
（様式２） 

２ 取組について 

（１）取組の概要 

京都は国宝・重要文化財の多くをかかえ、歴史的にも海外の文物を積極的に取り入れて、  
これを練磨し熟成することにより、独自の優れた文化を創出し、現在も日本文化の中核で

あり続けている。本学はその京都の観光振興の分野において、本学の教育・研究活動の目

的を踏まえ、地元である京都市と連携協力するための協定を本年６月に締結した。（資料１） 
この取組は、「文化の翻訳・翻案」という新たなコンセプトにより、多言語で京都を表象

（新たな京都の創造）し、多様化した社会に供することによって地域への貢献を図ろうと

するものである。具体的には、京都の文化と伝統を比較文化の視点から研究し、本学で開

設している学科の７言語でその研究成果をまとめ蓄積し、多言語データベースを構築して

情報を発信する。その他、観光案内機能の充実、海外からの観光客誘致、国際交流推進事

業等の分野においても協力を行うことにより、京都の活性・発展に寄与するものである。  
 

（２）プログラムとの適合性 

１) 実施の動機と背景、連携協力の内容 

京都地域で唯一、日本語を含め８言語を教授し、諸外国の文化圏について豊富なデータ

と交流実績をもつ外国語大学として、地域社会の発展と振興に人的物的資源を提供するこ

とは、社会的な使命であり、地域の知的創造拠点として本学が存続していくための重要な

条件の一つであると考えている。  
国際文化観光都市である京都市は「京都市観光振興推進計画～おこしやすプラン２１～」

を策定し、一層の観光振興を図ることを重点政策としている。そこで本学が外国語大学と

しての特性を活かした連携協力のあり方を学内で検討した結果、京都の観光振興に積極的

に貢献できるこの取組を実施することになった。  
この取組は、本学の特色である言語習得と地域文化研究を、学生により実践的に展開さ

せ、その資質向上を図ることと、地元の京都への地域貢献をどのように果たせるかを考察

した結果、「文化の翻案」という新たな発想をもって、それを具体化するものである。  
そのためには、研究領域においては、京都という複合的表象をさまざまな言語を駆使し

て表現することを通じて、価値観や感覚といったものの異同を明らかにし、それが成り立

つ仕組みやそのシステムを解明する。教育領域においては、上記プロセスを実践的形式に

よって学生に学ばせることで、それぞれの専攻語地域に関する諸事象ならびに文化システ

ムについて理解を深めていく。これらを基にしての具体的な連携協力の内容については、

次の発信型と受託型の２つに分類できる。発信型は本学が主体的に展開し、受託型は京都

市側の依頼に基づき実施する。  

発信型の取組  
① 京都に関する多言語データベースの構築、公開 

② 多文化交流のための教育推進 

③ 国際姉妹都市との交流事業への参画 

受託型の取組  
④ 社寺等の説明立札（駒札）の翻訳 

⑤ 海外プレス等の取材への語学ボランティアの派遣 

⑥ 海外からの日本語研修の受け入れ 
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２）取組の独創性 

この取組には、外国語による京都の観光情報等の発信や、京都を訪れる外国人のための

通訳やガイドなどの役割を担うことで観光の活性化に役立ち、学生にとっても、実践的に

履修言語を活用できるという利点がある。しかし、その程度のことは、行政や観光産業が

既に行ってきたことであり、また、本学でも学生のクラブ等の自主的活動や教員個人によ

る諸活動、本学の国際交流協定校への情報提供などを通じて実施してきたことである。  
この取組における新たな発想とは、「文化の翻案」である。（資料２）これまでの京都の

紹介は、「伝統」、「歴史」といった独自性・固有性を強調し、それを受け入れる者のみに開

かれた情報提供が主であった。この戦略は、オリエンタリズム的な発想で京都を眺める欧

米人には効果があり、国内的には日本文化の中心ということから多数の人々に影響を及ぼ

すことができた。しかし、それ以上を望むのであればこれに新たな発想を加えなければな

らない。それは、今日まで日本･京都を知る機会のない者へ、われわれ日本人が見せたいも

のではなく、彼ら外国人が見たいものを発見・提示し、興味を喚起することである。  
これは、われわれの「もの（文化=表象）」を、われわれの考え方や価値観に沿って示す

のではなく、外国人のそれに応じた形に置き換えることなのである。  
このことは文学の翻訳に類似する作業であるといえる。しかし翻訳と異なるのは、対象

が「文化」になることである。これまでは、文化の固有性を犯してはならないという暗黙

の了解があり、翻訳にみられる改変自体まったく考慮されなかった。しかし、多様性を受

容するポストモダンの中では文化は固有のものではなく、語られる場によって規定された

一時的な表象と考えられるようになってきたのである。  
このような考え方を理論的基盤として、京都情報が受信されるそれぞれの言語圏の文化

的特性に合わせて、京都の文化を翻案し提供するという、これまでとは異なる京都の情報

提供のかたちを構築することで、新たな観光等のマーケットを開拓し、地域貢献に役立て

るものである。  
３）学生と教職員の捉え方 

この取組の実施にあたっては、地域に開かれた大学のあり方について教職員に共通する

認識のもと、学内に「地域プロジェクト KANKOH」を結成し、計画の遂行にあたってい
る。メンバーは、プロジェクト全体のコーディネータ、今年度から教育課程の中で開講す

る「京都文化論」の担当教員、「京都研究プロジェクト」の指導教員、教務部・国際交流部・

学生部・マルチメディア教育研究センターの担当教職員で構成し、全学的な支援体制を確

立している。  
比較文化の視点から研究を行う「京都文化論」は、複数の専任教員をコーディネータと

して配置し、文化の翻案という共通の認識の基に、専門・教養を担当する専任教員と各界

から招く講師のリレー形式で授業を行う。また、学生の研究成果を多言語で発信する「京

都研究プロジェクト」では、７学科の外国人教員が個別指導できる体制を取り、学生の研

究活動を支援していく。これら授業科目は、発信型取組である京都に関する多言語データ

ベースの構築の基となるもので、京都の観光振興に貢献する一つの試みとして、旧来の学

問分野の枠を越えて学際的に開講されるものである。 

この発信型取組は何よりも学生の主体性を尊重するものである。「学びを活かせる場」の

提供により、学生には「学び」の社会的使命を自覚させ、地域貢献活動に参加するやりが
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いと喜びの体験を通して、自らの目標に向かって進む意欲を涵養するものである。9 月の

開講に先駆けて 7 月に行った説明会に多数の学生が参加したことは、学生の関心の高さを

示しており、実際にかなりの学生が参画するものと思われる。 

また、受託型取組の一つである海外プレス等の取材への語学ボランティアは、京都市か

らの依頼に対して円滑に対応できるよう登録制とするが、すでに語学研究会等の文化系ク

ラブとアジア地域の留学生から協力の申し出があり、多数の登録者が見込める状況である。 

以上のように、準備段階ではあるが学生の反応も良好で、学習支援体制も確立されてお

り、地域貢献事業として有効な取組になると確信している。 

４) 本学の建学の精神との連関性 

本学の建学の精神は「言語を通して世界の平和を」であり、教育目標は「高度な語学運

用能力により異文化理解を深め、広い視野と豊かな見識及び感性を持ち、的確な判断力と

行動力により世界の恒久平和の構築に寄与しうる人材を育成すること」である。今回のテ

ーマとする「多言語で京都を発信する」は、京都を訪れる多くの外国人が、自然、歴史、

伝統、文化、産業を触媒とした、市民との触れ合いや交流を通して、相互の文化、国民性

に対する理解を深め、ひいては国際相互理解を促進させることをめざすものである。この

意味において本取組は、本学の建学の精神と教育目標を具現化することであるといえる。  
 

（３）実現可能性（具体的な実施能力） 

この取組は官学連携による観光振興であり、国内外からの観光客を増やすことに学生と

教職員が一体となって貢献するものである。京都市では「京都市観光振興推進計画～おこ

しやすプラン２１～」を策定し、平成 17 年までに実施又は着手する施策・事業を掲げ、平

成 22 年には「5000 万人観光都市・京都」の実現をめざしている。その中で海外からの観

光客数の目標値は示されていないが、目安として京都市内に宿泊した外国人客は平成 15

年度に約 45 万人であり、比率配分すると 50 万人をめざすこととなる。（資料３）  
またこの取組を通して、本学学生には日本を代表する文化遺産を多く持つ京都で、外国

語と異文化を学び、比較文化の視点から「京都文化」の研究と多様な観光振興に関わるこ

とによって、独自のアイデンティティーを確立させるとともに、国際人としての資質能力

を養うことを目標とする。その目標達成するためには、発信型と受託型の取組一つ一つを

軌道に乗せ、成果を上げていく必要がある。それぞれの取組の実現に向けた目標、計画、

実施体制等については次の通りである。 

１) 京都に関する多言語データベースの構築、公開 

本学においては、比較文化の視点から京都文化・伝統産業を研究し、英語・イスパニア

語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・中国語・イタリア語等により研究成果を蓄積

し、多言語データベースを構築する。平成 17 年度から研究成果を順次 WEB 上で公開し、
京都市の観光文化情報システムとリンクし、京都に深い関心を持つ外国人の情報源として

活用できるようにする。（資料４）  
その実現に向けて、本年 9 月から教育課程の中で開講する「京都文化論」では、京都市

産業観光局、商工会議所、経済同友会等から講師の派遣や紹介を継続的に受け入れること

になっており、学生の京都文化に対する認識を深め、祭、行事、伝統工芸、伝統芸能、文

化財についての専門的知識を身に付けさせる。また、「わび」、「さび」、「みやび」といった
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日本の精神文化についても研究対象となるような授業を展開する。個人の研究成果を専攻

する言語でまとめる「京都研究プロジェクト」では、受講者には原則として「京都文化論」

の受講を義務付け、この取組の趣旨に沿った研究成果をまとめさせる。  
「京都文化論」に配置する科目コーディネータと、「京都研究プロジェクト」でチュータ

ーとして個別指導する７学科の外国人教員とで、定期的に意見・情報交換を行い、正確で

充実した内容の研究成果を公開できるよう、きめ細かな学習支援体制を確立する。 

学生の研究活動の形態は個人あるいはグループを基本単位とし、各々の研究成果が発信

されるまでの過程を、デジタルポートフォリオとして学内の研究用データベースに登録す

る。そして、コーディネータ、チューターが進捗状況を把握し、適宜指導を加え、十分な

成果が達成された段階で公開を承認し、学外へと発信するグループワーク支援システムを

構築していく。  
 
 
 

デザイン、文章作成
情報収集

ディスカッション

デジタルポートフォリオとして研究
成果を多言語データベースに蓄積

科
目
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

進捗の
把握

審 査 ・ 公 開 の 承 認

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助言・指導

京都文化論
京都研究
プロジェクト

チ
ュー
タ
ー

言語訳の添削

言語・文化的

背景の助言・指導

WEB公開

研究の対象は、活用頻度を考慮して、初年度は観光客の動向統計に基づき観光客が多く

訪れる社寺等の上位 10 位（資料５）を中心に多言語で成果を蓄積していく。平成 17 年度

以降の研究対象は、祭、行事、風俗、もてなし、伝統芸能等を学期ごとにテーマを決め、

統一性を持った研究成果を多言語で蓄積して、審査のうえ WEB 上で公開する。  
「京都文化論」・「京都研究プロジェクト」には、現時点で 100 名を超える仮登録者があ

る。9 月の登録時にはさらに増えることが予想され、初年度の研究成果を発表するには十

分な人数が確保できると判断している。また、語学関係の研究会や、華道、茶道、能楽等

日本の伝統文化、芸術を活動内容としている文化系クラブ員にとっても、自分たちの専攻

する言語で活動を発表する場として活用できるよう、研究成果を単位認定できる制度とし

ている。これは正課と課外活動を接続させる新たなプログラムである。  
２) 多文化交流のための教育推進 

京都をあげての観光振興の推進には、市民一人一人がもてなしの心を持ち来訪者と交流

する市民参加型の受入れが必要である。特に外国人旅行者の受入れにあたっては、彼らを

特別な存在と考えるのではなく、外国人と接することをごく自然なこととして捉え、相互

理解の立場に立って温かく迎え入れることが、世界に開かれた観光都市としての必須の要

件である。多文化交流を促進するための取組として、先ず市民の外国文化理解と、外国語
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によるコミュニケーション能力の育成が必要であり、本学は異文化理解の学習機会の提供

をする。また、小・中学校、高等学校において「総合的な学習の時間」等での国際理解へ

の教育にも積極的な支援を行っていく。  
市民に外国文化等に関する理解を浸透させることを目的として、JR 京都駅前にある京

都市大学のまち交流センター（キャンパスプラザ京都）において、市民も対象とした「地

球の異文化理解」の講座を提供する。平成 16 年度の対象エリアについては、京都市がアジ

アに重点をおいた観光ミッションを実施していることから東アジアの地域とし、平成 17

年度以降に順次、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカの地域を対象として、多文化交流に

必要とされる知識を修得するための学習機会を提供する。  
京都市の小・中学校、高等学校における国際理解への教育については、平成 15 年度に京

都市教育委員会と包括的な協定を結び、また、本学周辺地域の小学校との間では外国人留

学生を中心にした異文化理解プログラムや、外国の様子を身近なテーマでわかりやすく学

ぶことのできる「夏休みこども教室」の実施等、国際理解を深めるための教育貢献を平成

10 年度より行っており、今後もその実績を基に、さらに内容を充実し継続していく。  
３) 国際姉妹都市との交流事業への参画 

京都市が提携する国外 9 つの姉妹都市の文化等を紹介する公開講座等を実施する。特に

姉妹都市提携の節目の年の記念事業は、展示会、セミナー、シンポジウム、文化フェア等

の関連友好イベントが開催され、国内外の観光振興にも大きな効果が期待される。本学で

は語学ボランティアの派遣等、これらの行事を側面から支援するだけでなく、本学独自で

開催するシンポジウムや姉妹都市の言語、文化等の学習機会を広く提供していく。 

平成 17 年は京都市とイタリアのフィレンツェ市との姉妹都市提携 40 周年にあたり、「京

都・フィレンツェ」をテーマにさまざまなイベントや、共同の PR・プロモーションが広く

展開される。本学においても日本経済新聞社と共催でシンポジウム、学術講演会、セミナ

ーを開催するとともに、元ローマ日本文化会館館長を講師とする「イタリア文化」につい

ての市民講座を開催し、記念事業を盛り上げていく。 

４) 社寺等の説明立札（駒札）の翻訳 

京都市は、約 470 ヵ所の名所に設置している立札の説明文に、英語・中国語・ハングル

での併記を計画し整備している。（資料６）本学では留学生の日本語授業の教材としてこれ

らを活用し、留学生にそれぞれの母語に翻訳させる作業を通して、ことばの由来などを正

確に把握させ、日本文化に対する理解を深めさせる。最終的には英語・中国語・ハングル

を担当する教員がそれらの説明文が間違いのない翻訳かどうかを確認し、京都市の観光案

内機能の充実に協力する。京都市から依頼は年間 10 本程度の予定である。  
５) 海外プレス等の取材への語学ボランティアの派遣 

京都市では海外からの外国人観光客の一層の誘致を図るため、海外の旅行エージェント

やプレス（テレビ局・新聞社・雑誌社）関係者等を招致している。この取材に対する通訳

補助に学生ボランティアを派遣する。  
平成 15 年度に京都市が招請し、取材のために入洛した海外プレス等は 14 カ国・地域の

51 社であった。そのほとんどが本学の開設学科の言語と第 2 外国語で開講する言語で対応

でき、また本学の外国人留学生・海外帰国子女の学生と協同すれば十分に対応可能である。  
本学の学生の語学運用能力については、習熟度別クラス編成での少人数教育を徹底して
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おり、大学での初習言語であっても 2 年以上学べば通訳補助をするだけの能力を修得し、

京都に関する知識も「京都文化論」を継続して開講することにより海外プレスの取材にも

対応可能な人材を確保できる。また、課外活動において外国人に京都をガイドする Free 
Guide Club は、休日には名所旧跡に出かけボランティアでガイドを行っており、長年にわ
たって受け継がれてきた経験をもとに、海外のプレスに対応できる素地を持っている。  
現在、語学ボランティアを募集し登録を行っており、9 月以降京都市からの依頼に基づ

き派遣できるよう準備を進めている。  
６) 海外からの日本語研修の受け入れ 

 本学は海外からの日本語研修や、歴史と伝統に育まれた文化や産業に直接触れ、奥深い

京都の魅力を体感させる機会を数多く提供していく。 

 その例として本学は、平成 2 年からベルリン日独センターと共催で「欧州青年夏期日本

語集中研修」を行っている。このプログラムはヨーロッパ各国からの参加者に対して 3 週

間、日本語の学習、書道、茶道、座禅の実習、京都の名所等の見学を通して、京都への理

解を深めさせるものである。その他、多数の国際交流協定大学との「短期日本語集中プロ

グラム」を毎年受け入れており、様々な国からの受入れに関して豊富な実績がある。体験

型観光の振興において京都市から依頼があれば、対応は常時可能な状況にある。  
 
（４）教育の社会的効果等 

１）計画の構成と学生の参画 

この取組において、本学の建学の精神に基づく教育・研究活動と、京都市の都市活力の

創造とは「京都のまちの発展」という同一の目標を目指しており、そのことが大学にとっ

ては地域貢献、京都市にとっては観光振興へとつながっている。観光振興は、次のような

波及効果が見込め、京都の活性と発展に大きな  

経済の活性化経済の活性化経済の活性化経済の活性化 文化の文化の創造創造文化の文化の創造創造

交流の促進交流の促進交流の促進交流の促進
魅力的な魅力的な

まちづくりまちづくり

魅力的な魅力的な

まちづくりまちづくり

観光振興観光振興

可能性を秘めているといえる。  
①  京都経済の活性化に寄与する。  
②  新しい文化の創造となる。  
③  魅力的なまちづくりを進める原動力となる。  
④  国内外との交流を促進し相互理解を深める。  
本学の地域貢献は、主に多言語による京都に関する情報の発信である。本学学生にとっ

ては研究成果と学習成果を直接地域貢献に反映させることができ、意欲と参画する喜びを

実感し、ひいては学生の主体的研究を促進するものである。  
そして、この取組は学生時代を京都の地で暮らし、この地域貢献を通して得た経験が自

己のアイデンティティー形成にも役立ち、さらにその内容がリレー形式で後輩に引き継が

れ成果が蓄積されていくシステムを作り上げていこうとするものである。  
２）新たな価値の創造 

京都の観光情報については、伝統性や固有性を重視するため、それらを適切に理解して

もらい、その価値観をそのまま受容してもらうために行政サイドでは努力を重ねてきたと

思われる。日本人の心をあるがままに知ってもらい、日本人と同じように考えることがで

きるように、という意図のもとに行われてきた情報発信の形にも大きな意味はあったが、

これからの観光振興にはこれに加えて新たなる発想が必要である。  

   8 



観光を産業としてとらえれば、京都には豊富な文化資本があり、それはまた京都を構成

するさまざまな要素により成り立つ重要な資源であることはあきらかである。これまでも

京都にある文化資本は観光資源として役立ってきたが、今後その価値をさらに高めるため

にはさまざまな工夫が必要である。市場のニーズに応えることができなければ、その有用

性は消失してしまい、これまで文化という概念に付与されてきた価値の独自性や固有性と

いった部分は、それをそのまま受容してくれる人々がいなければ、資源としては全く無価

値なものになってしまう。  
京都の文化資本を一つの資源／商品と考えるならば、それを売れるものにしなければな

らない。これまでは、固有性や伝統性をセールスポイントとする経営戦略により商品化に

成功し、その有用性は今なお継続しており、この路線を放棄する必要はまったくない。し

かし、観光のマーケットが欧米の地域からアジアをはじめとする広い地域に拡大している

現状を考慮し、また更なる集客を求めるのであれば、観光情報の提示等において、新たな

切り口による商品開発が必要である。この取組はその商品化のためのパイロットプラント

的な役割を果たすものであり、これを土台とするさまざまな応用は京都観光の振興へとつ

ながるものである。  
 

社寺
伝統芸能
祭・行事
もてなし

観光産業
旅行業

宿泊業

運輸業

伝統産業

「文化の翻訳・翻案」 多言語で京都を発信

新たな価値の創造

観
光
振
興

京都市と市民

と大学のコラ
ボレーションに
よる情報発信

京都の文化資本京都の文化資本 資源として加工資源として加工 メッセージの伝達メッセージの伝達

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このような考え方に基づいた京都に関する情報の再編成は、当該言語によりその当該地

域の文化理解を図る研究・教育を行っている本学でこそ可能であるとはいえ、当該言語の

文化的コンテクストに沿った形での情報提示といったものは、どの大学でもその基盤を整

えさえすれば応用が可能である。そして、それぞれの言語圏における文化的特性に対応し

た形で情報を再構成（翻訳・翻案・それによる新しい創造）するという作業を通じて、文

化コーディネータというような人材の育成ができるのである。これまでの文化研究は、教

養的なものとみなされ、経済的な実用性に欠けると思われてきたが、ここに実利性を兼ね

備えた文化教育研究という新たな地平が拓けているのである。これは伝統産業に関しても

当てはまり、その情報を再構成して世界に伝えることで、全く新しい商品を生み出す可能

性を秘めているものである。  
日本は外国人旅行者の受入れでは国際競争力が低く、観光に関する国際収支は 3.5 兆円

の赤字で、著しく不均衡になっている。受入れ者数は世界各国と比較すると 35 位の水準で、

欧米諸国のみならずアジア諸国の中でも劣位にある。  
観光は、旅行業、宿泊業、運輸業にとどまらず地域の飲食業、みやげもの販売を含む小
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売業、アミューズメント業、広告業、さらには農林水産業、製造業等あらゆる産業に利潤

をもたらすものであり、地域経済に与える影響は多大なものがある。  
地域に外国人旅行者を順調に増加させていき、伝統産業の再活性化の道筋をつけること

で、地域経済も活性化し、新たな雇用も生まれてくる。また日本には、日本の伝統文化と

産業を継承している小京都と呼ばれる地域が全国には多数ある。これらの地域は観光振興

を重点政策としており、本学の官学連携によるこの取組は、小京都にある他大学の当該地

域貢献の試みにとって模範となると考える。さらに、この取組を発展させることによって、

外国語学部以外の人文系の大学であっても、あるいは、小京都以外の地域であっても観光

振興という政策の中で汎用も可能である。  
 

（５）評価体制等 

この取組は、大学の教育・研究を地域貢献に活かすもので、教務委員会において企画・

立案し、学科長会議において意見聴取および調整を経て、教授会で審議決定し実施してい

る。学内ではこのような取組に対して、合宿形式での専任教員研修会・授業科目担当者セ

ミナー等の一連の FD 活動や、学生による授業評価アンケートを通して評価を行っている。

研修会等で洗い出された問題点については、実際に教育現場に反映できるよう、学長所管

の各種委員会において迅速に検討し、実行できる体制を整えている。また、学生の研究成

果の活用やボランティア活動、国際交流事業等、内容が多岐にわたっており、内部･外部評

価等によって改善が必要とされる場合は、教務・国際交流・学生指導委員会において個別

または合同で対応策を検討するシステムとなっている。  
 Ｐｌａｎ

教務委員会

学科長会議 教授会

ＤｏＤｏ

学生個々の学習・研究成果を

活かした観光振興

「多言語で京都を発信」

Ｃｈｅｃｋ

・行政側の担当者・交換留学

生の審査への参加

・観光地でのアンケート調査

・他者評価の導入

Ａｃｔｉｏｎ

Ｆ.Ｄ. 教務委員会

国際交流委員会

学生指導委員会

地域プロジェクト
ＫＡＮＫＯＨ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

今回この取組では、官学連携による観光振興であり、京都市産業観光局に毎年進捗状況

を報告するとともに、行政側の担当者および本学で学ぶ交換留学生に研究成果の審査に加

わる機会を設け、研究活動に対しての評価を得ながら点検に努める。また、外国人観光客

に実際に発信した内容について、観光地でのアンケート調査を実施し、評価の参考とする

とともに、内容を検証するためその結果を学生にフィードバックする。このように、多角

的に評価を受けることでこの取組の精度を高めていきたい。  
本学では、目的達成のための評価体制として Plan－Do－Check－Action というサイク

ルシステムを取り入れ、組織的な支援体制も整えている。この取組にする評価機関につい

ては、成果が表れる来年度に京都市産業観光局と国際化推進室、京都経済同友会等を中心

に組織化し、そこでこの取組の方向性について、あらためて検証する。  
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