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小さな平和から大きな平和へ…
京都から ひろがる つながる 世界平和への「道」

本学園は第二次世界大戦後間もない 1947 年（昭和 22 年）5 月に、京都外国語学
校として創立されました。当時何よりも求められたものは、国際的な相互理解を
いしずえとした「世界の平和」でした。創立者は、「世界平和を実現するために
は外国語の修得とその言語圏に対する理解が必要である」と考え、学園の創立に
至りました。建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して世界の平和を）」
には、平和な世界の実現を願う創立者の強い想いがこめられています。　
The predecessor of Kyoto University of Foreign Studies was founded in May 1947, shortly 
after the end of World War II. At that time, more than anything else the Japanese people 
aspired to a peaceful world built upon a solid base of international understanding. The 
university was established based on the founders’ firm belief that building a peaceful world 
entails cross-cultural understanding through the study of foreign languages and related 
cultural backgrounds. Their strong aspiration for world peace is expressed in the university’ s 
founding philosophy: PAX MUNDI PER LINGUAS (World Peace through Languages).

本学が目指す教育の目標は「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」です。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」のことです。本学ではこの目標
を掲げて、グローバル人材を育成するための様々な取り
組みを行っています。　
Kyoto University of Foreign Studies seeks to produce future 
leaders who have “full-fledged human capacity” and who will 
work to build a peaceful international society. By “full-fledged 
human capacity,” we refer to a comprehensive ability to lead 
one’ s life as a charming, well-educated man or woman, fully 
aware of one’ s responsibility as a constituent of international 
society. To achieve this goal, the university is engaged in various 
programs designed to foster global citizens.

その１　
世界を見渡す「力」
 No.1 Perspective to Look across 　
　     　the World

世界で今何が起こっているのか。世界から
見た日本はどのように映っているのか。世
界の動向に関心を持つことはグローバル市
民になるための第一歩です。
本学では、初年次から「平和」をテーマと
したリレー講義形式の科目「言語と平和Ｉ」
を通して建学の精神を深く理解し、現代の
国際社会が抱える問題に対する意識の向上
を目指しています。　
The first requisite to becoming a global 
citizen is to pay sufficient attention to global 
trends: what is happening in the world now, 
and how Japan’ s behaviors are perceived by 
people outside Japan. 
The university offers a series of lectures 
titled “languages and peace” for all freshmen. 
The lectures, provided by multiple lecturers, 
a r e  d e s i g n ed  t o  p r omo t e  s t u d en t s ’  
understanding of the university’ s founding 
philosophy, and to stimulate their interest in 
current challenges that the international 
society is faced with.

本学では、地球規模で物事をとらえることができる幅広い視野と豊かな教養を持った「グローバ
ル人材」の育成を積極的に行っています。　
Kyoto University of Foreign Studies is committed to developing global citizens with a broad perspective and 
profound knowledge, who understand various affairs from an unbiased, global viewpoint.

その３
挑戦する「勇気」
 No.3 Courage to Take on Challenges

   
教室での学びを実践するプロセスを重視し
ている本学では、多彩な留学プログラムや
海外セミナー、海外インターンシップなど
が充実しており、学生の「新しい世界で挑
戦したい」という勇気を後押しする環境が
整っています。
Since the university prioritizes the process of 
having students practice what they have 
learnt in class, it provides students with 
ample opportunities to study abroad, attend 
seminars held outside Japan,  and join 
internship programs at  non-Japanese 
companies. These programs are designed to 
encourage students to take on challenges in 
an environment unfamiliar to them.

本学が目指すグローバル人材とは？

「PAX MUNDI PER LINGUAS」のココロ
Spirit of PAX MUNDI PER LINGUAS

パックス    ム ンディ　　ペル　　  リングアス

一人ひとりが国際社会の平和に
貢献できる人材に
Fostering Human Resources Capable of Contributing 
to International Society and World Peace

その２　
地球規模の「思いやり」
 No.2 Empathy with People All over 
　　　the World

本学では、身近な地域社会への貢献活動は
もちろんのこと、グローバルな社会貢献活
動も大切にしています。学生による支援活
動「ピカ☆イチプロジェクト」では、学生
の企画（地域貢献・国際貢献など）を学生
が選考し、採択された団体には奨励金が支
給されます。国内における外国人へのサポー
トや海外での支援活動など、活動内容は多
岐にわたっています。　
T h e  u n i v e r s i t y  a c t i v e l y  p r omo t e s  
international contribution programs, as well 
as programs to support local communities.
The Pika    Ichi  Projects ,  for example,  
c omp r i s e  c ommun i t y  s u p p o r t  a n d  
international contribution programs, planned 
by students and screened by other students. 
Grants are provided to selected programs, 
ranging from those supporting foreign 
residents in Japan to overseas assistance 
programs.
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学生のやる気、チャレンジをしっかりサポート！

京都は1200年の歴史を持つ「日本の縮図」であり、
国際都市でもあります。本学には京都の新しい魅
力を８つの外国語で発信する「京都研究プロジェ
クト」や、京都にゆかりのある講師陣から伝統文
化等を学ぶ授業「京都文化論」があります。京都
にある外国語大学だからこそできる取り組みです。 本学で学べる外国語は、なんと 19 言語。私立の外

国語大学では最多です。専攻語のほかに、コリア
語やアラビア語、タイ語、トルコ語、スワヒリ語
などを学ぶことができます。やる気と努力次第で
世界との距離がぐんと縮まります。

本学には、多くの学生が異文化を学べるように、夢や目的に合わせ
て選べる多彩なプログラムがあります。
現在34ヵ国149大学と協定を結んでおり、その数は年々増えています。
京都外大と世界とのつながりがますます広がっています。

※2017 年 11 月現在

NINJA（Navigating an Independent Non-stop Journey to Autonomy）は、アドバ
イジングエリア、コラボレーションエリア、ラーニングエリアの３つで構成された
外国語の自律学習者を育成するための施設です。NINJA では常駐するラーニング
アドバイザーが親身になって相談を受けます。また、ネイティブスピーカーの教
員や留学生と会話ができるスペースもあり、学習者一人ひとりに合った学び方を
見つけることができます。

Kyoto is Japan’ s ancient capital, established 1,200 years 
ago. Today, Kyoto is an international city representing 
Japanese culture. Since the university is located in this 
ancient capital, it has several programs that take 
advantage of this unique location. In ‘The Kyoto 
Project,’ students and faculty members work together to 
create a website in eight foreign languages to introduce 
attractive features of Kyoto. The university also offers a 
series of lectures titled ‘Kyoto Studies’ in which lecturers 
introduce Kyoto’ s traditional culture.

NINJA (Navigating an Independent Non-stop Journey to 
Autonomy) is a facility designed to assist students engaged in 
self-directed learning of foreign languages. NINJA comprises 
the following three areas: advising area, collaboration area, 
and learning area. At NINJA, learning advisers are stationed to 
offe r  suppor t  and  adv i ce .  S tudent s  can  a l so  have  
conversations with faculty members and students who are 
native speakers. At NINJA, students can find the most suitable 
way of self-directed learning that meets their specific, 
individual needs.

Classes on 19 foreign languages are opened at the 
university, more than any other private university of 
foreign languages in Japan. In addition to languages that 
serve as majors in each respective department, students 
can learn Korean, Arabic, Thai, Turkish, and Swahili 
among others. Highly motivated students who make an 
effort can master multiple languages, proficiency in 
which will surely make the world smaller.

To enable many more students to have cross-cultural experiences, the 
university has entered into partnerships with 149 universities in 34 countries. 
Students can select study programs provided by these universities in 
accordance with their future goals and visions. The number of partner 
universities is increasing year by year, a fact that attests to the growing 
network of Kyoto University of Foreign Studies with other universities 
worldwide.

*As of November 2017

本学には、バラエティに富んだカリキュラムやプログラム・施設がそろっており、学生
のやる気やチャレンジを多方面からサポートしています。
The university offers a wide variety of resources, including curricula, programs, and facilities, to inspire 
students to take on challenges and support their activities.

2015 年 2011 年
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PAX MUNDI（世界の平和）プロジェクト

Community  
Development

Community 
Services

PAX MUNDI  
Research

Cultural
Connections

Study Abroad 
ProgramsCommunity Development

Everyone Becomes a Peacebuilder

■ユネスコプロジェクト（UNESCO Project）　→詳しくは19～ 20 ページへ！
■Vínculo de Latino　　　→詳しくは 21～ 22 ページへ！
■English Summer School
■Free Guide Club（FGC）
■京都研究プロジェクト（The Kyoto Project）
■こども異文化体験教室
■国際親善交流餅つき大会
■小学校英語活動ボランティア
■通訳学習者団体「Circle」

Community Services
、

Build a Tie and Grow a Community

Community Services

■Bringing the World Peace
■Japan University English Model United Nations　　→詳しくは 7～ 8ページへ！
■Kyoto Gaidai Habitat　　→詳しくは 9～ 10 ページへ！
■京都外大リーダーズ・スクール（Gaidai Leaders School）→詳しくは 11～ 12 ページへ！
■ナマステな会（Namaste na Kai）　　→詳しくは 13～ 14 ページへ！
■Picture Books for Cambodian Children　　→詳しくは 15～ 16 ページへ！
■UNITE　　　　　　　　　　　　　　→詳しくは 17～ 18 ページへ！

■交換留学生・短期日本語研修生サポート
 ・交換留学生アシスタント
 ・短期日本語研修生アシスタント
 ・短期日本語研修ホストファミリー
■ナショナル・ウィーク（National Week）
■UNION 交流イベント

Cultural Connections
、 、

Respect Each Other, Support One Another, 
and Share with Others

Cultural Connections

■京都外国語大学ラテンアメリカ研究所
　（Institute for Latin American Studies of Kyoto University 
　  of Foreign Studies）
■国際言語平和研究所
　（International Research Institute for Studies in 
　  Language and Peace）
■被爆者証言の世界化ネットワーク（NET-GTAS）

PAX MUNDI Research

Unlimited Quest for Knowledge

PAX MUNDI Research

Unlimited Quest for Knowledge

■海外セミナー（Study Tour Programs）
■交換留学プログラム（Exchange Student Programs）
■セメスター・アブロード・プログラム（Semester Abroad Program）
■ブリッジ・プログラム（Bridge Program）
■認定留学（Approved Study Abroad）
■海外インターンシップ（Overseas Internships）
■海外フィールドワーク（Overseas Fieldwork）
■海外日本語インターンプログラム
　（The Overseas Japanese Language and Culture Teaching Practicum）
■エアラインスタディプログラム（Airline Study Program）

Study Abroad Programs

Discover and Develop Your Own Potential

Study Abroad Programs

本学では、建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して世界の平和を）」のもと、
PAX MUNDI（世界の平和）プロジェクトという地域や国際社会の発展に貢献するための様々
な活動（Community Engagement Activities）を行っています。本学の学生たちは、国
際交流・国際貢献を目的としたプロジェクトへの参加を通して、自身のグローバルマインドの
「芽」を育てています。
The university is involved in various community engagement activities, aimed at contributing to the 
development of regions around the world. These activities are collectively called PAX MUNDI (world 
peace) projects, the title derived from the university’s founding spirit: PAX MUNDI PER LINGUAS 
(World Peace through Languages). By participating in these international exchange and contribution 
projects, students are expected to grow the seeds of a global mind in themselves.
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Japan University English Model United Nations

Japan University English Model United Nations（通
称 JUEMUN）は、大学生が国連会議のシミュレーショ
ンを英語で行う大会で、2010 年に 1 回目の大会が開
催されました。現在は本学と神戸市外国語大学の２大
学が持ち回りで開催しており、2017 年は 6 月 23 日
から 6 月 25 日の 3 日間にわたって神戸市外国語大学
で開催されました。日本を含めた 25ヵ国・計 46 の
大学から約 150 人の参加者が集い、いずれの会議で
も参加者間で熱い議論が交わされました。
The Japan University English Model United Nations (JUEMUN) 
comprises a simulated UN assembly held by university students 
using English. Since the first event, held in 2010, Kyoto University 
of Foreign Studies and Kobe City University of Foreign Studies 
basically host the JUEMUN conferences in turn. This year’ s 
conference was held for three days from June 23 to 25 at Kobe 
City University of Foreign Studies. Approximately 150 students 
representing 46 universities from 25 countries (including Japan) 
participated in the event and held lively discussions.

JUEMUN では、参加者一人ひとりが一国の大使を任さ
れ、実際の国連における会議と同じように議論・交渉
し、決議を採択することを目的としています。
At JUEMUN, each participant plays the role of an ambassador of a 
specific country. Just like real UN conferences, participants hold 
discussions and negotiations, and adopt resolutions by voting.

特定の議題について、担当国の政策や歴史、他国との
外交関係を考慮しながら、国際社会において「有益か
つ実効的」な決議案を考えます。
Concerning a specific theme, students move resolutions that are 
both profitable and effective for international society. At the same 
time, as the “ambassador” of a specific country, students are 
supposed to thoroughly take into consideration the national policy, 
history, and diplomacy of the nations that they are representing.

3 日間におよぶ会議は全て英語で行われるため、参加者
が互いに刺激し合いながら、自身の語学力を高めるだけ
ではなく、国際事情についても深く学ぶことができます。
また、他大学の学生や留学生との出会いの場にもなり、
交流の輪がぐんと広がります。
Since English is used throughout the three-day meeting, participants can 
improve their language proficiency. In addition, they can gain a deep 
knowledge of international affairs through the stimulating discussions. 
JUEMUN also provides participants with an optimal opportunity to interact with 
students from other universities, including overseas universities, and to foster 
friendships with other participants.

Japan University
English Model
United Nations

目指せ！グロー
バル市民

Work to Become
 Global Citiz

ens!

担当国についての情報収集は非常に重要な作業です

国益を背負った各国の大使の立場で議論を展開します

3 日間の会議で得た知識やスキルは大学の授業や国際
社会についての学習にも役立ちます
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Kyoto Gaidai Habitat

世界70ヵ国以上で住まいの問題に取り組む国際NGO「ハビタッ
ト・フォー・ヒューマニティ」は、これからの社会を担う若者
の育成に取り組むユースプログラムを展開しています。日本で
は、全国の大学でハビタットの活動に賛同する学生団体を学生
支部（キャンパスチャプター）として設けています。 本学のキャ
ンパスチャプターである Kyoto Gaidai Habitat は 1997 年 11 月
に設立され、今日に至るまで様々な活動を行っています。

Habitat for Humanity, an international NGO committed to addressing housing problems in more than 70 countries, is engaged in youth programs 
designed to foster young leaders of the future society. The NGO establishes student groups that support its activities (known as campus chapters) at 
universities across Japan. At Kyoto University of Foreign Studies, a campus chapter known as Kyoto Gaidai Habitat was formed in November 1997. The 
campus chapter has been involved in various activities since then.

春と夏の年２回の長期休暇を利用して、海外建築ボランティ
アプログラム（Global Village Program）で支援を必要とする
国を訪れ、平和なコミュ二ティを築くために、劣悪な住環境
に暮らす人々の家を建築・修繕する活動に取り組んでいます。
In the Global Village Program, for example, students travel to developing 
countries that need assistance during the long holidays in spring and 
summer. To build peaceful communities, these students help build and 
repair houses for residents living in adverse environments.

国内では、災害時の派遣（九州北部豪雨や東日本大震災など）
や募金活動など、幅広いフィールドで活動しています。
In addition to developing countries, the Global Village Program dispatches 
volunteers to areas within Japan that are affected by great disasters (such as 
the torrential  rains in northern Kyushu and the Great East Japan 
Earthquake). Program participants also conduct charity fundraising and 
various other campaigns.

日本には 37 大学にキャンパスチャプターがあり、合宿を
通して他大学の学生と交流を深めることができます。ただ
家を建てるのではなく、人と人とをつなぎ、住まい、コミュ
ニティ、そして希望を築くための活動を行っています。
To date, Habitat for Humanity has established campus chapters at 37 
universities across Japan. At camps held by the organization, students 
of Kyoto University of Foreign Studies can foster friendships with 
students from other universities. In addition to building shelters, the 
program connects people with other people and promotes activities 
for “Building Homes, Hope and Community for a Better Tomorrow.”

Kyoto Gaidai 
Habitat

「みんなの家」「５
つの気」

A world where everyone h
as a decent pla

ce to live

「5 つの気 （元気 ・ やる気 ・ 根気 ・ 勇気 ・ 本気）」 を
理念として活動に励んでいます

ハビタットジャパン主催の合宿の様子

海外での建築 ・ 修繕作業を行うための活動資金を
募っています

カンボジアでの建築ボランティアの様子
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Gaidai Leaders School

京都外大リーダーズ・スクール（通称 GLS）は、本学の
教育理念である「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」を目
指して、2012 年度から文部科学省の「大学間連携共同
教育推進事業」と連携した活動を行っています。学生自
身がそれぞれのリーダーシップを見出すとともに、多様
な異文化体験を積むことで、リーダーとしての素養を身
につけることができます。
Since 2012, Gaidai Leaders School (GLS) has been jointly working with the 
Program for Promoting Inter-University Collaborative Education of the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). 
Through collaboration with MEXT’ s program, GLS seeks to fulfill the 
university’ s mission: to produce future leaders who have “full-fledged 
human capacity” and who will work to build a peaceful international society. 
GLS provides students with an opportunity to discover their potential of 
leadership and develop it through various cross-cultural experiences.

GLS は国内のみならず海外でも研修を行っており、
他大学の学生と交流できる環境が充実しています。
海外研修の一つであるサイパン研修では、1 週間の
滞在期間中に現地の子どもたちに対して英語で日本
文化を紹介する授業を行っています。種々の活動を
通して、自らのリーダーシップを高めています。
Since GLS organizes seminars both inside and outside Japan, 
students participating in these seminars can interact with 
students from other universities. During a one-week seminar 
held in Saipan, participants introduce Japanese culture to local 
children by using English. Through such activities, participants 
are expected to develop their own potential of leadership.

2017 年度は新たな取り組みとして、和歌山県の小学生を対象
に、英語への興味・関心を高めることを目的とした交流会を実
施しました。メンバー一人ひとりが自身のリーダーシップを発
揮し、満足度の高い授業を行うことができました。
In 2017, GLS began a new project to hold English classes for elementary 
school students in Wakayama Prefecture. The aim of the classes was to 
stimulate children’ s interest in foreign languages, particularly English. All 
members of this program fully exerted their leadership, which resulted in 
great satisfaction among the children attending their classes.

サイパンや台湾、韓国など、海外の様々なフィールド
で他大学の学生と交流する機会が多いため、人脈が広
がるとともにコミュニケーション能力がぐんとアップ
します。またプレゼンテーションを行う機会も多く、
自分の考えをまとめて人に伝える力が身につきます。
GLS organizes various activities outside Japan: Saipan, Taiwan, and South Korea, 
among others. Students who join these activities have ample opportunities to 
interact with students from other universities. This helps them build networks with 
other students and improve their communication ability. Since they also give 
presentations, they can develop their ability to think logically and express their ideas 
in an easy-to-understand manner.

京都外大
リーダーズ・スクール

自分の中に眠るリーダー
シップを呼び覚

ませ！

Awaken Your Own Po
tential of Lea

dership!

初めて見る日本に関する動画に子どもたちは興味津々

「ジャパンフェスティバル」 では子どもたちの前で日本の祭りを披露

子どもたちに漢字を教えている様子

ランチの時間も子どもたちとの距離を縮める貴重な機会です
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Namaste na Kai

ナマステな会は、2015 年に発生したネパール大地
震の復興支援のため、2016 年 5月に発足しました。
主に、被災した村の学校再建を支援しています。
2017年には再建支援を行った校舎が完成しました。
　　　　　　　 was established in May 2016 to offer aid to 
victims of the Nepal earthquake of 2015. The organization 
assisted in the reconstruction of a destroyed school building in 
an affected village. The reconstruction was completed in 2017.

校舎再建の支援だけではなく、学校本来の機能を取
り戻すことを目指して、これからも幅広く精力的に
活動していく予定です。
In addition to rebuilding the school building, members of the 
organization plan to engage in a broad range of activities to help 
recover the school’ s functions.

2018 年も引き続き、ネパールでイベントを開催する予定です。日本とネパールの人々をつなぐ架
け橋となれるよう、メンバーが様々なアイデアを出し合いながら、一丸となって活動に取り組み
ます。
In 2018, the members plan to hold various events in Nepal. They are dedicated to realizing various visions to act as a 
bridge between Japanese and Nepali people.

ナマステな会

広げよう！「ナ
マステ」の心

Grow the Spiri
t of Namaste

!

ネパールの食を楽しめる 「ネパカフェ」 を学内で開催

ネパールのフェアトレードの工場を訪問

再建支援を行った学校の校舎が完成

国内でのチャリティクラブイベントの様子

自分が「やってみたい！」と思うアイデアがあれば、メ
ンバーたちが一致団結し、全力で実現を目指します。ま
た、文化紹介やミュージックイベントなどバリエーショ
ン豊かな企画を通して、他大学の学生や社会人との交流
を深めることができます。「新しいことを始めるのが好
きな人」「出会いの場を広げたい人」には最適です。
　　  　　　　　　adopts its members’ ideas to realize them in a joint 
effort involving all  members. Moreover, members can foster 
friendships with students of other universities and businesspersons by 
joining cultural, music, and various other events. In short, the 
organization offers an optimal opportunity to students who want to 
begin something new and who want to meet many more people.

Namaste na Kai 

Namaste na Kai 
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Picture Books for Cambodian Children

Picture Books for Cambodian Children（通称  PCC）は、
書物に触れる機会の少ないカンボジアの子どもたちに、
毎年手作りの絵本を現地まで届ける活動を行っています。
子どもたちの教育に役立つようなストーリーを自分たち
で一から考えています。また、外大祭でカンボジアの雑
貨を販売し、その売上げをカンボジアの孤児院に寄付し
ています。
The Picture Books for Cambodian Children (PCC) project annually offers 
handmade picture books to Cambodian children who have few 
opportunities to read books. Students make the books themselves and 
hand them out to Cambodian children in person. Stories are created by 
the students by considering what is essential for children’ s education. 
At the annual Gaidai Festivals, students also sell sundries made in 
Cambodia and donate the sales to orphanages in Cambodia.

カンボジアの子どもたちの教育環境を向上させるため、学習
教材として繰り返し読んでもらえるような絵本づくりを心が
けています。
To improve the children’ s educational environment in Cambodia, students 
work to produce attractive picture books that Cambodian children may feel 
like reading repeatedly.

2017 年 12 月に絵本を完成させて、翌年の２月には
カンボジアの子どもたちへ届けに行く予定です。
In 2017, the preparation of picture books will be completed in 
December. The students will then take them to Cambodia to hand 
them out to children in February 2018.

Picture Books 
for Cambodian 
Children

絵本を通してカンボジア
の子どもたち

に笑顔を

Cheer Up Cambodian C
hildren with 

Handmade Books

読み聞かせのほかに、 日本語も教えています

2016 年度は、 8 ヵ所で計 1125 冊の絵本を配りました

試行錯誤して作り上げた絵本を子どもたちが何度も嬉
しそうに読んでいる姿を見ると、大きな達成感が得ら
れます。PCC の活動で最も魅力的なのがこの瞬間であ
り、「来年はもっといい物を作ろう！」というモチベー
ションのアップにもつながります。
When the students see Cambodian children reading the books 
eagerly, they feel how truly rewarding it is to have produced books in 
a process of trial and error. This is the happiest moment for those 
involved in the PCC project. At the same time, the members feel 
encouraged to produce still better books the next year.

絵本を手渡すと子どもたちの嬉しそうな笑顔が返ってきます

自分たちで作った絵本の読み聞かせを行っている様子
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UNITE

UNITE は、ラオスの学習環境が十分ではない農村部を訪れ、現地
で様々な活動に取り組んでいます。2017 年の夏には、教科書を
用いない新しい学習方法「MINDFULL PICTURES」を実施しました。
葉っぱや花など自然にある素材と絵の具・クレヨンを使って絵を
描き、子どもたちの感性を育んでいます。子どもたちだけでも行
える学習方法であるため、彼らの自立学習にもつながっています。
Members of UNITE are engaged in various activities to promote children’ s 
education in agricultural villages in Laos. In the summer of 2017, the members 
invented a new learning method, known as MINDFULL PICTURES, which does not 
use any textbooks. Employing this method, children can create art works by 
using natural materials, such as leaves and flowers, along with paint and crayons. 
Since this method does not require instructors, children can develop their own 
sensitivity through self-directed learning.

今後予定している「セカホンプロジェクト」という活動では、ラオス国内
の書籍に触れる機会が少ない小学校へ教科書や図書を届け、勉強のきっか
けづくりや学習環境の向上を目指しています。また、多くの子どもたちが
本に触れられるように、小学校に本の貸出制度を根づかせることもプロ
ジェクトのねらいとしています。
Currently, the members are preparing for the Sekahon Project: a project to offer textbooks and 
other books to Lao elementary schools that have few such resources. Through this project, the 
members hope to inspire Lao children to study in an improved educational environment. In 
addition, the members plan to establish a book lending system at elementary schools in Laos so 
that many more children can enjoy reading.

国内では、ゲストハウスでのラオス文化の
紹介や、現地での活動の様子をおさめた写
真の展示会を行う予定です。
In Japan, the members plan to introduce Lao culture at 
guest houses and hold an exhibition of photographs 
that show their activities in Laos.

UNITE 
子どもたちに「学

び」のチャン
スを

Provide Children with 
More Oppor

tunities to Learn

日本とラオスは 1955 年に外交関係を樹立し、 以来良好な
関係を築いています

人と人との 「つながり」 を築き、新たな「コミュニティ」 を
生み出せることが活動の醍醐味です

思い思いの絵を創り上げていく子どもたち

団体名である UNITE には、日本とラオスを「つなげる」
という意味が込められており、メンバー一人ひとりが人
と人とのつながりを大切にしています。現地の人々と夕
食を作ったり、互いの国について語り合ったりと、寝食
を共にして親交を深められるのが魅力のひとつです。
The group’ s name “UNITE” refers to connecting (uniting) Japanese 
and Lao people. Each member is dedicated to building a connection 
with Lao people through experiences such as staying at their homes, 
cooking dinner together, and sharing knowledge of their respective 
countries.
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UNESCO Project

2016 年 12 月に本学が国内のユネスコスクールを支援
する大学間ネットワーク（ASPUnivNet）に加盟した
ことを受けて、2017 年から本格的にプロジェクトが
始動しました。ユネスコプロジェクトでは、京都府下
のユネスコスクール（小中学校・高等学校）への教育
支援を通して、地域貢献に取り組んでいます。
In December 2016, Kyoto University of Foreign Studies joined 
ASPUnivNet, an inter-university network to support UNESCO 
Schools in Japan. In the UNESCO Project, which officially started in 
2017, the university offers educational support to UNESCO Schools 
(elementary, junior high, and senior high schools) in Kyoto 
Prefecture.

ユネスコスクールに認定されている京都の高校
の生徒が ESD 活動について発表を行う「ユネス
コスクール ESD 交流会」では、本学の学生が高
校生たちの発表・運営をサポートしました。
Students of the university assisted senior high school 
students of UNESCO Schools in Kyoto Prefecture with their 
efforts to organize and give presentations at the UNESCO 
Schools  Conference on Educat ion for  Sustainable  
Development (ESD).

ユネスコ
プロジェクト

グローバル社会を生き
る子どもたち

のために

To Help Children Livi
ng in the Glo

bal Community

ユネスコの起源を説明する服部英二氏

ユネスコプロジェクトでは、国連が掲げている ESD
（Education for Sustainable Development（持続可能な
開発のための教育））の様々な取り組みについて、実践
を通して学ぶことができます。
Students who participate in the UNESCO Project can learn 
about various UN initiatives of the Education for Sustainable 
Development (ESD) through first-hand experience.

上賀茂神社で行われた
「ユネスコスクール ESD 交流会」 の様子

ユネスコスクール支援大学間ネットワークへの加盟を記
念し、2017 年 6 月に元ユネスコ事務総長顧問・服部英
二氏による講演会を本学で開催しました。講演会にはユ
ネスコ活動に関わる高校・大学生、一般参加者ら約 50
名が講演に耳を傾けました。
To celebrate the university’ s membership of ASPUnivNet, the 
university held a lecture by Dr. Eiji Hattori, former Advisor to the 
Director-General of UNESCO, at its auditorium in June 2017. 
Approximately 50 people involved in UNESCO’ s activities attended 
the lecture, including students of senior high schools and universities, 
as well as other related parties.

講演会では幅広い世代の人々が参加
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Vínculo de Latino

Vínculo de Latino（ヴィンクロ・ジ・ラチーノ）では、主にブラ
ジル人学校に通う子どもたちの進学や日本語学習のサポートを
行っています。また、子どもたちが日本のコミュニティに溶け込
めるように日本人との交流会を定期的に開催したり、日本人にブ
ラジル人コミュニティを知ってもらうイベントを開催したりする
など、相互理解の促進を目指しています。
Vínculo de Latino assists students of Brazilian schools in Japan with their studies 
of Japanese language and other subjects necessary for receiving higher 
education. To enable the students to be integrated in Japanese communities, 
the group holds regular social gatherings, inviting both Japanese and Brazilian 
children. It also holds events to introduce Brazilian culture to Japanese people 
in order to promote mutual understanding.

毎年、ブラジル人学校で「ラチーノツアー」というダンスや
日本の文化体験を通した交流会を行っています。ラチーノツ
アーでは、ポルトガル語が飛び交う環境の中で、日本にいな
がらブラジルへ留学しているような体験が得られます。
The annual Latino Tour, held at Brazilian schools, features dances and an 
introduction to Japanese culture. Japanese students who join the event can 
have an experience similar to what they might have in Brazil, since 
Portuguese is used throughout the event.

Vínculo de 
Latino

日本とブラジルの「
架け橋」を目

指して

To Serve as a Bridge L
inking Japa

n and Brazil

2017 年 12 月には日本で暮らす外国人の子ども
たちを取り巻く問題についてのシンポジウムを開
催する予定です。
In December 2017, Vínculo de Latino plans to hold a 
s ympos ium conce rn ing  the  va r ious  p rob lems  o f  
non-Japanese children living in Japan.

「ラチーノツアー」 では、 空手や剣道など日本文化を通した交流
を行っています

「外国にルーツを持つ児童生徒のための進路フェア」
では、 多くの人々がブースを訪れ、 大盛況でした

日本ラチーノ学院では、 日本語の授業を週に
１回担当しています

ポルトガル語で「絆」という意味を持つ「vínculo （ヴィンクロ）」
団体名には日本人とラテンアメリカの人々との 「絆」 を
深めたいという想いが込められています

Vínculo de Latino では、交流会の企画や運営を通して自
身の語学力を活かせるのはもちろんのこと、人前に出る
機会が多く、プレゼンテーションスキルや、コミュニケー
ション能力を高められることも活動の魅力です。
Members of Vínculo de Latino can develop their language proficiency by 
planning and operating social gatherings and other events. They also 
have many opportunities to give presentations, which in turn helps 
improve their presentation skills and communication ability.
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Before After
わたしのココがこう変わった！

本学に入学後、授業だけではなく、課外活
動にも取り組みたいと考えていたところ、
京都外大リーダーズ・スクール（GLS）の
存在を偶然知りました。「学生一人ひとりが
リーダーシップを見出す」という GLS の目
的に深く共鳴し、メンバーに加わりました。

GLS では他大学の学生と連携しながら、サ
イパンや台湾・韓国での海外研修から国内
の小学校での英語教育イベントまで多岐に
わたるフィールドで企画・運営を行ってい
ますが、時には企画したとおりに進行でき
ず、失敗や挫折を味わうことも多々あり…

元々は自己成長のために GLS のメンバーと
なりましたが、様々な活動を通して、「人
のために力を尽くす」ことで、結果的に自
分の成長にもつながることを実感しまし
た。自身も成長途上にある立場で誰かの成
長をサポートすることは容易ではありませ
んが、その分得られるものも大きいと考え
ています。今後はこれまでの経験をいかし
て、よりきめ細やかなサポートに努めたい
と思います。

Before...

京都外大生的

京都外大リーダーズ・スクール（GLS）の活動に参加している
英米語学科 2年次生　西村　香穂さんの場合・・・

After...Turning Point...

高校生の頃から、ボランティアや海外で活
動することに興味があり、実際に海外の
人々とつながりを持てるイベントや部活動
に参加していました。しかし、当時は指示
されたことをやっていただけで、主体的に
行動することはありませんでした。

学内で行なわれていたネパールの食文化を
体験できる「ネパカフェ」に友人と参加し
た時のことです。それまでネパールという
国について深く考えたことはありませんで
したが、知識が深まるにつれて、その魅力
にどんどんと惹かれて…

ナマステな会のメンバーとなり、ネパール
への渡航を決めました。現地の人々との交
流を通して価値観の多様性を学んだと同時
に、彼らの屈託のない笑顔を目の当たりに
したことで、「誰かの笑顔のきっかけにな
りたい」という気持ちが芽生えました。今
までの受け身であった性格とは打って変
わって「新しいことに挑戦してみよう！」
というチャレンジ精神が身につきました。

Before...

ナマステな会の活動に参加している
英米語学科 2年次生　林田　愛紗陽さんの場合・・・

After...Turning Point...

以前の私は自分の考えを持たず、周りの意
見に流されやすい受け身な性格でした。ま
た、自分自身と真剣に向き合うことを避け、
物事をあまり深く考えずその時さえ楽しけ
ればいいという生き方をしていました。

本学に入学後、同じ学科の先輩一人ひとり
が自分の意思を持ち、目標達成のために努
力を惜しまず国際貢献活動や大学行事に取
り組んでいるひたむきな姿に深い感銘を受
け…・

何事も「まずはトライしてみよう！」とい
う積極的な姿勢で取り組むようになりまし
た。また、ラオスに足を運んで現地の実情
を肌で感じたと同時に、学ぶべきことがま
だまだたくさんあると痛感した経験から、
日頃よりフットワークを軽くして、意欲的
に学習することを心がけています。活動を
通して出会った仲間やラオスの人々との縁
を大切にしながら、両国の架け橋となれる
ようにこれからも自己研鑚に励みたいと思
います。

Before...

UNITE の活動に参加している
国際教養学科 2年次生　薄井　唯さんの場合・・・

After...Turning Point...

高校生の頃からボランティアに漠然とした
興味を抱いていたものの、実際に行動を起
こすことはありませんでした。しかし、「人
を助けたい・人の力になりたい」という気
持ちは常に自分の根底にありました。

Kyoto Gaidai Habitat のメンバーとなり、初
めて海外ボランティアへ参加。そこには自
分の知らない世界が広がっていて、新しい
発見や刺激に満ちていました。現地での活
動を通して、互いに助け合うことの大切さ
を改めて実感し…

教室内での学びだけではなく、現地の状
況を自分の目で確かめ、アクションを起
こすことが必要不可欠であると考え、身
を入れて活動に取り組むようになりまし
た。Kyoto Gaidai Habitatでは幹部や海外
派遣チームのリーダーズを務めるなど、
様々なことに意欲を持って挑戦し、自身
の成長につなげています。

Before...

Kyoto Gaidai Habitat の活動に参加に参加している
英米語学科 3年次生　田角　卓鋭さんの場合・・・

After...Turning Point...

京都外大リーダーズ・
スクール（GLS）の活動については
11～12ページを参照

Kyoto Gaidai Habitatの
活動については
9～10ページを参照

ナマステな会の活動については
13～14ページを参照

UNITEの活動については
17～18ページを参照

Search for  yourself step by step
Find the circle of humanity

Wherever we are, we need each other
Smiles cross borders
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2017 年 11 月に国際貢献学部は認可されました

Be a  Changemaker
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【お問合せ先】
京都外国語大学・京都外国語短期大学
総合企画室 
 T  E  L　 075-322-6710
E-MAIL　cpi@kufs.ac.jp

所在地：〒615-8558　京都市右京区西院笠目町6
●阪急京都線利用の場合は、
　　　「西院」駅から西へ徒歩約 15 分。
　　　または市バス「西大路四条」（西院）から 3・8・28・29・67・69・71 系統に乗車、
　　　「京都外大前」で下車（所要乗車時間約 5分）。「梅田」駅から「西院」駅までは約 40 分。

●ＪＲ線利用の場合は、
　　　「京都」駅烏丸口から市バス 28 系統、八条口から市バス 71 系統に乗車、
　　　「京都外大前」で下車。（ともに所要乗車時間約 30 分）

●地下鉄烏丸線利用の場合は、
　　　「四条」駅で下車、市バス「四条烏丸」から 3・8・29 系統に乗車、「京都外大前」で下車。
　　　（所要乗車時間約 15 分）　

●地下鉄東西線利用の場合は、
　　　「太秦天神川」駅から南へ徒歩約 13 分。

●京阪本線利用の場合は、
　　　「三条」駅から地下鉄東西線に乗り換え、「太秦天神川」駅から南へ徒歩約 13 分。

京都外国語大学・京都外国語短期大学へのアクセス

京都外国語大学 京都外国語短期大学
国際貢献学部
（2018 年 4月開設）

キャリア英語科　　
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
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

　　
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
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

外国語学部

グローバルスタディーズ学科
グローバル観光学科




