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　本学園の誇りは、創立以来、新しい日本を支える有為の人材
を数多く育成してきたところにあります。この誇りは、戦後まもな
い頃、平和のためには外国語教育をおいて他にないとの創立者
の気高い志に由来しています。
　70余年前、創立者森田一郎と倭文子が自らの戦争体験を通
して、学生を二度と戦場に駆り出すようなことをしてはいけな
い、そのためには世界と交わり、平和を追求していかなければな
らない、と決意したことから、私たちの歴史は始まります。
　そして本年、第2期5ヵ年計画が策定され、私たちは100年に
つながる明日に向かって走り出しました。思えば、私たちは、今ま
で既成概念にとらわれることなく、常に根本に立ち戻って物事を
考えて実践してまいりました。組織というものは本質的に変化を
嫌います。それは本学園も例外ではありません。しかし何でもか
んでも守るのではなく、守らなければならないものと変えるべき
ものを、既成概念にとらわれることなく、峻別し、柔軟に変化して
いく。このプロセスこそ、世界に存在感を示すことができる、「社
会が必要とする学園づくり」のためには避けては通れない重要
な道であると思っています。
　第2期5ヵ年計画の実現に向けてのご支援ご協力、何卒よろし
くお願い申し上げます。

創立者の希望の一念 しっかり胸に刻み込み 突き進んでまいります

　本学は、創立以来、建学の精神である「言語を通して世界
の平和を」に基づく教育・研究を実践してまいりました。この
たび、建学の精神を具現化する歩みをさらに加速させるた
め、第2期5ヵ年計画を策定いたしました。
　21世紀に入り、ヒト・モノ・カネ・情報は国境を越えて流れ、
その速度と密度は年ごとに急増しています。グローバル化
による世界の一体化と多様化、そして地域格差が同時に進
む中で、地球規模の課題に各国が一致協力して取り組むこ
との重要性がますます高まっています。そのためには、一国
からの視点ではなく、問題の関係性を重視するグローバル
な視点とそれに基づく行動力を身につけ、異なる文化や
価値観を有する人々と「共生・協調・協働」できるグローバル
人材が必要不可欠です。
　このような人材を育成するため、本学ならではの地域や
国際社会に貢献する特色ある教育研究を推進し、「真の
Global University」として広く社会に認められる大学を
目指します。
　教職員一同、やりがいと一体感をもって全力で第2期5ヵ
年計画に取り組んでまいります。引き続き、みなさまのご理
解とご支援を心よりお願い申し上げます。

教職員と学生が共に全力で取り組んでまいります

MORITA Yoshikazu

森田 嘉一理事長・総長

MATSUDA Takeshi

松 田  武学　長

世
界
の
平
和
に
貢
献
す
る
本
学
の
新
た
な
挑
戦



京都外国語大学

京都外国語短期大学

事 務 局

大 学 院 外国語学研究科

英米語学科

異言語文化専攻博士前期課程
異言語文化専攻博士後期課程

戦略企画グループ
点検評価グループ
IR推進グループ

総 務 課

教 務 課

国 際 課

留 学 生 課

キャリア支援課

入 試 課

事 務 室

事 務 室

事 務 室

事 務 室
外国語自律学習支援室（NINJA）

アカデミックサポート室

管理運営課
分館（アジア関係図書館）

AO入試推進室

国際文化資料館
国際問題研究室
言語・文化研究室

資格課程推進室

大学院事務室

学生生活課
健康サポートセンター

次世代リーダー育成プログラム推進室

学生相談室
障がい学生支援室

欧米連携推進室
ラテンアメリカ連携推進室

保 健 室

スペイン語学科
フランス語学科
ドイツ語学科
ブラジルポルトガル語学科
中国語学科
日本語学科
イタリア語学科
国際教養学科

グローバルスタディーズ学科

グローバル観光学科

外国語学部

国際貢献学部

留学生別科

総合企画室

総 務 部

広 報 室

教 務 部

学 生 部

国 際 部

キャリアセンター

入試センター

コミュニティエンゲージメントセンター

京都外国語大学ラテンアメリカ研究所

ランゲージセンター

付属図書館

国際言語平和研究所

国際交流会館

キャリア英語科

（平成30年度学生募集停止）

（その他事務組織は大学に準じる）
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京都外国語大学・京都外国語短期大学 組織図
Organization Chart of Kyoto University of Foreign Studies/Kyoto Junior College of Foreign Languages
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第2期 5ヵ年計画（2018-2022）の骨子
Outline of The 5-year Plan: Second Stage 2018-2022

［学科ごとの取組み］［全学的な取組み］

10 の中 核 施 策
Efforts throughout the Entire University Efforts in Each Department

10 Core Measures Departments' Basic Strategy

京都外国語大学・京都外国語短期大学は、
『第2期 5ヵ年計画 2018-2022』を、［4つのテーマ］のもとで、
「全学的な取組み」と「学科ごとの取組み」を両輪として推進します

Kyoto University of Foreign Studies and Kyoto Junior College
 of Foreign Languages promote "The 5-year Plan: Second

 Stage 2018-2022," based on 4 Themes, mainly with
 "Efforts throughout the Entire University" and

 "Efforts in Each Department" as the driving forces.

建学の精神

PAX MUNDI PER LINGUAS
̶̶̶言語を通して世界の平和を̶̶̶

School Philosophy

Vision of "The 5-year Plan: Second Stage 2018-2022"
［Evolving into a Genuine Global University, and then becoming more global still］

本学の教育理念

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

Educational Philosophy of our University

Development of leaders with a high level of humanitarian skill, who can contribute to 
peace in the international community and play a key role in aiding the next generation

World Peace through Languages

『第2期 ５ヵ年計画 2018-2022』のビジョン

4つのテーマ 4 Themes

教育システム・教育体制の再構築 学習支援体制・キャンパスライフ環境の充実
Rebuilding of educational system/structure

ThemeⅠ

Enhancement of learning support system/campus life environment

テーマⅡ

ガバナンス改革・マネジメント改革 研究・地域貢献活動の充実
Governance reform/management reform Enhancement of research/local contribution activities

テーマⅢ テーマⅣ

テーマⅠ

〈教育の目標〉 グローバル・シティズンシップ教育の推進
〈研究の目標〉 本学の特色ある研究を深化させ、グローバル社会の成熟に貢献
〈経営の目標〉 グローバル社会のニーズに応え、その存在意義が社会に広く認められる

真の Global University への進化・深化

学 科基 本 戦 略

建学の精神を実践し、具現化する本学の独創的な教育システムである
グローバル・シティズンシップ教育を推進します。また、本学の特色ある
研究を深化させ、グローバル社会の成熟に貢献します。これら教育と
研究の成果を通して、グローバル社会のニーズに応え、その存在意義
が社会に広く認められる大学を目指します。

Promoting a global citizenship education that is uniquely able, 
as an educational system, to pursue and embody our school 
philosophy. Also, deepening our characteristic research, and 
contributing to the maturing of the global community. 
Through these educational and research achievements, 
responding to the needs of the global community, and 
becoming a university whose importance is widely recognized 
in the community.

ThemeⅢ

ThemeⅡ

Theme Ⅳ
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全学的な取組み
Efforts throughout the Entire University ［10 Core Measures］

［10の中核施策］

建学の精神を実践し、具現化するための本学の新しい教育システムであるグローバル・
シティズンシップ教育を推進します。また、海外の協定校や教育機関、企業・団体等との
連携強化を図り、より一層の学術的な国際交流の充実とグローバル社会に対応できる
社会実践力の強化に積極的に取り組みます。

Rebuilding of educational system/structure

Development and establishment of a new education system

Implementation of high school/university connections

Maintenance of attractive campus environment

Enhancement of official after-school activities

Building of systematic exit network, and enhancement of career development 

Building of an organic organizational structure with quick responses

Development of strategic recruiting/publicity activities

 Promotion of research activities, and enhancement of research environment

Global promotion of local contribution activities

Strengthening of practical FD (Faculty Development) and SD (Staff Development)

教育システム・教育体制の再構築テーマⅠ

学習支援体制・キャンパスライフ環境の充実テーマⅡ

Governance reform/management reformガバナンス改革・マネジメント改革テーマⅢ

Enhancement of research/local contribution activities研究・地域貢献活動の充実テーマⅣ

１．新たな教育システムの開発と確立

本学の建学の精神や教育理念、教育内容に共感する国内外の高等学校等とのネットワークを広げ、関係を深めるべく連携強化に積極的に取り組みます。

２．高大接続の推進

充実した学生生活を過ごせる快適で魅力的なキャンパス環境の整備を計画的に推進します。

１．魅力的なキャンパス環境の整備

大学での学びの一環として、クラブ活動等を含め、学生の主体的な活動を積極的に支援します。

２．正課外活動の充実

学生が目標とする進路へ自律的に進めるよう、学生一人一人の進路・就職を早期からサポートする体制やシステムを全学的に整備します。

３．組織的な出口ネットワークの構築とキャリア支援の充実

海外の協定校や研究機関との共同研究の拡充によって外国語大学の特色を活かした研究を推進し、
その成果を国内外へ積極的に発信するとともに、研究環境の充実を図ります。

１．研究活動の促進と研究環境の充実

本学の特徴的な取組みであるコミュニティエンゲージメントを中核とした地域貢献活動を、
世界中の地域社会で展開します。

２．グローバルな地域貢献活動の推進

健全で持続的な発展ができる大学運営を行うため、大学全体の業務が合理的で効率的に行われるよう全学的な組織改革に取り組みます。

１．スピーディで有機的な組織体制の構築

「本学が求める学生」を確保し、本学の目指す教育の質を担保するため、全学的な募集・広報戦略を展開します。

第2期５ヵ年計画（2018-2022）のビジョンである『真のGlobal Universityへの進化・深
化』を実現するために、教職員の意識改革と能力開発に積極的に取り組みます。また、語学
教育成果の世界標準化に向けて、CEFRに対応した授業を全学的に推進します。

２．戦略的な募集・広報活動の展開

３．実践的FD、SDの強化

グローバル時代と成熟した市民社会に求められる地球市民（グロー
バル市民）の育成を追求する本学の独創的な教育システムです。
グローバル・シティズンシップ教育の要素は ①社会的・倫理的
責任（自律、忍耐、自他の尊重と良識、および法の順守） ②コミュニ
ティへの参加（当事者意識の育成） ③ポリティカル・リテラシー
（政治の仕組み、政治活動に必要な知識）です。

グローバル・シティズンシップ教育

世界中の地域・社会活動の場で、コミュニティ（地域社会）の人々と
の協働を通じて、共通する課題解決に取り組むプロジェクトです。
一般的な実習ではなく実社会が学びの舞台となります。困難にも
突き当たりますが、そこに挑戦する意義があります。学生がグロー
バルキャリアを手にするきっかけをつかむことを意図しています。

コミュニティエンゲージメント

外国語を学習している人の言語運用能力を客観的に示すための国際標準
規格です。『ヨーロッパ言語共通参照枠』とも言われ、学習している言語を用
いて「何ができるか」を6段階のレベルに分けて表しているのが特徴で、様々
な言語の運用能力を示す尺度として用いられています。欧州評議会が2001
年に発表して以降、欧米を中心に、外国語教育などで活用されています。

CEFR

ThemeⅠ

ThemeⅢ

ThemeⅡ

Theme Ⅳ

Enhancement of learning support 
system/campus life environment
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第1期 5ヵ年計画（2013-2017）の主な成果
Major achievements of The 5-year Plan: First Stage （2013-2017）

第1期 5ヵ年計画（2013-2017）The 5-year Plan: First Stage （2013-2017）
VISION
－ビジョン－

建学の精神「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

組織・マネジメント

組織機能の活性化
Activating organizational functions

Organizations and management

研　究

特色ある研究の推進
Promoting characteristic research

Research

財　務

財政基盤の強化
Enhancing financial base

Finance

学生支援体制

学生から信頼される支援体制の構築

Student support system

Formulating a trusted support system with students

教育の質

教育の質保証
Educational quality assurance

Educational quality

施設・設備
Facilities and equipment

国際性豊かで快適なキャンパスの実現
Realizing a comfortable campus, rich and varied

in its internationality

〈教育・研究の目標〉 想像力豊かで逞しく羽ばたくグローバル人材の育成

〈経営の目標〉 安心して学び働ける環境の充実

外国語自律学習支援室（NINJA）の設置

●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です。

学生支援体制

Delivering our school philosophy "PAX MUNDI PER LINGUAS (pursue world peace through languages)" 
in Japan and abroad, and developing next-generation leadership

〈Goal of Education/Research〉 Developing global human resources with fertile imagination who will soar in the future 

〈Goal of Management〉 Enhancing an environment where people can learn and work free from anxiety

Student support system

授業外学習機会の充実のためキャンパスの
公共空間を無線LAN化留学生と日本人学生の国際交流拠点

「新4号館の完成」

施設・設備

Establishment of the new No.4 building as an international exchange base 
for foreign and Japanese students

Facilities and equipment

Introduction of wireless LAN 
in the campus public space 
to enhance learning 
opportunities outside classes

Establishment of NINJA 
Learning Center (Navigating 
an Independent Non-stop 
Journey to Autonomy)
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サーバント
リーダーの要素 対話と納得

受容と共感

コミュニティの形成

傾聴と理解

成長への導き

自己の確立

《目指すリーダーシップ像》

［FLP修了生の主な就職先］
日産自動車（株）、アサヒビール（株）、マクセル（株）、
（株）アダストリア、（株）東京システムリサーチ、（株）ECC、
（株）ロイヤルホテル、（学）京都外国語大学 

●Intermediateの語学力（必達目標）
●Advancedの語学力
●外国語での交渉力

●社会人として活躍できる力
●リーダーシップ力
●課題発見・解決能力

4年間の学生の
成長過程を把握し
教育改善へ活用

大学教育再生加速プログラム

学生サポートシステムによる
到達度・成長の可視化

学生サポートシステムによる
到達度・成長の可視化

グローバル社会で通用する
語学力と人間力の養成

課題解決型学習
Project-Based
Learning
の活用

語学教育に適した
反転授業型

アクティブ・ラーニング
の導入

キャリア・スタディ
科目群でのPBL

次世代リーダー育成
プログラム

達成度
自己評価

達成度
自己評価

自己調整
学修支援システム

WEB上でのソーシャル
ラーニングシステム

授業内学修
授業外学修（予習）
授業外学修（復習）

一人ひとりに合った学びの発見と提供

［学生］ ［職員］［教員］

自己分析システム
モニタリングシステム

5291 5164
4398

5627

7899

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

（単位：点）
（注）編入生は除く
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平均796点

分析ソフト等

Webサーバ（Wiki）

SPSS

Tableau

IRレポート

ETL Tool
（Dataspider） IR Databese

［DWH］
（PostgreSQL）

データを自動的に
抽出し、加工して

IRデータベースに投入

ファイルサーバ
Excel

CSV

BI Tool
（Pentaho）

Access

教務基幹
システム
DB

学生サポート
システム
DB

学籍基本情報
システム
DB

・学籍情報
・TOEICスコア
・GPA
・留学・海外セミナー参加

・課外活動
・学習目標・到達度
・入試方式・出身高

データ
抽出・

成形

レポート
自動生成

R

抽出
プロ
グラム

（一
部）

IRシステム概念図

2017年度FLP修了生数  計15名（内、Honors称号3名）
※Honorsの称号は、４年間の活動実績等をポイント評
価し、次世代リーダー育成プログラム奨学金選考委員会
が特に優れていると認めた者に対して授与される。 
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教育の質 Educational quality

科学研究費補助金採択件数1.5倍 （2013年度比）

IR基盤の確立

組織・マネジメント

●データ連携ツールや統合システムを導入し、IRレポートの自動生成やデータ
のオンデマンド提供が可能になり、組織横断による情報の可視化が可能にな
りました。
●第5回データマネジメント賞（アナリティクス賞）を受賞。
※（一社）日本データマネジメント・コンソーシアム（JDMC）主催。データマネジメントにおい
て、他の模範となる活動を実践している企業・機関などの中から優秀なものを選定しデータ
マネジメント賞として募集・応募を行っている。教育機関では初の受賞となる。

外国人留学生の受入れ数1.6倍（2013年度比）

進学ブランド力の向上

●関西エリア「寮や奨学金等が充実している」ランキング第15位
●関西エリア「学生の面倒見が良い」ランキング第7位
●関西エリア「国際的なセンスが身につく」ランキング第11位
出典：（株）リクルートマーケティングパートナーズ「進学ブランド力調査2017」調査結果より
調査対象：関東エリア、東海エリア、関西エリアの高校に通っている
　　　　  2018年3月高校卒業予定者（調査時高校3年生） 計74,000人
有効回答数：7,981名　　集計対象数：6,986名
調査対象校：全国の国公私立大学のうち766校

語学運用力の向上

●2014年度のカリキュラム改訂（初年次でのTOEIC科目の必修化）や外国語自律
学習支援室（NINJA）の設置、 語学教育に適したアクティブ・ラーニングの導入
（APに採択）などにより、語学運用力をさらに伸ばすことができました。

Improvement of language competence

文部科学省の平成26年度大学教育再生加速
プログラム（AP）、「テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）・
テーマⅡ（学修成果の可視化）複合型」に採択

●語学教育に適した「反転授業型アクティブ・ラーニング」の開発・実践
●自律的な学習を支援する「自己調整学習支援システム」の構築
●学修プロセスおよび成果を可視化する「自己分析システム」と客観的な評価
も加えた「モニタリングシステム」の構築

Adopted as "Complex type of Theme I (Active learning)/Theme II (Visualization of learning 
achievements)" for Acceleration Program for University Education Rebuilding (AP) in 2014, 
by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Establishment of IR base

●安定的な財務基盤と研究活動を活発にするため、積極的に競争資金の獲得に
取り組みました。

The number of items adopted as Research Grants increased by 1.5 times (compared to FY2013)

志願者数1.5倍 （2014年度比）
The number of applicants increased by 1.5 times (compared to FY2014)

The number of international students received by increased 1.6 times (compared to FY2013)

Improvement of educational advancement brand power

Organizations and management

教育の質／組織・マネジメント
Educational quality / Organizations and management

次世代リーダー育成プログラム（FLP）の構築

●世界の多様性を受容し、「志」を実現する新たなタイプのリーダーを育成する
選抜プログラムを構築しました。本学ではコミュニケーションや信頼関係の構
築を重視し、組織やコミュニティーのメンバーを支援して、目標達成に導くこと
のできる貢献型のリーダー「サーバントリーダー」を目指しています。

　参加者には入学金免除など各種の経済的支援を行います。

Formulation of Future Leaders Program (FLP)

▶卒業時のTOEICスコア
　TOP80の平均 （英米語学科）

▶入学時から卒業時までの
　TOEICスコアの伸びの平均 （英米語学科）

▶外国人留学生数の推移

▶大学の志願者数推移

センター試験利用

一般入試

公募制推薦

その他 特別入試

■
■
■
■

留学生別科

短期留学

大学院

交換留学

大学（外国語学部）

■
■
■
■
■

※交換留学には指定受入留学含む
※短期留学の内訳は、短期日本語研修とKyoto Japanese Summer Experience

採択件数－2013年度
－2017年度

20件
30件



〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6
TEL：075-322-6710 　FAX：075-322-6751
http://www.kufs.ac.jp/

総合企画室

学　長

5ヵ年計画策定委員会

学 部／学 科 部 署 等

策定ワーキンググループ

各種委員会
ワーキンググループ等

5ヵ年計画実施委員会 5ヵ年計画評価委員会
計画の実施に関する
意思決定機関

計画の評価に関する
意思決定機関

報告

報告 報告

指示指示 指示
助言
指摘
評価

指示
提示

連携 連携


