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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―

はじめに
　学校法人京都外国語大学の創立70周年にあたる
2017年を、本学の「建学の精神」を具現化し、実践するた
めの新たなる出発の年とします。

　科学技術の発展は、21世紀に入りますますその速度を
増しています。これらの発展は、人類が抱えていた問題の
多くを解決しましたが、同時に新しい問題をもたらしました。
たとえば、地球規模で広がる資源の枯渇、環境の破壊、
絶対的貧困、地域間の格差などがそれであり、これらの
問題は今や人類の存続すら脅かしています。
　また、近年のグローバル化により相互依存度が深まる
一方で、文化や価値観の違いが様々な問題を引き起こし
ています。なかでもそれらが引き金となり世界各地で
発生する多発テロ事件を目の当たりにする時、「平和」の
大切さ、すなわち「言語を通して世界の平和を」という
本学の建学の精神がいかに大切であるかをあらためて
思い知らされます。私たち大学人は、人類の未来のため
にそれぞれの分野で培った力を駆使して、これらの問題
解決に貢献していく責任があります。

　加えて、日本国内に目を向けますと、少子化に伴う大学
の生き残りをかけた競争の激化と、高等教育界の再編の
動きがその速度を増しています。「伝統と革新、それに
発展のダイナミズムを内に備えた特色ある大学」という
新しい京都外大像を打ち立て、その目標に向かって邁進
することは、2017年に創立70周年を控えた私たち教職員
にとって焦眉の課題であります。

　その意味で、京都外国語大学・京都外国語短期大学
（以下、本学と略記）のこれから進むべき方向を皆様に
理解していただくことが先決だと、私は考えます。なぜ
ならば、平和に貢献する未来志向の大学として、本学が

社会的使命を全うするためには、在学生、卒業生、教職員
の皆様方の熱き心なくして、一歩も前には進めないと
考えるからであります。

着想の背景
　本学は、崇高な建学の精神の下に、次の三つの要素を
併せ持つ特色ある大学であります。
❶全力を投入して「外国語を教える日本人および外国人
　教員の存在」
❷懇切丁寧に「教養科目を教え指導する教員の存在」
❸ピカ☆イチ・プロジェクトで採択された活動やピア・
　サポートなど「献身的に奉仕活動する学生の存在とそ
　の活動を支える教職員の存在」

　私たちは、これら三つの要素が本学の教育を支え、
その発展に大きく寄与してきたと自負しております。
しかし、これらの要素は、これまでは一つのシステムと
して必ずしも体系化されてきたとは言えず、むしろ互いに
分離・独立し、ばらばらの状態でありました。そのため、
本学の長所と特色が十分に活かされてきませんでした。
　一般に大学には二種類のミッションがあると考えられて
おります。一つは新しい知、新しい価値を創造すること、
もう一つは目的の遂行、すなわち「役に立つ」ものを
生み出すことであります。そして、これら大学のミッション
を追求する中で、私たち大学人は未来の人材を育成する
のであります。

　大学の個性化や教育目的の明確化が強く求められる
今日、従来の伝統に根ざした手法だけでは、変化する
時代の要請に十分に応えられないのではないかと思わ
れます。そこで、私は、本学の特色である三つの要素が
有効に活かせる仕組みや構造を考えられないだろうか。
それができれば、本学のミッションとその行程がより
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strong sense of social purpose, envisioned in our motto “World 
Peace through Languages”, shapes all of our foreign language 
study as well as our study in the content-centered humanities 
and social science courses. Classroom lectures and co-curricular 
community engagement projects will create a virtuous cycle of 
learning driven by heightened student motivation.

Through PAX MUNDI community activities, we can enhance 
foreign language communication skills at the same time as 
we nurture the development of broad world views and add 
philosophical coherence to the humanities and social 
sciences courses. We will clarify the purposeful links 
between university study and civil society.

We aim to nurture responsible compassionate citizenship at 
home and abroad. In countless small steps, our students are 
expanding their  social  networks to include people 
everywhere who live to make our world safe, just, and joyful.

I believe that we are now witness to a transformative 
development ‒ the growth of a transnational civil society on a 
global scale. The best way we can celebrate our 70th 
anniversary is to enhance our credibility within our own 
community, with our partner universities, and with the general 
public as a university that offers superior education. We expect 
that our three-pillar curriculum will become turning points in 
students’ world views. Our graduates will be life-long 
independent thinkers, self-regulated learners, and people willing 

to step forward and take the initiative in problem-solving 
ventures. We will salute our graduates as compassionate global 
citizens in communities that include people of different races, 
religions, ethnic groups, and nationalities.

I hope that you will understand the rationale of the three 
pillars of the new direction we will take. Let’s be good role 
models for each other. Students, Alumni, Staff and Faculty ‒ on 
one team we share one purpose. The ‘PAX MUNDI PER LINGUAS’ 
mission is needed today more than ever before. It begins with 
the development of our own ‘peace of mind’ as individuals 
and as a community.

Listen to this advice from Harvard College physician, Atul 
Gawande, for people who dream of change in the way 
human bodies are healed, kept healthy, and made resilient: 
“Better is possible. It does not take genius. It takes diligence. 
It takes moral clarity. It takes ingenuity. And above all, it 
takes a willingness to try.”

Together,  let  us revital ize our commitment to our 
university’s vision: Peace in the World through Languages. 
We wil l  succeed, one step at a t ime, in making our 
educational infrastructure healthy and resilient upon the 
strength of the three pillars of our curriculum ‒ Foreign 
Language Training and Education, Humanities and Social 
Sciences courses, and the PAX MUNDI Projects. Please join 
me in this exciting venture. Are you willing to try?



はっきりと可視化されることになり、また、学生および
教職員の全てが、大学コミュニティの一員として当事者
意識を抱きながら、「学びがいのある、働きがいのある
京都外大」という共通の目標に向かって確かな一歩を
進む手助けになるのではないかと考えたのです。
　では、どのようなコンセプトの下に組み立てれば、一つ
のシステムとして有機的に体系化された大学となるの
でしょうか、ここで、そのデザインを考えてみたいと思い
ます。

本学の進むべき方向
　本学の三本の柱は、❶少人数制による「多言語の外国
語教育」であり、❷「教養（Liberal Arts)教育」、そして
❸社会貢献活動を通しての実践型学習、すなわち「PAX 
MUNDI Projectという名のCommunity Engagement 
Initiatives」です。これらの三本の柱が一つのシステムと
して体系化され、それらがあざなえる縄のごとく補完し
合う教育を提供する大学、そして「グローバル・マインド」
をしっかりと身につけた卒業生を世に送り出す大学を
目指すことが本学のこれから進むべき方向だと、私は考
えます。（イラスト①を参照）

次に、三本の柱について今一度詳しく説明します。
❶【多言語の外国語教育】
　今日、グローバル社会において他者に対する誤解や
不信感を抱かせる原因の一つが言葉の壁であり、私たち
人間のコミュニケーション力の不足にあると言われて
おります。
　本学での外国語教育と学習の目標は、幅広い国際
感覚と柔軟性、それに高度な外国語運用力に裏打ち
されたコミュニケーション力を身につけることであります。
　具体的には、①文章力、②伝達力、③説得力、④発表力
を養うことです。それには語彙の豊かさ、文法の正しさ、
用語の的確さ、文章の明晰さ、無駄のなさなどが求め
られます。
　京都外国語大学には、八つの言語の学科と国際教養
学科、京都外国語短期大学にはキャリア英語科があり
ます。英語のみならず世界の様々な言語を学び、自分の
考えや意見を相手に的確に伝える能力を養っています。

❷【教養（Liberal Arts) 教育】
　教養教育の授業科目は、文系と理系の二つの領域に
またがっています。
　教養教育には、どちらかといえば論理を基礎として
物事を理解する方法（科学、自然科学、社会科学、数学、
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論理学など）、もう一つは、感性を養いつつ理解する方法
（文学、美学、各種芸術など）があります。
　授業などの座学を通して、自分の意見や思いを自分の
言葉で理路整然と説得的に語れるよう鍛錬する、すな
わち思考力や発信力を磨くのが教養教育の目標です。
　たとえば、法学部の法学に関する教育の目的が、学生
に「専門知識」を身につけさせること（To Know Everything 
about Something）であるのに対して、本学の教養
教育の法学に関する教育の目的は、学生に「一般的な
教養」を身につけさせること（To Know Something about 
Everything）にあると、私は考えております。
　いずれにせよ、大学教育において専門性の追求と、
人間に求められる普遍的価値観のバランスをはかる
ことが、本学の教養教育と言えます。

❸【PAX MUNDI  P ro jectという名のCommuni ty  
Engagement Initiatives】
　Community Engagement Initiatives は、社会貢献と
実践型学習を組み合わせたサービス・ラーニングであり
ます。社会貢献とは、「高等教育機関が様々な活動を通し
て行う市民社会への貢献」であり、大学の第三の役割と
も言われています。一方、実践型学習は、学生の可能性
を引き出す（education の語源となったex ducereという
ラテン語の本来の意味）ための優れた教育法であり、ま
た学際的な好奇心と学習を促す学習法であります。その
意味において、Community Engagement Initiatives は、
学生の可能性を引き出す機会を提供する社会貢献活動
であると言えましょう。

　Community Engagement Initiatives には二つの役割
があります。一つは、本学の外国語教育と教養教育を
橋渡しし、両者をしっかりと繋ぎあわすブリッジの役割
です。もう一つは、「座学」と「実践」の橋渡しです。学生
に学内での「座学」を通して得た語学力や教養教育の
成果を学外および海外で活用・「実践」する機会を
提供します。それを別の言葉で表現すれば、学生は、
Community Engagement Initiatives、つまり本学で言う
ところのPAX MUNDI Project に参加することにより、
学問分野を超えた様々なスキルを身につけ、建学の精神
を学外および海外で実践することになります。

　このようにして学生は、Community Engagement 
Initiativesの経験を何度か繰り返すことにより、らせん
状の階段を上るように自然とグローバル・マインドを身
につけることになります。
　学生は、PAX MUNDI Project を通して他者と協働する
能力、他者とコミュニケーションをはかる力、周囲の仲間
へ配慮する力、仲間を巻き込む力、仲間の話を聴く力な
どを身につけます。そして、異なる文化的背景を持つ課
題や問題について国際的な場で積極的および建設的
に議論する術や国際的なチームワーク力を、ブレーン
ストーミングやチーム・ディスカッションを通して身に付け
ます。それらの経験は、かならず進学や就職のために
大いに役に立つことでしょう。

育成すべき人物像
　私たちは、「言語を通して世界の平和を」という社会的
目的意識を強く抱き、言行一致・知行合一の教育（建学の
精神とPAX MUNDI Project の実践）を行い、世界市民の
育成に励みます。ここでいう世界市民とは、一市民として
国家・民族の枠を超える視座に立って世界情勢を
把握し、海外の多くの人たちと対等に交流を図れる人を
指しています。

　学生によるPAX MUNDI Project は、世界各地に点在
する「忘れられた人々」に暖かい手を差し伸べる活動で
あります。「与えよ！さらば与えられん」と言われるように、
PAX MUNDI Projectを通して「手を差し伸べること」は、
「受け取り、学ぶこと」でもあります。
　本学の学生は、国内および海外において「建学の精神」
の実践を通して外国語を学ぶ目的と意義をはっきりと
認識し、学習意欲をさらに高めていきます。同時に学生は、
PAX MUNDI Project を通して教養を身につけることの
目的と意味を再認識し、学習意欲をさらに高めていくこと
になる、と私は考えています。この過程、すなわち「座学」
と「実践」のスパイラルな往還を何度か繰り返すことに
より、学生は自然と「グローバル・マインド」を身につけた
人間性の豊かな人に成長していく、と考えます。

　このCommunity Engagement Initiativesの活動自体
は小さなステップではありますが、学生は、この活動を
通して他国の人々とのネットワークの輪を着実に広げ、
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In the 21st century, progress in science and technology is 
moving faster than ever before. While scientific and 
technological development has helped solve various problems, 
it has also brought new global challenges that transcend 
national borders. Our precious natural resources have been 
depleted, the global environment has been degraded. The 
problems of extreme poverty have not yet been solved. 
Regional economic gaps are a threat to world peace. The 
survival of the human race is at risk. I believe that it is the 
responsibility of the international university community to work 
to overcome these challenges for the sake of future 
generations. To this end, we must make full use of the 
knowledge, skills, and talents that we have developed in our 
diverse academic disciplines.

The 21st century also has seen the rapid progress of 
globalization. In some cases it has resulted in global social 
standardization. I have a different dream for globalization. 
My dream is based on the fundamental  nature of a 
university. We are a diverse community and we enjoy that 
diversity. Indeed, we thrive on diversity, because it is based 
on respect for all members of our academic community. In a 
similar way, globalization can lead to the realization of a 
diverse but inclusive society. The members of our global 
community will marvel at the beauty of our diversity when 
the global community rests on a solid foundation of respect 
for other people. Differences in nationality, gender, 
generation, language, culture, and religion are a wonderful 
resource we can share. From diverse viewpoints, all  
members of the global community should set forth 
solutions to the problems we face today. We should work 
hand in hand to make the world a better place.

Is my dream an impossible one? As globalization moves 
forward, we have all benefitted from constructive mutual 
dependence. At the same time, mistrust and conflict has 

grown out of this new awareness of the great differences in 
our world’s cultures and their values. Tragically, in the 
worst  cases,  terror ism has broken hearts  in many 
communities throughout the world. 

At Kyoto University of Foreign Studies (KUFS),  the 
university Founders’ philosophy, expressed eloquently in 
our motto ‒ PAX MUNDI PER LINGUAS ‒ is a vision of a world 
with  better  communicat ion ,  more  sophist icated 
understandings of diversity and greater respect for each 
other. Our task is to lead the way forward. We will do our 
very best to make the dream of our motto a reality, both 
here and abroad. I am convinced that we are playing a role 
of vital importance in fostering world peace.
 
Meanwhile, competition among universities in Japan is 
intensifying due to the sharp decline in the youth population. 
At the same time, an urgently needed reorganization of higher 
educational facilities is being carried out at every university in 
Japan. The reorganization aims to provide better education by 
aligning our universities more closely with the international 
academic community, and by meeting the needs of 
tomorrow’s world. In this challenging environment, we, faculty 
and staff members, must renew our vision for Kyoto University 
of Foreign Studies. On the university’s 70th anniversary in 2017, 
we should set new goals to put the vision into action.

The 70th anniversary of Kyoto University of Foreign Studies 
presents us with opportunities to reflect on our past 
strengths and to imagine our future responsibilities. 
Together we will dream, we will plan, and we will act. Our 
guiding principle for reform wil l  be the university 
Founders’ motto̶PAX MUNDI PER LINGUAS. 

I would like to share with you my vision of the future of Kyoto 
University of Foreign Studies and Kyoto Junior College of Foreign 
Languages. Without the tireless dedication, without the 
whole-hearted devotion, of students, alumni, faculty, and staff 

To Fulfill the University’s
Social Responsibility

Takeshi Matsuda, President
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Quo vadis?

Quo Vadis? Where are we going?

〈イラスト②〉

PAX MUNDI Project を通した学生のスパイラルな成長のプロセス

長期的にはそれが世界規模でトランスナショナルな世界
市民社会の形成、すなわち建学の精神の具現化へと
つながっていく、と私は考えています。（イラスト②を参照）

おわりに
　昨今の世界情勢に照らしてみても、本学の建学の精神
はますますその重要度を高めています。建学の精神
には、世界平和の基本的前提として個人の身近な日常
生活において心の平和が保たれていることが前提と
なっています。本学が提供するユニークな「言行一致・
知行合一の大学教育」こそが、大学に対する社会の信用
を取り戻す確かな道だと、私は考えています。

　京都外国語大学・京都外国語短期大学は、教育の三本
柱である「多言語の外国語教育」、「教養（Liberal Arts)
教育」、「PAX MUNDI Project という名のCommunity 
Engagement Initiatives」を通して、自分で考え行動する
市民、人間性の豊かな視野の広い世界市民、言行一致の
誠実な人、それに生涯学習を続ける人をしっかりと育成
したいと考えています。

　本学の進むべき方向と育成すべき人材像をご理解
していただき、教職員、在学生および卒業生が一丸と
なって本学の社会的使命を果たすためにスクラムを
組んでいこうではありませんか。

PAX MUNDI PER LINGUAS
言語を通して世界の平和を

Humanities 
&

Social
Sciences

Foreign
Languages

Community Engagement
Initiatives

【 PAX MUNDI Project 】

Humanities 
&

Social
Sciences

Foreign
Languages

Community Engagement
Initiatives

【 PAX MUNDI Project 】

Humanities &
SocialSciences

ForeignLanguages

Community Engagement
Initiatives

【 PAX MUNDI Project 】



In the 21st century, progress in science and technology is 
moving faster than ever before. While scientific and 
technological development has helped solve various problems, 
it has also brought new global challenges that transcend 
national borders. Our precious natural resources have been 
depleted, the global environment has been degraded. The 
problems of extreme poverty have not yet been solved. 
Regional economic gaps are a threat to world peace. The 
survival of the human race is at risk. I believe that it is the 
responsibility of the international university community to work 
to overcome these challenges for the sake of future 
generations. To this end, we must make full use of the 
knowledge, skills, and talents that we have developed in our 
diverse academic disciplines.

The 21st century also has seen the rapid progress of 
globalization. In some cases it has resulted in global social 
standardization. I have a different dream for globalization. 
My dream is based on the fundamental  nature of a 
university. We are a diverse community and we enjoy that 
diversity. Indeed, we thrive on diversity, because it is based 
on respect for all members of our academic community. In a 
similar way, globalization can lead to the realization of a 
diverse but inclusive society. The members of our global 
community will marvel at the beauty of our diversity when 
the global community rests on a solid foundation of respect 
for other people. Differences in nationality, gender, 
generation, language, culture, and religion are a wonderful 
resource we can share. From diverse viewpoints, all  
members of the global community should set forth 
solutions to the problems we face today. We should work 
hand in hand to make the world a better place.

Is my dream an impossible one? As globalization moves 
forward, we have all benefitted from constructive mutual 
dependence. At the same time, mistrust and conflict has 

grown out of this new awareness of the great differences in 
our world’s cultures and their values. Tragically, in the 
worst  cases,  terror ism has broken hearts  in many 
communities throughout the world. 

At Kyoto University of Foreign Studies (KUFS),  the 
university Founders’ philosophy, expressed eloquently in 
our motto ‒ PAX MUNDI PER LINGUAS ‒ is a vision of a world 
with  better  communicat ion ,  more  sophist icated 
understandings of diversity and greater respect for each 
other. Our task is to lead the way forward. We will do our 
very best to make the dream of our motto a reality, both 
here and abroad. I am convinced that we are playing a role 
of vital importance in fostering world peace.
 
Meanwhile, competition among universities in Japan is 
intensifying due to the sharp decline in the youth population. 
At the same time, an urgently needed reorganization of higher 
educational facilities is being carried out at every university in 
Japan. The reorganization aims to provide better education by 
aligning our universities more closely with the international 
academic community, and by meeting the needs of 
tomorrow’s world. In this challenging environment, we, faculty 
and staff members, must renew our vision for Kyoto University 
of Foreign Studies. On the university’s 70th anniversary in 2017, 
we should set new goals to put the vision into action.

The 70th anniversary of Kyoto University of Foreign Studies 
presents us with opportunities to reflect on our past 
strengths and to imagine our future responsibilities. 
Together we will dream, we will plan, and we will act. Our 
guiding principle for reform wil l  be the university 
Founders’ motto̶PAX MUNDI PER LINGUAS. 

I would like to share with you my vision of the future of Kyoto 
University of Foreign Studies and Kyoto Junior College of Foreign 
Languages. Without the tireless dedication, without the 
whole-hearted devotion, of students, alumni, faculty, and staff 

To Fulfill the University’s
Social Responsibility

Takeshi Matsuda, President

- 4 - - 5 -

Quo vadis?

Quo Vadis? Where are we going?

〈イラスト②〉

PAX MUNDI Project を通した学生のスパイラルな成長のプロセス

長期的にはそれが世界規模でトランスナショナルな世界
市民社会の形成、すなわち建学の精神の具現化へと
つながっていく、と私は考えています。（イラスト②を参照）

おわりに
　昨今の世界情勢に照らしてみても、本学の建学の精神
はますますその重要度を高めています。建学の精神
には、世界平和の基本的前提として個人の身近な日常
生活において心の平和が保たれていることが前提と
なっています。本学が提供するユニークな「言行一致・
知行合一の大学教育」こそが、大学に対する社会の信用
を取り戻す確かな道だと、私は考えています。

　京都外国語大学・京都外国語短期大学は、教育の三本
柱である「多言語の外国語教育」、「教養（Liberal Arts)
教育」、「PAX MUNDI Project という名のCommunity 
Engagement Initiatives」を通して、自分で考え行動する
市民、人間性の豊かな視野の広い世界市民、言行一致の
誠実な人、それに生涯学習を続ける人をしっかりと育成
したいと考えています。

　本学の進むべき方向と育成すべき人材像をご理解
していただき、教職員、在学生および卒業生が一丸と
なって本学の社会的使命を果たすためにスクラムを
組んでいこうではありませんか。

PAX MUNDI PER LINGUAS
言語を通して世界の平和を

Humanities 
&

Social
Sciences

Foreign
Languages

Community Engagement
Initiatives

【 PAX MUNDI Project 】

Humanities 
&

Social
Sciences

Foreign
Languages

Community Engagement
Initiatives

【 PAX MUNDI Project 】

Humanities &
SocialSciences

ForeignLanguages

Community Engagement
Initiatives

【 PAX MUNDI Project 】



members, we will never fulfill our social responsibility. Our 
founding philosophy makes it clear that we are future-oriented in 
our determination to foster lasting world peace.

The Three Pillars of our Future Direction
I believe that we should work together to revitalize our 
educational programs in three distinct areas: 
❶ Foreign Language Training and Education
❷ Humanities and Social Sciences 
❸ PAX MUNDI Projects ‒ Community Engagement Initiatives

Each pillar of our planning should be systematized, and the three 
pillars should be organically integrated. The overall aim is to 
nurture the development of a global mind (See Illustration <1>). 

From a PAX MUNDI PER LINGUAS perspective, students with 
global thinking capacity are aware of diversity across cultures. 
They understand how common patterns and differences in 
values can contribute to global community-building efforts. 
They know that globalization offers us all opportunities to take 
part in improving the lives of other people at home and abroad 
through better communication.

- 6 - - 7 -

❶ Foreign Language Training and Education in English and 
in one or more other languages in our nine departments, 
the  Career  Engl i sh  courses ,  and  the  Program for  
International Students is an essential first step towards 
crossing the language barrier which blocks heart-to-heart 
understanding and interferes with meetings of the minds at 
international gatherings.

Our students value the development of spoken and written 
foreign language skills that they can use to get involved in 
the global community as efficient, sensitive, and persuasive 
communicators.

At KUFS, small groups of students at similar proficiency 
levels receive foreign language instruction and language 
education from dedicated teams of teachers which include 

speakers of students’ mother tongue and of their target 
languages. This program is essential to the success of the 
other two pillars of our curriculum.

❷ Humanities and Social Sciences Courses
The two approaches to our second Liberal Arts Education 
curriculum pillar, namely, Humanities and Social Sciences 
courses, reach for hard and soft understandings of our 
world. The hard approach is based on explications of theory 
and the application of logical thinking, while the soft 
approach aims to reach understandings based on the 
development of sensibility and the capability to make wise 
judgments, while maintaining a sense of balance and 
appropriate perspective.

While the aim of Liberal Arts Education in multi-disciplinary 

universities is ‘to know everything about something’, we hope 
that our students at Kyoto University of Foreign Studies will 
‘learn something about everything’ within the realm of our 
peace-building mission.

❸ PAX MUNDI Projects ‒ Community Engagement Initiatives
The first two pillars are complementary, and indeed, 
naturally inseparable from the third pillar, the PAX MUNDI 
Projects, our co-curricular Community Engagement 
activities. The development of a global mind is fostered by 
the links we forge between classroom learning and 
‘practice’ (See Illustration <2>). Without doubt‘Practice’ 
uplifts KUFS education by adding field research and 
experiential learning opportunities to conventional 
classroom learning.

At our university we find that our students’ outside-of-class 
club, circle, and special project activities fall into one of two 
categories: extra-curricular and co-curricular. We encourge 
the conventional extra-curricular academic, cultural, sport, 
and music activities which are focused on skill-building and 
enjoyment of the activities themselves. Our KUFS spirit 
redirects some of these students so that their activities join 
the family of student peace-building initiatives which we 
classify as PAX MUNDI Projects. Students in PAX MUNDI 
projects plan activities that reduce poverty, alleviate 
suffering in natural disasters, improve health and literacy, 
and develop better intercultural understandings.

Our PAX MUNDI Projects are co-curricular, because at Kyoto 
University of Foreign Studies the motivational force of our 
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学長 松 田　武

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―

はじめに
　学校法人京都外国語大学の創立70周年にあたる
2017年を、本学の「建学の精神」を具現化し、実践するた
めの新たなる出発の年とします。

　科学技術の発展は、21世紀に入りますますその速度を
増しています。これらの発展は、人類が抱えていた問題の
多くを解決しましたが、同時に新しい問題をもたらしました。
たとえば、地球規模で広がる資源の枯渇、環境の破壊、
絶対的貧困、地域間の格差などがそれであり、これらの
問題は今や人類の存続すら脅かしています。
　また、近年のグローバル化により相互依存度が深まる
一方で、文化や価値観の違いが様々な問題を引き起こし
ています。なかでもそれらが引き金となり世界各地で
発生する多発テロ事件を目の当たりにする時、「平和」の
大切さ、すなわち「言語を通して世界の平和を」という
本学の建学の精神がいかに大切であるかをあらためて
思い知らされます。私たち大学人は、人類の未来のため
にそれぞれの分野で培った力を駆使して、これらの問題
解決に貢献していく責任があります。

　加えて、日本国内に目を向けますと、少子化に伴う大学
の生き残りをかけた競争の激化と、高等教育界の再編の
動きがその速度を増しています。「伝統と革新、それに
発展のダイナミズムを内に備えた特色ある大学」という
新しい京都外大像を打ち立て、その目標に向かって邁進
することは、2017年に創立70周年を控えた私たち教職員
にとって焦眉の課題であります。

　その意味で、京都外国語大学・京都外国語短期大学
（以下、本学と略記）のこれから進むべき方向を皆様に
理解していただくことが先決だと、私は考えます。なぜ
ならば、平和に貢献する未来志向の大学として、本学が

社会的使命を全うするためには、在学生、卒業生、教職員
の皆様方の熱き心なくして、一歩も前には進めないと
考えるからであります。

着想の背景
　本学は、崇高な建学の精神の下に、次の三つの要素を
併せ持つ特色ある大学であります。
❶全力を投入して「外国語を教える日本人および外国人
　教員の存在」
❷懇切丁寧に「教養科目を教え指導する教員の存在」
❸ピカ☆イチ・プロジェクトで採択された活動やピア・
　サポートなど「献身的に奉仕活動する学生の存在とそ
　の活動を支える教職員の存在」

　私たちは、これら三つの要素が本学の教育を支え、
その発展に大きく寄与してきたと自負しております。
しかし、これらの要素は、これまでは一つのシステムと
して必ずしも体系化されてきたとは言えず、むしろ互いに
分離・独立し、ばらばらの状態でありました。そのため、
本学の長所と特色が十分に活かされてきませんでした。
　一般に大学には二種類のミッションがあると考えられて
おります。一つは新しい知、新しい価値を創造すること、
もう一つは目的の遂行、すなわち「役に立つ」ものを
生み出すことであります。そして、これら大学のミッション
を追求する中で、私たち大学人は未来の人材を育成する
のであります。

　大学の個性化や教育目的の明確化が強く求められる
今日、従来の伝統に根ざした手法だけでは、変化する
時代の要請に十分に応えられないのではないかと思わ
れます。そこで、私は、本学の特色である三つの要素が
有効に活かせる仕組みや構造を考えられないだろうか。
それができれば、本学のミッションとその行程がより
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strong sense of social purpose, envisioned in our motto “World 
Peace through Languages”, shapes all of our foreign language 
study as well as our study in the content-centered humanities 
and social science courses. Classroom lectures and co-curricular 
community engagement projects will create a virtuous cycle of 
learning driven by heightened student motivation.

Through PAX MUNDI community activities, we can enhance 
foreign language communication skills at the same time as 
we nurture the development of broad world views and add 
philosophical coherence to the humanities and social 
sciences courses. We will clarify the purposeful links 
between university study and civil society.

We aim to nurture responsible compassionate citizenship at 
home and abroad. In countless small steps, our students are 
expanding their  social  networks to include people 
everywhere who live to make our world safe, just, and joyful.

I believe that we are now witness to a transformative 
development ‒ the growth of a transnational civil society on a 
global scale. The best way we can celebrate our 70th 
anniversary is to enhance our credibility within our own 
community, with our partner universities, and with the general 
public as a university that offers superior education. We expect 
that our three-pillar curriculum will become turning points in 
students’ world views. Our graduates will be life-long 
independent thinkers, self-regulated learners, and people willing 

to step forward and take the initiative in problem-solving 
ventures. We will salute our graduates as compassionate global 
citizens in communities that include people of different races, 
religions, ethnic groups, and nationalities.

I hope that you will understand the rationale of the three 
pillars of the new direction we will take. Let’s be good role 
models for each other. Students, Alumni, Staff and Faculty ‒ on 
one team we share one purpose. The ‘PAX MUNDI PER LINGUAS’ 
mission is needed today more than ever before. It begins with 
the development of our own ‘peace of mind’ as individuals 
and as a community.

Listen to this advice from Harvard College physician, Atul 
Gawande, for people who dream of change in the way 
human bodies are healed, kept healthy, and made resilient: 
“Better is possible. It does not take genius. It takes diligence. 
It takes moral clarity. It takes ingenuity. And above all, it 
takes a willingness to try.”

Together,  let  us revital ize our commitment to our 
university’s vision: Peace in the World through Languages. 
We wil l  succeed, one step at a t ime, in making our 
educational infrastructure healthy and resilient upon the 
strength of the three pillars of our curriculum ‒ Foreign 
Language Training and Education, Humanities and Social 
Sciences courses, and the PAX MUNDI Projects. Please join 
me in this exciting venture. Are you willing to try?


