。 
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現状の CALL 教室、情報処理演習室及び教室配備のノート PC の授業利用の必要に応

じた最適化を図る。 

ＳＤとの連携で、ICTスキル向上を図る研修を行う。 

本学に特化した、入学から卒業まで学年進行に応じた手厚いフォロー体制の確立が

必要である。そのためには教員との連携のもと、個々の学生情報の収集に当たり、時

期に応じた丁寧な個別支援を行うとともに、１年次からインターンシップに参加する

ことを積極的に推奨するなどのキャリア形成を支援する体制が求められる。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅱ－Ａ－１】《再掲》単位修得要領 2016 

【提出資料Ⅱ－Ａ－８】《再掲》授業科目時間割表 短期大学編 P.88～ 

【提出資料Ⅰ－Ｂ－２】《再掲》学外オリエンテーション実施要項 

【提出資料Ⅱ－Ａ－２】《再掲》キャンパスガイド「Campus Guide 2017」（平成 28 年

度発行）・「Campus Guide 2016」（平成 27年度発行） 

【提出資料Ⅱ－Ａ－３】《再掲》「募集要項（入学願書含む）」（平成 28・29年度版） 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅰ－Ａ－２】《再掲》在学生アンケート結果報告 

【備付資料Ⅰ－Ａ－３】《再掲》卒業時アンケート結果報告 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－１】企業訪問報告書 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－３】入学前学習支援 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－４】学生便覧 2017  

【備付資料Ⅱ－Ｂ－５】学生サポートシステム 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－６】進路状況一覧 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－７】GPA一覧表 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－８】学生による授業アンケート実施結果 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－９】生涯学習講座パンフレット 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－10】ＦＤ活動報告（平成 27・28年度） 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－11】専任職員研修（ＳＤ）活動報告書（平成 27・28年度） 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－12】平成 27年度 保健室年報 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

短期大学教学委員会において、ユニット・ナンバリング制を有効に活用した教育課

程を検討する。また修学アドバイザーが指導内容を学生サポートシステムへ確実に入

力する方策を検討する。 

キャリア支援のみならず学生支援をトータルに行うためには、部署を横断した支援

体制が必須であると考える。所属部署を問わず、学生のキャリア支援に協力できる教

職員をチームとし、企業訪問を行う。 
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また、当該部署で企業を訪問する機会のある教職員にも協力を仰ぎ、前述の「企業

訪問報告書」の内容を聞き取り、報告書を学生情報システムに蓄積をして情報共有を

行う。 

平成 30 年度入試より一部の入学試験において、語学の資格試験を利用した入試選抜

方式の導入を予定していることから、これに合わせた新たなディプロマポリシー、カ

リキュラムポリシー、アドミッションポリシーを策定する。 

ネットワーク管理等のインフラ部分及びハードウエアの保守に関しては、マルチメ

ディア教育研究センターと法人部で法人部施設管財課に移管の方向で協議を進行中で

ある。 

外国語自律学習支援室 NINJA に関しては、本学５ヵ年計画中のサポートセンター構

想の中で、適切な部署を検討する。 

マルチメディア教育研究センター、図書館、教務部等の関連部署と法人部施設管財

課で、最適な導入部署、管理・運営部署の検討を行う。 

CALL 教室、情報処理演習室のそれぞれの機能を教室配当された授業及びノートＰＣ

が配備された教室の授業で、どのように利用しているか、どの程度、利用しているか

の調査をマルチメディア教育研究センターと教務部の連携で行う。 

事務職員として必要な ICT スキルの洗い出しを質問紙調査によって行い、その結果

に基づく ICTスキル向上講座開催の具申をＳＤ委員会に対し行う。 

 

 

◇ 基準Ⅱについての特記事項 

該当なし。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

専任教員は短期大学設置基準に定められた教員数を上回っているが、本学の特色の

一つと言える「修学アドバイザー（クラス担任）」制度がある。これは、修学アドバイ

ザーとして修学上の疑問や学生生活の中で生じる様々な問題の相談に応じている。こ

れは一方で教員の負担にもなっており、研究に打ち込める環境が必要とされている。 

教育・研究活動等の支援体制については、研究環境を整備し、教育・研究活動を常

に図っており、研究活動を行える環境を提供している。 

教育・研究業績、社会活動実績等の提出を義務づけ、データベース化したうえで管

理している。教育・研究・社会活動を掲載した『京都外国語短期大学アカデミックレ

ポート』を毎年刊行し、諸活動を公表している。 

研究成果については国際言語平和研究所が編集・発行している学術研究紀要の『研

究論叢』『COSMICA』を国内大学図書館や公共機関に発送し、Web 上にも公開をしてい

る。 

教育活動（修学アドバイザーの業務も含め）と研究活動の割合などを考慮し、推し

進めていかなくてはならない。 

 ＦＤ活動については、ＦＤ委員会規程を平成 20（2008）年３月 22 日に制定し、同

年４月にＦＤ委員会を設置し、毎年夏季（１泊２日）、冬季（１日）の研修会を中心に

活動している。その内容については『ＦＤ活動報告書』を発行し、公表している。研

修会の予定は、教職員用の学年暦に記載し周知している。しかしながら、外国人教員

の参加の割合がまだ少ないため、運営方法の見直しが必要である。 

 ＦＤ委員会で実施している、「授業アンケート」は、全授業科目を対象に実施し、実

施率はほぼ 100％である。集計結果は、学内で取りまとめ、授業科目区分ごとの平均

値を参考資料として組み入れたグラフにして担当教員に返却している。当該科目の内

容や教育方法に工夫・改善が図れるよう、できる限り早い時期に集計結果を担当教員

にフィードバックし、翌年度のシラバス等への工夫・改善に反映できるようにしてい

る。 

 危機管理については、「危機管理マニュアル」を教職員に配布、夜間開講時でもマニ

ュアルを活用し個別事案に対応できるよう周知している。また、警備員よる建物、教

室への巡回強化、防犯カメラの設置・活用による不審者の早期発見等、学内の事故防

止に努めている。 

併設の京都外国語大学生対象に大規模地震防災訓練を毎年１回実施し、学生及び教

職員の安全確保並びに防災意識の向上を図っている。防災訓練をおこなっているが、

昼間のみの実施となっているため、短期大学の開講時間帯である夜間の訓練も必要で

ある。 

事務関係諸規程は、規程集を各部署に常置するとともに、ファイルサーバーに掲載

し、常に職員が閲覧できるようにしている。また、学生への周知として、印刷物やホ

ームページに掲載し、周知を図っている。 

人事管理については、平成 28 年度から教職員人事評価制度が導入され、就業規則、

様式８－基準Ⅲ 
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給与規程及び退職金規程等は部門ごとに細分化し大幅に変更する方向で進めている。 

就業規則については、前述の規程の変更と合わせて、大幅に変更する予定であった

が、今まで併設の設置校とも共通の就業規則で運用されており、諸規程を部門ごとに

切り分けた結果、就業規則の切り分け方法との間に齟齬があったため、就業規則は、

必要最低限の修正に留め、平成 29年度の早い時期にしっかりと見直しを実施すること

とした。 

 ＳＤ活動に関する規程の整備については、平成 20（2008）年度に「学校法人京都外

国語大学事務職員研修指針」を定め、学内研修実施担当のＳＤ運営連絡会を設けた。

平成 24（2012）年３月に「京都外国語短期大学ＳＤ委員会規程」を制定した。事務職

員の能力向上のため、学内外の研修に努めている。継続年数が長くなることよる形骸

化を防ぎ、発展するように企画運営していく。 

 施設・設備に関しては、併設の京都外国語大学との共用であることもあり充実して

いるが、障がい者への対応を強化し、大学の公共性を考慮し、高齢者やこどもにもや

さしいユニバーサル設計（デザイン）に取り組む。防犯対策（不審者への対策）とし

ては、守衛室警備員による外来者のチェックを強化する。 

本学教員は、語学教育への ICT(Information and Communication Technology)導入

に関して熱意を持って取り組んでいる。その導入のための研究・研修の時間をどのよ

うに作り出し、それをどのようにすれば効果的に支援できるのかを検討していくこと

が課題である。 

授業内外で活用できる ICT 資源は、恵まれているものの、授業時間が夜間ゆえ、放

課後にその資源を活用する時間が少ない。そのため短期大学生の学習可能な時間帯に

最大限、本学の ICT 資源を活用してもらうには、学校外での活用の方途をさらに考案

し、実現していく必要がある。 

 図書館については、施設・蔵書数において充実している。しかし、蔵書数について

は、京都外国語大学との共用を含めているため、短期大学の蔵書数は長い歴史に匹敵

するだけの図書を有しているとは言えない。現在は、購入方法の改善を図り、蔵書冊

数を伸ばすことに取り組んでいる。 

財的資源の管理は適切に行っている。平成 25（2013）年度まで、入学者の定員割れ

があったが、近年は解消され財務状況も改善してきているものの、依然赤字が続いて

いる。 

 引き続き入学定員の充足による収入の確保と人件費比率の適正化及び諸経費の抑制

に努め短期大学部門収支の改善を図る。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-Ａ 人的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-１ 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員

組織を整備している。］ 

基準Ⅲ-Ａ-１の自己点検・評価 

(a)現状 

 教員組織は「『自己点検・評価の基礎資料』（7）短期大学設置基準を上回っている状



 京都外国語短期大学 
 

80 

況・短期大学の概要①教員組織の概要」の記載にある通り編成されており、専任教員

は短期大学設置基準に定められた教員数を上回っている。 

専任教員の承認は「京都外国語短期大学教員人事委員会規程」に基づき人事委員会に

おいて審査・決議され、学長によって決定されている。これによって専任教員の職位

は、学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等において短期大学設置

基準第 23条から第 26条までの規定を充足している。 

英語を中心とした言語の運用能力とその言語の社会的な背景を教養として身につけ

た人材を育成するため、それらの分野を専門とする専任教員を配置している。他方、

ビジネスの分野に必要な知識と技能に関しては、実務経験をもつ非常勤講師を配置し

ている。 

教員の採用・昇任については、「京都外国語短期大学教員人事委員会規程」に従って

手続きを行っている。 

 

(b)課題 

 専任教員は、「修学アドバイザー（クラス担任）」として修学上の疑問や学生生活の

中で生じる様々な問題の相談に応じている。こうした負担を緩和し、研究に打ち込め

る環境づくりが必要とされている。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-２ 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に

基づいて教育研究活動を行っている。］ 

基準Ⅲ-Ａ-２の自己点検・評価 

(a)現状 

本学では専任教員の教育・研究活動等の支援体制の整備、及び研究資金の拡充によ

って研究環境を整備し、教育・研究活動を常に図っており、それぞれの教員が学科・

専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づき、研究活動を行える環境を提供してい

る。専任教員には、毎年教育・研究業績、社会活動実績等の提出を義務づけ、データ

ベース化したうえで管理している。さらに教員の教育・研究・社会活動を掲載した『京

都外国語短期大学アカデミックレポート』を毎年刊行し、展開している教育・研究活

動やそれに係わる諸活動を公表している。 

研究成果については国際言語平和研究所が編集・発行している学術研究紀要の『研

究論叢』『COSMICA』を国内大学図書館や公共機関に発送し、Web 上にも公開をしてい

る。また、本学専任教員における科学研究費補助金などの採択は平成 26(2014)年～平

成 28(2016)年において文部科学省科学研究費採択は１件、外部資金は 1,040,000円で

あった。 

 過去３ヵ年（平成 26 年度～28 年度）の科学研究費補助金の申請・採択等、外部か

らの研究資金の調達状況は次の通りである。 
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科学研究費補助金の申請・採択及び外部研究資金の調達状況 

補助金・助成金調達先 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

申請数 採択数 申請数 採択数 申請数 採択数 

科学研究費補助金 3 1 3 1 2 0 

私立大学等経常費助成金 0 0 0 0 0 0 

※ 申請件数に継続を含む 

 

教員個人の研究活動の状況を公開については、高等教育機関としての社会的使命を

果たすことができるよう、積極的に自己点検・評価に取り組んできた。その一環とし

て教員の教育・研究・社会活動を掲載した『京都外国語大学アカデミックレポート』

を平成３(1991)年度から毎年１回刊行し、展開している教育・研究活動や社会活動、

或いは国際交流活動やその他の教育・研究に係わる諸活動を公表してきた。 

そして、平成 17(2005)年度より『京都外国語短期大学アカデミックレポート』を分

冊とし、平成 18(2006)年度よりホームページ上で公表している。 

教員の研究成果を発表する機会（学内発表、研究紀要・論文集の発行等）の確保に

ついて、教員が所属している各学会の学会誌等や国際言語平和研究所が編集・発行し

ている学術研究紀要（併設の京都外国語大学と合同）の『研究論叢』、『COSMICA』、及

び併設大学の各学科や研究グループにより刊行している学術誌、並びに定期的に開催

される研究会で発表する機会を設けている。 

また、平成 18(2006)年度から教職員が学術研究の成果を集積し、個人または共同で

刊行する図書・論文等、若しくはその翻訳（外国語訳・日本語訳を含む）を対象とし

て、併設大学と合同で出版助成を施行している。 

過去３ヵ年の『研究論叢』・『COSMICA』における短期大学所属教員の執筆状況は、次

の通りである。 

 研究論叢 COSMICA 

平成 26年度  執筆者  執筆者 

第 84号 早瀬 明 

第 44号 
平野 嘉彦 

布施 将夫 第 85号 

早瀬 明 

布施 将夫 

香戸 美智子 

平成 27年度 第 86号 早瀬 明 第 45号  

平成 28年度 

第 87号 

荘中 孝之 

布施 将夫 

早瀬 明 

第 46号 平野 嘉彦 

 

専任教員の研究室各個人に１室(18 ㎡)を提供している。研究室には、机、椅子、書

架、更衣ロッカー、電話、応接セット等を常設し、研究体制を整えており、短期大学

設置基準第 28条第３項(研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする)の要

件を満たしている。 
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 ＦＤ委員会規程を平成 20（2008）年３月 22 日に制定し、同年４月にＦＤ委員会を

設置し、以下の任務を遂行している。 

(1）全学のＦＤ活動の企画・実施に関する事項 

(2）全学のＦＤ活動の評価に関する事項 

(3）学科等が行うＦＤ活動の支援に関する事項 

(4）授業アンケートの実施に関する事項 

(5）授業アンケート結果の管理・フィードバックに関する事項 

(6）ＦＤ活動及び授業アンケートに関する情報の収集と提供 

(7）ＦＤ活動に関連する他の委員会等との連携に関する事項 

(8）その他、ＦＤ活動及び授業アンケートに関する事項 

 

授業アンケートは、春学期は６月下旬、秋学期は 12月上旬の年２回、全授業科目を

対象に実施し、実施率はほぼ 100％である。集計結果は、学内で取りまとめ、授業科

目区分ごとの平均値を参考資料として組み入れたグラフにして担当教員に返却してい

る。当該科目の内容や教育方法に工夫・改善が図れるよう、できる限り早い時期に集

計結果を担当教員にフィードバックし、翌年度のシラバス等への工夫・改善に反映で

きるようにしている。 

平成 19（2007）年度からは従来のアンケート項目以外に記述式を加え、学生の授業

の感想や要望が担当教員に直接渡るようにしている。平成 21（2009）年度からは、学

生が授業アンケートの結果が Web を通して閲覧できるようにしている。さらに、平成

26（2014）年度から学生の学習に焦点をあてるなど、さらなる授業改善につながるよ

う質問項目の一部変更を行った。 

 また、教育活動の質的向上と発展を図るため、毎年２月には冬季専任教員研修会、

毎年９月には夏季休暇を利用して学外での合宿形式による夏季専任教員研修会を実施

している。冬季専任教員研修会では、「京都外大におけるアクティブラーニング」をメ

インテーマとして、外部講師による講演と本学教員によるポスターセッションを行い、

授業に関することを教員が共有し議論することで、自分自身の授業を見直すことにつ

なげるため実施した。 

 本学が平成 28（2016）年度に実施した学内ＦＤ及び学外ＦＤの主なテーマ等は次の

表の通りである。 

 

〈冬季専任教員研修会〉 

年 開催日 主なテーマ等 

平成 

27 年 

2月 24日 ○講演会 

講演「学生の自主性を高める授業を創るために」 

筒井洋一氏（京都精華大学 人文学部教授） 

○ポスターセッション 

①杉本モニカ（ドイツ語学科） 

タイトル：Active learning: student produced 

          documentary videos 



 京都外国語短期大学 
 

83 

②河野弘美（キャリア英語科）、ラシェル・メイヤー、 

 谷村 緑（英米語学科） 

タイトル：Gaidai Students’ English Study Habits: 

      Case Studies  

③ラシェル・メイヤー（英米語学科） 

タイトル：Incorporating a self-directed learning plan 

          to regular university classes 

④北川幸子（国際言語平和研究所） 

タイトル：読み手を意識したアカデミックライティング 

       －学部留学生を対象とした日本語クラスの授業実践－  

⑤ロマン・ジョルダン（フランス語学科） 

タイトル：神経言語学的アプローチ L'Approche Neuro- 

          Linguistique 

⑥花本知子（イタリア語学科） 

タイトル：初習イタリア語文法授業での取り組み 

⑦彌永史郎、上田寿美、塚田智恵、村松英理子（ブラジルポルトガル

語学科） 

タイトル：反転授業における語彙強化 

–– 基礎語彙音声付きフラッシュカード（葡・英／英・葡）の活用 

⑧巻下由紀子（国際言語平和研究所）、石川保茂（英米語学科） 

タイトル：反転授業型アクティブラーニングの実践と評価 

⑨羽根田知子（ドイツ語学科） 

タイトル：検定対策授業における反転授業型アクティブ・ 

          ラーニング  

⑩西洞院遥美、岡本信照（スペイン語学科） 

タイトル：反転授業型アクティブラーニング教材開発と本格導入         

          に向けた課題（予定）  

⑪アクティブラーニングの関連図書や教材の展示 

 

 

〈夏季専任教員研修会〉 

年 開催日 主なテーマ等 

平成 

28 年 

9月 12日 

～13日 

於：琵琶

湖ホテル 

◎全体会 

テーマ：「京都外国語大学・短期大学におけるキャリア教育のあり方」 

○話題提供「本学学生の就職事情」 

本学キャリアセンター長 中川 亮平 

○講演「採用学からみる採用・就職活動：現状の理解とキャリア教育  

       への示唆」服部泰宏 氏（横浜国立大学 准教授） 

○グループワーク・全体討議 
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◎ラウンドテーブル 

○ラウンドテーブル A 

テーマ：教員の自発的意欲向上と法人（職員）との相互理解を深め 

        る組織運営の在り方を考える 

担当者：藤本幸治 

○ラウンドテーブル B 

テーマ：SNS を使った Language Exchangeに関する研究の展望 

        ―シドニー工科大学の平井泰先生をお迎えして― 

担当者：倉田誠 

○ラウンドテーブル C 

テーマ：明日の短大を考える 

担当者：藤枝善之 

○ラウンドテーブル D 

テーマ：国際言語学科のあり方を考える 

担当者：近藤直樹 

○ラウンドテーブル E 

テーマ：アンケート調査から知る学生の特徴とアンケートの改善 

担当者：西出崇委員 

 

【２日目】 

◎分科会 

○第１分科会 

テーマ：二極化する学内（学力）格差にどう対応すべきか 

コーディネーター：金子哲太委員 

話題提供者：杉本義美・藤本幸治 

○第２分科会 

テーマ：学生中心の学習形態を取り入れた授業展開を考える： 

        学習効果と評価方法について 

コーディネーター：堀口朋亨委員 

ファシリテーター：吉田真美（英米語学科） 

話題提供者：河上幸子（国際教養学科）・南博史（教養教育）・ 

            中山智子（フランス語学科） 

○第３分科会 

テーマ：反転授業型アクティブ・ラーニング：課題と今後の展開 

コーディネーター：植屋高史委員・西出崇委員 

話題提供者：羽根田知子・近藤睦美・石川保茂 

○第４分科会 

テーマ：アカデミック・アドバイザーの果たすべき役割と課題 

コーディネーター：村上正行委員・村山弘太郎委員 

話題提供者：相川真佐夫・梅本直委員 
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○第５分科会 

Title: Understanding and Exploring Community Engagement 

Coordinators: Jay KLAPHAKE, Midori TANIMURA 

Presenters: Jay KLAPHAKE, Kevin RAMSDEN, 

Aaron CAMPBELL 

 

(b)課題 

専任教員には教育成果・実績等を、年度別にデータベース化しており、全体の把握

はされている。また教員は学科・専攻課程に基づいた研究の発展のみならず、学生に

対する教育の充実のためにも今後、教育活動の取組みをさらに促進させ、一層の充実

に努める。同時に新学部の設立により、専任教員の成果は大学の方向性を示すより重

要度の高いものであるため、研究活動に関する規程を慎重に整備していく必要がある。 

 夏季専任教員研修会においては、日本人教員の参加は多いが、外国人教員の参加が

少ない。これは講演や発表等が日本語であることが影響している。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-３ 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］ 

基準Ⅲ-Ａ-３の自己点検・評価 

(a)現状 

組織図に従って事務分掌を作成しており、責任体制は明確である。しかしながら、

実際に事務をつかさどる事務職員については、しっかりとした研修体制が整っていな

いため、人材育成ができていない一面がある。ただし、人事異動があるなかで、どこ

までの専門性を必要とするのか明確にする必要がある。なお、事務関係諸規程につい

ては、常に整備・見直しを進めている。 

本学の開講は夜間である。「危機管理マニュアル」を教職員に配布、夜間開講時でも

マニュアルを活用し個別事案に対応できるよう周知している。また、警備員よる建物、

教室への巡回強化、防犯カメラの設置・活用による不審者の早期発見等、学内の事故

防止に努めているほか、学生及び教職員の体調不良時等に緊急対応ができるようＡＥ

Ｄを設置している。さらに、大規模地震等発災時の緊急避難対策として、各建物及び

教室に緊急避難経路を明示した表示板を刷新した。参考であるが外国語学部生等対象

に大規模地震防災訓練を毎年１回実施し、学生及び教職員の安全確保並びに防災意識

の向上を図っている。 

事務関係諸規程は、規程集を各部署に常置するとともに、ファイルサーバーShare

に掲載し、常に職員が閲覧できるようにしている。また、学生への周知として、印刷

物(学生手帳)やホームページ(トップ)に掲載し、詳細については各部署の周知事項を

１冊にした冊子を作成し周知を図っている。学生の教育、生活支援や指導を行うため

の事務室を配備し、備品等も職員事務業務遂行に支障のない範囲で配備されており、

特に問題はない。 

 ＳＤ活動に関する規程の整備については、平成 20（2008）年度に「学校法人京都外

国語大学事務職員研修指針」を定め、学内研修実施担当のＳＤ運営連絡会を設け、組

織的に対応した研修をＳＤとして本格的に行うこととした。 
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平成 24（2012）年３月に「京都外国語短期大学ＳＤ委員会規程」を制定した。 

 規程に基づいた活動として、「基準Ⅱ」で述べたように平成 24（2012）・25（2013）

年の２年をかけて「京都外国語大学・京都外国語短期大学が求める職員像」を職員全

体で議論・策定したほか、職位別グループによるワークショップを行い「大学・短大

をよりよくするために」のテーマのもと、各グループが「課題解決のための実施計画

書」を策定するなど、きめ細かい活動を展開している。ちなみにワークショップの各

グループの提案については、内容を吟味し、支障ない範囲で予算化している。 

職員の研修については、学外研修の参加に積極的に取り組み、随時行政機関や私立

大学関係団体等が実施する専門的なテーマの研修会に、当該業務を担当する部署の事

務職員を参加させている。学外研修の参加者は、必要に応じその報告の一環として、

その概要を学内の研修会で他の事務職員に報告することにより、諸情報・知識の共有

化を図る等、事務職員の能力向上のための一助にしている。 

 

(b)課題 

事務分掌はあるものの、日々変わりゆく高等教育の状況から、事務の業務内容が広

範囲にわたり、複雑化してきている状況で、部門ごとの業務の切り分けが難しくなっ

てきている。 

そのような状況で、相互に気遣い、他部署との連携を見据えて業務を行っていく必

要がある。また、人材育成でも社会人として、大学事務職員として、身につけるべき

基礎知識や後輩・部課を指導する上でのリーダーシップを身につけるべく、研修制度

の整備必要である。 

学生の多様化により、学生支援や指導等含め、組織のより一層の連携強化の検討が

必要である。 

 防災訓練を重ねるごとに学生及び教職員の防災意識は高まるとともに安全確保のた

めの対処要領は着実に向上している。しかし、現下の防災訓練は昼間であり今後は時

間帯を考慮した訓練実施が必要である。 

 ＳＤ活動において全体研修を行う際、担当業務の違いや勤務年数の違いなどがある

ため、テーマを選択するのが容易ではなく常にＳＤ委員会にて悩むところである。こ

の課題を解決するために階層別の研修も今後取り入れていかなければならない。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-４ 人事管理が適切に行われている。］ 

基準Ⅲ-Ａ-４の自己点検・評価 

(a)現状 

学校法人として就業規則、給与規程、退職金規程等を定めているが、全教職員への

周知徹底については、法人部での閲覧及び希望者への配布に留まっているのが現状で

ある。 

また、制定はされているものの、現状にそぐわない古い規程も多くあるため、適正

な管理を確立するために現在見直しを進めているところである。特に教員について就

業管理については、あいまいな部分が多いため、平成 29年度に向けて鋭意検討中であ

る。 
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(b)課題 

諸規程の内容と現状の運用とで、ずれが生じている部分もあったが、平成 28年度か

ら教職員人事評価制度が導入され、就業規則、給与規程及び退職金規程等は部門ごと

に細分化し大幅に変更する方向で進めている。ただし、就業規則については、前述の

規程の変更と合わせて、大幅に変更する予定であったが、今まで併設の設置校とも共

通の就業規則で運用されており、諸規程を部門ごとに切り分けた結果、就業規則の切

り分け方法との間に齟齬があったため、就業規則は、必要最低限の修正に留め、平成

29 年度の早い時期にしっかりと見直しを実施することとした。 

 

 

テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

課題で述べたように、専任教員は、「修学アドバイザー（クラス担任）」として修学

上の疑問や学生生活の中で生じる様々な問題の相談に応じており、こうした負担を緩

和し、研究に打ち込める環境づくりが必要とされているので、学生相談室等との連携

を強化する。 

事務分掌はあるが高等教育を取り巻く環境が急速に変化する中で、業務内容が広範

囲にわたり複雑化してきている。そのような状況で、大学事務職員として、身につけ

るべき基礎知識や後輩・部課を指導する上でのリーダーシップを身につけるべく、研

修制度の整備を進める。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅲ－Ａ－１】京都外国語短期大学 ＦＤ委員会規程 

【提出資料Ⅲ－Ａ－２】ホームページ 本学の取り組み 学生による授業アンケート 

「この授業に対するあなたの満足度はどのくらいですか」年度別比較 

     https://www.kufs.ac.jp/about/projects/pdf/fd2016_satisfaction.pdf 

【提出資料Ⅲ－Ａ－３】ホームページ 2016 年度（平成 28年）度「学生による授業 

           アンケート」結果 

           https://www.kufs.ac.jp/about/projects/pdf/fd2016.pdf 

【提出資料Ⅲ－Ａ－４】京都外国語短期大学 ＳＤ委員会規程 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－10】《再掲》ＦＤ活動報告書（平成 27・平成 28年度） 

【備付資料Ⅱ－Ｂ－11】《再掲》専任職員研修（ＳＤ）活動報告書（平成 27・平成 28  

           年度） 

 

 

 

https://www.kufs.ac.jp/about/projects/pdf/fd2016_satisfaction.pdf
https://www.kufs.ac.jp/about/projects/pdf/fd2016.pdf
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［テーマ 基準Ⅲ-Ｂ 物的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ｂ-１ 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、

校舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］ 

基準Ⅲ-Ｂ-１の自己点検・評価 

(a)現状 

短期大学設置基準における校地面積は、学生１人当たり 10 ㎡であり、収容定員が

280 人のため 2,800 ㎡となる。現有面積は 5,934 ㎡であり、設置基準の規定を充足し

ている。 

運動場は第２分館グランドを有している。面積は 5,665 ㎡あり、京都外国語大学と共

用している。 

 短期大学設置基準における校舎面積は、第 31条別表第２イの表に定める面積、収容

定員 300 人までの面積で 2,350 ㎡となる。 現有面積は 3,273 ㎡あり、設置基準の規

定を充足している。 

体育館は、武道体育館を有している。面積は 1,903 ㎡あり、京都外国語大学と共用

している。 

 障がい者への対応として、校地については、点字ブロックや誘導音と設置し、校舎

には自動ドアや引戸式ドア、教室や手すりには点字を設置している。また、教室内で

は、車いす専用の机を配備するなど対応している。 

なお、入学時には、障がいのある学生から直接的な意見聴取を行い、その都度危険

度及び緊急性の高いものから施設改善に取り組んでいる。 

また、障がい学生の要望は、障害の種類・程度により多様であることから、入学時

に三者(本人・保証人・大学関係者)による懇談を行い、学生生活に支障をきたさない

よう逐次適応できる体制で臨んでいるため、学生の要望に基づく必要最小限の施設・

設備の改善は一応の成果をあげている。 

本学では教育課程編成・実施の方針に基づいて大学と共用で講義室を設けている。

まず一般教室（講義室）は規模別に挙げると 50 人未満の小教室を 32 室、150 人未満

の中教室を 45 室、150 人以上の大教室を８室の計 85 室使用している。演習室として

は同時通訳演習室を１室、多目的演習室を２室設置している。情報処理に関わる演習

室は、語学演習教育のための CALL教室を４室、情報処理教育のための情報処理演習室

を４室設置している。また、学生が CALL 教室や情報処理演習室と同等の環境で教室外

学習を行うことができるマルチメディア自習室 MAICO を解放し利用に供している。さ

らに外国語によるコミュニケーション能力を身につける方法や技術、楽しさを学び、

自律学習者を育成する施設として外国語自律支援学習室 NINJA を設置しており、学生

の個人及びグループ利用に対応するスペースも併設している。同室がある１号館では

無線 LANを介したインターネットが利用できる貸出 PCの使用スペースも設置している。

平成 29 年度に竣工する新４号館には規模の異なる教室を 10 室、拡張した学国語自律

支援学習室 NINJA、ラーニングコモンズのほかカフェラウンジも設置し、さらなる施

設の充実を図っていく。 

本学では設備面においてほぼ全ての教室に学内 LAN を配備し、一般教室にはプロジ

ェクター、TVモニター、教員用 PC、DVD、スクリーン、音響設備などを設置している。
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また授業内で学生に PC を使用させる事ができる教室を８室設けるなど様々な授業形

態に対応できるよう設備を整備している。CALL教室には一般教室での設備に加え、学

生席全てに PCを配備し、全体の再生時間を変えることなく話速を２段階に変えて聞く

ことができる話速変換機能を備えたオーディオユニットが設置してより高度な語学演

習授業を行えるための設備を整えている。同時通訳演習室では３つの通訳ブースと円

卓の会議ユニット（議長席１席、会議参加者席 15席）、補助席 12席を設けている。通

訳ブースには IC レコーダーを備えるので録音した音声データを PC での編集及び再生

レベルで取り出すことができる。さらに遠隔授業ができるよう２台のカメラと遠隔授

業システムを整備している。情報処理演習室には４室で計 58 台の Windows PC を設置

し、インターネットやソフトウェアを利用した情報関連授業に、もしくは自習用とし

て学生に利用を供している。マルチメディア自習室 MAICO は個別学習エリア、グルー

プ学習エリア、マルチメディア制作・編集エリアの３エリアに分かれており、個別学

習エリア（50席）全てに情報処理演習室の PCと同仕様の Windows PCを配置し、ソフ

トウェアや語学学習用 DVD 教材の視聴ができるようになっている。さらに 50 席の内

12席にはビデオデッキや海外衛星チューナーなど他メディア対応の視聴も可能な機器

を配置している。また 5 席は発音練習用ブースが設けられており、英語の発音練習が

可能な e-learningソフトウェアを活用した学習ができるようになっている。グループ

学習エリア（２室）には PC、プロジェクター、スクリーンを設置し、PCを活用したグ

ループ学習やプレゼンテーション準備ができる設備を整えている。マルチメディア制

作・編集エリア（１室）には DVカメラ、ビデオ、DVD などの映像機器、CD、MD、カセ

ットなどの音声機器を設置し、マルチメディア教材作成・編集のための設備を整えて

いる。外国語自律支援学習室 NINJAでは PCのほかタブレットも備え、机、椅子は可動

式を設置し、グループの規模や目的に合わせて自由に組み合わせることができる。今

後の課題として、教室に設置されている機器に老朽化が進んでいるものがあるため、

それらの機器の入替、時代に即したマルチメディア機器の導入とそれに伴う再整備が

挙げられる。 

 図書館の施設は、中央図書館と分館であるアジア関係図書館、並びに分室である二

つの閲覧室から成っており、合計 3,205 ㎡を有する。７号館にある中央図書館棟は地

上５階地下１階建てで、図書館は地下と地上１、２階（書庫は４層）の部分を占めて

いる。また、分館は９号館（国際交流会館）にあり、７階建てのうち、地下１階から

地上２階（書庫は４層）までを使用している。分室は隣接する８号館の地下（地上か

ら見える半地下）にあり、閲覧機能を持った２室を備えている。これらの分館と分室

との距離は短く、時間的に徒歩で２分から３分以内で移動できる。閲覧室は規模の大

小を合わせて全体で 10室あり、部分的な開架方式を採用している。さらに、検索機能

は７室に備わっており、残り３室は近距離にその設備を備えている。別途、ＡＶ資料

を運用する設備を備えた専用室や点字閲覧室などを置く。 
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中央図書館１階（７号館１階）                        分室（８号館地階） 

 

中央図書館２階（７号館２階）       アジア関係図書館１階（９号館２階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全閲覧室の座席数は短期大学と大学、大学院等を対象にした利用者総数の１割以上

の数である 533 席を確保しており、学生は利用資料に応じて閲覧室と座席を選んで利

用することができる。 

なお、これらの建築物は決して最新の機能を備えたものではないが、館内の施設や

設備は改修や増築で面積を広げ、特に設備については利便性を求めてきた。今後の施

設の拡張については、書庫が狭量化してきている現状に関して学校法人に現状を説明

して学内計画の中での解決を求めている。 

購入図書等選定システムは、「資料収集方針」をもとに教員と図書館、さらには学生

から成る選書機構を作って行っている。教員は年度初めに教務部作成の「シラバス」

に授業ごとの参考図書を記載し、その全てを図書館が購入している。別途教員は研究

用図書や学生用の推薦図書を選択する。図書館では利用実績や大局的な見地から蔵書

構成に見合った資料を選択する。また、学生の購入希望を重視し、これらを優先的に

購入している。この結果、現在は短期大学と大学の図書を併せ 570,851 冊、学術雑誌

は 4,081種を所蔵するに至っている。 

図書等の廃棄システムは、「図書資料払出規程」と「雑誌・新聞廃棄規程」に基づい

て行っている。これは、図書館が不明本や重複本、あるいは使われなくなった資料を

リストアップして図書館運営委員会に提出し、ここで認められたものを稟議書にし、

法人本部長の許可を得て財務処理をする流れとなっている。 
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図書館の蔵書数は、以下の表の通りである。 

 

図書館蔵書数一覧（大学と共用）          （平成 28年３月 31日現在） 

区  分 
和 書 

   （冊） 

洋 書 

   （冊） 

学術雑誌等

（和） 

   （種） 

学術雑誌等

（洋） 

   （種） 

AV資料等 

   （点） 

短期大学  22,853   22,363    130    72  1,170 

大  学 250,786 274,849  2,513 1,366 16,771 

合  計 273,639 297,212  2,643     1,438 17,941 

※学術雑誌等には、学術雑誌のほかに一般雑誌も含む 

  

この他、外部データベースと接続することにより、電子ジャーナル 5,000 種、電子書

籍 594 冊の閲覧が可能となっている。 

短期大学の学生の図書館利用は、過去５年間の利用者総数が 14,230 人であり、１年

の平均は 2,846人となる。平成 27年度は入館者総数が 2,883 名で、１日の平均入館者

が 10.08名であった。 

 

開館日数と短期大学の利用者数 

 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

 開館日数  

（日） 
306 302 302 294 286 

 入館者総数

（名） 
3,023 2,291 2,925 3,108 2,883 

 一日平均  

（名） 
9.88  7.59 9.68 10.6 10.08 

貸出サービスは学生一人当たり「最大貸出冊数 10冊、期間は１冊につき２週間以内」

を限度（短期大学学生、大学学生共通）とする中で、過去５年間の総貸出冊数は 23,815

冊で１年平均 4,763冊となり、学生１人当たりの貸出冊数は 24.48 冊となる。 

 

貸出総数と平均貸出冊数 

 
平成 23 

年度 

平成 24 

年度 

平成 25 

年度 

平成 26 

年度 

平成 27 

年度 

学生貸出冊数（冊） 1,308 3,745 5,514 5,927 7,321 

5月 1日現在学生総数（名） 205 193 227 280 299 

学生 1 人当たりの貸出冊

数（冊） 
6.38 19.40 24.29 21.17 24.48 
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(b)課題 

短期大学の蔵書数は長い歴史に匹敵するだけの図書を有しているとは言えない。こ

れは、大学との共用を前提として短期大学の予算で高額な資料が購入されていた時期

が長く続いていたところに起因する。近年は、こうした購入方法は完全に改めており、

短期大学の蔵書冊数を伸ばすことに取り組んでいる。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ｂ-２ 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

基準Ⅲ-Ｂ-２の自己点検・評価 

 (a)現状 

現在、物品調達及び管理に係る規程については、固定資産及び物品調達規程、また、

固定資産及び物品管理規程を整備している。 

消耗品及び貯蔵等に関しては、固定資産及び物品管理規程のほか、経理規程に従い維 

持管理している。 

施設設備の管理では、施設管理規程及びメンテナンス等に関する指針に従い、常に

適切に良好な状態で運用を維持管理するため、専門の技術職員が施設・設備の維持管

理を統括的に行っている。また、キャンパス敷地内の美観を損なわず環境衛生維持の

ための清掃業務、法定点検管理(受変電設備、防災設備、昇降機設備)、保守点検管理(自

動ドア、空調・換気設備、ポンプ、放送設備)、環境衛生管理(受水槽清掃、害虫駆除)

等を専門業者に委託するとともに、自主点検を日頃行うなど適切かつ計画的に行って

いる。また、学校安全衛生法第６条の規定に基づき年２回の環境測定を行い、適切な

環境を維持することに努めている。 

防火・防災対策として、防火・防災管理規程に基づき、策定した諸マニュアルに基

づき、右京消防署指導の下に、毎年秋学期に学生及び教職員を参加対象とした防災、

防火訓練を実施し、発災時の初動段階での学生及び教職員の避難誘導、負傷者の救出・

救護を定期的に行い実効性のある訓練としている。近年の集中豪雨等による被害情報

を受け、構内における豪雨対策指針に基づき、特に地下階等の浸水を防ぐため、豪雨

時には土嚢を設置するなど対策を講じている。 

危機管理については、危機管理規程、保安警備規程及び防犯カメラ運用等指針に基

づき、学生の安心安全な教育環境や生活環境に注視し、特に本学の短期大学は夜間に

おいて授業が行われていることから、安全面から不審者入講等の防犯対策面で防犯カ

メラを設置、主要建物には警備員を配置している。また女性職員のみの勤務時には非

常ベルを携帯させいずれも守衛室で一元的に確認ができるよう不審者等事案発生時の

体制を確保している。また、防火・防災対策、感染症、学生等に関する危機等本学の

運営又は本学教職員及び学生等の安全確保を図り、被害を最小限にくい止めるための

マニュアル等を整備している。 

省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全については、学生の夏季休暇期間

中においては、各部署の事務室の一斉閉室期間を設け、電力省エネルギーを実施する

とともに、学内で発生する紙ごみのリサイクル及びペーパーレス化を推進し、省エネ

ルギー、環境保全に努めている。また、夏季におけるクールビズ実施による電力の省

エネルギー対策を実施している。 
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現在、学内ネットワークの維持・管理・危機対応に関しては、マルチメディア教育

研究センターが所管部署となり行っている。ネットワーク管理の体制は、マルチメデ

ィア教育研究センター配属の常駐業務委託 SE が２名体制で継続的にネットワークの

運営・メンテナンス・監視を行っており、課題に応じてマルチメディア教育研究セン

ター管理職への意見具申が行われ、マルチメディア教育研究センター管理職の指示に

従って最適な対応ができる体制をとっている。サーバーには、強力なサイバー攻撃に

耐えうるセキュリティシステムを導入し、高頻度でシステムの更新を行い、高い水準

の防御を行っている。 

事務職員（正職員、業務委託職員、派遣職員）が使用するコンピュータについては

学籍情報、入試情報等の機密保持のレベルの高い情報が、やりとりされるため上記の

複数のセキュリティ対策と共に、ファイル暗号化システムを導入・運用している。な

おサーバー群は、地震、火災等の物理的損傷に備え、NTT データセンターにサーバー

の一部を置き、システムの冗長化を行うと共に、本学の全サーバーのバックアップも

NTT データセンターに置くことで、万一、本学のサーバーに損傷が生じても復元でき

る環境を構築している。 

また、有事の際は「京都外国語短期大学危機管理対応マニュアル」に沿って対応す

る体制が整っている。 

 

(b)課題 

火災・地震対策については、予想される被害を想定した対策をマニュアル化してい

るが、その実効性をあげるためには訓練実施による教訓を踏まえた諸規則の見直しが

必要である。 

防犯対策（不審者等）については、事務部署の人員が昼間に比べ少なくなることか

ら、非常時の守衛室警備員との連携が必要である。また、施設・設備の管理は、多様

な形での施設利用の利便性を考え、美観を損なうことなく安全で快適なキャンパス環

境、教育研究環境の創造に努力する。省エネ対策として、ペーパーレス化のためＩＴ

化推進、冊子類の集約化や電子媒体の活用、紙ごみのリサイクル等の省資源に配意し

た業務のあり方の検討が必要である。 

コンピュータシステムのセキュリティ対策は、短期大学単体で行うものではなく、

法人全体の強固なセキュリティの構築が必要である。基準Ⅲ-Aでも述べたように情報

化推進委員会を核とした意思決定と、法人全体を管轄する管理部門の決定が重要であ

ると考える。 

 

テーマ 基準Ⅲ-Ｂ 物的資源の改善計画 

障がい者への対応としては、『京都市人にやさしいまちづくり要綱』の指針に基づき、

積極的な改善を推進する一方、大学の公共性を考慮し、高齢者やこどもにもやさしい

ユニバーサル設計（デザイン）に取り組む。 

 防犯対策については、守衛室警備員による外来者のチェックを強化する。 
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［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅲ－Ｂ－１】GAIDAI BIBLIOTHECA No.215 (P.9)利用状況 

                     (P.10)利用者アンケート 

【提出資料Ⅲ－Ｂ－２】危機管理対応マニュアル 

  

（備付資料） 

【備付資料Ⅲ－Ｂ－１】校地・校舎に関する図面 

【備付資料Ⅲ－Ｂ－２】図書館の概要 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ｃ-１ 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に

基づいて学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

 

基準Ⅲ-Ｃ-１の自己点検・評価 

 (a)現状 

教育に係る ICT 機器及びソフトウエアの導入に関しては、マルチメディア教育研究

センターの運営の方向性を検討するマルチメディア教育研究センター運営委員会の審

議をもとに行っている。同運営委員会は、充て職として教務部長を含む関連部署の管

理職、そして短期大学教員１名を含む併設する大学の各学科の教員等から構成されて

いる。そのため短期大学の教育課程編成の方向性から必要とされる ICT設備の提案は、

教務部長または短期大学選出委員からなされ、その提案について審議を行う。承認さ

れた提案に関しては、マルチメディア教育研究センターが導入に先立つアドバイスを

はじめとして、仕様書の作成、業者選定、選定業者との交渉、導入後の改善に至るま

でを短期大学との連携で行う体制を構築している。 

１年次必修科目の「基礎ゼミナール」は３つの授業目標を持つが、そのうちの２つ

が、①大学のネットワークを通して各種の連絡・情報を受信したり送信したりするの

に必要となる基礎的技術の習得、②大学や実社会で各種の文書を作成したりプレゼン

テーションを行うために必要なパソコンソフトの基礎的な使用法の習得、である。 

この授業を通して演習形式で、学生の情報技術の向上を体系的に行っている。また

教職員に関しては、新しいシステムの導入時には、マルチメディア教育研究センター

と関係する部署（教務部、総務部等）との共催で、新システムに関する研修会を開催

し、教職員の ICTスキル向上を図っている。 

前述のマルチメディア教育研究センター運営委員会における議論をもとに、ICT 活

用の方向性を決定・実行してきている。その際、単年度の計画に先立ち、短期大学の

教育の方向性を念頭に置いた中期計画（５年スパン）の策定を行ってきた。この中期

計画に基づいて各年度の ICT関連事業の方向づけを行うが、情報環境の激変によって、

中期計画の見直しも必要に応じて行ってきている。また中期計画に基づく各年度の予
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算申請は、法人・予算委員会で審議され、適正な予算配分が行われる組織となってい

る。 

前述のようにマルチメディア教育研究センター運営委員会は、大学、短期大学を通

した組織となっているが、短期大学の意見が反映されるよう委員配置を行っている。

特に ICT 機器、ソフトウェアに関しては大学の英語を主として学ぶ学科との共通利用

の側面が強く、大学の資源をも活用できるという面では短期大学は有利な位置にある

と言える。 

前述のようにマルチメディア教育研究センター運営委員会の方向づけにより、ICT

環境の整備を積極的に行ってきたため、学生１人当たりのコンピュータ台数は多く、

短期大学での授業だけではなく、授業外の自学自習の際の利用に関しても、十分に供

給できている。 

前述のように全教室に学内 LAN が設置されている。多くの教室でこの学内 LAN を活

用した授業を行うため、すべての教室には教員用ノート PCが設置され、特に短期大学

の授業が集中的に配置されている１号館には 100％の教室に無線 LAN アンテナを整備

し、プロジェクターまたは大型液晶ＴＶを設置している。また、約 24％の教室には学

生用ノート PC（各教室 36台）を配置しており、これらの環境の下で学内 LAN、あるい

はインターネットの学習資源を活用して授業を行える体制を構築している。 

本学教員は、語学教育への ICT 活用に関して積極的である。例をあげるならば、国

際言語平和研究所の語学教材開発の学内競争資金に多数応募し、採択されている。 

さらに、これら採択研究は、その後、文部科学省科学研究費助成金への申請とつな

がることが多い。これらの先進的な語学教育への ICT 活用研究は、当該教員によって

授業で用いられ、その授業実践に関する報告の多くは学内 FDで発表され、より多くの

教員に、その技術を共有する機会を提供している。 

マルチメディア教育研究センターが所管する ICT活用の教室として CALL教室（４教

室）、情報処理演習室（４教室）があり、それに加えて貸出ノート PC を配置した教室

（８教室）がある。これらの ICT 活用が可能な教室の機能と、当該授業で要求される

ICT 機能を勘案して、教務部で教室配当を行う体制としている。また ICT を活用して

授業外で自学自習を行う施設としてマルチメデイア自習室 MAICO を設置し、授業で活

用される ICT 資源のほとんどを利用できる環境を構築し、授業と同等の環境で授業外

学習ができる体制をとっている。 

 

(b)課題 

教育に資する ICT 環境の構築を目的としてマルチメディア教育研究センター運営委

員会は、その方向性の検討を行っているが、短期大学と併設する大学、合同の委員会

であるため、委員の多数を占める大学の意向が反映されやすい傾向がある。これまで

このことによって問題が発生したとは言えないが、短期大学の意見の適正な反映の方

法を見出すことが課題であると考える。 

学生の ICT スキル向上を目的とした科目として「基礎ゼミナール」がある。この科

目は一定の機能を果たしていると考えるが、この科目は同時に、文章作成能力の育成

を目指しているため、ICT スキルを十分に身につけるための時間がとれないという問
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題が生じている。また教職員の業務の多忙化が進んでいる。特に短期大学教職員は、

勤務が夜間に及ぶため、ICT スキルの向上のために割くことのできる時間数が大きく

減少している。ICT スキル向上の意思を持つ教職員の研修の時間の確保が課題である

と考える。 

ICT に関わる計画的な配備については、前述のようにマルチメディア教育研究セン

ター運営委員会策定の中期計画によって行うことにより、適切性を実現している。し

かし予算配分が大学と短期大学との按分の形で行われるため、短期大学の独自の ICT

活用の提案に大きな予算を割り振れないことが課題である。 

技術的資源について、マルチメディア教育研究センター運営委員会によって、適正

な配分を行うよう努め、実現している。短期大学に関しては、昼間（大学）では稼働

率が高い CALL教室等の資源を、短期大学が授業数、学生数が少ないゆえに、余裕を持

って活用できるというメリットがある。この環境をより効果的に活用することが課題

であると考える。 

教員の授業運営に ICTを活用するための方策として、全教室への教員用ノート PCの

配置等を行っているが、それをどのように活用するかに関して、利用する教員の意見

を聴取し、一層効果的な活用法を考案することが課題であると考える。 

全教室への学内 LAN の敷設と運用は完了している。それとともに本学の５ヵ年計画

に基づき公衆 Wi-Fiの導入が決定されている。そのため現時点での LANと公衆 Wi-Fi、

それぞれの最適な活用法の検討が必要である。そして将来に向かっては、両者の住み

分け、あるいは一元化に関する検討が課題である。 

本学教員は、語学教育への ICT 導入に関して熱意を持って取り組んでいる。その導

入のための研究・研修の時間をどのように作り出し、それをどのようにすれば効果的

に支援できるのかを検討していくことが課題である。 

授業内外で活用できる ICT 資源は、本学併設の大学学部以上に、恵まれているとも

言える。ただ短期大学学生は夜間ゆえ、放課後にその資源を活用する時間がほとんど

ない。そのため短期大学生の学習可能な時間帯に最大限、本学の ICT 資源を活用して

もらうには、学校外での活用の方途をさらに考案し、実現していく必要があると考え

られる。 

 

テーマ 基準Ⅲ-Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

マルチメディア教育研究センターの運営に、短期大学の意向を十分に反映させる仕

組みを構築する。 

学生が社会人として、また短期大学での学習において必要とされる ICT スキルを身

につけることができる ICT環境を提供する。 

基準Ⅲ－Ｂ－１で述べたように、大学と短期大学の ICT 利用を行う授業での利用の

共通部分と相違部分（付加部分）を洗い出し、短期大学の相違部分（付加部分）に関

して集中的に予算配分する。 

大学と共用している施設・設備に関しては、授業・自習等において必要とされる必

要十分な条件を整備する。 

全教室に配置された教員用ノート PCを、さらに授業改善に資するものとする。 
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学内 LANと新しく導入する公衆 Wi-Fi の最適なあり方を検討し、実現する。 

教員の語学教育に関する ICT 導入に関して必要な支援を十分に行うことができる体

制を構築する。 

学外で ICTを活用した語学学習ができる環境を構築する。 

 

［提出資料・備付資料］ 

（提出資料） 

該当なし 

 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅲ－Ｃ－１】学内 LANの敷設状況 

【備付資料Ⅲ－Ｃ－２】マルチメディア教室、コンピュータ教室の概要 

 

［テーマ 基準Ⅲ-Ｄ 財的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ｄ-１ 財的資源を適切に管理している。］ 

基準Ⅲ-Ｄ-１の自己点検・評価 

(a)現状 

 財務方針は安定的な財務基盤の確立を基本とし、予算策定においては事業活動収入

で事業活動支出を安定的に賄うことを基本方針としている。平成 29（2017）年度を着

地年度とする大学短大５ヵ年計画において６つの目標（教育の質、学生支援体制、研

究、組織マネジメント、施設設備、財務）を掲げ、重点課題への取組については、「大

学短大予算委員会」において優先的予算措置を行うとともに、経常経費についてはメ

リハリをつけた予算策定を実施し、諸経費の抑制を図りつつ教育研究活動と教育研究

環境の持続的な充実を目指している。 

財務基盤の安定化に向けて、中長期的には特定引当資産を設定している。このうち、

第２号基本金引当特定資産については、４号館建替工事を計画していることから、平

成 26（2014）年度から５ヵ年計画で毎年１億円を組入れ、教育研究環境の充実を進め

ている。第３号基本金引当特定資産においては、学事振興基金として組入れしており、

運用益を奨学金など助成事業に充当している。またその他には施設整備引当特定資産

を設定し随時組入れをしている。毎期末の退職給与引当金の 80％を退職給与引当特定

資産として設定している。資産運用については資産運用規程に基づき、資産運用委員

会で検討し理事長の決裁を受け、元本の安全性を第一とした運用を行っている。 

法人全体として事業活動収支差額は安定的に４％程度の黒字を維持しており、平成

27 年は 6.8％で前年より 3.6％良化している。支出面では、人件費比率が 60％を上回

っており、今後総人件費の削減が課題である。教育研究費比率は毎年 25～26％で安定

的に推移している。また純資産構成比率も 77.3％と年々改善しており、純資産額は 213

億円（平成 25 年）から 222 億円（平成 27 年）と増加した。資金収支と事業活動収支

については部門別に財務比率分析を行い部門ごとの課題を明確にし、法人本部及び各

部門で共有している。 



 京都外国語短期大学 
 

98 

(b)課題 

 短期大学部門の財務指標においては人件費比率が 107.3％（平成 27年度）となって

おり、結果事業活動収支差額が▲42.9％（平成 27年度）と大幅な支出超過が続いてい

る。また学生生徒等納付金の経常収入に占める割合も 58.0％（平成 27 年度）と低く

課題となっている。平成 25 年度まで入学者の定員割れが続いていたが、平成 27 年度

以降入学定員を確保し人件費比率も改善し事業活動収支差額の赤字も▲104.5％から

▲42.9％に改善してきているが、依然赤字体質が継続している。引き続き入学定員の

充足による収入の確保と人件費比率の適正化及び諸経費の抑制に努め短期大学部門収

支の改善をはかる。 

［注意］ 

基準Ⅲ-Ｄ-１について 

（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区

分（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画を策

定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提出資料では

なく備付資料とする。 

（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要

を記述する。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ｄ-２ 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定

を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

基準Ⅲ-Ｄ-２の自己点検・評価 

 (a)現状 

 「中・長期の財務計画」は策定していないが、本学園の財務方針は、安定的な財務

基盤の確立を基本としている。具体的には、収入の安定的な確保と支出における諸経

費の抑制を図りつつ、教育研究活動と教育研究環境の持続的な充実を目指しており、

当年度の事業活動収入で同事業活動支出を賄い、バランスのとれた予算編成と執行に

取り組んでいる。 

平成 25（2013）年度、本学の教育理念及びその具体的な教育目標等を念頭に所要の

検討を行い、大学・短期大学の「５ヵ年計画」（計画期間：平成 25年度から平成 29年

度）を中期将来計画として定めた。そのうち、財務面では「財政基盤の強化」を目標

の１つとして掲げ、事業収支差額比率５％を安定的に確保すべく取り組んでいる。な

お、この 5 ヵ年計画は平成 29 年度でいったん終了することから、平成 29 年度に５ヵ

年計画の成果のまとめ及び平成 30年度以降の中長期計画を策定することとしている。 

 客観的な環境分析として、法人全体としての財務比率分析と合わせ、資金収支と事

業活動収支については部門別の収支表（予算、実績）を作成し、部門別に財務比率分

析を行い、部門ごとの財務上の課題を明確にし、法人本部及び各部門で共有している。 

財源の大きな柱である学生生徒納付金以外にも収入を確保することの重要性を早く

から認識し、大学・短期大学「５ヵ年計画」の中で「外部資金獲得プロジェクト」を

立ち上げ、大学・短期大学部門と法人部門が協働して科学研究費を始めとする補助金、

寄付金、生涯学習講座の開講や実用ビジネス英語科の受託事業等、様々な外部資金確
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保に取り組んでいる。特に、補助金獲得については、補助金推進グループを設置、５

ヵ年計画プロジェクトと連携し、補助金獲得の強化を図っており、平成 26年度以降継

続して私立大学等活性化設備整備事業に採択されるなどしている。また、施設設備の

将来計画については、現在行っている大学４号館耐震改築工事をはじめとして、今後

耐震改修及び改築を含めた学園校地校舎に係る学園の施設設備に関する中長期的なマ

スタープランの策定に取り組んでいる。 

キャリア英語科は収容定員 280名に対して、現員 298 名、収容定員充足率 1.06％（平

成 28 年度）となっており、定員管理はほぼ適正である。 

 学内での経営情報の公開と危機意識については、部門別に行った財務比率分析によ

り明確にした財務上の課題を各部門で共有しているほか、毎年度の決算について、概

要を記載した学園広報誌「LOGOS」を教職員に配布している。そのほか、事業報告書も

各部署へ配付している。また、入試センターが実施する進学情報会社による志願動向

調査結果の教職員への説明会など、各年度の志願者の動向を適宜把握する機会を設け

ている。 

 

(b)課題 

法人として財務基盤の安定確保と短期大学部門収支の改善のために現状の経営判断

指標による実態把握を継続するとともに、大学・短期大学５ヵ年計画における目標の

完遂に努める。また、中・長期計画とリンクした中・長期的な財務計画の策定が課題

である。 

 

テーマ 基準Ⅲ-Ｄ 財的資源の改善計画 

学園の施設設備に関する中・長期的なマスタープランに基づく学園の投資計画、平

成 29 年度に策定する平成 30 年度以降の大学・短期大学の５ヵ年計画に基づき、具体

的な数値目標を落とし込んだ中・長期財務計画の策定を検討する。 

 

［提出資料・備付資料］ 

（提出資料） 

【提出資料Ⅲ－Ｄ－１】「計算書類等の概要（過去３年間）」 

           書式１「活動区分資金収支計算書（学校法人全体）」 

           書式２「事業活動収支計算書の概要」 

           書式３「貸借対照表の概要（学校法人全体）」 

           書式４「財務状況調べ」 

           書式５「資金収支計算書・消費収支計算書の概要」 

【提出資料Ⅲ－Ｄ－２】資金収支計算書・資金収支内訳表［平成 26 年度～平成 28 年

度］ 

【提出資料Ⅲ－Ｄ－３】活動区分資金収支計算書［平成 27年度～平成 28年度］ 

【提出資料Ⅲ－Ｄ－４】事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表［平成 27年度～平

成 28年度］ 

【提出資料Ⅲ－Ｄ－５】貸借対照表［平成 26年度～平成 28年度］ 
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【提出資料Ⅲ－Ｄ－６】消費収支計算書・消費収支内訳表[平成 26年度］ 

【提出資料Ⅲ－Ｄ－７】事業報告書 

【提出資料Ⅲ－Ｄ－８】事業計画書／予算書 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅲ－Ｄ－１】寄付金の募集についての印刷物「学校法人京都外国語大学 学

園創立 70周年 記念事業募金のお願い」 

【備付資料Ⅲ－Ｄ－２】財産目録及び計算書類（過去３年間 平成 26～28年度） 

 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

 学園の施設設備に関する中・長期的なマスタープランに基づく学園の投資計画、平

成 29 年度に策定する平成 30 年度以降の大学・短期大学の５ヵ年計画に基づき、具体

的な数値目標を落とし込んだ中・長期財務計画の策定を開始する。 

 改善計画で述べたように、専任教員の負担を緩和するため、学生相談室等との定期

的にミーティングの機会を設ける。 

防犯対策について、守衛室警備員による外来者のチェックを強化するため、受付で

の記名等の徹底を行う。 

マルチメディア教育研究センター運営委員会の議事の議題に、短期大学の意向を反

映させるため、短期大学教育課程委員会から ICT 活用の要望を、定期的に聴取する仕

組みを作る。 

短期大学での学習で必要とされる ICT スキル、社会人として求められる ICT スキル

の洗い出しを行う。次いで、この内容を教務部、教務委員会との連携によって「基礎

ゼミナール」を核とする授業に織り込む方策を練る。 

基準Ⅲ－Ｂ－１で述べたように、マルチメディア教育研究センター運営委員会で議

論し、大学との利用の相違部分（付加部分）に集中的に予算配分することの了承を得

て、予算申請を行う。 

短期大学の授業、短期大学学生の自習における ICT 資源の利用状況を例年実施して

いる「情報環境アンケート調査」によって把握し、最適な環境を割り出す。 

教室配備のノート PCの利用率、利用内容及び利用に関する要望に関する教員対象の

調査を行い、調査結果をもとに授業改善に資するかどうかの観点から優先順位をつけ、

可能かつ必要なものから、改善・導入を行う。 

新しく導入する公衆 Wi-Fi の使用状況及び既存の学内 LAN の利用状況の資料の分析

をもとに、両者の棲み分けあるいは一元化の方向性を探る。さらに方向性の検討にお

いては現状のセキュリティの維持を条件とする。 

すべての ICT 利用の支援を行うことは不可能である。そのため支援要望に関する支

援の可否、優先順位及び時間配分の決定を、マルチメディア教育研究センター、マル

チメディア教育研究センター運営委員会及び短期大学教育課程委員会の下部組織ある

いはワーキンググループで検討する。 

現在、マルチメディア教育研究センターで研究支援を行っているスマートフォンを

利用した e-learningアプリケーションの開発・試用・実用化を、本学国際言語平和研
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究所との連携の中で実現する。 

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

該当なし。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

 

基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

理事長は職務に則して、経営部門トップとしての対外・対内のリーダーシップを発

揮している。また、毎会計年度終了後に、監事の監査を受け、理事会の議決を経た決

算及び事業の実績を評議員会に報告し、意見を求めている。 

 本学は平成 22 年度に第三者評価を受けており、その結果について理事会で報告し、

問題点については共有を行っている。また理事会は、今回（平成 29年度）の受審に関

し、平成 29年度事業計画書において重点事項と位置付けており、第三者評価に対する

役割を果たし、責任を負っている。 

 学外の情報収集については、理事会の構成員である理事長、副理事長及び学長は短

期大学協会等が運営する研修会及び文部科学省が主催する研修会に参加した教職員か

ら研修の報告を受けるなどして情報の収集を行っているが、本学のさらなる発展のた

め、今後理事会の構成員が直接積極的な情報収集を行うことも必要である。 

 大学の意思決定の仕組みについては、これまで機能を十分に果たしてきている。ま

た学長のリーダーシップについても発揮されてきている。 

 しかし今後大学経営は、益々厳しい状況を迎えることが予測される。このような変

化にも学長のリーダーシップのもと迅速な対応ができるかが課題である。この課題を

解決するために、学長の諮問機関である各種委員会への諮問に対する答申や具申を迅

速に行っていく。 

監事は監査法人と連携した監査の実施や学園において自主的、自立的に内部の監査

を実施する内部監査室と連携し、案件処理の妥当性や広く情報の交換を行っているも

のの、今後、法人のガバナンス機能をより一層強化するために、現在の監事、監査法

人、内部監査室３機関の連携強化及び役割分担の更なる明確化を行う必要がある。 

予算編成を含む従来の財務会計システムは、業務ごとの汎用機システムのため、デ

ータ連携に不便さがあり、月次実績のタイムリーな把握ができていなかった。平成 29

年度から導入した新財務システムでは、一般会計、決算、固定資産管理及び予算管理

等をシステムで一元的に処理するため、適正で効率的な業務推進を図り、実績数値の

タイムリーな把握を行い、決算の月次報告書につなげていきたい。 

予算策定は、事業計画に基づき各所属長から新規経費と経常経費に分けて申請され、

学長、副学長、法人本部長も含む学園幹部で構成される「大学短大予算委員会」にお

いて、主要重点事業への優先的予算措置については費用対効果を旨として内容を検討

し、予算編成を行っている。経常経費については、予算検討会による部署別のヒアリ

ングを経て予算の取りまとめを行っている。取りまとめた事業計画及び予算は、毎年

度３月に開催する評議員会に諮問、理事会で議決され、その後速やかに各部署へ通知

している。 

予算執行にあたっては、予算執行上誤りがないようにするため「予算執行にあたっ

ての留意事項」の配布し、予算管理については各部署の所属長及び執行担当者が管理

と執行の責任と権限を持ち行っている。平成 29年度より新財務システムを導入し、シ

ステム的に予実管理をタイムリーに実施できるよう取り組んでいる。 

様式９－基準Ⅳ 
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監査は、計算書類及び財産目録等については公認会計士及び監事により監査されて

おり、本学園の経営状況及び財政状況を適正に表示している。 

特に、外部監査としての監査法人による監査は、私立学校振興助成法に基づき経理

上遺漏の無いように万全を期している。 

 会計処理については、「学校法人京都外国語大学経理規程」及び「学校法人京都外国

語大学経理規程実施細則」、「学校法人京都外国語大学固定資産及び物品管理規程」、「学

校法人京都外国語大学資金運用規程」等により適正な処理に努めている。 

 資金運用については、「京都外国語大学資金運用規程」に基づき、年度の初めに「年

度資金運用方針」を財務部で策定し理事長の承認を得ており、元本の安全性を第一と

した運用に努めている。 

 寄付金募集については、現在、学園創立 70周年記念募金の募集を行っており、この

募金募集開始については、「学校法人京都外国語大学寄附行為」に規定のとおり、評議

員会で諮問、理事会で議決した。なお、学校債は募集していない。 

 学校教育法施行規則の一部改正を受け、平成 23年 4月 1日から施行された「教育情

報の公表」に係る項目を教育研究上の基礎的な情報・修学上の情報・財務情報に分け

て、本学ホームページで公開している。また、「学校法人京都外国語大学情報公開規程」

の規定により財務情報については、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書

及び監査報告書を財務部財務課に備え付け、申し出により閲覧できる。その他、学園

広報誌「LOGOS」に学園の収支予算・収支決算を掲載し、在学生、卒業生に送付してい

る。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-Ａ 理事長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-Ａ-１ 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

基準Ⅳ-Ａ-１の自己点検・評価 

 (a)現状 

理事長は、建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS －言語を通して世界の平和

を－」及び教育理念・目的を十分に理解し、学園の発展に寄与できる者である。 

 寄附行為第８条第２項には、「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

（なお、第 15条「理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表し

ない」）と規定されているとおり、理事長は職務に則して、経営部門トップとしての対

外・対内のリーダーシップを発揮している。 

また、毎会計年度終了後２月以内に、監事の監査を受け、理事会の議決を経た決算及

び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書）を評議員会に報

告し、意見を求めている。 

 理事会は、寄附行為第 18条第２項に「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職

務の執行を監督する」と規定されており、理事長が招集し、議長となっている。 

 本学は平成 22 年度に第三者評価を受けており、その結果について理事会で報告し、

問題点については共有を行っている。また、平成 29 年度の受審に関し、平成 29 年度

事業計画書において重点事項と位置付けるなど、第三者評価に対する役割を果たし、
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責任を負っている。 

 運営の基本は、寄附行為第３条に「この法人の運営は、私立学校法その他の法令に

規定するもののほかこの寄附行為の定めるところによる。」としているほか、「学校法

人京都外国語大学寄附行為施行細則」第２条第１号に、理事会の決定事項の一つとし

て、本法人及び本法人が設置する学校の管理及び運営に関する重要方針を規定してお

り、理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識している。また、

その他の理事会の決定事項として、寄附行為施行細則第２条第 13号に就業規則等その

内容が本法人の管理及び運営に重要又は密接な関係を有すると認められる人事、組織、

教育研究、財務等に関する規則、規程等の制定及び変更と規定しており、これに基づ

き必要な規程を整備している。 

 理事は、法令に基づき適切に構成されており、学校法人の建学の精神を理解し、法

人の健全な経営について学識及び見識を有している。 

 私立学校法第 38条に規定されている役員の選任について、本学園の理事の選任つい

ては寄附行為第 10 条に、監事の選任については寄附行為第 11 条に規定しており、役

員の選任は寄附行為の規定に従って行われている。また、寄附行為第 14条第２項第３

号には役員が退任する事由として「学校教育法第９条各号に掲げる事由に該当するに

至ったとき。」と規定しており、学校教育法第９条が準用されている。 

 

(b)課題 

学外の情報収集については、理事会の構成員である理事長、副理事長及び学長は短

期大学協会等が運営する研修会及び文部科学省が主催する研修会に参加した教職員か

ら研修の報告を受けるなどして情報の収集を行っているが、短期大学の発展のため、

今後理事会の構成員が直接積極的な情報収集を行うことも必要である。 

 

テーマ 基準Ⅳ-Ａ 理事長のリーダーシップの改善計画 

理事長は職務に則して、経営部門トップとしての対外・対内のリーダーシップを発

揮している。本学のさらなる発展のため、今後理事会の構成員が直接積極的な情報収

集を行うことを推進する。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅳ－Ａ－１】寄附行為 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅳ－Ａ－１】理事長の履歴書（平成 29年５月１日現在） 

【備付資料Ⅳ－Ａ－２】学校法人実態調査票（写し）（平成 26年度～平成 28年度） 

【備付資料Ⅳ－Ａ－３】理事会議事録（平成 26年度～平成 28年度） 

【備付資料Ⅳ－Ａ－４】規程集 
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［テーマ 基準Ⅳ-Ｂ 学長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-Ｂ-１ 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体

制が確立している。］ 

基準Ⅳ-Ｂ-１の自己点検・評価 

 (a)現状 

学長の意思決定は、執行部会議、学科長会議、教授会を通じて、教職員の意見を反

映しつつ順次に周知徹底されている。執行部会議は、本学執行部規程に定められた学

長以下 15 名を構成メンバーとして、毎週月曜日 14 時より開催されている。学科長会

議は、学科長会議規程に定められた学長以下、各学科長・幹事を含む 27名余りを構成

メンバーとして、原則として毎月木曜日に開催され、教授会は、特任教員等を除く全

専任教員を構成メンバーとして、原則として毎月木曜日に開催される。 

同時に、学長は短期大学教学委員会、学生指導委員会、キャリア委員会、国際交流

委員会、入試に関する委員会等の諮問委員会からの答申、及び国際言語平和研究所機

関誌編集委員会その他の多数の各種委員会からの具申を必要に応じて自らの意思決定

の内容に反映させている。 

 先に述べた各会議の関係性については、学長が議長を務める執行部会議が本学の教

学部門における意思決定機関として、学科長会議が執行部会議の決定について学科間

の調整を図る機関として、教授会が学則に基づいて教育研究に関わる事項を原則とし

た全専任教員が審議する機関として、各種委員会が学長の意思決定を補佐する機関と

して設置され、それぞれの目的を果たすべく活動している。 

教授会で提出される教員の意見は重視され、学長の意思決定に積極的に反映されて

いる。特に学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等に関しては、教員に発言

の機会が十分に与えられ、そこでの発言は、検討の上で積極的に学長の意思決定に反

映されている。その他の重要案件についても周知の徹底が図られ、討議の必要な場合

には教員に発言の機会が十分に与えられている。 

 学長が校務に関する最終的な決定権を有する事は、規程上で、学校法人京都外国語

大学組織及び事務分掌規程第 11条第２項に「学長は、校務をつかさどり、所属職員を

統督する等関係法令に定める事務を掌理するほか、学園の規程等に定める事務を掌理」

すると明確に定められており、実際の活動においても学長は、その規程通りに執行部

会議、学科長会議、教授会において教学の基本方針を提示し、必要な具体的指示を行

ない、各種委員会に対しては自らの意思決定に有効な答申を得るための具体的諮問を

行ない、そのリーダーシップを十分に発揮している。 

具体的な決定として何より強調すべきは、学長による５ヵ年計画の提案と実施であ

る。従来、中期的計画の類を何も有しなかった本学の教育研究の体制に根本的な変革

をもたらすものであった。そのために５ヵ年計画構想委員会が、更には、５ヵ年計画

実施委員会、５ヵ年計画評価委員会が組織され、年次計画に沿って全学的な取組みが

行なわれている最中であり、既に多くの改善が図られている。なお、５ヵ年計画評価

委員会には、学外者に評価員として加わっていただいており、より客観的な評価して

いる。 

この他にも、学生と協働する教育活動を活性化しようとするナショナル・ウィーク
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構想が就任後間もなく学長によって提案され、実施に移されて、既に全学的行事とし

て定着しているのに加えて、創立 70周年をきっかけとして、その後における大学の教

育研究活動に明確な方向性を与えようとする将来構想が、学長自身の口からパンフレ

ットと共に、昨年度末から今年度初頭にかけて、全教員並びに全職員に向けて提示さ

れ、それが今後カリキュラムの中で実現されようとしている。 

 

(b)課題 

大学の意思決定の仕組みについては、これまで機能を十分果たしてきている。また

学長のリーダーシップについても発揮されてきている。 

 しかし今後大学経営は、益々厳しい状況を迎えることが予測される。このような変

化にも学長のリーダーシップのもと迅速な対応ができるかが課題である。 

 

テーマ 基準Ⅳ-Ｂ 学長のリーダーシップの改善計画 

 今後の状況の変化にも学長のリーダーシップのもと迅速な対応ができるように、学

長の諮問機関である各種委員会への諮問に対する答申や具申を迅速に行う。 

 

［提出資料・備付資料］ 

（提出資料） 

【提出資料Ⅳ－Ｂ－１】５ヵ年計画パンフレット 

【提出資料Ⅳ－Ｂ－２】学長提言パンフレット（平成 28年度）「在学生、卒業生並び 

           に教職員の皆様へ  ―本学の社会的使命を全うするための 

           提言―」 

【提出資料Ⅳ－Ｂ－３】学長提言パンフレット（平成 29年度）「京都外国語大学の 

           戦略と展望 ―学園創立 70周年に臨んで教職員一人ひとり 

           への問いかけ―」 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅳ－Ｂ－１】学長の履歴・個人調書 

【備付資料Ⅳ－Ｂ－２】教授会議事録（平成 26年度～平成 28年度） 

【備付資料Ⅳ－Ｂ－３】各種委員会議事録（平成 26年度～平成 28年度） 

 

［テーマ 基準Ⅳ-Ｃ ガバナンス］ 

［区分 基準Ⅳ-Ｃ-１ 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］ 

基準Ⅳ-Ｃ-１の自己点検・評価 

(a)現状 

監事は理事会、評議員会に出席し本学園の業務について聴取し、意見を述べる等業

務執行状況の把握に努めている。決算監査時には、監査法人による監査報告会を開催

し、公認会計士から監事、理事長及び理事に監査状況を報告するとともに意見交換を

行っている。また、監事はその席上で財務担当者から直接聴取し監査業務に資してい

る。 
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 また、毎年度５月に行われる評議員会、理事会に監事が出席、監査報告書を提出し、

学校法人の業務又は財産の状況について報告を行っている。 

 

(b)課題 

監事は監査法人と連携した監査の実施や学園において自主的、自立的に内部の監査

を実施する内部監査室と連携し、案件処理の妥当性や広く情報の交換を行っているも

のの、今後、法人のガバナンス機能をより一層強化するために、現在の監事、監査法

人、内部監査室３機関の連携強化及び役割分担の更なる明確化を行う必要がある。 

 

［区分 基準Ⅳ-Ｃ-２ 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め

役員の諮問機関として適切に運営している。］ 

基準Ⅳ-Ｃ-２の自己点検・評価 

 (a)現状 

私立学校法第 42条及び寄附行為第 27条の規定に基づき、評議員会は予算、借入金、

事業計画等に関し理事長の諮問機関としており、平成 28年度は、建築中の京都外国語

大学 4 号館増改築工事に係る借入、事業計画（案）及び予算（案）について諮問を行

うなど、適切に運営を行っている。 

 理事の定数は寄附行為第 10条に８人から 12人と規定しており、平成 29年４月現在

の評議員数は 22名で、理事の定数の２倍を超える数の評議員をもって、評議員会を組

織している。 

 

(b)課題 

評議員会において、外部から選任された評議員の割合が 22名中５名、約 22%であり、

学園外からの様々な意見を聴取するためにも、今後外部から選任された評議員の割合

増を図ることを検討する必要がある。 

 

［区分 基準Ⅳ-Ｃ-３ ガバナンスが適切に機能している。］ 

基準Ⅳ-Ｃ-３の自己点検・評価 

 (a)現状 

財務方針は安定的な財務基盤の確立を基本とし、予算策定は、事業計画に基づき各

所属長から新規経費と経常経費に分けて申請されるが、学長、副学長、法人本部長も

含む学園幹部で構成される「大学短大予算委員会」において、中期的な課題を踏まえ

た主要重点事業への優先的予算措置と経常経費については費用対効果を旨として内容

を検討し予算編成を行っている。また、経常経費については、各部署から事業計画及

び予算書を提出させ、予算検討会による部署別のヒアリングを経て法人本部で事業計

画及び予算の取りまとめを行っている。取りまとめた事業計画及び予算は、毎年度３

月に開催する評議員会に諮問、理事会で議決され、その後速やかに各部署へ通知して

いる。 

 予算執行にあたっては、予算執行上誤りがないようにするため「予算執行にあたっ

ての留意事項」の配布により注意喚起し、予算管理については各部署の所属長及び執
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行担当者が管理と執行の責任と権限を持つ。また、平成 29年度より新財務システムを

導入し、システム的に予実管理をタイムリーに実施できるよう取り組んでいる。なお、

当初予算を超える事象が生じた場合は、当該部署から予算増額要求書を財務部に提出

させ、財務部でその必要性を検討し決裁を経て予算の増額等について要求部署に回答

し、増額決定の場合はその対象となる予算範囲で執行できる仕組みとなっている。 

 本学の計算書類及び財産目録等は公認会計士及び監事により監査されており、本学

園の経営状況及び財政状況を適正に表示している。 

 特に、外部監査としての監査法人による監査は、私立学校振興助成法に基づき経理

上遺漏の無いように万全を期している。毎年の監査は、監査法人が理事長に提出した

「監査計画概要書」に従い、概ね 10月の実地監査に始まり翌年の４月から５月の間に

決算書類が確定するまで延 550 時間程度にわたって実施されている。具体的には①内

部統制の検証、②確認、③実査、④計算書類項目、⑤固定資産監査等である。そして、

理事長、財務部長と意見交換等を実施し、それらの結果を監査報告会で「監査実施結

果」として報告している。理事長はその報告書に記載されている当該年度の指摘事項

や翌年度の留意事項を参考にして本学園の財務処理の改善と財務体質健全化に役立て

ている。 

 会計処理については、「学校法人京都外国語大学経理規程」及び「学校法人京都外国

語大学経理規程実施細則」、「学校法人京都外国語大学固定資産及び物品管理規程」、「学

校法人京都外国語大学資金運用規程」等により適正な処理に努めている。また、会計

処理に疑義がある場合は、公認会計士や税理士等に照会し、指導・助言を受けて会計

処理を行い、不明なまま処理することのないように努めている。 

 資金運用については、「京都外国語大学資金運用規程」に基づき、年度の初めに「年

度資金運用方針」を財務部で策定し理事長の承認を頂いている。運用にあたっては、

前述の資金運用規程と年度資金運用方針に基づき、法人本部長及び財務責任者、財務

担当者で構成される資金運用委員会で検討し理事長の決裁を得て実施している。運用

にあたっては元本の安全性を第一とした運用に努めている。 

 寄付金募集については、現在、学園創立 70 周年記念募金の募集（期間：平成 27 年

12 月から平成 30年３月）を行っており、この募金募集開始については、「学校法人京

都外国語大学寄附行為」に規定のとおり、評議員会で諮問、理事会で議決した。なお、

学校債は募集していない。 

 学校教育法施行規則の一部改正を受け、平成 23年４月１日から施行された「教育情

報の公表」に係る項目を教育研究上の基礎的な情報・修学上の情報・財務情報に分け

て、本学ホームページで公開している。また、「学校法人京都外国語大学情報公開規程」

の規定により財務情報については、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書

及び監査報告書を財務部財務課に備え付け、申し出により閲覧できる。その他、学園

広報誌「LOGOS」に学園の収支予算・収支決算を掲載し、在学生、卒業生に送付してい

る。 

 

(b)課題 

予算編成を含む従来の財務会計システムは、業務ごとの汎用機システムのため、デ
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ータ連携に不便さがあり、月次実績のタイムリーな把握ができていなかった。平成 29

年度から導入した新財務システムでは、一般会計、決算、固定資産管理及び予算管理

等をシステムで一元的に処理するため、適正で効率的な業務推進を図り、実績数値の

タイムリーな把握を行い、決算の月次報告書につなげていきたい。 

 

 

テーマ 基準Ⅳ-Ｃ ガバナンスの改善計画 

 平成 29年度から導入した新財務システムでは、一般会計、決算、固定資産管理及び

予算管理等をシステムで一元的に処理するため、適正で効率的な業務推進を図り、実

績数値のタイムリーな把握を行い、決算の月次報告書につなげていきたい。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料Ⅳ－Ｃ－１】学園通信『ロゴス』Vol.55 

http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/055/_SWF_Window.html 

【提出資料Ⅳ－Ｃ－２】学園通信『ロゴス』Vol.54 

http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/054/_SWF_Window.html 

 

（備付資料） 

【備付資料Ⅳ－Ｃ－１】監事の監査状況（平成 26年度～平成 28年度） 

【備付資料Ⅳ－Ｃ－２】評議員会議事録（平成 26年度～平成 28年度） 

 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

本学のさらなる発展のため、今後理事会の構成員が直接積極的な情報収集を行うこ

とを推進する。 

状況の変化にも学長のリーダーシップのもと迅速な対応ができるように、学長の諮

問機関である各種委員会への諮問に対する答申や具申をこれまで年度毎（年度終わり）

でまとめて行っていたが、諮問事項毎に答申や具申がまとまり次第行う。 

 

◇基準Ⅳについての特記事項 

（1）以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

 

特になし。 

 

 

 

  

http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/055/_SWF_Window.html
http://www.kufs.ac.jp/foundation/logos/054/_SWF_Window.html
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【選択的評価基準】職業教育の取り組みについて 

 

基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。 

(a)現状 

 雇用のミスマッチの防止、若年者層の離職率抑制、即戦力となりうる人材を求めよ

うとする社会的ニーズに資するため、長期的な訓練プログラムとしてペイドインター

ンシップを実施している。 

ペイドインターンシップでは、報酬に見合うスキルと自覚が求められることで、通

常のインターンシップ以上に、学生個々の就業能力と求められている職務適性をより

的確に把握することができる。そして、残された在学期間に自身の就業能力と求めら

れる職務適性のギャップを埋める学び直しを行う。 

このペイドインターンシップを通してプラクティカルな英語教育と職業教育を有機

的に結合させた上で、学生の職業に関する知識と技能を応用させることができる、観

光ビジネスの分野で即戦力となる人材を輩出している。 

同プログラム体験者の進路は必ずしもホテル業界に限定されないが、その働きがみ

とめられ実習先に内定をした学生が 17.6％、また実習で培ったスキルを活かし、ホテ

ルを含めサービス業界に就職した学生は 23.5％と一定の効果が認められる。 

 

(b)課題 

 同プログラムが発足した当時は、学生・企業双方のニーズを鑑みてホテル業界に実

習先を限定したが、より広い視野で自らのキャリアを形成し多角的に職業選択をする

機会を学生に提供するためにも、他業界・他業種における中期的なインターンシップ

の実施が有効であると考える。 

 

(c)改善計画 

 カリキュラム・ポリシーに謳われている「実践的な英語力とコミュニケーション力、

及びビジネスの分野に必要な知識と技能を身につけた人材の育成」を達成するために、

職業教育の内容を社会のニーズを見据えつつ精査し、実施体制の確立を図る。同時に、

京都外国語短期大学の特色を生かしたペイドインターンシップを実施するための受け

入れ企業の開拓を行う。 

 

［提出資料・備付資料］ 

 

（提出資料） 

【提出資料 選択－１】ホームページ 就職・ペイドインターンシップ 

https://www.kufs.ac.jp/kjcl/career.html 

【提出資料 選択－２】ホームページ 即戦力となる人材育成のための学生支援 

—観光ビジネスにおける「学び」と「実践」のコラボレーション — 

https://www.kufs.ac.jp/about/projects/gp_gakuseishien.html 

 

様式 11－職業教育 

https://www.kufs.ac.jp/kjcl/career.html
https://www.kufs.ac.jp/about/projects/gp_gakuseishien.html

