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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

１．建学の精神・基本理念、使命・目的 

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

語学校創立に始まる。 

京都外国語学校創立当時、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。 

本学は、外国語学部と外国語学研究科から構成されており、外国語学部の教育理念を達

成するための具体的な教育目標は、①確かな日本語力と実践的な外国語運用力、②社会性、

対人関係性の向上に資するコミュニケーション力、③日本及び外国の文化の理解に基づく

多文化共生実現力の３つの力を備えた人材を育成することである。 

本学は専門の外国語以外に、これに劣らない比重をもって文学、文化、歴史、法律、経

済、商業、教育等の授業科目を広く開講している。その理由の１つは、国際的理解を図る

ためには外国語の修得だけでは十分と言い難く、専攻する言語圏の国々の固有の文化と伝

統を科学として学びとり、深く理解することが大切と考えているからである。２つ目には、

日本とその言語圏の国々との経済的関係、産業構造及び国際経済に関する的確な知識も不

可欠であると考えているからである。さらに外国語を修得し、これを実際に駆使する場合

には、広い視野と高い教養に根ざした見識を常に中心におくことを忘れてはならないと考

えているからである。 

社会は急激に変化しており、不確実性・不透明性を増している。そして今もなお民族紛

争や宗教的な対立、経済摩擦やテロなど世界各地で争いが絶えない。このように複雑な国

際化時代において、世界の恒久平和をめざすには、新しい国際協力のあり方を構築してい

かなければならない。そこで世界の平和と発展に貢献するため、本学は、外国語を専攻す

る者はその方法においても、目的においても言語のみに終始することなく、十分な国際的

理解と円満な人格を備えていなければならないと考える。この教育目標を実現するには、

すべての学生が建学の精神を常に念頭において学生生活を送ることが肝要であるとし、全

１年次生を対象に総合科目「言語と平和」を課している。この科目は建学の精神について

の理解をさらに深めることを目的として、専任教員と外部講師のリレー形式による客観的

かつ総合的な授業を行い、言語と平和についての教養と、それに対する公正かつ的確な理

解と判断力を身につけることを講義目標としている。 

また、外国語学研究科の目的は、外国語学の理論及び応用を教授研究し、その深奥をき

わめ、研究者、教育者のみならず、広く国際社会に貢献し得る人材を育成し、言語を通し

て世界の平和に貢献することである。 
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２．大学の個性・特色 
先に述べた目的を達成するため、アドミッション・ポリシー（入学者受け入れに関する

方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程に関する方針）、ディプロマ・ポリシー（卒業

認定・学位授与に関する方針）の３つのポリシーを定め、教育研究を行っている。 
 
外国語学部及び外国語学研究科の３つのポリシーは、次のとおりである。 
 
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れに関する方針） 
外国語学部 
本学の教育の目的・理念・目標を理解し、国際社会で十分に通用する実践的な外国語運

用力を身につけるとともに、専攻語圏及び自国の文化・歴史・政治・経済などに関する専

門知識、そして、外国語運用力を活かすための幅広い知識と豊かな教養を身につけ、国際

社会に貢献したいという意思のある次のような学生を広く国内外から求めます。 
＜求める学生像＞ 
（１）グローバル化する社会において、言語を通して世界の平和に貢献しようとする人 
（２）実践的な外国語運用力の修得に意欲を持っている人 
（３）自国を含め諸外国の文化に興味や関心を持っている人 
（４）外国語を学ぶ上での適性と基礎学力を有する人 
外国語学研究科 
本学の教育の目的・理念・目標を理解し、新しい知の体系の創造と新しい時代を担うこ

とのできる幅広い視野と柔軟な思考を備え、国際社会に貢献したいという意思のある次の

ような学生を広く国内外から求めます。 
＜求める学生像＞ 
≪博士前期課程≫ 
（１）グローバル化する国際社会に対応できる高度な専門職をめざす人 
（２）教育機関で専門的な指導ができる教育者をめざす人 
（３）言語文化・言語教育の学術研究分野で専門的研究者をめざす人 
≪博士後期課程≫ 
（１）国際的視点に立った研究を行い、その成果を人類に広く還元し、社会に大きく貢献

する研究者をめざす人 
（２）従来の理論や常識を越える独自の研究をめざす人 
 
カリキュラム・ポリシー（教育課程に関する方針） 
外国語学部 
外国語学部は９学科を有する特性を活かし、核となる各学科での学修と学科の枠を越え

た多様な言語や文化に関する学修を通して、高度な語学力、地域・文化についての専門的

知識及び国際社会で活躍するにふさわしい高い見識並びに豊かな教養を身につけた人材を

育成することを目的としています。外国語を学び、その地域の文化に精通するとともに、

豊かな教養に基づく公正な判断力を身につけ、さらに日本を知り、世界に向けて日本を発

信することのできる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
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を推進します。 
目的達成のために修得させる具体的な知識や能力及び科目区分ごとの目標については、

以下のとおりです。 

 

目的達成のために修得させる具体的な知識や能力 

（１）専攻する言語の実践的な運用力と、専攻語圏の地域に関する専門的知識 

（２）多様な視点からの多文化理解を深めるための第２・第３外国語運用力 

（３）言語の背景となっている文化や社会に対する理解を深める人文・社会・自然各分野

の幅広い知識 

＜科目区分ごとの目標＞ 

（１）導入 

①総合科目 

言語と平和についての総合的な理解を深め、本学で学ぶうえでの基本的な姿勢を培

うことを目標とする。  

②基礎ゼミナール 

外国語大学の学生として外国語を運用し、実社会で活躍するための能力、すなわち

論理的思考能力とそれに基づく文章作成能力を身につけることを目標とする。  

（２）基幹 

①専攻語科目・専門科目（日本語学科・国際教養学科のみ） 

［英米語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語・中国語・イタ

リア語学科の専攻語科目］ 

専攻する言語の知識を深く学び、その運用力を高めることによって、専攻する言語

の専門家として自立する力を身につけることを目標とする。  

［日本語学科の専門科目］ 

日本語教員・国語教員・日本文化の紹介者等として活躍できるように、日本語学・

日本文化・日本語教育の基礎的な知識の修得を目標とする。  

［国際教養学科の専門科目］ 

英語を演習形態の授業を通して学ぶことによって、英語の実践的運用能力・コミュ

ニケーション力を身につけることを目標とする。  

②第２外国語科目 

［全学科］ 

専攻する言語のほかに、もう一つの外国語を学ぶことにより、その運用能力を高め

ることを目標とする。また、その外国語の運用能力をさらに高めるとともに、その言

語についての専門的理解を深めることを目標とする。  

③第３外国語科目 

［全学科］ 

専攻語と第２外国語のほかに、外国語を学ぶことによって、広く言語についての理

解と洞察力を身につけることを目標とする。  

④外国語強化科目 

［全学科］ 
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専攻語あるいは第２外国語・第３外国語として学ぶ各言語について、より実践的な

運用能力を高めるとともに、ハイレベルな各種語学検定試験にも合格することを目標

とする。  

［日本語学科 専門特別演習科目］ 

日本語教員・国語教員・日本文化の紹介者等として必要な、実践的な日本語の運用

能力・研究能力および教授法の修得を目標とする。  

［国際教養学科 専門特別演習科目］ 

国際関係・国際ビジネスに関する授業を学ぶことによって、国際社会で活躍できる

知識の修得を目標とする。  

（３）展開 

①グローバル・スタディ科目群 

［エリアＡ］ 

各言語使用エリアでの言語・文学・文化・社会についての観察・考察を進め、高い

専門性を有する見解を提示する能力を身につけることを目標とする。  

［エリアＢ］ 

グローバルな視点から、さまざまな人々の活動の展開についての観察・考察を進め、

高い専門性を有する見解を提示する能力を身につけること、または異なる言語で双方

向に翻訳する技能を身につけることを目標とする。  

②キャリア・スタディ科目群 

グローバル・ローカルな視点から、特定領域について深く体系的に学び、現実の事象

に対する理解力を高めるとともに職業選択を意識しながら、問題を発見し解決する能力

を身につけることを目標とする。 

外国語学研究科 

外国語学研究科は、言語文化と言語教育の専門分野に関する研究コース（領域）を有す

ることを活かし、専門分野の研究能力、又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業

を担うための卓越した能力、その基礎となる豊かな学識を修得させることを目的としてい

ます。 
博士前期課程は、言語コミュニケーションに重点を置いた言語と文化の学際的、総合的

研究、並びにその応用としての言語教育・学習方法論の研究を行う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します。 
博士後期課程は、世界の諸地域における人間の営みの中核をなす文化を、言語を通して

根源的に解明できる人材を育成すること、また、多分野に通じた創造性ある言語教育者を

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します。 
 
ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針） 
外国語学部 
外国語学部は専攻する外国語の学修をとおして、高度な語学力、地域・文化についての

専門的知識及び国際社会で活躍するにふさわしい高い見識並びに豊かな教養を身につけ、

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ます。 
学科ごとの目標を以下のとおりとし、４年の修業年限の中で、各年次で設定する進級基
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準を満たし、卒業に必要な単位を修得し、卒業研究または卒業論文に合格した場合に学士

（文学）の学位を与えます。 
＜学科ごとの目標＞ 
英米語学科 確かな英語運用力及び専攻語圏を主とする社会と文化の諸事象

に関する幅広い知識並びに的確な課題探求・分析・発表力を備えた

人材の育成。 
スペイン語学科 確かなスペイン語運用力及び専攻語圏を主とする社会と文化の

諸事象に関する幅広い知識並びに的確な課題探求・分析・発表力を

備えた人材の育成。 
フランス語学科 確かなフランス語運用力及び専攻語圏を主とする社会と文化の

諸事象に関する幅広い知識並びに的確な課題探求・分析・発表力を

備えた人材の育成。 
ドイツ語学科 確かなドイツ語運用力及び専攻語圏を主とする社会と文化の諸

事象に関する幅広い知識並びに的確な課題探求・分析・発表力を備

えた人材の育成。 
ブラジルポルトガ

ル語学科 
確かなポルトガル語運用力及び専攻語圏を主とする社会と文化

の諸事象に関する幅広い知識並びに的確な課題探求・分析・発表力

を備えた人材の育成。 
中国語学科 確かな中国語運用力及び専攻語圏を主とする社会と文化の諸事

象に関する幅広い知識並びに的確な課題探求・分析・発表力を備え

た人材の育成。 
日本語学科 確かな日本語運用力及び国内外で日本語を教える能力、専攻語圏

を主とする社会と文化の諸事象に関する幅広い知識並びに的確な

課題探求・分析・発表力を備えた人材の育成。 
イタリア語学科 確かなイタリア語運用力及び専攻語圏を主とする社会と文化の

諸事象に関する幅広い知識並びに的確な課題探求・分析・発表力を

備えた人材の育成。 
国際教養学科 世界の文化を多元的に理解し、現代の国際社会における課題を学

際的な視点から捉えることができる幅広い知識と課題発見、問題解

決能力を備えた人材を育成。 
 
外国語学研究科 
外国語学研究科は、外国語学の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、研究者、

教育者のみならず、広く国際社会に貢献し得る人材を育成し、言語を通して世界の平和に

貢献することを目的としています。 
博士前期課程のコース及び後期課程の領域の目標を以下のとおりとし、前期課程は修了

に必要な単位を修得し、修士論文または個人研究成果報告書の審査に合格した場合に、修

士（言語文化学）の学位を与えます。 
博士後期課程は博士論文審査に合格した場合に、博士（言語文化学）の学位を与えます。 
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 次に平成 25（2013）年度に策定した「５ヵ年計画」について、説明する。 

 この「５ヵ年計画」は、建学の精神に基づき５年間のビジョンを設定し、具体的な計画

を展開している。 

 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。 

 目標：①教育・研究目標＝想像力豊かで逞しく羽ばたくグローバル

人材の育成。②経営目標＝安心して学び働ける環境の充実。 

 ６つの柱：①教育の質＝教育の質保証。②研究＝特色ある研究の推

進。③学生支援体制＝学生から信頼される支援体制の構築。④財務＝

財務基盤の強化。⑤組織・マネジメント＝組織機能の活性化。⑥施設・

設備＝国際性豊かで快適なキャンパスの実現。 

 これらの計画を実現するために「５ヵ年計画実施委員会」と点検・評価するための「５

ヵ年計画評価委員会」を発足させ、ＰＤＣＡサイクルを確立している。「５ヵ年計画評価委

員会」の委員には、外部からの委員３人も含まれており、客観的な視点での点検・評価を

行っている。 

【資料 0-1】「５ヵ年計画」パンフレット 

 
次に本学における特色のある取り組み（プログラム）のいくつかを紹介する。 

 
文部科学省「大学教育再生加速プログラム(ＡＰ)」 

平成 26(2014)年度に文部科学省「大学教育再生加速プログラム(ＡＰ)」の「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」に選定され、確かな語学力

及び人間力の育成を目指し、「反転授業型のアクティブ・ラーニング」の開発・実践および

キャリア科目群における「問題解決型学習(PBL)」の実践に取り組んでいる。 

 これらに加えて、学生の自己評価及び客観的評価を包括的に把握することができる「学

生サポートシステム」を開発し、学修プロセスと成果の可視化を通して学生の自律的な成

長を支援している。 
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The Future Leaders Program (FLP) 

このプログラムの目的は、国際社会で求められる次世代のリーダ

ーを育成することである。 

本学が考える次世代のリーダーとは、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である。 

これ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」である。卓越した英語に

よる「コミュニケーション力」と「交渉力」、多言語・多文化社会に対応できる「グローバ

ルマインド」を身に付け、自分と異なるものの見方をする他者との交流・対話を積み重ね、

国際社会や組織、コミュニティーに貢献できる人材のことである。このプログラムへの選

抜は、入学試験または入学後の成績等で行い、当該学生には、年間 25万円の経済的支援を

行っている。 

【資料 0-2】「次世代リーダー育成」パンフレット 

 
外国語自律学習支援室 

Navigating an Independent Non-stop Journey to Autonomy (NINJA) 

この施設は、外国語の自律学習者を育成することをめざしたものである。 

３つのエリア（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）が

あり、専任アドバイザーが常駐し、学習者一人ひとりが自分に合った学び方を見つけられ

るよう指導に当たっている。 

また、開催するいろいろなイベントを通して、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、楽しさを学ぶ機会を提供している。 

 詳しくは、本報告書「Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己

評価」で述べている。 

 
「京都外大リーダーズ・スクール」Gaidai Leaders School (GLS) 

これは、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』豊かなリーダーの育成」をめざすことを

目的としている。 

この目的を達成するために、学生一人ひとりがリーダーシップを

身につけるため、様々な多文化体験を積むことで、より実践的なリ

ーダーとしての素養を、体系的、段階的かつ継続的に身に付けるこ

とを支援している。また社会性や対人関係力、コミュニケーション

力の向上をめざし、学内での研修のみならず、他大学の学生や海外の学生たちと交流でき

る学びの環境を文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」と連携して提供しています。 

【資料 0-3】「京都外大リーダーズ・スクール」バンフレット 

 
ナショナル・ウィーク 
 ８言語の学科と国際教養学科を有する本学の特色を生かした「キャンパス国際化」の取
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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。 

 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 

【資料 0-4】「ナショナル・ウィーク」パンフレット 

 
学生の国際貢献・協力や国際交流の活動 PAX MUNDI PROJECTS 

 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 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を行っている。 

 本学の学生たちは、これらのプロジェクトへの参加を通して、国際

貢献・協力や国際交流についての意識を高めながら、グローバル人材

の「芽」を自主的に育んでいる。 

【資料 0-5】「PAX MUNDI プロジェクト」パンフレット 

 
Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

昭和 22（1947）年５月  京都外国語学校を創立 

昭和 25（1950）年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（1952）年４月   京都外国語短期大学英語科第二部（夜間部）を開設 

昭和 29（1954）年４月  京都外国語短期大学英語科に教職課程を開設 

昭和 31（1956）年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 34（1959）年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（1963）年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（1964）年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（1966）年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（1967）年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
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トガル語学科を開設 

昭和 46（1971）年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（1972）年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 

京都外国語大学大学院に教職課程を開設 

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

昭和 52（1977）年４月   京都外国語大学に図書館司書・学校図書館司書教諭課程

を開設 

昭和 55（1980）年４月   京都外国語大学留学生別科を開設 

昭和 57（1982）年３月   京都外国語学校を廃校 

平成元（1989）年４月    京都外国語大学に博物館学芸員課程を開設 

平成４（1992）年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（1997）年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 12（2000）年３月 京都外国語短期大学英語科の教職課程を廃止 

平成 16（2004）年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（2005）年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（2006）年３月 京都外国語大学外国語専攻科を廃止 

平成 19（2007）年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（2010）年４月   京都外国語大学外国語学部国際教養学科を開設 

 

2．本学の現況 

・大学名    京都外国語大学 
・所在地    京都府京都市右京区西院笠目町６ 
・学部構成   外国語学部 

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 
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          日本語学科 

          イタリア語学科 

          国際教養学科     (設置年順) 

外国語学研究科 

異言語・文化専攻 博士前期課程 言語文化コース 

                         実践言語教育コース 

                                   博士後期課程 言語文化領域 

                           言語教育領域 

 

・学生数、教員数、職員数 

学生数(外国語学部)                                                  （人） 

学   科 入学定員 編入学定員 収容定員 
在籍学生数 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 計 

英 米 語 355 70 1,560 445 448 482 535 1,910 

ス ペ イ ン 語 64 3 262 78 75 72 75 300 

フ ラ ン ス 語 60 3 246 80 72 53 82 287 

ド イ ツ 語 60 3 246 86 69 63 77 295 

ブラジルポルトガル語 60 3 246 78 73 57 67 275 

中 国 語 64 12 280 77 75 68 80 300 

日 本 語 60 8 256 73 79 60 74 286 

イ タ リ ア 語 60 3 246 69 73 69 75 286 

国 際 教 養 60 4 248 78 85 72 72 307 

計 843 109 3,590 1,064 1,049 996 1,137 4,246 

 

学生数(外国語学研究科)                                                  （人） 

専   攻 
入学定員 収容定員 在籍学生数 

博士前期 博士後期 博士前期 博士後期 博士前期 博士後期 

異言語・文化 40 3 80 9 73 13 

計 40 3 80 9 73 13 
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教員数                                                               （人） 

学部・学科、その他の組織 
専任教員 

教授 准教授 講師 計 

外 

国 

語 

学 

部 

英米語学科 29 11 11 51 

スペイン語学科 5 1 1 7 

フランス語学科 4 1 4 9 

ドイツ語学科 4 2 3 9 

ブラジルポルトガル語学科 3 3 2 8 

中国語学科 6 0 3 9 

日本語学科 6 2 1 9 

イタリア語学科 3 4 1 8 

国際教養学科 5 4 2 11 

国際言語平和研究所 1 0 0 1 

マルチメディア教育研究センター 1 0 0 1 

京都ラテンアメリカ研究所 1 0 0 1 

留学生別科 1 0 0 1 

計 69 28 28 125 

 
職員数                                                               （人） 

正職員 嘱託・契約 
パート・ 

アルバイト 
派遣 計 

114 0 67 16 197 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1 の自己判定 

「基準項目 1－1 を満たしている。」 
 

（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

外国語学部 

本学の京都外国語大学学則第１条に教育基本法及び学校教育法の規定に則り、学術の中

心として広く知識を授け、豊かな教養に基づく円満な人格と国際的視野を養い、専門の外

国語とその文化について深く教授研究し、国際的活動を通して社会に貢献し得る人材の育

成を目的と定めている。 

 また、建学の精神に基づき、世界平和に貢献することを目的として、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っている。 

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。 

この教育理念を達成するための具体的な教育目標は、(1) 確かな日本語力と実践的な外

国語運用力、(2)社会性、対人関係性の向上に資するコミュニケーション力、(3)日本及び

外国の文化の理解に基づく多文化共生実現力の３つの力を備えた人材を育成することと定

め、明文化している。 

これら本学の使命・目的をまとめ「本学の社会的使命を全うする

ための提言」を発表し、冊子並びにホームページにて学内外に発信

している。 

またこの冊子を用いて、教員には毎年開催される全教員を集めて

行う「担当者打ち合わせ会」にて、職員には、月１回全職員を集め

て行う「職員朝礼」にて、学長が自ら説明を行った。 

【資料Ｆ-２】大学案内「Earth」 
【資料Ｆ-３】大学学則 
【資料Ｆ-５】学生便覧「単位修得要領」  
【資料 1-1-1】ホームページ「ミッション・ステートメントとポリシー」 

【資料 1-1-2】「本学の社会的使命を全うするための提言」 
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外国語学研究科 

学園創立者の世界平和達成への強い願いが込められた建学の精神「PAX MUNDI PER  

LINGUAS」（言語を通して世界の平和を）を踏まえた本大学院の教育理念は、「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」にある。具体的に

は、「確かな日本語力と実践的な外国語運用能力」、「社会性、対人関係性の向上に資するコ

ミュニケーション力」、「日本及び外国の文化の理解に基づく多文化共生実現力」の３つの

力を備えた人材の育成を目指している。大学院では、建学の精神に則り、学術の理論及び

応用を教授研究し、その深奥をきわめ、研究者、教育者のみならず、広く国際社会に貢献

し得る人材を育成し、文化の進展に寄与することを目的としている。さらに博士前期課程

及び博士後期課程のそれぞれの課程の教育目的については、大学院学則第６条第１項及び

第２項に根拠規定を明記している。 

【資料Ｆ-２】大学院案内「Shine」 

【資料Ｆ-３】大学院学則 

【資料Ｆ-５】学生便覧「大学院便覧」 

【資料 1-1-1】ホームページ「ミッション・ステートメントとポリシー」 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部・外国語学研究科 

これまで本学の使命・目的は、社会と共に変化してきた。今後も社会の変化に柔軟に対

応するため検証し、具体性・明確性を維持し、必要に応じて見直しを図っていく。 

また、グローバル化に伴い、英語での表記を行ってきたが、英語以外の外国語での表記

についても進めていく。 

 
1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

（1）1－2 の自己判定 

「基準項目 1－2 を満たしている。」 
 

（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

外国語学部・外国語学研究科 

 「Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等」で述べている

とおり、建学の精神を基に教育の目標・目的を決め、それら沿った３つのポリシーを定め

学内外へ発信している。 

 例えば、大学案内である「Earth」ならびに大学院案内である「Shine」では、本学の個

性・特色をわかりやすく掲載している。またホームページにおいても個性・特色が前面に

出るように構成されている。 
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【資料Ｆ-２】大学案内「Earth」・大学院案内「Shine」 

【資料 1-2-1】ホームページ 大学案内「Earth」（デジタル版） 

 

1-2-② 法令への適合 

外国語学部 

 教育基本法及び学校教育法を遵守して、本学の教育理念に基づいて使命・目的を定めて

いる。これは本学学則に次のとおり定めている。 

第１条 京都外国語大学(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）の規定するところ

に従い、学術の中心として広く知識を授け、豊かな教養に基づく円満な人格と国際的視

野とを養い、専門の外国語とその文化について深く教授研究し、国際的活動を通して社

会に貢献し得る人材の育成を目的とする。 

また、法令等の遵守状況については「エビデンス集・データ編 表３－２」に示したとお

りである。 

【資料Ｆ-３】大学学則 

外国語学研究科 

 学校教育法第 99 条第１項に定める大学院の目的を根拠規定に、使命・目的を大学院学

則に次のとおり定めて、その教育目的に則った体系的な教育課程が編成されている。 

 第２条 本大学院は、本学の建学精神に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、そ

の深奥をきわめ、研究者、教育者のみならず、広く国際社会に貢献し得る人材を育成し、

文化の進展に寄与することを目的とする。 

【資料Ｆ-３】大学院学則 

1-2-③ 変化への対応 

外国語学部 

 日本社会のグローバル化に伴い、グローバル人材を養成するため次のとおり方策を講じ

た。 

①平成 22（2010）年４月に国際教養学科を開設した。 

 ②平成 25（2013）年度「５ヵ年計画」を策定し、全学的な行動計画を示した。 

③平成 26（2014）年度社会のニーズの変化に対応したカリキュラムの改訂を行った。 

【資料 0-1】「５ヵ年計画」パンフレット 

外国語学研究科 

 平成 17(2005)年度に改組後、常に社会のニーズに基づく教育目標を明示している。ま

た、教育振興基本計画や中央教育審議会の答申等を踏まえながら、次のとおり常に変化に

対応した教育課程が組まれている。 

 ①平成 25（2013）年 新規科目オーバーシーズ・スタディーズ(Overseas Studies)を設

け、長期及び短期留学、インターンシップ、フィールドワークなど授業科目の一環とし

て単位を認定する。 

②平成 26（2014）年 留学生支援制度として、アカデミック・チューター制度(AT 制度)

を導入した。この制度は、外国人留学生に対し、学位論文作成の際、日本人大学院生に

よる日本語の指導補助を行う教育支援制度である。 
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 ③平成 27（2015）年 大学院事務室は、これまで教務部内のセクションであったものか

ら新たに大学院専用棟を建設し開設する。同時に他部署からいくつかの業務移管を行っ

た。 

④平成 28（2016）年 海外新キャンパス設置。ASEAN 地域との連携強化を目的にマレー

シア科学大学内にジャパニーズカルチュラルセンター（京都外大マレーシア・ペナンキ

ャンパス」「KUFS-USM Japanese Cultural Centre」）を設置した。今後、大学院生や研究

者の交流起点としてハブ機能を担うこととなる。 

【資料Ｆ-２】大学院案内 「Shine」 

【資料 1-2-2】ホームページ 大学院案内「Shine」（デジタル版） 

【資料Ｆ-５】学生便覧「大学院便覧」 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 

 これまで続けている、本学の使命・目的が社会情勢に対応しているかの点検を怠らず、

適切に見直しを行う。 

 また、改定が必要となった場合には、法令等の適合も留意し、迅速に対応する。 

外国語学研究科 
 社会情勢や教育基本法第 17条等に定められた教育の振興に関する施策等（教育振興基 

本計画）を見据えながら、使命・目的及び教育目的の適切性については、大学院の教育研

究拠点を形成するため、その機能の強化を図っていく。 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3 の自己判定 

「基準項目 1－3 を満たしている。」 
 

（2）1－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

本学の使命・目的は、それぞれ「学校法人京都外国語大学寄附行為」及び「京都外国語

大学学則」「京都外国語大学大学院学則」に明記している。寄附行為の制定・改正は評議員

会への諮問、理事会の議案事項となっており、現在の寄附行為はこの手続きを経ている。

また、学則の制定・改正手続きについては、学則第 60条第２項第３号に教授会は学則及び

諸規則に関する事項について審議し学長の求めに応じ意見を述べることができるとし、学

則はこうした手続きによっている。 

なお、「事業計画書」において、大学・大学院の使命や目的、並びに学部・学科および研

究科の教育目的について明示しており、これを審議等する評議員会、理事会に当該説明を
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行い、役員の理解を得ている。 

また、教職員については、前述の大学の使命や目的、並びに学部・学科の教育目的を基

に学長が作成した「本学の社会的使命を全うするための提言」を通じて、より具体的な目

標について周知している。 

【資料Ｆ-１】寄附行為「第４条」 

【資料Ｆ-３】大学学則「第１条」 

【資料Ｆ-３】大学院学則「第２条」 

【資料 1-3-1】ホームページ「大学学則」 

【資料 1-3-2】ホームページ「大学院学則」 

【資料Ｆ-６】事業計画書「平成 28年度事業計画書」 

【資料 1-1-2】「本学の社会的使命を全うするための提言」 

 

1-3-② 学内外への周知 

外国語学部 

外国語学部の使命・目的については、1－1 及び 1－2で述べたとおりである。平成 19年

７月の大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行を受け、平成 20年３月に本学の学則

改定を行い、学部の教育研究上の目的を定めるとともに、各学科の目的も定めている。そ

の使命及び目的、３つのポリシー等についての学内外への周知については、ホームページ

及び大学ポートレートで公開するとともに、大学案内等の冊子のおいても記載して受験希

望者等に配布している。また、在学生には、学部・学科の目標及びカリキュラム・ポリシ

ー、ディプロマ・ポリシーを単位修得要領に記載し、授業科目オリエンテーションで配布

して説明するなどの情報提供を行っている。 

学内的には、毎年、全学生に単位修得要領を配布し、学年毎のオリエンテーションで説

明して周知を図り、対外的には大学案内及びホームページ、大学ポートレートを通じて広

く社会に公表している。 

現状で考えられる学内外への伝達方法は、すべて行っており、基準は満たしている。 

【資料Ｆ-２】大学案内「Earth」 

【資料 1-2-1】ホームページ 大学案内「Earth」（デジタル版） 

【資料Ｆ-５】学生便覧「単位修得要領」 

外国語学研究科 

大学院の使命・目的及び教育目的の周知については、毎年、広報用の冊子として大学

院案内の冊子を作成し、学内外に配布している。また、同時にホームページにおいても公

開している。大学院案内、大学院便覧等の冊子やホームページにおいて、十分に情報を提

供している。 
【資料Ｆ-２】大学院案内「Shine」 

【資料 1-2-2】ホームページ 大学院案内「Shine」（デジタル版） 

【資料Ｆ-５】学生便覧「大学院便覧」 
 

1-3-③ 中長期的な計画及び３つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

外国語学部・外国語学研究科 
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中長期的な計画として、「５ヵ年計画」（2013年～2017 年）を策定した。この「５ヵ年計

画」では、建学の精神を具現化するためのビジョンと目標を掲げ、本学の使命遂行の方向

を決め、取り組むべき内容として「教育の質」・「学生の支援体制」・「研究」・「組織・マネ

ジメント」・「財務」・「施設・設備」の６つの柱を定め、それぞれの計画を立てた。 

この計画を実施・評価するために「実施委員会」と「評価委員会」を設け、PDCA サイク

ルを確立した。また「評価委員会」の委員として外部から３名を加えた。 

 次に３つの方針については、まず本学のミッション（使命）を定め、「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」（３つの方針）を定めて

いる。これらの使命・方針については、ホームページをはじめ大学案内等に掲載し、学内

はもとより広く社会に知らせている。 

【資料 0-1】５ヵ年計画パンフレット 

【資料Ｆ-９】規程集「５ヵ年計画実施委員会規程」 

【資料Ｆ-９】規程集「５ヵ年計画評価委員会規程」 

【資料 1-1-1】ホームページ「ミッション・ステートメントとポリシー」 

【資料Ｆ-２】大学案内「Earth」（P.129 教育目標・３つのポリシー） 

【資料Ｆ-２】大学院案内「Shine」（表紙裏 教育目標・３つのポリシー） 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 
外国語学部 

教学上の課題等を検討する組織としては、学長の諮問機関として教務委員会(資格課程専

門部会含む)、学生指導委員会、国際交流委員会、入試に関する委員会、キャリア委員会等

を設置している。 

さらにＦＤ委員会、ＳＤ委員会、人権委員会、自己点検・評価運営委員会等を設置して

いる。委員会はそれぞれ各学科及び教養教育に所属する専任教員と関連部署の部長及び事

務職員で構成しており、各委員会が管轄する問題に関して検討している。 

また、大学設置基準第２条及び本学学則第１条の２に基づき、本学における教育研究活

動等の状況について、自ら点検及び評価を行うため、自己点検・評価運営委員会を設置し

ている。委員長は学長が務め、委員は学長が任命する専任教員及び事務職員で構成してい

る。 

そのほか、各学科及び教養教育担当教員の単位でも各々会議を組織し、カリキュラム、

教員配置等さまざまな問題について協議・調整に努めている。研究活動の推進と研究体制

の充実を図る組織として、国際言語平和研究所は運営委員会、マルチメディア教育研究セ

ンター運営委員会等を設けている。 

これらの各種委員会は、各学科等で選出した専任教員と担当部署の部長、事務職員で構

成し、委員長は各学科等選出の教員から互選される。委員会を開催する場合は、事前に委

員長と担当部署の部長、事務職員が綿密な調整を行ったうえで委員会を開催し、協議して

いるので、業務を担当する事務部門の意見も十分に反映できる組織となっている。 

【資料Ｆ-９】規程集（第３章 各委員会規程） 

【資料 1-3-3】各種委員会一覧 
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外国語学研究科 

使命・目的及び教育目的の有効性を維持していくために、平成 17（2005）年度の大学院

改組時に、組織や運営、学位授与などに関する事項を審議する「大学院委員会」を、また

教育課程、学生の入学、退学、休学などの身分に関する事項を審議する「研究科会議」、

教育・研究活動の計画と実施、研究科会議の運営等に関する事項を取り扱う「代表者会議」

を組織化した。しかし、学校教育法の一部が改正され平成 27（2015）年４月から施行され

ることを受けて、従前の大学院委員会と研究科会議を統合して、大学院学則第 53 条に規

定する学生の入学及び課程の修了、学位授与、教育課程、大学院担当教員の資格審査及び

その基準に関する事項等を審議する「大学院教授会」を新たに組織化した。 

【資料Ｆ-９】規程集（第３章 各委員会規程） 

 
（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部・外国語学研究科 

各委員会は、大学の教育水準を向上させ活性化を図って、学問と文化を伝承し、かつ発

展させるという大学の社会的責任を果たさなければならないことを認識し、常に自己点

検・評価を怠らず、今後も継続して諸問題を検討し、解決を図っていく。また、専任教員

研修会（ＦＤ）にも積極的に委員会の意見を反映できるように連携を図る。 

会議の開催日は、委員を務める教員の出講日等を考慮し開催するため、木曜日を原則と

しており、委員会の日時が重複することが多く、委員会を掛け持ちしている教員もいるた

め、開催日時調整に苦慮している。 

今後は、委員会の統合も視野に入れ検討する。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

 本学の使命・目的を果たすため、大学設置基準・大学院設置基準並びに関連法令に基づ

き、学則を簡潔に明文化している。本学の建学の精神である「言語を通して世界の平和を」

に基づき、教育理念・目標・目的を反映した「アドミッション・ポリシー」・「カリキュラ

ム・ポリシー」・「ディプロマ・ポリシー」のいわゆる３つのポリシーを定め、印刷物やホ

ームページに明記し、学内外に周知している。 

 社会情勢の変化に対応するため、理事会・評議会・教授会・職員会議・各種委員会にて、

検討・決定する仕組みが確立されている。 

 使命・目的に沿って「５ヵ年計画」が策定され、全学を挙げて改善・改革に取り組んで

いる。 

 以上のことから、基準１の評価の視点を満たしている。 



京都外国語大学 

19 

基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1 の自己判定 

「基準項目 2－1 を満たしている。」 
 

（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
 2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

 2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

外国語学部 
本学は、先に述べたとおり建学の精神と教育理念の基づいたアドミッション・ポリシー

を定め、本学ホームページや大学案内に掲載するとともに、オープンキャンパスや進学相

談会等で直接高校生、高校教員及び保護者などに説明している。また、進学情報誌、新聞

広告、Web による進学情報サイトなどを用いて広く一般に開示している。 

 入学者の選抜については、本学のアドミッション・ポリシーを踏まえ、入学者の能力・

意欲・適性をはかるさまざまな選抜方法を実施している。特に推薦入試では、英語の適性

検査および課題作文・面接により判定を行う公募制推薦入試をはじめ５種類の推薦入試を

実施。また、特別入試としては、各種語学関係の資格・検定など優れた成績、文化・芸

術・ボランティア活動での高い評価、スポーツ活動での優れた成績などをもって出願し、

面接と小論文または英語での課題作文の成績で総合的に合否を判定する自己推薦特別入試

や社会人特別入試を実施。さらに、１年以上の海外留学経験者を対象とする海外帰国生徒

特別入試を実施するなど、いずれの制度も明確な選抜基準によって、適切な入学者選抜を

行っている。 

 2016 年度の収容定員（3,590 人）に対する在籍学生総数（4,246 人）の超過率は、1.18

倍となっている。 

入学定員超過率については、2016 年度入試において、英米語学科 1.22 倍、スペイン語

学科 1.16倍、フランス語学科 1.20倍、ドイツ語学科 1.30倍、ブラジルポルトガル語学科

1.15倍、中国語学科 1.11倍、日本語学科 1.174倍、イタリア語学科 1.07倍、国際教養学

科 1.23 倍となった。外国語学部としての超過率は、1.19 倍である。 

 アドミッション・ポリシーについては、建学の精神などと照らして明確に定められてお

り、その周知についても適切に行われていると判断している。 

 入学者の受け入れについては、独自に入学試験問題を作成しており、多様な選抜方法の

中で大別して、推薦入学試験・一般入学試験・各種特別入学試験・大学入試センター試験

利用入学試験・外国人留学生入学試験において受験生を多面的・総合的に評価し、さまざ

まな能力や適性をもった入学者を国内外から受け入れている。 
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 入学定員超過率については、学科間において差異が見られ、昨年度に限ってはドイツ語

学科の超過率が高い結果となったが、収容定員で見た場合の超過率が 1.18 であることか

ら、概ね適切と判断している。 

【資料Ｆ-２】大学案内「Earth」 

【資料Ｆ-３】大学学則 
【資料 2-1-1】入試ガイド「Information2017」 

【資料Ｆ-４】学生募集要項 

外国語学研究科 

大学院外国語学研究科は、博士前期課程 異言語・文化専攻（言語文化コース・実践

言語教育コース）、博士後期課程 異言語・文化専攻(言語文化領域・言語教育領域)を

設置し、外国語学部同様、先に述べたとおり建学の精神と教育理念の基づいたアドミッ

ションポリシーを定めており、本学ホームページや大学院案内に建学の精神とともに掲

載し、本学独自の説明会や進学相談会等で直接大学生や社会人などに説明している。 

また、大学院関係情報誌、新聞広告、Web による大学院情報サイトなどを用いること

により広く一般に開示している。 

大学院の入学者選抜は、アドミッション・ポリシーを踏まえ、明確な選抜基準によっ

て、適切な入学者選抜を行っている。 

2016 年度の博士前期課程の収容定員（80 人）に対する在籍学生総数（73人）の超過

率は、0.80倍となっている。 

2016 年度の博士後期課程の収容定員（９人）に対する在籍学生総数（13人）の超過率

は、1.44 倍となっている。 

入学定員超過率については、2016 年度入試において、博士前期課程 0.90 倍、博士後

期課程 1.00倍となった。外国語学研究科としての超過率は、0.90 倍である。 

これらの事実を踏まえ、アドミッション・ポリシーについては、建学の精神などと照

らして明確に定められており、その周知についても適切に行われていると判断してい

る。 

入学者の受け入れについては、博士前期課程においては、本学生を対象とする学内推

薦入学試験、一般入学試験［Ⅰ期・Ⅱ期］、社会人特別入学試験［Ⅰ期・Ⅱ期］、また、

博士後期課程においては、一般入学試験といった入学試験を通して、さまざまな能力や

適性をもった入学者を国内外から受け入れている。 

入学定員超過率については、博士前期課程においては、過去５ヵ年で平成 26(2014)

年度入試を除く４ヵ年で入学定員を満たせていない結果となっている。博士後期課程に

おいても、過去５ヵ年の入学者平均が入学定員を下回る結果となった。 

【資料Ｆ-２】大学院案内「Shine」 

【資料Ｆ-３】大学院学則 

【資料Ｆ-４】学生募集要項 

 

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 

入学者受け入れについて、本学は外国語学部に９学科を設置する単科大学の特徴を活か
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し、アドミッション・ポリシーに基づき入学者を受け入れてきたが、学科間における志願

者数等の差異が見られる点について、改善・方策を検討しなければならない。 

改善の方策としては、受け入れ方針と教育目標との整合性を常にとるために、大学案内

や入試ガイド・募集要項・ホームページにその内容を打ち出すだけでなく、オープンキャ

ンパスや高等学校でのガイダンス・進学説明会・出張講義等を通して入学希望者との接触

を今以上に密にし、各学科の特徴を広く知らしめるべく、世代にあった広報に努める。特

に英語を主言語としない学科の志願者・入学者増に向けて、高校生等に対して、その言語

の認知度を高めると共に言語はもとより、その言語圏の国々のすばらしさを紹介し、高校

生等の興味・関心度を深める。また、入試制度においても「高大接続改革」を視野に入れ、

学力の三要素を踏まえた多面的・総合的な評価ができる入試制度改革を検討しなければな

らない。そういった中で、現在すでに実施しているものとして、自己推薦入学試験・海外

帰国生徒特別入学試験の実施、FLP（次世代リーダー育成プログラム）といった『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」』をめざす人材育成を目的と

したプログラムへの参加を英語系の検定・資格により選抜している。今後は、入試センタ

ーだけではなく、教務部との連携を密にし、総合的に３つのポリシーを基とした入試制度

の在り方を検討していく必要性が今まで以上にある。 

外国語学研究科 

入学者受け入れについて、外国語学研究科の特徴を活かし、アドミッション・ポリシー

に基づき入学者を受け入れてきたが、特に博士前期課程おいてのコース間での差異が見ら

れる点および志願者数について、個々の学びに対する環境や本学での学びの環境との相違、

カリキュラム等を検討し、各課程の入学定員を充足させるよう努めなければならない。改

善の方策としては、他大学院や業界専門業者などから情報を収集すると共に、大学院教授

会・入試担当スタッフ間で、今まで以上に現況およびまわりの状況などについての検討会

議を持ち、受け入れ方針と教育目標との整合性を常にとりつつ、大学院案内や募集概要・

募集要項・ホームページにその内容を打ち出すだけでなく、進学説明会等を通して入学希

望者との接触を密にし、各課程の特徴を広く知らしめるべく、世代にあった広報に努めな

ければならないと考えている。 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2 の自己判定 

「基準項目 2－2 を満たしている。」 
 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
 2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

外国語学部 
外国語学部では、８言語の学科と国際教養学科を有する特性を活かし、核となる各学科
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での学修と学科の枠を越えた多様な言語や文化に関する学修をとおして、高度な語学力、

地域・文化についての専門的知識及び国際社会で活躍するにふさわしい高い見識並びに豊

かな教養を身につけた人材を育成することを目的としている。外国語を学び、その地域の

文化に精通するとともに、豊かな教養に基づく公正な判断力を身につけ、さらに日本を知

り、世界に向けて日本を発信することのできる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べく、以下の事項について、さまざまな教育研究に関

する工夫改善を行っている。 

① 多様な学生に対応できる柔軟かつ体系的な教育課程の整備 

② 導入教育及び初年次教育の推進 

③ 少人数教育の実施・習熟度別のクラス編成及び学生に対する履修指導の充実 

④ 国内外の大学での学修の単位認定の推進 

⑤ 大学以外の教育施設等での学修と入学前既修得単位の認定 

⑥ 教育上の効果を測定するためのＧＰＡ評価とＣＡＰ制 

⑦ 厳格な成績評価制度の推進 

⑧ インターンシップ・ボランティア活動等の単位認定 

⑨ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的なＦＤの実施 

⑩ 学生による授業アンケートの実施 

⑪ 授業の方法及び内容ならびに授業の計画（シラバス）の充実 

⑫ 教員の国際交流の推進 

⑬ 学生の国際交流の推進 

⑭ 国内交流の充実 

⑮ マルチメディアを活用した専門教育の推進 

⑯ マルチメディアを活用した教養教育の推進 

⑰ インターンシップを通じて企業・団体の業務の実際を体験し、現実に立脚した職業

観・人生観を育成して就業意識の向上及びミスマッチの防止 

⑱ 将来の職業につながる教育の推進 

外国語学研究科 
学則第５章の各規定に則って、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な

授業科目を開設（博士前期課程のみ）するとともに、学位論文又は個人研究成果報告書（博

士前期課程のみ）の作成等に対する指導計画を策定し、以下の事項を目的として、体系的

に教育課程を編成している。 

①博士前期課程言語文化コースにおける、英米、ヨーロッパ・ラテンアメリカ、東アジ

アの３領域を軸にした専門的知識の修得 

②博士前期課程言語文化コースにおける、国際社会に貢献できる専門的能力の修得 

③博士前期課程実践言語教育コースにおける、創造的かつ柔軟な対応力を備えた英語教

育又は日本語教育のスペシャリストとしての能力の修得 

④博士後期課程言語文化領域における、最新の学術研究の探求を通じた言語・文化に関

する多角的な視点と独自の研究能力の修得 

⑤博士後期課程言語教育領域における、英語教育又は日本語教育の専門的指導に必要と

される高度な知識と見識の修得 
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⑥博士後期課程言語教育領域における、英語教育又は日本語教育の専門的指導に必要と

される説得力ある指導力と独自の研究能力の修得 

これらの教育課程編成により、博士前期課程においては、言語コミュニケーションに重

点を置いた言語と文化の学際的、総合的研究、並びにその応用としての言語教育・学習方

法論の研究に関する専門的能力の修得がなされている。 

また、博士後期課程においては、世界の諸地域における文化を、言語を通して根源的に

解明できる人材を育成すること、また、多分野に通じた創造性ある言語教育者を育成する

ことを目的とした教育研究の成果が生まれていると判断する。 

 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

外国語学部 
本学では、建学の精神に基づいて、「確かな語学力と専攻語圏の専門的知識を修得する」、

「複数の言語と文化への理解力を養成する」、「豊かな教養と公正な判断力を身につける」

を基盤とした教育を行っており、外国語学部における体系的な教育課程を編成している。 

平成 26 年度入学者からの新カリキュラムでは、授業科目区分を「導入」・「基幹」・「展開」

の３つに分類して教育課程を構成している。 

「導入」では本学で学ぶうえでの基本的な知識や姿勢を培うため「基礎ゼミナール」と

総合科目「言語と平和Ⅰ・Ⅱ」を必修とし、独自にワークブックを作成して教育内容の統

一をはかっている。「言語と平和Ⅰ・Ⅱ」では、建学の精神の理解と、４年間の学びの基礎

となる社会的問題意識を喚起し、将来のキャリア形成の基礎を、「基礎ゼミナール」ではレ

ポートや小論文の作成に必要な知識・手法など大学で学ぶための基礎的な能力を養ってい

る。 

「基幹」では専攻語の語学力を習熟度別クラスにより徹底的に磨き、さらに複数言語の

運用力を高めるため専攻語・専門科目及び第２外国語科目、第３外国語科目に加え、外国

語強化科目の選択必修の区分を設けている。外国語強化科目では、初級・中級・上級の３

つのレベルに科目を配置し、中級と上級の受講には資格検定試験等での客観的評価により

履修条件を設定している。学生が中級レベルの科目の単位を取得しなければ卒業できない

仕組みをつくり、学生の一定の語学力を保証しつつ、上位層の学生にも彼らが満足する教

育を行っている。本学では、英語の語学力の客観的評価として TOEIC(IP)を入学時と各学

年終了時に、それ以外の各種語学資格検定試験の検定料を年２回まで全額補助して奨励す

るとともに、スペイン語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・イタリア語・中国語の

６言語については年度末に学内で統一試験を実施している。 

「展開」では、社会につながる教育の展開と社会人として活躍できる能力の向上を図る

ため、専門教育と教養教育の一体化をはかり、グローバル・スタディとキャリア・スタデ

ィの２つの科目群を設定している。グローバル・スタディ科目群は、各言語圏の言語・文

化・社会について理解を深め、鋭い観察力と独自の考察力を養うエリアＡと、国や民族の

垣根を越えたトランスナショナルな視点を学び、専門性の高い知識を身に付けるエリアＢ

にそれぞれ科目を配置し、ナンバーリング制により体系化を図っている。キャリア・スタ

ディ科目群では、将来の職業につながる「生活・環境」「教育」「サービス・ホスピタリテ

ィ」「情報・メディア」「ビジネス・マネージメント」「公共政策」の６コースを設け、それ



京都外国語大学 

24 

ぞれに英語で学ぶ教養科目及び課題解決型の PBL(Project Based Learning )なども配置し、

コース・ナンバリング制により体系化を図っている。 

入学から卒業までの教育課程を通して、社会的・職業的自立を図るために必要な能力が

身に付けられるよう教育を行い、学修成果の中で就業力が身に付けられるようにしている。

具体的には、社会的・職業的自立を図る能力として「構想するために必要な能力」「実践す

るために必要な能力」「協働するために必要な能力」の３つの要素を掲げ、それぞれ３つ、

計９つの求める能力を設定し、全授業科目において、担当教員がその中から、メインとサ

ブの求める能力をシラバスに設定し、それらの能力が身に付けられるよう授業方法等を工

夫している。その成果については、授業アンケートにより点検を行っている。また、この

９つの能力については、１年次と３年次にアセスメントテスト（PROG）を実施し、「人間力」

の定性的評価をとしてモニタリングシステムに反映している。 

旧カリキュラムにおいても、世界のさまざまな言語と文化を学ぶことによって、生まれ

育った国の伝統や文化に愛着をいだきつつ、異なる背景を持つ人々を理解し、グローバル

社会に役立つ豊かな教養と公正な判断力を持つ人材の育成を図っている。具体的には「建

学の精神が現代世界の重要課題であることを理解する」ために総合科目を、「確かな語学力

と専攻語圏の専門知識の修得」のために専攻語演習科目、専攻語基礎科目、専攻語研究科

目を、「複数の言語と文化への理解力の養成」のために第２外国語基礎科目、第２外国語研

究科目、第３外国語科目、専攻以外の学科の専攻語科目を履修する学科間開放科目を、「豊

かな教養と公正な判断力の修得」のために全学共通科目（基礎・研究）、保健体育科目を編

成している。 

第２外国語は１・２年次に 11ヵ国語の中から専攻語以外の言語を一つ選び、２年次以降

には世界の 19言語から第３外国語・第４外国語・第５外国語というように順次選択するこ

とができるようにしている。また、一般教育的科目は、プラクティカルなリベラルアーツ

をめざすとともに、「言語運用能力と専門的知識の応用」に重点をおく専門教育との連携の

もと、広く国際人として活躍し得る知性と公正で的確な判断力を身に付けることを目標と

している。そのため、全学共通基礎科目は初年次教育と位置づけ、全学共通研究科目は初

年次教育での基礎知識を前提とする応用的科目とし、可能な限り学生参加型授業を展開し

ている。全学共通研究科目の科目は、国際関係・地域研究・平和研究の分野で系統的に学

ぶ「国際関係領域」、文化の基軸・交流・歴史・現在について系統的に学ぶ「地域文化領域」、

情報・ビジネス・公共の貢献など社会で必要な知識を実践的に学ぶ「現代社会領域」に分

科している。また、前記３領域に属さない科目として、学問分野の枠を超えて自らの必要

に応じて自由に学ぶことを目標とする「共通領域」に、「キャリア形成」・「特殊研究」・「論

文作成入門」・「異文化間就業力開発」・「リサーチ・デザイン」・「サービス・マーケティン

グ」・「数理と論理」・「日本語表現研究」・｢日本語教授法」・「地球の異文化理解」・｢海外・

国内留学認定科目」・「学校教育支援」・「日本語教育支援」・「インターンシップ」等を配置

している。 

教育課程における地域連携の取組として、地元である京都の文化を学ぶ授業科目「京都

文化論」を開講し、本学の専門的研究と組み合わせ、比較文化的な視点から研究する「京

都研究プロジェクト」を実施し、学生が外国人教員の指導を受けて多言語で情報発信し、

地元である京都の外国人観光客の誘致に協力している。この取組は、京都市と連携協力の
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協定を締結し、「官学連携による観光振興－多言語で京都を発信する－」のテーマで平成

16（2004）年度に現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）に選定され、補助期

間終了後の現在も継続している。 

また、教育課程の中で実施している日本語教員養成プログラムでは、「学び」と「実践」

を有機的に統合する教育を展開し、多文化共生時代に対応できる「協働と内省により得た

知見を再構築する能力」を育成している。この取組は平成 20（2008）年度「質の高い大学

教育推進プログラム（教育ＧＰ）」の教育方法の工夫改善を主とする取組として選定を受け、

SNS による支援ネットワークを構築し、国内外の教壇実習やインターンシップなどの体験

学習を行う学生が、日々の意識の変化や自己反省などを「Web ダイアリー」に記録するこ

とで、活動状況の把握や教員からのタイムリーな指導を受けながら、学生間で意見交換し

ている。この取組についても、補助期間終了後の現在も継続している。 

さらに、本学は平成 24(2012)年度から 14 大学３短期大学で行っている「西日本から世

界に翔たく異文化交流型リーダーシップ・プログラム(文部科学省：大学間連携共同教育推

進事業)」に参加している。学生一人ひとりがリーダーシップを見出すとともに、様々な多

文化体験を積むことで、より実践的なリーダーとしての素養を、体系的、段階的かつ継続

的に身に付けることを目的に、正課の教育課程に「リーダーシップ概論」と「グローバル

リーダシップ」を開講し、課外では「京都外大リーダー・スクール(GLS)」を組織して、社

会性や対人関係、コミュニケーション力向上の支援を行っている。 

平成４年度から TOEIC(IP)を導入し、客観的評価による習熟度別クラス編成して学習者

のレベルに合った教育を展開し、平成 16(2004)年度から官学連携による課題解決型の

PBL(Project Based Learning )を開始するなど、早くから学生の能動的学修を推進してい

る。その後も GPA評価やキャップ制、ナンバーリング制の導入、必達目標の設定など教育

改革を進め、教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成となっている。 

教授方法の工夫・開発については、今まで本学が積み上げてきた取組を継続・発展させ

て、平成 25 年度から開始されている私立大学等改革総合支援事業におけるタイプ１「教育

の質転換(建学の精神を生かした大学教育の質向上)」において、３年続けて選定を受けて

おり、全学的な体制で学生の主体的な学修を充実させている。また、平成 26(2014)年度に

はＡＰの採択を受け、Web での授業外学修の環境整備を行い、新たに反転授業型アクティ

ブ・ラーニングを導入し、授業外学修時間の把握も含めて学修成果の可視化に努めている。 

 また、本学は平成 26(2014)年度の「大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）」のテーマⅠ・

Ⅱの複合型で採択されており、その選定にあたっては、過去の中教審答申、政府方針、建

学の精神等を踏まえた、現在までの大学全体の教育改革に関する取組状況、現在抱える問

題点、それらを踏まえた今後の方針が明確であること。また、申請要件として①学位授与

方針等の状況、②授業計画（シラバス）の策定、③単位の過剰登録の防止、④ＦＤの実施、

⑤客観的な成績評価基準の運用、⑥入試日程等の遵守については、それぞれ要件を満たし

ていること。これらの要件をすべて満たしていることが採択の条件であり、教育目的を踏

まえた教育課程編成方針は明確となっていると判断している。 

外国語学研究科 
博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、言語文化及び実践言語教育の専

門分野の研究能力、又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越し
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た能力を兼ね備えた人材を育成するため、必要な授業科目を開設し、「言語文化コース」

（英米地域、ヨーロッパ・ラテンアメリカ地域、東アジア地域）と「実践言語教育コース」

（英語教育、日本語教育）の２コースを設け、それぞれに体系的な教育課程を編成してい

る。 

なお、実践言語教育コースでは英語教育あるいは日本語教育、国語教育の実務経験を有

する人を対象として、標準修業年限を１年とする課程や最長４年まで履修期間を延長でき

る長期履修制度を設けている。 

授業は、「本学キャンパス」又は JR京都駅前の「キャンパスプラザ京都・サテライト教

室」のいずれかで開講している。本学キャンパスでは「言語文化コース」と「実践言語教

育コース（日本語教育）」の専門科目、コミュニケーション科目、コース共通科目を、また

「キャンパスプラザ京都・サテライト教室」では通常授業における土曜日の昼夜間に「実

践言語教育コース（英語教育）」の専門科目、コミュニケーション科目の一部を開講してい

る。なお、実践言語教育コース（英語教育）の在籍者の約 70％が社会人（現職教員）で長

期履修制度を利用しており、社会人を積極的に受け入れているのが特長的である。 

博士後期課程では、言語文化及び言語教育の専門分野について、研究者として自立して

研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及

びその基礎となる豊かな学識を兼ね備えた人材を育成するため、年次ごとにインディペン

デント・スタディ（個人研究）の研究指導により、論文発表を行い、学位論文を作成させ

ている。 

博士後期課程の学生は、研究内容に応じた言語文化あるいは言語教育のいずれかの研究

領域を決定し、研究分野に応じた指導教員のもとで研究指導及び論文指導を受けながら、

最終年次における博士論文の完成を目指している。 

 
（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 
 グローバル・スタディとキャリア・スタディ科目群でのナンバリング制や外国語強化科

目における履修条件の設定によって教育課程の体系化はできている。また、人間力につい

ては「モニタリングシステム」に、語学力については「自己分析システム」に定量的な評

価を含めてデータを蓄積しており、平成 28(2016)年度から１・２年次は必修科目の担当

教員が、３・４年次はゼミ科目の担当教員が担当するアカデミック・アドバイザー制によ

り効果的に学修支援に活用していく。 

大学院外国語学研究科 

教育課程の体系的編成はできている。「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』豊かなリーダーの育成」を教育の理念とする中で、本学のカリキュラム・

ポリシーとディプロマ・ポリシーを踏まえた教育目標のさらなる達成を目指す。 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 
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（1）2－3 の自己判定 

「基準項目 2－3 を満たしている。」 
 

（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
 2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 
外国語学部 
平成 26(2014)年度に教務部内に連携教育推進室を設置し、地元企業や地域自治体等との

協力関係を構築し、PBL 科目や外部講師を授業に招くコーディネート科目の運営を担当教

員と職員が協働して行っている。 

また、平成 28(2016)年４月にアカデミック・サポート室を設置し、専任職員を２名配置

しており、教員のサポートを行っている。 

ＦＤ委員会に職員が加わっており、企画の立案から実施にいたるまで、教職協働でおこ

なっている。事業の一部では、ＦＤとＳＤの連携も行っている。 

学生が教員から指導を受けたい場合には、専任教員はオフィスアワーを設定し、それぞ

れの研究室で指導を受けることができる。また、授業等での質問については、Web 上で学

生と教員、学生同士がコミュニケーションできる学修支援システム「manaba」を活用して

対応できるようにしている。 

アカデミック・アドバイザーは、これらのシステムを利用して中途退学・留年防止に役

立てている。 

ＴＡ等の授業支援については、博士前期・後期課程の大学院生を、学部の導入科目であ

る「言語と平和Ⅰ」・「言語と平和Ⅱ」や一定の条件を満たした科目において、授業担当専

任教員の指導監督のもと、ＴＡ（ティーチング・アシスタント）として講義、演習の教育

補助業務を行っている。また、導入科目の「基礎ゼミナール」では、15 回のうち最初の３

回にＳＡ（スチューデント・アシスタント）を配置して、パソコンを使っての文章作成や

パソコンソフトの基礎的な技術の習得の補助をし、新入生が大学におけるパソコンの利用

方法を学ぶ支援を行っている。 

外国語学研究科 
外国語学研究科に在学する大学院生に対し、授業担当専任教員の指導のもとに講義、実

習、演習等の教育補助業務を行わせ、本学における教育の充実を図るとともに、大学院生

に指導者としての教育訓練の機会を提供している。 

大学院博士前期課程での教育補助業務に従事できるものは、博士後期課程の大学院生と

している。また、学部、留学生別科、短期大学での教育補助業務に従事できるものは、博

士後期課程あるいは博士前期課程の大学院生としている。 

平成 27(2015)年度のＴＡ（ティーチング・アシスタント）の実績は、前期課程大学院生

の学部における教育補助業務であり、春学期は７名、秋学期は 14 名の大学院生が従事し

た。 

また、大学院に在学する外国人留学生に対して、担当教員の下に、日本人の大学院生が

個別に学位論文等の指導補助を行うＡＴ（アカデミック・チューター）の平成 27(2015)年
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度の実績は、春・秋学期を通して３名の大学院生がこの制度に従事した。 

ＴＡを採用することができる授業は、原則として、学部、留学生別科、短期大学におい

ては、講義では受講生が100名を超える授業、演習では受講生が30名を超える授業、マル

チメディア教育機材を使用する授業とし、博士前期課程においては、授業担当専任教員よ

り要請があり、特に必要と認められる授業としている。 

学部におけるＴＡによる教育補助業務及び大学院におけるＡＴによる外国人留学生に対

する指導業務は、学修支援及び授業支援に繋がり、大学院生に対する効果は顕著である。 
 
（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 

 平成 26(2014)年度から開始している新カリキュラムでは、平成 28(2016)年度には PBL

科目を倍増させて実施することになっており、今まで以上に教員と職員の協働やＴＡの学

修支援及び授業支援を行うだけでなく、経済的な支援を行い、教育効果を高めていく。 

外国語学研究科 

在学する大学院生に、研究する時間に支障のない範囲で、教育補助業務に従事させ教

育訓練の機会を積極的に提供し、あわせて、経済的な支援の一助に繋げる。 
 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

（1）2－4 の自己判定 

「基準項目 2－4 を満たしている。」 
 

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

外国語学部 
本学における授業の形態は、講義・演習・実習・実技の種類があり、学修期間は定期試

験期間を除いて春学期 15 週と秋学期 15 週としている。１単位あたり 45 時間の学修時間

と授業時間（教室内）・自学自習時間（教室外）の関係は、授業形態によって異なっている。 

演習形式の授業科目（日本語学科は、科目区分名称が多少異なる）は、１週１コマ（90 分）

の授業を 120 分とみなし、各学期 15 週実施し１単位とし、講義形式の授業科目は２単位

としている。ただし、演習形式の科目の中で教室外での自学自修時間を要する授業科目に

ついては、各学期 15週で実施し２単位としている。例えば、セミナー形式またはワークシ

ョップ形式の授業とし、演習に加えて英文リポートの作成を課すなど総合演習形式をとり、

教室内学修を 30時間とみなし半期で２単位としている。また、週２回授業で講義と演習を

合わせた総合的な演習科目を一部の授業科目に取り入れ、同様に単位計算している。 

自学自習時間（教室外）については、シラバスの中の「授業に際しての留意点」におい

て各担当教員から準備学習（予習・復習等）の具体的な内容を明記するようにし、記載内

容についてはシラバス点検委員会で第三者のチェックを行っている。また、授業外の学修
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時間については、毎年、年度末に学生サポートシステムを使用して学生に自己申告させて

把握している。 

インターンシップやボランティア、フィールドワーク等実習時間は、国内の場合「実習・

実技」、海外の場合「演習」で、事前・事後指導は「講義」の単位計算基準で算出し、評価

委員会での審議を経て、教授会での承認を得て単位の認定を行っている。 

卒業要件及び進級基準については、教務委員会及び学科長会議で審議し、教授会での承

認を得ている。各学科の卒業要件及び進級基準については、単位修得要領に記載するとと

もにホームページにも掲載して学生への周知をはかっている。 

進級・卒業判定は、学科別判定会議を経て学科長会議で審議し、教授会での承認を得て

いる。 

 全授業科目のシラバスには、授業計画、その内容としての科目の到達目標、授業形態、

事前・事後学習内容、成績評価の方法・基準を示し、学生に周知している。また、評価点

については、担当教員の裁量によるが、100 点満点の中で達成度によるガイドラインを設

定しており、個々の授業科目の単位認定は適正に行われている。 

進級基準については、学年毎に在学月数・卒業要件・全学科共通の単位数・各学科専門

の単位数により定めて機関決定し、学生には単位修得要領及びホームページに記載して周

知している。その基準により進級判定資料を教務部で作成し、学科別判定会議を経て、学

科長会議、教授会で審議して決定しており、適正に行われている。また、卒業認定につい

ても同様であり、基準の明確化とその厳正な適用はなされている。 

【資料Ｆ-５】学生便覧「単位修得要領」 
外国語学研究科 
博士前期課程及び博士後期課程の単位認定及び修了要件については、博士前期課程は大

学院学則第 24 条第１項、第２項、第３項の規定に基づき、また博士後期課程は大学院学

則第 25 条第１項、第２項の規定に基づき、厳格に行っている。 

また、論文審査にあたっては、博士前期及び博士後期課程のいずれの課程においても、

審査基準を設けて審査を行っている。さらに修士論文・博士論文等の提出資格については、

本学学位規程第４条及び第５条に定めるところにより行っている。 

外国語学研究科（博士前期課程） 

（１）博士前期課程に１年または２年以上在学し、修士論文審査による場合は 30単位以上、

個人研究成果報告書による場合は 36単位以上を修得すること。 

（２）修士論文または個人研究成果報告書の審査及び最終試験に合格すること。 

また、修士論文の審査にあたっては、以下の項目が評価の基準となる。 

①テーマの設定及び研究方法が先行研究を踏まえている。 

②研究資料である文献の分析・解釈が的確であり、且つ、表現・表記が論理的に展開

し、論旨に明確性と一貫性がある。 

③資料又はデータが的確に収集・処理されている。 

④既存の研究に独自の知見を加えている。 

外国語学研究科（博士後期課程） 

博士後期課程は修了に至るまでの第１年次は第一次発表会で博士論文の概要を、第２

年次には第二次発表会で博士論文の主要内容を発表し、第３年次に博士論文の完成を目
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指す。なお、博士論文の審査にあったては、以下の項目が評価の基準となる。 

①テーマの設定及び研究方法が先行研究を踏まえている。 

②研究資料である文献の分析・解釈が的確であり、且つ、表現・表記が論理的に展開

し、論旨に明確性と一貫性がある。 

③資料又はデータが的確に収集・処理されている。 

④既存の研究に独自の知見を加えた独創的な内容を有し、学会において学術上の寄与

に値する。 

専門分野の研究能力、またはこれに加えて高度な専門性が求められる職業を担うための

卓越した能力を修得するため、言語と文化の学際的、総合的研究ならびにその応用とての

言語教育・学習方法論の研究を行うというカリキュラム・ポリシーに則って、教育研究活

動を推進し、修了認定基準の明確化とその厳正な適用を行っている。 

 
（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 

外国語学研究科 

 これまで行ってきた単位認定、進級及び卒業・修了認定の基準の明確化と厳正な適用を

継続していく。 

 また、これから社会の変化に伴い新たな単位認定が必要となることがあれば、厳正に対

応していく。 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

（1）2－5 の自己判定 

「基準項目 2－5 を満たしている。」 
 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
外国語学部 
外国語学研究科 
 低年次から社会との関わりを通して働くことについて考え、現実の事象に対する理解力

を高めるとともに職業選択を意識しながら、問題を発見し解決する能力を身に着けること

を目標としている。各年次に体系的にキャリア教育科目を配置し、キャリアプランニング

から就職活動の具体的な方法まで適時サポートを行っている。 

[１年次] 

社会的・職業的自立を図るための第一歩となるよう１年次生が全員受講する総合科目（建

学の精神について総合的な理解を深め、本学で学ぶうえでの基本的な姿勢を培う科目）の

一部に取り入れるなど改善を図り、「キャリアガイダンス」を２回開催している。また、自

らのキャリア形成のための意識を醸成するため、「キャリアベーシック」を開講している。 

[２年次] 
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 若い卒業生を招き、自らの経験を語っていただくことにより、時代が求める人材をテー

マとし、働くことを具体的に考える「進路ガイダンス」を実施している。また、内外で活

躍されている方々と接することにより何を身につけどう働けばよいかを考えるため、「キャ

リア形成 I」「キャリア形成Ⅱ」など開講している。 

[３年次] 

「就職ガイダンス」を５度開催し、働くことの意味や就職活動をする上での手順、自分

に合った業界・企業を見つける方法やビジネスマナーなどを学んでいる。また、金融、旅

行、ホテルなど 17企業の協力を得て「業界説明会」を開催し、業界にはどのような企業が

あり、どのような業務で社会に貢献しているかなどを学ぶ機会を提供している。そして「企

業理解説明会」としてさまざまな業界から 130 余りの企業の方々を招いている。ここでは

企業の概要や業務の内容が多種多様であることを理解し、学生自ら培った職業観、勤労観

が社会人として必要な資質・能力として育まれているかを自ら気づく機会を提供する目的

で開催している。キャリアセンターにおいては、履歴書・エントリーシートの書き方や自

己ＰＲの仕方などの個別の就職相談に応じたり、業務遂行上の理解力を判断する就職筆記

試験対策、コミュニケーション力の強化や自己の課題の明確化につながる面接対策講座・

グループディスカッション対策講座などの「就職対策講座」などを適時実施している。 

[４年次] 

 学内合同企業説明会や単独企業説明会を開催し、グローバルに活躍できる企業や語学を

活用できる企業を中心に、学生の就職活動を支援している。 

また、平成 22(2010)年度に「大学生の就業力育成支援事業」に採択されたのを機に、「異

文化間就業力の育成」として「海外インターンシップ」「海外フィールドワーク」の２つの

プログラムを改善・充実させた。ここでは従来からキャリア形成の一環として実施してい

る国内インターンシッププログラムと同様、実習前の事前研修、現場での就業体験、実習

終了後のレポート提出や体験発表などの事後学習が行われ、自己の就業意識の向上を図り、

職業観の育成を目標にしている。 

教員に対しては、キャリア教育への意識を喚起するために、Newsletter の発行やソーシ

ャルネットワークサービス（SNS）の活用によりイベントの告知や就職情報の共有に努めた。

なお、Ｎewsletter は日本語を母国語としない外国人教員に向けても就職情報の共有を図

るため、英語版も発行した。 

また、留学生を対象とする就職ガイダンスも実施し、日本で働くために必要な情報や活

動方法を学んでいる。 

平成 26(2014)年 10 月に、学生の社会的・職業的自立に向けた取組である「産業界のニ

ーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」で連携を図った滋京奈の大学・短期大学 11

校が、その取組成果を活かして、『滋京奈地域インターンシップ推進協議会』を新設し、ア

クティブ・ラーニング型短期インターンシップ「社風発見インターンシップ」を２月に実

施し、主に地元の中小企業に産学連携のインターンシップ受入拡大を図っている。 

主に研究職、教育職での就業を目指す大学院生については、留学生が母国で就職を希望

することや、現役の英語教員の社会人が多いことから指導教員が個別にマッチングを行っ

ている。また学部生対象の説明会や講座等への積極的な参加も促している。 

【資料Ｆ-２】大学案内「Earth」 
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主な行事 

名 称 対 象 内  容 参加者数 
キャリアガイダンス①② １年次 プログの実施、働くことについて 必修授業 
進路ガイダンス ２年次 卒業生との交流会 ７０名 
第１回就職ガイダンス ３年次 就職活動の流れ ３７７名 
第２回収書ガイダンス ３年次 自己分析 ３２０名 
第３回就職ガイダンス ３年次 就活に失敗しないための業界・企業研究 ２９３名 
第４回就職ガイダンス ３年次 内定者からのメッセージ、ビジネスマナー ２３１名 
第５回就職ガイダンス ３年次 本番直前！これからすべきこと ４２８名 
企業理解説明会等 ３年次 企業や業務の内容の理解 延４，２２２名 

インターンシップ 全年次 国内外で企業や各種団体での就業経験等 ９２名 

留学生ガイダンス ３・４年次 日本での就職活動の進め方 ３４名 

【資料 2-5-1】就職ガイダンスブック「CAREER GUIDANCE 2017」 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 

外国語学研究科 

本学の５ヵ年計画「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」に基づく教育・研究目標「想像力豊かで逞しく羽ばたくグローバル人材

の養成」を達成するために就職情報の収集・共有・活用図るとともに、各部署のキャリア

支援の連携、第一線で活躍する卒業生を活用するなど、質の高いキャリア支援を目指して

いる。教育課程や学生支援体制を再構築している途中であるが、学生へ多様な求人情報の

提供とその情報の理解促進、進路に関するオリエンテーションの見直し・再編成、本学が

進めている「学生サポートシステム」による進路支援の模索、就職に関する個別カウンセ

リング及び就職相談の充実を図っていく。そのためにも職員自身もキャリアカウンセラー

の資格取得を目指すなど資質向上に努めるとともに、キャリアカウンセラーの有資格者を

派遣職員として活用している。 
 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6 の自己判定 

「基準項目 2－6 を満たしている。」 
 

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 
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外国語学部 

本学では、各学年で進級基準を設ける一方で、４年間の学修での語学運用レベルの到達

目標を設定し、毎年、７月にその達成状況を教授会で報告している。また、新カリキュラ

ムでは、外国語強化科目（選択必修）の授業科目を初級・中級・上級の３つのレベルに配

置し、中級と上級の授業科目を履修するための条件を語学の資格検定試験等で設定してい

る。卒業のためには中級の授業科目の単位を取得しなければならないため、本学では中級

の履修条件が必達目標となっている。英語以外は検定試験の受験機会が少ないことから、

平成 26(2014)年度からスペイン語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・中国語・イタ

リア語の６言語は学内で統一試験を実施して客観的評価の一つとしている。これらの結果

は学科別で集計し、その結果を教務委員会及びカリキュラム点検委員会で検証し、教育改

善の資料として活用している。 

 学生個々へのきめ細かな履修指導が実現できるよう、学生の履修登録科目やその科目へ

の出席状況、成績や単位の修得状況、GPA 評価、資格検定試験結果等を学生自身やアカデ

ミック・アドバイザーの教員が確認し指導できるよう学生サポートシステムを構築して運

用している。また、同システムの中に学修成果を可視化できるよう、「語学力」については

自己の達成目標、達成状況、授業外学修時間を客観的評価により自己分析できるシステム

を、「人間力」については達成目標、達成状況、学修量を定性的評価によりモニタリングで

きるシステムを構築し、学生自身が現状を把握するだけでなく、アカデミック・アドバイ

ザーも学修指導に活用している。それらのデータを活用し、大学全体の達成状況等を把握

し、改善に役立てている。 

外国語学研究科 
 博士前期課程では、研究の達成度を測るため、各指導教員出席のもと、２年次の９月に

学位論文・個人研究成果報告書の中間発表を公開で実施し、これによって、大学院生の研

究の進捗状況を確認し、以後の指導につなげている。 
また、博士後期課程では、３年次での博士論文の集大成に向けて、１年次２月の第一次

発表会（公開）、２年次２月の第二次発表会（非公開）を経る中で、大学院生の研究の進捗

状況を確認している。 
 
2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 
外国語学部 

学生の多様な要求に応え、学生自らが「学ぶ主体」としての自己を形成することができ

るようにするために、専攻語の必修科目においては、クラスの少人数化を推進し、また資

格検定試験等の客観的評価による習熟度別クラス編成を取り入れるなど、語学学習により

集中できる環境を提供している。カリキュラム内には、資格検定試験のレベルに応じた対

策科目を設け、さらに受験した資格検定試験の成果を一定の基準に基づき専攻語・外国語

それぞれの区分で単位認定を行っている。また、資格検定試験の成果は、学生サポートシ

ステムに履歴管理し、アカデミック・アドバイザーの教員等の学生に対する個別学習指導、

効果的な語学教育を行うための基礎資料として活用している。また、GPA 評価を次世代リ

ーダー育成プログラムの参加基準、奨学金の選考基準、資格課程の先行履修の条件などと

する本学での取り組みと学習成果を有機的に結びつけ、学生が常に意欲的に学ぶ姿勢を持
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ち続けることができるようにしている。 

教育指導方法改善をめざし、本学のＦＤ活動の中でも随時テーマとして取り上げ、教職

員全体で取り組んでいる。これらの内容は、学科会議、教務委員会等でさらに議論を重ね、

実施に至ったケースも数多い。また、個々の授業の教育指導方法改善のために実施してい

る「学生による授業アンケート」の結果は、１ヵ月以内に担当教員へフィードバックし、

次学期での個々の教員による授業改善に役立て、次年度のシラバスに反映できるようにし

ている。さらに学生の多様な要求に応えられるよう、選択方式のアンケート項目以外に、

記述式のものを加えて実施し、担当教員の授業改善に役立てている。 

また、本学は、学則第 20 条（「本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的

な研修及び研究を実施するものとする。」）に基づき、本学の教育活動の質的向上と発展を

図るため、ＦＤ特別委員会を平成 20年４月に設置し、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活動及び授業評価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活動及び授業評価アンケートに関する事項 

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月にポスターセッションを含む学内ＦＤを実

施している。また、３月に実施する翌年度の授業科目担当者打ち合わせ会では、学科別研

修会のほかに、非常勤講師に至るまでの全教職員に本学の教育改革に向けた動機付けとな

るような講演会等を実施している。このように１年を通してＦＤ活動を行い、教員全体に

本学の教育改善方法の認識を促し、教員間の信頼関係の構築を果たしている。 

本学のシラバス（講義概要）では、個々の授業の質の向上を図るために、各授業科目に

到達目標を設定し、講義題目、授業内容・計画、授業での予定項目、授業についての留意

点、教科書、参考文献、評価基準、評価方法、履修条件等を記載している。特に各回の授

業の主な予定項目等シラバスとしての内容充実に努め、学生が教室外における自学自修に

対する指示や受講学生への要望事項を記載し、授業の取り組みへの意識を喚起している。

これらシラバス内容は、シラバス点検委員会のチェックを経て、本学のホームページ上か

らの閲覧を可能にしている。ホームページ上での公開に際し、個々の科目内容を検索でき

るよう HTML形式をとっている。また、参考文献については本学の図書館のデータベースと

連携し、学生が文献を検索しやすいように情報提供を行っている。 

平成16年度には担当教員がWeb上から直接入力・校正可能になるようシステムを構築し、

その後、シラバスとしての機能を充実させるとともに、HTML 形式へ変更して検索のスピー

ドアップ等を図り、授業開始後も学修支援システム「manaba」を活用し教材の配信や課題

の提出等も Webを活用することで、マルチメディア機器の利用を促進している。 

さらに、本学では教育活動の質的向上と発展を図るため、「ＦＤ実施準備委員会」及び「授

業点検評価実施のための小委員会」を改組し、平成 20年４月に「ＦＤ委員会」を設置した。 
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ＦＤは、組織的かつ全学的な取り組みとして認識され、教職員全体に本学の現状認識と

それを取り巻く社会情勢の再認識、教員間の信頼関係の構築、本学の教育改善に向けての

検討、事務職員を含む教育支援体制の確立などに対する意識改革が進み、提案された改善

項目のいくつかは学長所管の各種委員会等で検討し、実行に至っている。 
学生による「授業アンケート」を全科目で実施ている。開講科目数（コマ数）の多い本

学では、１回のアンケート調査実施ですべての授業科目の点検を行うことは困難であるた

め、科目区分ごとに学期を分けて実施し、全授業科目に対して実施率はほぼ 100％である。 

平成 15（2003）年度から「授業アンケート」は、集計結果を大学で取りまとめ、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、平成 16（2004）年度から、できる

限り早い時期に集計結果を担当教員に返却している。さらに平成 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て実施し、担当教員にフィードバックしている。 

外国語学研究科 
博士前期課程では、学位論文・個人研究成果報告書の中間発表により学生の研究の進捗

状況を確認すると同時に、春・秋学期に学生による授業評価アンケートを実施し、教育効

果を測り、授業改善につなげている。 
また、博士後期課程では、１・２年次の研究発表を経て、３年次での博士論文の集大成

に向けての研究指導につなげている。 
 
（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 

 平成 28（2016）年度から、全授業科目のシラバスに、アクティブラーニングの導入の有

無や授業における使用言語の割合を記入するようにし、担当教員に教育内容・方法の工夫

を促していく。 

外国語学研究科 

授業アンケートを実施し、教育効果を測り、さらに授業の改善につなげていく。 
また、指導教員の研究指導の下に、大学院生の成果報告として、博士前期課程及び博士

後期課程の大学院生の本大学院紀要への投稿、学術刊行誌への投稿及び学会・研究会での

発表等を積極的に推し進めていく。 
 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7 の自己判定 

「基準項目 2－7 を満たしている。」 
 

（2）2－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
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2-7-① 学生生活の安定のための支援 
外国語学部 
 学生生活の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アカデミックアドバイザー（クラス担任）と連携を取り

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、大学生として学習を進めるうえでの動機づけや大学生

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。 

 また、留学生に対しても同様の支援を行っていることに加えて、留学生を対象としたオ

リエンテーションを実施し、日本での生活全般、アルバイトに関する注意、出入国等在留

関係事項について説明する等、きめ細かに対応している。 

 

経済的な支援 

 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、奨学金制度に加えて、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。 

 なお、独立行政法人日本学生支援機構奨学金については、在学採用者及び予約採用者等

に対する支援事務を行っており、平成 26年度の在籍者の内、1,712名が貸与を受けている。 

 留学生については、留学生を対象とした奨学金制度や授業料減免制度を設け、同様に支

援を行っている。 

 
学生相談 
 学生のメンタルケアを始め、様々な相談を受ける部署として、学生部内に学生相談室を

設けている。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。 
 
課外活動 
 公認団体に対しては、連盟費・協会費、大会参加費、行事開催費等、必要な経費の一部

を援助しているほか、キャンパス内に部室を準備し、専任教員が顧問となって指導助言を

行っている。さらに、文化部会・体育会主催行事、学園祭、語劇祭等の行事にも経費の一

部を援助している。 
 また、学生主導型の組織として、薬物乱用防止啓蒙活動を行う「薬物乱用防止委員会」

があり、学内だけではなく、京都府警等と連携しながら幅広いフィールドで活動している

中で、活動費の一部を支援している。 
 その他、学生の地域社会貢献活動、国際貢献活動その他のボランティア活動など自主的
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な発想による企画を募集し、採用した企画に対して奨励金を支給している。 
 
表彰制度 
 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を行っている。 
 
外国語学研究科 
 学生生活の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大学院事務室と連携を取りながら、支援事務を行ってい

る。 
 また、留学生に対しても同様の支援を行っていることに加えて、留学生を対象としたオ

リエンテーションを実施し、日本での生活全般、アルバイトに関する注意、出入国等在留

関係事項について説明する等、きめ細かに対応している。 
 
経済的な支援 
 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、留学生については、授業料減免制度を設け支援を行っている。 
 
学生相談 
 学生のメンタルケアを始め、様々な相談を受ける部署として、学生部内に学生相談室を

設けている。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。 
 
2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 新入生・在学生・卒業生（卒業時）アンケートを実施し、学生の意見・要望の把握と分

析を行っている。 

また課外活動の活性化に向けた取り組みの一環として、公認団体の責任者を対象とした

「リーダーズキャンプ」を行い、各団体のリーダーの育成を目指すとともに、本学の担当

職員も同席する中で、サークル運営に関する課題の共有や改善に向けた検討を行っている。 
 
（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

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

情に見合った支援を行うよう、学生部をはじめ関係部署との連携をより強固にする中で、

検討していく。 

平成 28（2016）年に全既卒者を対象とするアンケート調査を行うことが、決定されてお

り、社会人としての卒業生の実態や意見・要望を分析し本学の改革の参考としたい。 
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2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8 の自己判定 

「基準項目 2－8 を満たしている。」 
 

（2）2－8の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

外国語学部 

本学の教員組織は、大学設置基準の定めるところにより、学部・学科に必要な教員数を

配置しており、大学設置基準上必要な専任教員数 96名に対し合計 128 名となっており、ま

た、学科ごとの内訳も、大学設置基準第 13条の基準を上回っている。大学院については、

専攻の種類及び規模に応じて、教育研究上、特に支障がないため、学部の専任教員が兼ね

ている。 

年齢別の教員構成は、平成 28（2016）年５月 1 日現在、61歳以上が 40 人（32.0%）、51

歳～60 歳が 26人（20.8%）、41歳～50歳が 41人（32.8%）、41歳未満が 18人（14.4%）と

なっている。 

また、職階別に見ると、教授が 69人（55.2%）、准教授 28人（22.4%）、講師 28人（22.4%）

となっている。 

外国語学研究科 
大学院担当教員はすべて学部及び研究所等の教員が兼務している。 

大学院設置基準第８条第１項の規定に基づき、博士前期課程を担当する教員にあっては大

学院設置基準第９条第１項第１号の規定により、また博士後期課程にあっては大学院設置

基準第９条第１項第２号の規定により、本学において定める教員資格審査規程に基づき、

各専門分野に関する教員の適否を審査し、本学の教育目的及び教育課程に合致した高度の

教育研究上の指導能力があると認められた者を確保して、適切に配置している。 

 
2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み 

外国語学部 

（１）教員の採用・昇任等 

専任教員の採用及び昇任の基準と審査の方針については「京都外国語大学専任教員資格

審査規程」に、手続きについては、「京都外国語大学教員人事委員会規程」に定められてい

る。採用又は昇任の必要があるときは、「京都外国語大学教員人事委員会規程」第６条に規

定のとおり、学科長等が候補者の審査について学長に申出、学長が候補者について審査を
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行うため人事委員会を招集、委員会は「京都外国語大学専任教員資格審査規程」に基づき

審査をし、その後、学長は委員会での審査結果を教授会の議に付し、審議の後理事長に上

申することとなっている。 

特に採用については、原則として一定期間本学に非常勤講師として勤務していることが

条件となっていること、運用については、専任教員の採用計画がある場合は、公募したう

えで学内の非常勤講師控室にも応募内容の書類をファイリングし非常勤講師が閲覧できる

ようにし、当該学科の採用条件に合致した場合は、学科長が協議の上、学科会議で当否を

検討・審議するなどして学長に申出、人事委員会で審査している。なお、人事委員会は原

則１ヵ月に１回（平成 26 年度は計 14回）開催され、公平公正、また全学的なバランスを

考慮するなどして審査を行っている。 

また、本学のビジョンの実現のための大学改革を推進し、より活性化した教職員組織の

実現を図るため、平成 27年９月から導入した教員評価制度については、教員に期待される

役割・行動、またそれの共有化を図ることにより各教員に求める人材像を明確にし、業務

基準の実績評価や各教員の目標・役割の達成度を評価することにより、昇給・賞与への反

映や昇任候補者への選定条件として活用するなどしている。 

（２)研修、ＦＤ（Faculty Development） 

教員の研修については、「京都外国語大学国際言語平和研究所規程」第 11 条及び第 12

条の規定に基づき、国内及び国外で３ヵ月以上１年以下の期間で研究活動を行うため、「京

都外国語大学国内研究員取扱規程」及び「京都外国語大学在外研究員取扱規程」を設けて

いる。この目的は、「自己の研究水準等の向上を図るとともに、本学の教育研究活動の活性

化に資するため、一定期間にわたり国内外の大学等の研究機関において、その専攻する学

問分野又は専門的に探究する事務主題等に関する調査研究に従事する」ものであり、研究

員としての資格条件はあるものの、数年に１名程度と少ないように思われる。 

ＦＤについては、「京都外国語大学ＦＤ委員会規程」に基づき、ＦＤ委員会を設け活動を

行っている。特に夏の１泊２日の学外ＦＤでは、外部講師による講演・パネルディスカッ

ションや各テーマに沿った分科会、ラウンドテーブル等を取り入れ積極的に行っている。 

【資料Ｆ-９】規程集「京都外国語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」「京都外国語大学国際言語平和研究所規程」「京都外国語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」「京都外国語大学ＦＤ委員会規程」 

【資料 2-8-1】2015年(平成 27年)度ＦＤ活動報告書 

 

外国語学研究科 
大学院担当教員はすべて学部及び研究所等の教員が兼務している状況を踏まえる中で、

ＦＤ活動については、学部のＦＤ活動とともに、大学院独自のＦＤ活動を実施し、教員の

資質・能力の向上に取り組んでいる。 

平成 27（2015）年度の大学院ＦＤは、第 1 回を９月に大学と共同開催で、学外で実施し

た。「大学院の研究・教育における専門性と拡張性」をテーマとし、15 名の教員の参加が

あった。 

また、第２回を 12月に学内で実施し、「大学院必修科目の現状とこれから」をテーマと

し、14名の教員と 1名の職員の参加があった。 
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2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 
 教養教育については、教養教育等担当者会議を組織し、協議・調整を行っている。運営

面でも、新カリキュラムの導入の「基礎ゼミナール」及び「言語と平和Ⅱ」、展開のキャ

リア・スタディ科目群において教養教育等の教員が中心となっている。「基礎ゼミナール」

及び「言語と平和Ⅱ」は、原則として専門教育と教養教育の専任教員が担当している。導

入教育については、教養教育等の専任教員を座長とする運営会議を組織し、実際の科目運

営については、それぞれの科目に部会を設け、ワークブックを作成し、担当教員の打ち合

わせ会を実施して、内容的な統一を図っている。また、キャリア・スタディ科目群では、

教養教育等担当者が将来の職業につながる「生活・環境」「教育」「サービス・ホスピタリ

ティ」「情報・メディア」「ビジネス・マネージメント」「公共政策」の６コースのコーディ

ネータを務め、それぞれに英語で学ぶ教養科目及び課題解決型の PBL(Project Based 

Learning )等の科目の配置や関連を調整し、コース・ナンバリング制により体系化を図っ

ている。 

 
（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 

教員の職階別構成については、近時は活性化を念頭において若手教員の定期的な採用に

努力・留意しながら、今後も教員の昇任・採用は、規程に定められた手続き等に基づき厳

正に行うこととしている。 

 また、研修等は、国外研修員について、より積極的・計画的に進めるべきであり、教員

個人が積極的に申請できるような、人員配置を含めた環境つくりが必要であろう。 

外国語学研究科 

大学院設置基準第８条第５項の規定に基づき、教員の高齢化については年齢が著しく偏

ることのないよう改善し、大学院の教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図る。 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9 の自己判定 

「基準項目 2－9 を満たしている。」 
 

（2）2－9の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（必要に応じて学部・研究科ごとに記述） 
2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

外国語学部 

大学設置基準第 34条第１項及び第３項、第 35 条、第 36条第２項、第３項及び第５項並

びに第 37 条第１項に基づく基準は、満たしている。キャンパス内は、自然環境面での快適

さと景観を重視し、学生のくつろぎ感にも配慮し、学習環境も適切に整っている。教育面
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では、教育効果を向上させるため少人数制のクラス編成を行い、またマルチメディア教育

研究センターを中心とし、語学演習や情報教育のための情報処理機器を配備し、情報ネッ

トワークと連動した教育施設・機器の整備も行っている。その他、学生の自学自習の支援

として、貸出ノートパソコンの貸与や情報処理教室の開放を行い、また個別学習のための

マルチメディア自習室 MAICO（Multimedia Access for Independent Curricular Objectives）

や外国語自律学習支援室 NINJA（Navigating an Independent Non-stop Journey to 

Autonomy）を設けている。その他、教員の教育・研究のため、教材作成室等を設けるなど

情報処理機器を充実させている。 

図書館では約 50数万冊の書籍を収蔵し、毎年教育・研究に必要な書籍の購入を行うなど、

学生等のニーズに合った支援を行うことによって、教員、学生のみならず多くの研究者や

一般の方々に利用していただいている。「KUFS 多読プログラム」を導入し、英語力の向上

に役立てている。 

大学施設を常に適切に良好な状態に維持管理を行うため、安心・安全をモットーに施設

管理規程及びメンテナンス運用指針に従い、専門の技術職員が専門業者への委託や自主点

検を日頃行うなど適切かつ計画的に行っている。その他、安全面から防犯カメラを設置、

主要建物には警備員を配置している。また、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、適切な教育環境を維持することに努めている。 
運動施設、課外活動施設は午後９時 30分まで利用でき、第１分館及び第２分館はキャン

パスから徒歩５分ぐらいに位置するため、授業においても教員や学生の移動がしやすくカ

リキュラムにおいても配慮されている。また、各施設には部室、練習場、更衣室、シャワ

ー室等が完備され、冷暖房設備の必要のあるクラブ練習場は設置計画も徐々に進行し、熱

中症対策等対応している。西山グラウンドは大学から車で約 40分の場所に位置し、スクー

ルバスで送迎を行っている。従って、大学設置基準第 35条「運動場は、教育に支障のない

よう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場

合には適当な位置にこれを設けるものとする」及び第 36条第５項「大学は、校舎のほか、

原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに

寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする」の要件を満た

している。 

外国語学研究科 
 大学院設置基準第 19 条、第 20条、第 21条、第 22条及び、第 22条の３に基づく基準は、

満たしている。平成 27（2015）年４月には大学院棟として新５号館が建設され、分散され

ていた学生の研究室も一カ所に集約された。研究室は、専攻・領域別に分け、各研究室に

は机、ＰＣ、個人ロッカー、コピー機、プリンター等設置、その他研究図書等設置するな

ど教育研究するうえで大学院生が自由に研究できる環境を整えた。研究室の利用は、休業

日を除き平日は午前９時から午後 11時、日・祝日は午後５時まで使用ができる。 

 
2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

本学では、４年間の学修での語学運用レベルの到達目標を設定し、各学科の専攻語科目

は習熟度別クラスで授業を行い、個々の能力にあった教育を展開している。また、英米語

学科以外の学生にも TOEIC の団体受験を実施し、第２外国語の英語の授業でも、習熟度別



京都外国語大学 

42 

クラスでの授業を実施している。選択必修の外国語強化科目も履修条件を定めてレベル設

定し、講義科目についてもナンバーリング制を導入して、一定の条件を満たしたうえでの

履修とし、教育効果を上げる仕組みを構築している。 
科目の受講については、特に必修科目については年度始めに教職員の労力を費やして、

学生が Web で履修登録するクラス（担当者）指定することで、少人数教育を維持しながら

履修登録時に不備を起こさないようにしている。また、各学年で進級基準を設ける一方で、

学生の選択幅を確保するため、複雑なカリキュラムを編成しているが、学生により理解し

やすいオリエンテーションの実施方法・内容を検討し、新入生には履修登録のためのフロ

ーチャートを作成して指導に活用している。 

履修科目の単位を修得するためには、原則として授業回数の３分の２以上の出席を必要

とし、授業への出欠は、平成 26(2015)年度に Web での出席管理システムを導入し、秋学期

から本格的に運用し、担当教員が授業への出欠状況を把握できるようにしている。個々の

授業の出欠状況は、学生サポートシステムにより学生自身も確認でき、また、アカデミッ

ク・アドバイザーも確認して指導できるようにしている。 

学生が教員から指導を受けたい場合には、専任教員はオフィスアワーを設定し、それぞ

れの研究室で指導を受けることができる。また、授業等での質問については、Web 上で学

生と教員、学生同士がコミュニケーションできる学修支援システム「manaba」を活用して

対応できるようにしている。 

 効果的な授業を展開するために、授業形態に応じて履修条件等さまざまな方法で行う等、

教育上の配慮を行い、単位修得要領等に則ったオリエンテーションとアカデミック・アド

バイザーが実施する履修指導、対面による登録相談等、できる限りの時間と労力をかけた

履修指導を行っている。 

 Web での出席管理システムは、スマートフォンからアクセスできるようにしている。ま

た不正な行為ができないようアクセス時間の調整や、１回の授業で複数回出席をとって確

認できるようにしている。出欠状況は、授業担当者だけでなく、学生もアカデミック・ア

ドバイザーも確認できるようにしている。秋学期には出席管理システムを活用して必修科

目の多欠席調査を行い利用の促進を行い、保護者対象の教育懇談会において個別相談に活

用した。 

 
（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

外国語学部 
施設・設備の運営・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。 

 平成 29 年３月竣工を目指し、新４号館が建設中で、外国語自律学習支援室 NINJA やラー

ニングコモンズを配置し、学生の総合的な自主学習を整え、様々な学修形態に対応します。

また、留学生との交流を図ることができるスペースも配置し、国際交流の拠点として活用

するなど、象徴的な建物へと変貌します。その他、学生の活動場所としては、規模的には

狭く窮屈な面があり、現状を踏まえたうえで常に学生の利用に気を配るなど安全対策を検

討する必要がある。 

外国語学研究科 
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大学院棟である５号館を研究者の利用価値の高い活動拠点になるよう計画している。 

［基準 2 の自己評価］ 

アドミッション・ポリシーについては、建学の精神などと照らして明確に定められてお

り、その周知についても適切に行われていると判断している。 

入学者の受け入れについては、多様な選抜方法を実施し、多面的・総合的に評価し、さ

まざまな能力や適性をもった入学者を国内外から受け入れている。 

入学定員超過率については、学科間において差異が見られるが、概ね適切と判断してい

る。 

教育課程においては、新・旧カリキュラムとも教育課程は体系的なものとなっており、

語学については客観的評価による習熟度別クラス編成と選択科目の３段階のレベル設定な

ど、学生の語学力にあった教育を展開している。特に新カリキュラムでは、語学以外では

ナンバーリングによる体系的な履修により知識の定着を図りながら、英語による教養科目

や課題解決型の PBLも取り入れている。 

教授方法の工夫・開発では、語学の授業において、新たに反転授業型アクティブ・ラー

ニングを導入し、自己調整学修支援システムにより Web での学修環境を構築して授業外学

修を推進している。また、平成 26（2014）年には外国語自律学習支援室 NINJA（Navigating 

an Independent Non-stop Journey to Autonomy）を開設して学生の自己学習を支援してい

る。 

さらに、建学の精神を具現化「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」豊かなリーダーの育成」をめざし、知識の「定着」と「実践」を正課と課外を組み

合わせた取り組みも実施している。 

学修及び授業の支援においては、平成 26（2014）年度に設置した連携教育推進室には、

官学・産学・高大の連携推進担当と教員２名がフェローとして加わり、教育課程等におけ

る外部と接続する教育を推進し、PBL 科目コーディネート科目を充実させている。また、

ＴＡ制度については、博士前期・後期課程の大学院生に対し、教育的配慮及び経済的支援

のために教育補助業務を行わせることにより、本学における教育の充実を図るとともに、

大学院生に指導者としての教育訓練の機会となっている。導入教育の学修支援にＳＡを加

えることにより、大学で学んでいくために必要なスキルをしっかり身につけさせている。 

本学は平成 26年度の「大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）」のテーマⅠ・Ⅱの複合型

で採択されており、申請要件として①学位授与方針等の状況、②授業計画（シラバス）の

策定、③単位の過剰登録の防止、④ＦＤの実施、⑤客観的な成績評価基準の運用、⑥入試

日程等の遵守については、それぞれ要件を満たしている。 

キャリアガイダンスについては、１年次から４年次までそれぞれの年次にてきした行事

を行っている。インターンシップ制度も定着しており、国内だけでなく海外での体験も可

能である。海外における就職や留学生への支援体制も整っている。 
 教育目的の達成状況の評価とフィードバックについては、学生サポートシステムで学生

が自身の履修登録科目や成績評価を Web 上で確認する際、達成目標や達成状況、授業外学

修時間の入力が必要条件としていることから、ほとんどの学生の修学状況が把握できてい

る。そして、語学力に関しては「自己分析システム」、人間力に関しては「モニタリングシ

ステム」により定量的・定性的評価を含めて学生自身が把握し、アカデミック・アドバイ



京都外国語大学 

44 

ザーの教員も個別指導や全体の点検にも活用している。 

授業アンケートは全授業科目に対する実施率はほぼ 100％となっている。また、選択方

式の授業アンケートに記述式を加え、実施時期も一時に集中しないように配慮し、その結

果の担当教員へのフィードバックも次学期の授業内容・方法に改善できる時期に返却して

いる。 

 学生サービスについては、経済面とメンタル面の両方から支えることができるよう体制

を整えている。 

教員の配置については、大学設置基準上必要な教員数を上回っている。採用や昇任につ

いては、人事委員会にて、慎重に検討し学内基準に照合し行っている。 
教養教育の実施については、教養教育等担当者会議を組織し、正・副の幹事を配置して、

教養教育について協議・検討を行う体制が整備されており、実際の運営面でも運営会議を

組織している。また、学長提言においても、教養教育の大切さを述べている。 
教員評価については、以前から実施ている「授業アンケート」や「教員評価制度」を平

成 27（2015）年度に試行し、平成 28（2016）年度本格導入した。 
授業を適切に行い、教育効果をあげるために、資格検定試験等の客観的評価による習熟

度別クラス編成・履修制限、GPA評価とキャップ制、ナンバーリングなどを導入している。

授業の出席管理もスマートフォンを用いたシステムを使い適正に行っている。 
また、授業科目等に関する学生の質問・相談に応じられるよう、専任教員はオフィスア

ワーを設定し、非常勤講師には Webで質問を受けられるようにしている。 

以上のことから、基準２の評価の視点を満たしている。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1 の自己判定 

「基準項目 3－1 を満たしている。」 
 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

本学の経営及び管理に関しては、「寄附行為」、「学校法人京都外国語大学寄附行為施行細

則」及びそれに基づく関連規程等により行っている。 

「寄附行為」では、第３条に運営の基本を「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。」、第４条に目的を「この

法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、国際的視野に立った有為な

人材を育成することを目的とする。」と定めている。これらに基づき、理事長ら役員が組織

としての規律維持を図っている。 

本法人が教育研究に関わる公的な機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、

学園の適正な管理運営を確保するため「学校法人京都外国語大学情報公開規程」を制定し

ている。また、公益通報者の保護を図るとともに本法人における法令遵守を維持し、本法

人及び大学の健全な発展に資するため、「学校法人京都外国語大学公益通報等に関する規

程」を平成 26（2014）年度に制定し、法人における不正行為などの早期発見と是正を図る

体制を整えるなど、積極的に法令遵守に取り組んでいる。 

このほか、内部監査室を置き、業務等の適正な執行を確保するとともに、その効率化及

び改善を図るために監事監査及び監査法人監査と連携して、自主的、自立的に内部の監査

を行っている。 

なお、教職員の倫理の確保については、「学校法人京都外国語大学就業規則」に服務規律

や表彰・懲戒の規定を設けているほか、「学校法人京都外国語大学懲戒委員会規程」を設け、

内部規律の確保を図っている。 

【資料Ｆ-１】寄附行為「第３条」「第４条」 

【資料Ｆ-９】規程集「学校法人京都外国語大学寄附行為施行細則」「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公益通報等に関する規程」「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懲戒委員会規程」 

 

 3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 



京都外国語大学 

46 

「寄附行為」に基づき、法人の最高意思決定機関としての理事会、諮問機関である評議

員会を毎年度定期的に開催しているほか、大学内業務の適切かつ円滑な執行を図るため、

「京都外国語大学執行部会議規程」に定める執行部会議を毎週月曜日に行っている。この

会議は、法人本部との連絡、調整等の円滑化を図るため法人本部長も構成員とし、大学運

営の基本方針事項、規程の制定・改廃、各部署の事業や業務、学内外の諸関係機関との協

議等の日常業務等について、必要な審議と連絡調整を行い、管理部門と教学部門の意思疎

通、連携を図っている。 

また、法人の設置学校間の情報共有を図るため、法人本部、大学、高等学校、専門学校

の事務長クラスによる事務長連絡会議を３ヵ月毎に開催し、各部門の業務の現況等を報

告・検討するなどし、連携を図っている。 

なお、本学は「寄附行為」第４条に「国際的視野に立った有為な人材を育成することを

目的とする。」と定めており、この目的実現の一方策として、平成 25（2013）年から平成

30（2018）年の５ヵ年の京都外国語大学のビジョン「“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」を柱とする「５ヵ年計画」を策定・実施しており、目

的の実現に向けた日常的・計画的努力を継続している。 

【資料Ｆ-９】規程集「京都外国語大学執行部会議規程」 

【資料 0-1】「５ヵ年計画」パンフレット 

 
 3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

法人の運営に関しては、私立学校法に則り、「寄附行為」を定め、第４条に「教育基本法

及び学校教育法に従い」としているところである。こうした中で、大学の運営に当たって

も、学則第１条に「教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い」とあるように、

本学ではこれら大学の設置・運営に関連する法令を遵守している。なお、「京都外国語大学

における公的研究費に関する取扱規程」「学校法人京都外国語大学公益通報等に関する規

程」により、内部的な担保も図っている。また、関係法令が改正された際の対応、諸官庁

への届出・申請等も法令を遵守し、遺漏・遅滞なく実施している。 

なお、法令の改正があった場合は、毎月１回開催している職員会議で周知しているほか、

重要な改正については、別途説明会等を実施している。 

【資料Ｆ-１】寄附行為「第４条」 

【資料Ｆ-３】大学学則「第１条」 

【資料Ｆ-９】規程集「京都外国語大学における公的研究費に関する取扱規程」「学校法人

京都外国語大学公益通報等に関する規程」 

 

 3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

本学が位置する京都における環境保全は、全国的に既知のことである。建築や改築の際、

京都市の関係部署への申請などが義務付けられており、環境・景観を損なう建物は、建て

ることはできないのである。この様な状況で建物の環境の保全は、出来ている。 

人権問題の啓発及びハラスメント防止のため、「人権問題研究室」を平成２（1990）年に

設置し、平成 12（2000）に現在の「人権教育啓発室」に名称を改めた。この人権教育啓発
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室では、毎年 12月に我が国の人権週間と合わせ人権啓発行事を行っている。また、常時担

当者が学生並びに教職員の相談に待機している。万一問題が発生した時は、人権委員会と

連携し、問題の解決に取り組んでいる。 

 安全への配慮については、先ずキャンパス内の取り組みとして、建物の構造や配置を考

える上で当然人々の動線を考慮し、安全に配慮したものとなっている。 

 「危機管理マニュアル」を作成し、自然災害時に対応することは言うまでもなく、不審

者対応、火災対応、感染症対応、ハラスメントに関するガイドラインや成績等の学生個人

情報のセキュリティ管理等も教職員に周知している。 

 防火・防災訓練を必ず年１回行い、右京消防署員立会いのもと、授業中の学生（約 300

名対象）の避難誘導も実際に行い、評価して頂き、改善を心掛けている。 

 学内の主要箇所に防犯カメラの設置や大学の近辺に学生の移動の多い時間帯にはガード

マンを配置し、交通事故や迷惑駐輪の防止も行っている。 

【資料 3-1-1】危機管理マニュアル 

 

 3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

学校教育法施行規則の一部改正を受け、平成 23（2011）年４月１日から施行された「教

育情報の公表」に係る項目について、本学ホームページで公開している。 

ホームページでは、トップページに「情報公開」メニューを表示し、教育研究上の基礎

的な情報・修学上の情報等・財務情報に分けて公開している。 

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。 

【資料Ｆ-９】規程集「学校法人京都外国語大学情報公開規程」 

【資料 3-1-2】「LOGOS」2016年５月号 

【資料 3-1-3】「LOGOS」2015年 11月号 

 
（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

情報の公開、特に教育の情報、財務情報の点については、大学としての社会的責任を果

たす役割を鑑み、学校教育法に定められた項目に限らず、それらの項目に付随した取組み、

本学独自の取組み、今後の計画、などの情報を公表できるようにする。 

 

3－2 理事会の機能 

≪3－2の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2 の自己判定 

「基準項目 3－2 を満たしている。」 
 

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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 3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

法人の意思決定は「寄附行為」、「寄附行為施行細則」及びそれに基づいた関連規程に従

い行われている。理事会は「寄附行為」第 18条の規定に基づいて運営され、同条に基づき

学校法人の業務を審議し決定する。本学の規範、特性等から予算、補正予算、決算時の開

催を原則とし、その他必要に応じて臨時に開催することとしており、平成 26（2014）年度

は３回（５月・１月・３月）開催した。 

理事の選考については、「寄附行為」第 10条第１項各号に基づき平成 27（2015）年５月

現在９人の理事を選任しており、理事会は学内理事６人と外部の有識者理事３人から成っ

ている。 

理事会を補佐する体制としては、「寄附行為」第９条及び「学校法人京都外国語大学寄附

行為施行細則」第 16条により、常任理事会の制度を有している。常任理事会は、「寄附行

為施行細則」第 17条第３項に規定しているとおり理事会決定事項について、緊急の必要が

あり、理事会を開催するいとまのない場合においては、当該事項に係る業務を決定するこ

とができることとしているほか、第 17条第１項に規定しているとおり、本法人の日常的、

定例的な業務についても決定できることとし、理事長は、当該決定した事項を先決事項と

して直近の会議において、議案として提出し承認を得ることとしている。常任理事は、理

事長、副理事長の他、学長、高等学校長等の学内の理事計６人で、平成 26（2014）年度は

２回（７月・９月）に開催、学費等について検討を行った。 

【資料Ｆ-１】寄附行為「第９条」「第 10条」「第 18条」 

【資料Ｆ-９】規程集「学校法人京都外国語大学寄附行為施行細則」 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学では的確かつ迅速な意思決定を行い、より戦力的かつ機動的に経営を推進するため、

常任理事会の有効活用を図っているが、将来を見据え、今後学長が理事、常任理事である

ことを踏まえ大学側との一層の緊密な関係を図っていくことが重要であり、特に教職員に

対して、学長から法人の経営方針や大学の目的・方針等について説明する機会を積極的に

設ける。 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 

 

（1）3－3の自己判定 

「基準項目 3－3 を満たしている。」 
 

（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

意思決定組織の整備 
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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、京都外国語大学執行部規程に定められた

学長以下 15名余りを構成メンバーとして、毎週月曜日 14時より開催され、学科長会議は、

京都外国語大学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、教務委員会、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。 

 

意思決定組織の権限と責任の明確性 

学長の意思決定を支え執行する各種会議、各種委員会の権限と責任については、総て、

該当の規程に明確に定められている。 

 
意思決定組織の機能性 

学長が議長を務める執行部会議が、大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、京都外

国語大学学則に基づいて教育研究に関わる事項を原則とし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、夫々の目的を果た

すべく活動している。 
特に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。 
 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

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つつある。 
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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。 

なお、学生に対する懲罰の決定と云った極めて重要な問題についても、学長の権限を学

則第 70 条において「本学の学則及び諸規則に違反し、又は学生としての本文に反する行為

をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。」と定め、また、その適用対象を同第

71 条において定め、懲罰の決定に際しての学長のリーダーシップを明確に根拠付けている。

それ等に基づいて学長が厳格に対処できる態勢は、既に整備されている。但し、懲罰の決

定は、極めて稀である。 

 
（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

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対応していく。 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4 の自己判定 

「基準項目 3－4 を満たしている。」 
 

（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

学長は、教学部門の最高責任者であるとともに、理事会、常任理事会の構成員となり、

法人と教学の間で重要な橋渡し役を担っている。 

また、執行部会議の活用のほか、大学における教育研究等に関する方針、施策及びそれ

に基づく学科等の計画、取組について審議し学科間の調整を図ることにより、本学におけ

る教育研究活動を総合的かつ効果的に進めるために設置されている学科長会議にも法人本

部長がオブザーバーとして出席し、情報の共有等を図っている。更に、法人の設置学校間

の情報共有を図るため、法人本部、大学、高等学校、専門学校の事務長クラスによる事務

長連絡会議を３ヵ月毎に開催し、各部門の業務の現況等を報告・検討するなどし、コミュ

ニケーションの円滑化を図っている。 
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【資料Ｆ-９】規程集 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

 監事は「寄附行為」第 11条において、２人又は３人置くとし、法人の役員、職員でない

ものが含まれるよう、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、

理事長が選任する旨規定しており、現在の監事２人についても適切に選任を行っている。 

監事は、その職務を「寄附行為」第 17条に定められているところであるが、平成 26（2014）

年度においては開催されたすべての理事会、評議員会に出席し、平成 26（2014）年度の監

査結果は適正であった旨の報告をしたほか、その都度予算や事業計画等に関し必要な質

疑・助言を行うなど、法人の業務の情報等を活用し、その機能を確保している。また、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。 

 評議員会は、「寄附行為」第 22 条に基づき、平成 27（2015）年５月現在 24 人の評議員

で構成されており、「寄附行為」第 22条第２項の各号に定められた選任方法に基づき適切

に選任を行っている。 

 評議員会への諮問事項については、寄附行為第 17条に予算、借入金、事業計画等が定め

られており、平成 26（2014）年度は、３月に開催した評議員会において補正予算、事業計

画及び予算について諮問を行ったほか、平成 25（2013）年度は平成 26（2014）年度に契約・

着手を行った大学５号館新築工事に係る建築費の一部借入について諮問を行うなど、寄附

行為の規定に基づき適切な運営を行っている。 

【資料Ｆ-１】寄附行為「第 11条」「第 17条」 

【資料Ｆ-11】平成 26年度監査報告書 

【資料Ｆ-10】理事会・評議員会の開催状況 

【資料 3-4-1】有限責任監査法人による監査実施報告会案内状 

【資料Ｆ-10】平成 26年度評議員会次第 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 「寄附行為」第８条第２項に「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。対内的には、理事長は、法人の教職員が出席する年始の

新年会のほか、毎年度４月開催の教授会などに出席し、全般的な経営方針や所感等を述べ

ることとしている。 

一方、学長は、「寄附行為施行細則」第２条の３において、教育・研究に関する業務処理

を理事会から委任されていることから、教育・研究に関する業務すべてを統括する責任者

として、副学長や各学科長と緊密に連携し、その職責を果たし、教育部門でのリーダーシ

ップを発揮している。こうした、教育・研究に関する事項の意思決定については、各種委

員会や各部署、また職員会議からの提案事項や審議事項を、執行部会議で協議し、必要事

項については学科長会議等で審議した上で決定していくプロセスを経るなどバランスに留

意した運営を行っている。 
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なお、学長が大学の抱えている課題、当面する問題、今後の対応方針について職員に語

る職員朝礼を、平成 25（2013）年度から原則月１回開催するなどしているところである。 

さらに、ＦＤやＳＤにおいて教職員から発案された事項のうち、適切なものは執行され

ているところである。また、アイデアオリンピック 2015 を開催し、教員・職員・学生から

アイデアを募集したうえで、優秀な提案を表彰及びいかす仕組みを取り入れている。 

 本法人のガバナンス機能については、理事、監事、評議員の制度を整備し、権限・役割

分担を明確化することで、管理運営制度の維持を図っており、私立学校法の目的に合致し

た運用となっている。 

また、評議員の評議員会への実出席率は、平成 24（2012）年度 83.8％、平成 25（2013）

年度 91.7％、平成 26（2014）年度 79.2％と、おおむね良好である。 

【資料 3-4-2】アイデアオリンピック関連資料 

 

（3）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

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、役割分担等をより明確化していく。 

また、学長の補佐体制を強化するため、平成 26（2014）年４月から、副学長（国際担当）

を１人増員し、２人体制としているが、今後一層この体制で、学長のリーダーシップが発

揮できるようにすることとしている。 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5 の自己判定 

「基準項目 3－5 を満たしている。」 
 

（2）3－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

本学の事務組織の構成は、「学校法人京都外国語大学組織及び事務分掌規程」に基づき、

組織・人員や財務関係事務を担当する法人本部と教学組織を支える大学事務局に分かれて

おり、部課制としてみれば、法人組織は２部７課、大学事務組織は研究所等を含み事務局

関連として 12部 23課相当の構成となっており、このほか内部監査室がある。特に平成 27

（2015）年度は事務組織及び業務の見直しを行い、課の統合や細分化を行ったほか、近時

の大学事務の変化に対応するため、情報システム担当者等配置や、一般企業等での勤務経

験者の採用など行い、本学総数 141人の専任職員を、それぞれ設置部署の担当事務の性質

等に応じ、専門性や能力、資質、経験年数等を考慮して配置して業務の効果的な執行体制

を確保している。 
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【資料Ｆ-９】規程集「学校法人京都外国語大学組織及び事務分掌規程」 

【資料 3-5-1】平成 28 年度学校法人京都外国語大学組織図 

  

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

 大学における業務執行については、理事長の指揮監督のもと、学長、大学事務局長が「学

校法人京都外国語大学組織及び事務分掌規程」に基づき適切に管理している。 

 学長が大学内業務の適切かつ円滑な執行を図るため設置している執行部会議においては、

大学運営の基本方針事項や予算案、規程の制定・改廃、各部署の事業や業務、学内外の諸

関係機関との協議等の日常業務等について、必要な審議と連絡調整を行っている。 

 また、学長の諮問機関として設置されている各種委員会には当該関係規程に基づき、そ

れぞれ担当部長と教員及び担当の事務職員が委員・構成員として所掌の審議等に参画して

いるほか、構成員として参画している当該担当の事務職員が事務処理を行う等、連携協力

している。 

一方、学長はまた理事会に出席しその審議結果を踏まえて、法人の方針や決議事項等を

速やかに所管各部署に指示・伝達して業務の執行を図っている。 

【資料Ｆ-９】規程集「学校法人京都外国語大学組織及び事務分掌規程」 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

 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、大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。 

【資料Ｆ-９】規程集「京都外国語大学ＳＤ委員会規程」 

【資料 3-5-2】評価シート 

【資料 3-5-3】「専任職員研修（ＳＤ）報告書」 



京都外国語大学 

54 

 

（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

業務の管理体制については、PDCA サイクルを踏まえて、各部門・部署での振り返り・ 

見直しを徹底し、常に次年度に向け、大学全体の意識を向上させる。 

ＳＤ活動については、職員の能力向上に大きな役割を果たしつつあるが、今後はＳＤ活

動への積極的な参加のあり方等を含め、必要な見直しを行うほか、特に長期間の研修も含

めた学外研修を更に推進する。また、職員の研修制度については、規程の策定もさること

ながら、人事評価制度の導入もあり、管理職者を対象としたコーチングなどを含めた評価

者研修等の職階別の研修やキャリアアップ活動に対する積極的な補助など研修制度を充実

させる。 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6 の自己判定 

「基準項目 3－6 を満たしている。」 
 

（2）3－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

５ヵ年計画ワーキンググループを立ち上げ、平成 25（2013）年度を１年目とし、中期目

標や改善点等を洗い出し、大学短大予算委員会（平成 28（2016）年度予算より実施）や外

部資金獲得に向けた取組に資する補助金業務推進グループ（プロジェクトチーム）を平成

27（2015）年４月１日に設置した。 

中・長期的な財務計画として特定引当預金(資産)を設定している。このうち、第２号基

本金引当特定預金(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、教育研究の充実強化を図り、学生及

び教職員等の安心安全を進めている。第３号基本金引当特定預金(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、施設整備引当特定預金(資産)を設定し、随時組入れしている。 

 

3-6-② 安定した財政基盤と収支バランスの確保 

 財政方針は安定的な財政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、当年度事業活動収入で同事業活動支出を賄い収支バランスのとれた予算編

成、執行に取り組んでいる。資産運用収入のうち金融資産による収入は元本毀損リスクの

ない運用を基本にしている。そのほか生涯学習講座の開講など各種ニーズに応えながら収

入確保に努めている。 
 
外部資金、資産運用益等の受け入れ状況 
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 財源の大きな柱である学生生徒等納付金以外にも資金を確保することの重要性を早くか

ら認識し科学研究費をはじめ寄付金、生涯学習講座の開講や実用ビジネス英語科の受託事

業実施等による様々な外部資金を確保している。 

                                   （単位：円） 
   平成 26 年度   平成 25 年度   平成 24 年度 
寄付金収入        0    10,335,000    10,263,456 
補助金収入 355,421,432 288,569,516 151,196,763 
資産運用収入   110,855,316   106,768,522   104,140,168 
事業収入      26,494,159      30,486,243      37,329,554 
研究関連収入      10,179,721      10,461,739       8,672,854 
 
予算編成と予算執行 

当初予算は、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申請されるが、

スクラップアンドビルドやキャップ方式等による費用対効果を旨とし編成している。当初

予算を超える突発事象が生じた場合は、当該部署からいわゆる予算増額要求書を財務部に

提出させ、財務部で必要性等を検討し、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になっている。 
予算執行に当っては、予算執行上誤りがないようにするため、「予算執行に当っての留意

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予算執行担当

者が管理と執行の責任と権限を持つことになる。 
 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

当初予算は、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申請されるが、

スクラップアンドビルドやキャップ方式等による費用対効果を旨とし編成している。当初

予算を超える突発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、

財務部で必要性等を検討し、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になっている。 
予算執行に当っては、予算執行上誤りがないようにするため、「予算執行に当っての留意

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予算執行担当

者が管理と執行の責任と権限を持つことになる。 

今後、18歳人口がさらに減少していく状況下で学生生徒納付金収入の増加を見込むことは

難しく、安定した財務基盤の確立には、それ以外の収入の確保が求められる。その収入の

中で、特に外部資金の獲得は、学生生徒納付金以外の財源として非常に重要であり、一層

の特別補助等、競争的資金の獲得を含め、新たな収入の確保のための積極的展開を図る。 

 

3－7 会計 

≪3－7の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 
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（1）3－7 の自己判定 

「基準項目 3－7 を満たしている。」 
（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

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・物品管理規程」、「学校法人京

都外国語大学固定資産・物品調達規程」、「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、財務部内でダブルチェックを行い、相互牽制を図り、

誤りのないような体制を組んでいる。」 
また、会計処理に疑義がある場合には、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うよう努め、不明なまま処理をすることのないように心がけている。 
【資料Ｆ-９】規程集「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・物品管理規程」「学校法人京都外国

語大学固定資産・物品調達規程」「学校法人京都外国語大学資金運用規程」 
 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 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している。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。 

 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な

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示した「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、部門別計算

が確定するまで延 500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計算書類項目及び⑤固定資産監査等である。そして、理事長及び財務

担当理事と意見交換等を実施し、それらの結果を前述した監査報告会で「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

して本学園の財務経理処理の改善に役立てている。 

内部監査制度は数年来の検討期間を経て、平成 20（2008）年度に理事長の直轄組織の内

部監査室として発足した。本学園がより一層管理運営業務の適正な執行とその改善を図る

自律的組織としている。また、各種研修会や他大学の事例等を参考に、実効性のある内部

監査を進めており、毎年内部監査室で監査機能の実効性と効率化を図るため、監事あるい

は監査法人を加えた二者、三者の定期及び随時の意見交換等による連携を図っている。 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

予算編成を含む財務会計処理システムは、業務ごとの汎用機システムであり連携に不便

さがあった。今般、学園財務を担う経理、管財および予算管理等を一元的に処理できるよ

うなシステム構築を目指している。このシステム構築でより適正でかつ効率的な事務推進

を図る。 
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［基準 3 の自己評価］ 

本学の使命を果たすため、経営の規律と誠実性の維持に適切に対応してきており、「大学

５ヵ年計画」については年度ごとに計画内容の進捗状況を確認、評価するなどしてその継

続的努力をしているところであり、各法令を遵守している。 

外部理事を含めた理事及び監事の理事会への出席率は良好で、監事の定期的な業務及び

財政面での監査・助言も行われており、その職責を果たしている。 

また、学長が教学部門の代表として理事を勤めており、管理部門と教学部門の連携を図

っている。 

 学生はもとより教職員の人権や安全への配慮もできている。教育や財務情報の公表もで

きている。 
大学の意思決定を決然と且つ円滑に行なう為に必要な組織は十分に整備されており、か

つ、そこでの意思決定も的確なものである。 
各組織の権限と責任を明確にする為に必要な規程は、十分に整備され、かつ、厳格に運

用されている。 
各組織の機能性に関しては、夫々の組織が自らの課題を十分に果たしている、と自己評

価している。但し、特に教授会に就ては、大学運営に対する当事者意識を全教員にもって

貰うと云う観点から、そこでの議論を活性化する必要性を認めている。 
特筆すべき５ヵ年計画の画期的な提案と実施とを通して、更には大学を活性化させ方向

づける諸構想の提案（と実施）を通して、学長のリーダーシップは、十二分に発揮されて

いる。 
 業務執行体制については、学生へのサービス向上や円滑に業務が進むよう事務組織の見

直しや人事異動を行ってきているが、まだ業務の重複など無駄がみられる部分がある。 

 また、管理体制については、各部門での PDCA サイクルを確立することと法人部門の規程

について見直す必要がある。 

ＳＤ活動については、平成 16（2004）年から始められており、グループワークショップ

や夏季ＳＤなど定着している。職員評価制度も導入された。 

以上のことから、基準２の評価の視点を満たしている。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1 の自己判定 

「基準項目 4－1 を満たしている。」 
 

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

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）年度から徐々に大学機関別評価(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調

査室を開設、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。 

【資料Ｆ-３】大学学則「第２条」 
【資料Ｆ-３】大学院学則「第３条」 
【資料 4-1-1】京都外国語大学アカデミックレポート 

【資料Ｆ-９】規程集「京都外国語大学自己点検・評価規程」 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

 本学の自己点検・評価に関する体制として、「京都外国語大学自己点検・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、大学院研究科長、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、大学院研究科会議、ＦＤ委員

会、大学各部署並びに財務、人事、組織等管理運営を担当する部署等をも委員とし、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。 

【資料Ｆ-９】規程集「京都外国語大学自己点検・評価規程」 

 
4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 



京都外国語大学 

59 

 「4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価」で述べている

とおり、本学の自己点検・評価報告書である「京都外国語大学アカデミックレポート」を

毎年発行し、教員・教職員に配布している。ホームページにも掲載し、学内外に公開して

いる。 
【資料 4-1-1】京都外国語大学アカデミックレポート 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 今後の認証評価の変革を予測すると、各大学で行われている自己点検・評価の延長上に

認証評価いわゆる大学機関別認証評価があるべきであるとの意向が伺える。このことを受

け止め本学においても、日頃行っている自己点検・評価を認証評価に耐えうる様に精度を

上げていく。 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2 の自己判定 

「基準項目 4－2 を満たしている。」 
 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

平成３(1991)年度から「自己点検・評価」の一環として、『京都外国語大学アカデミック

レポート』を刊行し、展開している教育・研究活動や社会活動、国際交流活動、その他の

教育・研究に係わる諸活動を公表してきた。 

『京都外国語大学アカデミックレポート』自体が、エビデンス情報を含めた自己点検・

評価結果の開示となっている。 

認証評価をはじめとする外部評価においても、『京都外国語大学アカデミックレポート』

に記載された情報が基本となっている。 

教育に関しては、「授業アンケート」の結果を基に自己点検・評価を行っており、エビデ

ンスに基づいた対応をとっている。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

学生の学習や修学支援等に関しては、教務部と学生課・厚生課・学生相談室から成る学

生部が担当している。教員の教育・研究・社会貢献活動に関しては国際言語平和研究所が

担当している。国際交流に関しては国際部、入試全般に関しては入試センター、就職を含

む進路に関してはキャリアセンターが担当している。このように、それぞれの業務に係わ

る情報やデータに関しては、各部署で収集・調査・分析している。さらに複数の部署にま

たがる課題や大学全体の課題に関しては総合企画室ＩＲ推進グループが調査・分析を行っ

ている。これらを総合企画室点検評価グループがとりまとめている。 
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集約・整理された情報やデータは、「情報公開」としてホームページを通して公開される

だけではなく、教務委員会、学生指導委員会、国際交流委員会、キャリア委員会、ＦＤ委

員会、ＳＤ委員会等に提供され、分析・検討が加えられている。 

データの収集・分析方法については、総合企画室ＩＲ推進グループが月１回のペースで

勉強会を開催し、各部署におけるスキルの向上を図っている。 

【資料 4-2-1】ホームページ「情報公開」 

 

4-2-③ 自己点検・評価結果の学内共有と社会への公表 

自己点検・評価結果は、教授会、職員会議、職員朝礼等を通じて学内での共有化を図っ

ている。 

認証評価を含む、外部評価に係わる自己点検・評価結果については、すべてホームペー

ジで公開し、学内での情報共有と社会への公表を行っている。 

 
（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

『京都外国語大学アカデミックレポート』に基づく自己点検・評価を定期的に行うこと

により、透明性の高いエビデンスに基づいた自己点検・評価システムの改善を図っていく。 

② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

 学習成果に関しては、平成 26(2014)年度に採択された「大学教育再生加速プログラム」

で開発している「自己分析システム」と「モニタリングシステム」と、従来から活用して

いる「学生サポートシステム」を連動させ、タイムリーで正確なデータ収集を行っており、

それを活用して改善を図っていく。 

そして、データを効果的に活用した自己点検・評価を行うための全学的なスキルの向上

をＩＲ推進グループが中心となって実施していく。 

③ 自己点検・評価結果の学内共有と社会への公表 

 自己点検・評価の結果は学内関係者はもちろんのこと、あらゆるステークホルダーや社

会に対して、正確かつ分かりやすく発信していく。 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3 の自己判定 

「基準項目 4－3 を満たしている。」 
 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 
 自己点検・評価運営委員会が中心となって、自己点検・評価を行っている。この委員会

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)、大学院外国語学研究

科長、ＦＤ委員長、国際言語平和研究所長、教務部長、事務局長、法人本部長など大学の

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(日本高等教育評価機
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構、大学基準協会、大学評価・学位授与機構)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。 

 

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

 ＩＲ機能も活用し、客観的なデータに基づく自己点検・評価を行いたい。また、委員会

の構成員に学外の委員(外部委員)の加入も検討していく。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

基本的には、エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価を行っている。 

総合企画室点検評価グループ、ＩＲ推進グループが中心となって、情報やデータの収集・ 

整理に当たっており、その成果は、『京都外国語大学アカデミックレポート』や『ファクト

ブック』（仮称）、ホームページにおける情報公開に結びついていると判断している。 

外部評価受審時における自己点検・評価結果等はホームページを通して公開しており、 

自己点検・評価の誠実性は、十分なレベルで満たしていると判断している。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．マルチメディア教育研究センター活動 

A－1 マルチメディア教育研究センターの特色ある取り組み 

≪A－1の視点≫ 

A-1-① ２言語同時学習 

A-1-② 外国語自律学習 

A-1-③ パブリックスペースでの遠隔ミーティングを中心としたマルチメディア環境

の提供 
 

（1）A－1 の自己判定 

「基準項目 A－1 を満たしている。」 
 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① ２言語同時学習 

この取り組み（以下、本取組）は、平成 18（2006）年度文部科学省特色ある大学教育支援

プログラム（略称特色 GP）にマルチメディア教育研究センターが担当部署として採択され

たものである。本取組は、本学で専攻できるすべての外国語について英米語を専門とする

教員と、それ以外の外国語の教員が、ペアとなってティームティーチングをおこなうこと

が大きな特色である。授業の際の最も重要な指導ポイントは、二つの言語の相違と、共通

性（類似性）に気づかせることにより、それぞれの言語の法則性を理解させ、両言語の学

習を促進させるところにある。この相違と共通性を認識させる重要なツールとして CALL

が活用されている。本取組における CALL 活用は「融合型 CALL」と命名され、２教員の指

導のもと、授業の中で個々の学生に応じた形で CALL を使っての演習をおこなっている。な

お本取組により、本学の CALL機能活用の高度化と、授業での CALL 利用の普及が起こった

ため、現在では、本取組以外の語学科専門授業での CALL 活用率（CALL 教室稼働率）は、

一般教室に比べて高い（表１）。また CALL 機能の活用内容については、高度な活用が，多

く含まれている。その一端は、本学語学科専任教員による CALL 活用をテーマとした論文及

び学会発表数からうかがい知ることができる（図１）。 

 

表１ 平成 28年度春学期 CALL 教室（4教室）稼働率 

 月 火 水 木 金 

１講時 100% 100% 75% 75% 25% 

２講時 100% 100% 100% 100% 75% 

３講時 100% 75% 100% 25% 100% 

４講時 100% 100% 25% 25% 75% 

５講時 25% 0% 50% 25% 50% 

６講時 25% 75% 25% 25% 25% 
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A-1-② 外国語自律学習 

 外国語自律学習支援室（以下､NINJA）は、平成 25（2013）年度文部科学省私立大学教育

研究活性化設備整備事業として採択され、マルチメディア教育研究センターが担当部署と

なり、設置されたものである。NINJA の目的は、外国語学習者である本学学生が、授業内

で教員から教わるだけにとどまらず、自ら外国語運用能力を獲得し、高めるためのスキル

を、身につけることに置いている。このことにより、在学中に専攻語だけではない複数の

外国語運用能力を身につけること及び卒業後もさらに外国語運用能力を高めていくことを

めざしている。この目的のため NINJAには、①個々の学生の学習スタイルにあった外国語

学習法の獲得を支援するアドバイジング機能、②ネイティブ教員と一対一で当該外国語に

よるコミュニケーションをおこなう中で、スピーキング及びライティングの課題を発見、

修正、深化させる機能、③学生が自由に、語学に関するグループ学習等がおこなえる機能

を持たせている。これまで英米語を中心に、試行を重ねてきたが、順次、英米語以外の専

攻外国語のアドバイジング等に機能拡大をして行く予定である。なお NINJA 利用者の語学

資格試験（TOEIC）結果の非利用者との比較（分散分析）では、１％水準で利用者のスコア

が有意に高いことが示されている（図２及び図３）。 
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A-1-③ パブリックスペースでの遠隔ミーティングを中心としたマルチメディア環境の

提供 
 この環境は、平成 24（2012）年度文部科学省私立大学教育研究活性化設備整備事業にマ

ルチメディア教育研究センターが担当部署として採択され、整備されたものである。本学

教育は外国語運用能力の向上をミッションとしているが、それは授業での学習だけでは、

量的（時間的）制約のため所期の能力の達成が困難である。そこで授業外の外国語コミュ

ニケーションの最良の場として、本学は学生に留学を勧めている。しかし留学は、経費等

の問題ですべての学生が参加することは困難である。この設備は、授業時間外に学内にい

るときにでも外国語に触れることのできる環境を提供しようとした取組である。具体的に

は、教室階の共用スペースに、情報コンセントを設置した机に短焦点のプロジェクタ及び

投影が可能なホワイトボード等を設置し、平成 16（2004）年度より供用を開始している貸

出のノートパソコンを利用することにより、空き時間に海外の友人等とスカイプによるコ

ミュニケーション環境を実現した。その活用の一端として、貸出ノートパソコンの年度別

貸し出し台数を示した（図４）。 
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（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 ２言語同時学習については、導入して 10 年になり、本学の教育においても定着してい

る。これまでに蓄積された経験やデータを基にさらに効果をあげるようにする。 
 外国語自律学習支援室（NINJA）は、設置以来利用人数も増加しており、スペースが必要

となってきている。現在建て替え中の４号館に移設を計画しており、さらに拡充していく。 

また、現在英語を中心とした内容になっているが、他の言語での利用もできるようにする。 
 マルチメディア環境の提供については、先に述べた４号館の完成時に学内の無線 LAN を

導入にし、環境を整える。 

 
［基準 A の自己評価］ 

本学の使命・目的を果たすための具体的な教育目標の第 1にある「確かな日本語力と実践

的な外国語運用能力」を身に付けるため、正課内と正課外の両方からの教育支援ができて

いることは評価できる。 

２言語同時学習は、８つの言語の学科を有している本学の利点を活かした取り組みであり、

言い換えればそれだけの言語の学科ある本学にしかできない取り組みと言える。 

外国語自律学習支援室は、教室外・正課外での学習に役立っており、その成果も上がって

いる。 

マルチメディア環境を整え提供もできている。 

以上のことから、基準Ａの評価の視点を満たしている。 
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基準 B．図書館活動 

B－1 図書館一般 

≪B－1の視点≫ 

B-1-① 開館日数と利用者数 

B-1-② 貸出総数 

B-1-③ 利用者へのガイダンス 
B-1-④ 蔵書数 
B-1-⑤ 主題別書誌データベースの作成 
B-1-⑥ 利用者へのアンケート 

（1）B－1 の自己判定 

「基準項目 B－1 を満たしている。」 
 

（2）B－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-1-① 開館日数と利用者数 

開館日数は近年、休日特別開館日数を減少させることで開館日数（総数）を減じているが、

年間の入館者総数は伸び、平成 27（2015）年度は、前年度に比べ 13,924 名増加した。過

去５年間の推移は下記の通りである。 

  2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

開館日数  （日） 306 302 302 294 286 

入館者総数（名） 160,582 164,331 163,762 177,695 193,619 

１日平均  （名） 524.78 544.14 542.26 604.40 676.98 

 

 また、日曜日や国民の祝祭日の開館である「休日特別開館」の日数は減少したが、平成

27（2015）年度入館者数は、前年度と比べ 539 名増加した。なお、この「休日特別開館日

数」は上記の「開館日数」に含まれる。 

  2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

特別開館日数 (日) 30 31 33 24 15 

入館者総数   (名) 4,446 5,749 5,277 5,816 7,349 

一日平均（名）  148.20 185.45 159.90 242.33 489.30 

 

B-1-② 貸出総数 

近年の貸出冊数は、図書館が英米語学科の推進する多読プログラムを資料面より支援して

いることから増加する傾向にあり、平成 27（2015）年は前年度より 10,729 冊増加した。 

 
2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

本 館（冊） 48,191 56,406 68,057 84,063 95,079 

分 館（冊） 3,509 2,899 2,403 2,698 2,411 

合 計（冊） 51,700 59,305 70,460 86,761 97,490 

 

平成 27（2015）年度における学生 1人当たりの館外貸出冊数は、貸出総数の伸びに応じて
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増加している。詳細は下記の通りである。 

 
2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

学生貸出冊数（冊） 44,690 52,504 62,270 78,008 97,490 

在学生総数（名） 4,576 4,665 4,631 4,522 4,339 

学生 1 人当たりの

貸出冊数（冊） 
9.77 11.25 13.45 17.25 21.99 

 

 分類別貸出冊数率を調べてみると、次のとおりであった。和漢書の貸出数の内訳は、「言

語」、「社会科学」、「歴史」、「文学」と続き、洋書の貸出は「言語」と「文学」が大半を占

めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1-③ 利用者へのガイダンス 

利用指導ガイダンス（オリエンテーション）には、図書館が主催するものと教員の申し出

に基づき図書館が授業内で行うものとがある。2015 年度の図書館が主催したものの開催数

は前年度と同じであるが、参加した人数は減少する傾向にある。 

 

2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

件

数 

回

数 

人

数 

件

数 

回

数 

人

数 

件

数 

回

数 

人

数 

件

数 

回

数 

人

数 

件

数 

回

数 

人

数 

図書館主催 5 21 125 5 19 42 5 17 17 5 12 17 5 12 12 

授業内 31 31 509 21 21 275 22 22 311 29 29 448 16 16 211 

合 計 36 52 634 26 40 317 27 39 328 34 41 465 21 38 223 

 

B-1-④ 蔵書数 

蔵書数は全国の単科大学図書館の平均値を上回っており(文部科学省実施「学術情報基盤実

態調査結果報告」より)、下記の「図書増加数」で示したように平成 27（2015）年度は前

年度より 8,737冊増加した。 

 
2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

和漢書（冊） 261,312 268,399 275,237 281,435 287,048 

38.0
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10.5
16.7

49.0
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歴 史
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その他

16.7%

歴史
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言 語
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その他
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洋 書（冊） 283,343 289,962 292,949 298,620 301,744 

合 計（冊） 544,655 558,361 568,186 580,055 588,792 

  

年間の図書増加数は総数（合計）が減少する傾向にあり、2015 年は前年度の増加数より

3,132 冊減少した。これは購入価格の高騰（特に洋書）が大きな原因と考えられる。 

  2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

和漢書（冊） 6,620 7,087 6,838 6,198 5,615 

洋 書（冊） 7,690 6,619 2,987 5,671 3,122 

合 計（冊） 14,310 13,706 9,825 11,869 8,737 

 

 学術雑誌所蔵数は、次のとおりである。ただし下記の数値の内、（ ）内の数値は継続種

数である。 

 
2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

和雑誌（種） 2,618(1,890) 2,632(1,892) 2,635(1,891) 2,640(1,885) 2,643(1,883) 

洋雑誌（種） 1,436(550) 1,437(550) 1,438(547) 1,438(484) 1,438(484) 

合 計（種） 4,054(2,440) 4,069(2,442) 4,073(2,438) 4,078(2,369) 4,081(2,367) 

 

B-1-⑤ 主題別書誌データベースの作成 

本学図書館はホームページの画面上で予め準備したテーマのアイテムをクリックすること

で、該当する資料の書誌データが検索できる「主題別書誌データベース」を作成している。

下記は年度ごとの増加数と総数である。 

  2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

作 成 数（件） 6 6 4 6 6 

作成総数（件） 37 43 47 53 59 

 

 国立情報学研究所の「目録データベース所蔵レコード件数」（NACSIS-CAT 統計情報に掲

載）から求めた本学図書館の書誌データ作成実績は次のとおりである。 

 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

書誌データ登録作成数（件） 13,124 13,264 10,100 8,824 5,764 

 

B-1-⑥ 利用者へのアンケート 

本学図書館は毎年秋に利用者へのアンケート調査を行っている。この内容とアンケートの

結果については図書館報「GAIDAI BIBLIOTHECA」と図書館のホームページで報告し公開し

ている。なお、このアンケートの結果報告とは別に最新の業務報告をホームページに掲載

している。 

【資料 B-1-1】図書館報「GAIDAI BIBLIOTHECA」 

【資料 B-1-2】ホームページ 「図書館」 
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B－2 対外関係 

≪B－2の視点≫ 

B-2-① 卒業生・市民の利用 

B-2-② 他大学図書館との相互協力 

B-2-③ 対外協力事業 
B-2-④ 稀覯書定期展示会 
B-2-⑤ フォーラムの開催 
B-2-⑥ 刊行物の発行 

 

（1）B－2 の自己判定 

「基準項目 B－1 を満たしている。」 
 

（2）B－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-2-① 卒業生・市民の利用 

 本学では、卒業生並びに市民の方々への開放も行っている。登録料は、卒業生の場合１

年間 1,000 円、市民は、１年間 3,000円（継続は、1,500 円）である。 

 登録者の実績は、次のとおりである。 

 

卒業生利用登録者数 

    2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

卒業生利用登録者（名） 43 37 34 23 41 

内、継続登録者（名） 9 11 6 7 6 

 

市民利用登録者数 

    2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

市民利用登録者（名） 49  47  66  56  49  

内、継続登録者（名） 19  19  25  28  27  

 

B-2-② 他大学図書館との相互協力 

国立情報学研究所の ILL(Inter-Library Loan)を通した相互協力は下記の通りである。 

 

 

2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 

相互利用（件） 33 125 20  122 47 96 63 125 22 130 

相互貸借（件） 25 281 36 270 72 293 56 287 49 246 

文献複写（件） 223 339 157 350 179 285 284 298 154 251 

レファレンス（件） 97 160 48 82 108 71 135 94 39 96 

合計（件） 378 905 261 824 406 745 538 804 264 723 
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B-2-③ 対外協力事業 

地域貢献の一環としての対外協力活動は、京都市が主催する中学生の社会体験活動「生き

方探究・チャレンジ体験」に協力し、同市内の中学校から生徒を受け入れている。また、

大学生受入は「大学コンソーシアム京都」から派遣された京都市内の大学生インターンシ

ップが対象となっている。 

  2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

中学生受入（名） 13 3 4 6 6 

大学生受入（名） 0 0 0 1 1 

合   計（名） 13 3 4 7 7 

 

B-2-④ 資料掲載・展示許可 

本学図書館が所蔵する稀覯資料を個人や出版社、団体等が出版物等に掲載するための申し

出に協力したもの。 

 
2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

写真掲載 （件） 30 25 38 29 19 

展示会出展（件） 1 1 2 1 0 

放映許可 （件） 3 2 1 2 5 

合  計 （件） 34 28 41 32 24 

 

B-2-⑤ 稀覯書定期展示会 

本学図書館は毎年、所蔵する貴重書を活用した展示会を定期的に開催し、学外にも公開し

ている。 

 
展示会タイトル 開催期間 

2015 年（第 49回） 
ちりめん本の先駆者 

長谷川武次郎に協力した外国人たち 
11/6～11/13（本学） 

2014 年（第 48回） シェイクスピアの世界とその書物の変遷 10/21～10/29（本学） 

2013 年（第 47回） 書物に蘇るスペインと日本の交流の軌跡 10/1～10/8（本学） 

2012 年 

（第 46回） 
知られざる世界への挑戦 

航海、探検、漂流を記した書物 65 選 
10/11～10/16（東京） 

（第 45回） 
知られざる世界への挑戦 

航海、探検、漂流を記した書物百選 
7/11～7/19（本学） 

2011 年（第 44回） 日本人を魅了してきたドイツの書物 10/18～10/24（本学） 
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B-2-⑥ フォーラムの開催 

 本学図書館は毎年、学園祭協賛行事として「フォーラム－学生と図書館－」を開催して

いる。 

 
フォーラムテーマ・講演者 開催日 

2015年（第17回） 「書物と経師」     （株）大入 代表取締役 大入達男氏 11/1 

2014年（第16回） 

「京菓子と包材」 

コメディア（株）代表取締役 野田大輔氏 

   野崎印刷紙業（株）アートディレクター 植村正和氏 

11/1 

2013年（第15回） 
「日本における世界の食文化」 

丸善（株）取締役 海老原光彦氏 
11/2 

2012年（第14回） 
「アジアの学生が語る映画の魅力」 

留学生代表 
11/2 

2011年（第13回） 

「私のアルバイトはインターンシップ 

―心を動かされた貴重書との出会い―」 

アルバイト学生代表 

10/31 

 

B-2-⑦ 刊行物の発行 

本学図書館では広報活動の一環として、定期的に下記刊行物を発行している。 

名称 内容 年間発行回数 

GAIDAI 

BIBLIOTHECA 

図書館報。文献紹介、書評、オフィス・ニュース、図書館広

報など 
４回 

稀覯書展示会目

録 
毎年テーマに沿って開催される稀覯書展示会目録 １回 

高校生が知って

いる世界の有名

な書物展 

オープンキャンパス時に開催される高校生向けの貴重書展示

会目録 
１回 

Library Guide 本学図書館の各種利用案内、館内紹介など １回 

 

（3）B－1・B－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 これまで図書館では、本学の使命・目的に沿いながら環境の変化に対応してきている。 
今後も知の源として、利用者のニーズに合った運営をしていく。本学だけでは得られない

情報も他大学・他の機関と連携し、教育・研究への支援を行う。 
 

［基準 B の自己評価］ 

 本学図書館は図書館学に示されている「図書館業務の三要素（資料の収集、資料の蓄積・

保存、資料の提供）」から、付加価値を抽出して「特徴のある図書館活動」を展開している。 

 この「特徴のある図書館活動」を展開するためには、基本となる図書館業務の三要素に

含まれるサービス体制とその周辺の根幹部分を強化しておく必要性があり、例年、文部科
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学省の『学術情報基盤実態調査結果報告』に記載された全国の単科大学の平均数値と比較

して、現状を把握しながら改善と向上に努めている。これによれば、本学図書館は文部科

学省の問う図書館の各項目の平均数値を概ね上回っており、落ち込んだ部分は見られない。 

 冒頭の「特徴のある図書館活動」は、三要素の中の資料の蓄積・保存部分を活用したも

ので「主題別書誌データベース」の作成や「稀覯書展示会」の開催、また毎年オープンキ

ャンパス時に開く「高校生が知っている世界の有名な書物展」、あるいは「図書館フォーラ

ム」などを定期的に開催しており、学内だけでなく学外にも見学や参加を呼びかけている。 

 さらに、これらの稀覯書展示会では出展目録を刊行し、年に 4回発行する図書館報と共

に冊子体の発信媒体の中心に据え、これをデジタル化してホームページで公開するなどし

て「発信型図書館」を目指した運営を進めている。 

以上のことから、基準Ｂの評価の視点を満たしている。 
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【資料 F-11】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）、監事監査報告書（過去 5 年間） 
平成 23～26 年度資金収支計算書・消費収支計算書・貸借対照

表、平成 27 年度資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借

対照表 
 

【資料 F-12】 
履修要項、シラバス 
Web シラバス  

 

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

基準項目 

  該当する資料名及び該当ページ 備考 

１．建学の精神・基本理念、使命・目的  

【資料 0-1】 「５ヵ年計画」パンフレット 
 

【資料 0-2】 「次世代リーダー育成」パンフレット 
 

【資料 0-3】 「京都外大リーダーズ・スクール」バンフレット  

【資料 0-4】 「ナショナル・ウィーク」パンフレット  

【資料 0-5】 「PAX MUNDI プロジェクト」パンフレット  
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基準 1．使命・目的等 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性 

【資料 1-1-1】 ホームページ「ミッション・ステートメントとポリシー」 
 

【資料 1-1-2】 「本学の社会的使命を全うするための提言」 
 

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性 

【資料 1-2-1】 ホームページ大学案内「Earth」（デジタル版） 
 

【資料 1-2-2】 ホームページ大学院案内「Shine」（デジタル版）  

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性 

【資料 1-3-1】 ホームページ「大学学則」  

【資料 1-3-2】 ホームページ「大学院学則」  

【資料 1-3-3】 各種委員会一覧  

 

基準 2．学修と教授 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 入試ガイド「Information2017」  

2-5．キャリアガイダンス 
【資料 2-5-1】 就職ガイダンスブック「CAREER GUIDANCE 2017」  

2-8．教員の配置・職能開発等 
【資料 2-8-1】 2015年(平成 27 年)度ＦＤ活動報告書  

 

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 危機管理マニュアル  

【資料 3-1-2】 「LOGOS」2016 年 5 月号  

【資料 3-1-3】 「LOGOS」2015 年 11月号  

3-4．コミュニケーションとガバナンス 
【資料 3-4-1】 有限責任監査法人による監査実施報告会案内状  
【資料 3-4-2】 アイデアオリンピック関連資料  
3-5．業務執行体制の機能性 
【資料 3-5-1】 平成 28 年度学校法人京都外国語大学組織図  

【資料 3-5-2】 評価シート  

【資料 3-5-3】 「専任職員研修（ＳＤ）報告書」  

 

基準 4．自己点検・評価 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 京都外国語大学アカデミックレポート  

4-2．自己点検・評価の誠実性 
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【資料 4-2-1】 ホームページ「情報公開」  

 

基準 B．図書館活動 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

B-1．図書館一般 

【資料 B-1-1】 図書館報「GAIDAI BIBLIOTHECA」  

【資料 B-1-2】 ホームページ「図書館」  

 
※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 


