
 

 

審査意見への対応を記載した書類（6月） 

 

（目次）国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

 

【大学等の設置の趣旨・必要性】 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。【２学科共通】（是正意見） 

(1) 学部名を「国際貢献」としているにも関わらず、国際貢献の理論や方法論を修得できるコア 

となる科目が配置されていないことは不適切である。両学科の共通科目として国際貢献に 

係る理論、方法論に関する科目を配置するか、学部名を変更すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

(2) 学位の分野に「経済学関係」を含むとしていることから、経済学や経営学を学ぶ上で基礎と 

なる諸科目（ミクロ経済学・マクロ経済学・経営組織論・経営戦略論等）を開設し、基礎を学 

んだ後にグローバルの視点での経済を学ぶ体系的な教育課程となるよう、適切に改め 

ること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

(3) 分野ごとの教員の配置が示されていないため、適切な教員組織であるか不明確である。 

分野ごとの教員の配置について改めて説明すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

2． 学位の名称を「学士（国際学）」としているが、２つのコースで国際学という共通した学位を授与す 

ることについて、改めて説明すること。（要望意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

3． 1年次からコースごとに履修をすることが説明されているが、学生の希望によりコースが選択でき 

るのかが不明確であるため、コースごとの定員や選択方法について改めて説明すること。【２学科 

共通】（要望意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

4． 学部名と学科名と学位名で国際とグローバルが混在しているため、学部名と学科名と学位名の 

考え方について、改めて説明すること。【２学科共通】（要望意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

【教育課程等】 

5． ＤＰを達成するためには、日本についての社会科学等を学修できる「日本学インスティテュート科 

目」も重要な位置付けであるが、全て選択科目とされていることから、卒業要件に含めること。 

【２学科共通】（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

6． 「Community Engagement」は、実習先として国内外、企業や大学等と多岐にわたっているが、全 

体の教育課程の中で、どのような目的で、どのような位置づけとされているのか不明確である。 

当該科目の目的を明確にし、実習先との関係や教育効果を説明した上で、他の科目との関連を 

明確にすること。【２学科共通】（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

7． 外国人留学生も Community Engagementを実施するのか、説明すること。また、実習先の国によ 

っては、ある国の国籍を有している学生は受け入れられないという事態が想定される。そのような 

国があるのであれば、事前に学生に周知すること。【２学科共通】（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

8． 「Model United Nations」について、講義科目としているが、事前改善意見学習をもとに学生が発 

表・議論等を行うという授業内容から、演習科目に改めること。（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 



 

 

9． 「Career development」について、教養科目にもキャリア形成領域科目が開設されているため、 

当該科目が専門科目としてどのような位置づけであるのか具体的に説明すること。（要望意見） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

10． 「Global business seminar」「Peace design seminar」については、学生が各科目を選択するうえで 

指針となるように、担当教員の専門分野及び当該科目における学習内容について、明確に提示 

できるようにすることが望ましいため、対応方針について回答すること。（要望意見）・・・・・・・・・・・・35 

 

【教育課程等】 

11． 教員組織全体として、博士の学位取得者が少ない。博士の学位の取得を奨励するための方策 

や支援策を検討して回答すること。【２学科共通】（要望意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

 

【名称、その他】 

12． シラバスの「評価基準」の記載方法が科目ごとにばらつきがある。学生に対して分かりやすくする 

ためには、可能な限り統一的な記載とするよう工夫することが望ましい。【２学科共通】（その他意見） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 



 

【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。 

(1) 学部名を「国際貢献」としているにも関わらず、国際貢献の理論や方法論を修得できるコアとなる

科目が配置されていないことは不適切である。両学科の共通科目として国際貢献に係る理論、

方法論に関する科目を配置するか、学部名を変更すること。 

 

（対応） 

国際貢献学部設置の趣旨を踏まえ、真の国際貢献（Global Engagement）の意義、重要性、そし

てその行為主体である「グローバル市民」とは何かを理解し、市民社会の一員として、よりコミ

ュニティに根ざした貢献（Engagement）を実現するための理論や方法・手法を理解するための

「Global Engagement」を必修のコア科目として１年次前期に配置する。そして、本学建学の精神

「PAX MUNDI PER LINGUAS ―言語を通して世界の平和を｣ が今日の日本及び国際社会において意

味することを理解したうえで、学科別に現代社会に対する高い問題意識、課題設定能力を身につ

けるために設定している「Global Engagement and Peace 」との接続を図る。 

なお、「Global Engagement」を新設したことに伴い、「Global Engagement and Peace（S）」の

配当年次は 1 年次後期に変更する。「Global Engagement」と教育課程の柱とする「Community 

Engagement」関連科目との関係は図 3 のとおりで、これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書

類」に追記する。 

「Global Engagement」を追加したことにより、「教育課程等の概要」、「授業の概要」、「新学則

（案）」、「カリキュラム構成図」、「カリキュラムマップ」、「時間割」、「国際協力コースの履修モデ

ル」、「グローバルビジネスコースの履修モデル」、「編入学単位認定要領」、「国際協力コースの 3

年次編入学生履修モデル」、「グローバルビジネスコースの 3 年次編入学生履修モデル」、「教員名

簿」を修正する。 

「Global Engagement」の「授業の概要」は、次のとおりである。 

 

【授業の概要】 

国際貢献学部のゴールである「グローバル市民」、すなわち「人をおもいやる力」、「たくましく

生きる力」、「社会とかかわる力」を身につけた人材の育成に向け、この授業では、国際貢献（Global 

Engagement）の基礎的知識、理論、手法について様々な学生同士の議論を経ながら展開していく。 

グローバルスタディーズ学科においては国際協力やグローバルビジネスを通して、グローバル

観光学科においては観光政策そして観光ビジネスを通して国際貢献を実現していくための基礎と

なる授業である。国内外の多様な地域社会における、政治・ビジネス・法律、言語や文化、歴史・

地理、そして環境・ジェンダーなどの様々な「境界」をまず理解し、その境界を超えていくため

の理論や手法について展開していく。 

授業はオムニバス形式とし、２名の専任教員が担当する。 

(オムニバス方式／全 14回） 
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（② 宮口貴彰／9回） 

 グローバルな貢献という点からは、特に 20世紀末頃から一方的なインフラなどの支援にとど

まらず、教育、社会、環境、文化、地域コミュニティが健全に形成されていくことで持続可能な

発展が達成できることが理解されるようになった世界情勢や学説について理解するとともに、国

際貢献の実践的なプロセス、その手法、多様な価値観を受けいれる心得について学ぶ。あらゆる

事象に対して複眼的視点を持つことは後の学生生活や人生において重要なベースであり、主観的

束縛から解放され、他者像を構築することで補完的に自己像を獲得できるようにする。具体的な

テーマ別には、政府が行う ODA（政府開発援助）を中心とする貢献、経済発展に伴う土壌・水質・

大気の汚染を食い止めるべく技術的・制度的な協力を行う面での貢献、紛争後の復興支援・平和

構築や PKO（平和維持活動）などの平和協力による貢献、貿易・産業・投資のつながりによって

持続可能な経済発展を促す形での貢献、公正な賃金や市場価格で雇用・取引が行われるような制

度作りをするための法・制度面での貢献、少数民族・女性や子供・難民などの社会的少数者の人

権や尊厳を守る面での貢献など、国際貢献に関わる諸様相の近年の現状と主要な課題について、

具体的な例や講師の経験を交えて理解を深める。 

 

（③ 5回） 

 観光を通した地域貢献の点からは、観光が環境、文化、地域生活の保護、成長に貢献すると考える

ようになった社会的背景を学び、地域貢献への実践過程をその手法とともに学ぶ。国際協力の分野では

従来のハード整備から、ソフト部門への貢献が注目され、その中でも期待される観光資源の保全育成や

環境整備、観光客を受け入れるしくみづくりについて学ぶ。観光は様々なものをつなぐ機能を有しており、

この機能と力が、デジタル化し細分化された社会に再びコミュニケーションとコミュニティを創造させる。観

光は相互の敬意と信頼を生み出す装置として大いに貢献する。グローバル化する故に埋没する地域や

国の文化を外部からのまなざし（観光のまなざし）によって個性あるものとして再認識し、地域に対する誇

りを呼び起こさせることは観光が果たす国際貢献・地域貢献の重要な役割であることを理解し、その手法

とともに学んでいく。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（8ページ） 

新 旧 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

ア. グローバルスタディーズ学科の教育課程

編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

（中略) 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（国

際協力・グローバルビジネス）・コース共通科

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

ア. グローバルスタディーズ学科の教育課程

編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

（中略) 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（国

際協力・グローバルビジネス）・コース共通科
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目・英語/日本語演習科目で構成する。 

まず、学部共通の必修のコア科目として真

の国際貢献（Global Engagement）の意義、重

要性、そしてその行為主体である「グローバ

ル市民」とは何かを理解し、市民社会の一員

として、よりコミュニティに根ざした貢献

（Engagement）を実現するための理論や方

法 ・ 手 法 を 理 解 す る た め の 「 Global 

Engagement」を１年次前期に配置する。

「Global Engagement」と教育課程の柱となる

「Community Engagement」関連科目との関係

は、図 3のとおりである。 

＜図 3挿入＞ 

次に、主として政治学、国際関係論、国際

法・人権、国際機構論、経済学、経営学、環

境学、ジャーナリズムに関する科目を配置し、

国際協力・グローバルビジネスの 2つのコー

スでグローバル化によって生起している地球

規模の諸問題をグローバルな視点から学際的

に研究する。そして、その内容を英語で発信

できるようにする。 

目・英語/日本語演習科目で構成する。主に、

政治学、国際関係論、国際法・人権、国際機

構論、経済学、経営学、環境学、ジャーナリ

ズムに関する科目を配置し、国際協力・グロ

ーバルビジネスの 2 つのコースでグローバル

化によって生起している地球規模の諸問題を

グローバルな視点から学際的に研究する。そ

して、その内容を英語で発信できるようにす

る。 

 

 

＜図 3＞ 

グローバルスタディーズ学科の「国際貢献」に関連する科目の体系 
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（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバルスタディーズ学科１ページ） 

新 旧 

Global Engagement（1年次前期・必修）  （追加） 

Global Engagement and Peace(S) 

1年次後期 

Global Engagement and Peace (S) 

1 年次前期 

 

（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバルスタディーズ学科１ページ） 

新 旧 

科目区分 授業科目の名称 講義等の内容 備考  

専

門

科

目 

コ 

ア 

科 

目 

Global Engagement 

 

国際貢献学部のゴールである「グローバル市

民」、すなわち「人をおもいやる力」、「たくま

しく生きる力」、「社会とかかわる力」を身につ

けた人材の育成に向け、この授業では、国際貢

献（Global Engagement）の基礎的知識、理論、

手法について様々な学生同士の議論を経なが

ら展開していく。 

グローバルスタディーズ学科においては国

際協力やグローバルビジネスを通して、グロー

バル観光学科においては観光政策そして観光

ビジネスを通して国際貢献を実現していくた

めの基礎となる授業である。国内外の多様な地

域社会における、政治・ビジネス・法律、言語

や文化、歴史・地理、そして環境・ジェンダー

などの様々な「境界」をまず理解し、その境界

を超えていくための理論や手法について展開

していく。 

授業はオムニバス形式とし、２名の専任教員

が担当する。 

(オムニバス方式／全 14回） 

 

（② 宮口貴彰／9回） 

 グローバルな貢献という点からは、特に 20

世紀末頃から一方的なインフラなどの支援に

とどまらず、教育、社会、環境、文化、地域コ

ミュニティが健全に形成されていくことで持

続可能な発展が達成できることが理解される

ようになった世界情勢や学説について理解す

るとともに、国際貢献の実践的なプロセス、そ

の手法、多様な価値観を受けいれる心得につい

て学ぶ。あらゆる事象に対して複眼的視点を持

 (追加） 
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つことは後の学生生活や人生において重要な

ベースであり、主観的束縛から解放され、他者

像を構築することで補完的に自己像を獲得で

きるようにする。具体的なテーマ別には、政府

が行う ODA（政府開発援助）を中心とする貢献、

経済発展に伴う土壌・水質・大気の汚染を食い

止めるべく技術的・制度的な協力を行う面での

貢献、紛争後の復興支援・平和構築や PKO（平

和維持活動）などの平和協力による貢献、貿

易・産業・投資のつながりによって持続可能な

経済発展を促す形での貢献、公正な賃金や市場

価格で雇用・取引が行われるような制度作りを

するための法・制度面での貢献、少数民族・女

性や子供・難民などの社会的少数者の人権や尊

厳を守る面での貢献など、国際貢献に関わる諸

様相の近年の現状と主要な課題について、具体

的な例や講師の経験を交えて理解を深める。 

 

（③ 5回） 

観光を通した地域貢献の点からは、観光が環

境、文化、地域生活の保護、成長に貢献すると

考えるようになった社会的背景を学び、地域貢

献への実践過程をその手法とともに学ぶ。国際

協力の分野では従来のハード整備から、ソフト

部門への貢献が注目され、その中でも期待され

る観光資源の保全育成や環境整備、観光客を受

け入れるしくみづくりについて学ぶ。観光は

様々なものをつなぐ機能を有しており、この機

能と力が、デジタル化し細分化された社会に再

びコミュニケーションとコミュニティを創造

させる。観光は相互の敬意と信頼を生み出す装

置として大いに貢献する。グローバル化する故

に埋没する地域や国の文化を外部からのまな

ざし（観光のまなざし）によって個性あるもの

として再認識し、地域に対する誇りを呼び起こ

させることは観光が果たす国際貢献・地域貢献

の重要な役割であることを理解し、その手法と

ともに学んでいく。 
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（新旧対照表）「京都外国語大学新学則（案）」（34、35ページ） 

新 旧 

１．授業科目の区分と単位数 

コア科目 26単位 

 

２. 授業科目の編成と単位数  

コア科目 

Global Engagement 1年次 必修 2単位 

１．授業科目の区分と単位数 

コア科目 24単位 

 

２. 授業科目の編成と単位数 

コア科目 

（追加） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 2「グローバルスタディーズ学科のカリ

キュラム構成図」 

新 旧 

＜別紙資料 1＞参照 ＜別紙資料 1＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 3「グローバルスタディーズ学科のカリ

キュラムマップ」1ページ 

新 旧 

＜別紙資料 2＞参照 ＜別紙資料 2＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 4「グローバルスタディーズ学科の時間

割」 

新 旧 

＜別紙資料 3＞参照 ＜別紙資料 3＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 12「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 13「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 24「グローバルスタディーズ学科の編

入学単位認定要領」 

新 旧 

＜別紙資料 6＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

 

6



 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 26「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 27「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。 

(2) 学位の分野に「経済学関係」を含むとしていることから、経済学や経営学を学ぶ上で基礎となる

諸科目（ミクロ経済学・マクロ経済学・経営組織論・経営戦略論等）を開設し、基礎を学んだ後に

グローバルの視点での経済を学ぶ体系的な教育課程となるよう、適切に改めること。 

 

（対応） 

（グローバルスタディーズ学科の対応） 

学位の分野に経済学関係を含むとしていることから、教育課程において、経済学および経営学の

基礎科目を学科の学生全員が選択できるよう専門科目のコース共通科目に配置する。 

コース履修は 2 年次の春学期から開始するので、第 2 セメスターに配置している経済学の基本

的な考え方を修得する「Introduction to Economics（4 単位）」を選択から必修に変更する。そ

して、第 2・第 3 セメスターに「Microeconomics」・「Macroeconomics」の経済系の 2 科目と、

「Organization Management」・「Business Strategy」の経営系の 2科目を追加する。 

2 年次からコース履修していく中で、上記の追加した経済・経営系の 4 科目は、他の専門科目

に先行して履修すべき科目とする。この履修条件を他の専門科目のシラバスに明記し、体系的な

学修となるようにする。また、履修登録上限単位がある中で、各コースの担当教員はできる限り

早い時期にこれらの科目を受講するよう学生に履修指導する。これらの説明を「設置の趣旨等を

記載した書類」に追記する。 

なお、「Microeconomics」・「Macroeconomics」については、本審査意見 1（2）に対応するため

グローバル観光学科に追加で採用する専任教員(専門は応用経済学・平成 31 年 4 月採用）が、兼

担で担当する。 

「Introduction to Economics」の必修化及び経済・経営系の 4科目を追加したことにより、「教

育課程等の概要」、「授業の概要」、「新学則（案）」、「カリキュラム構成図」、「カリキュラムマップ」、

「時間割」、「国際協力コースの履修モデル」、「グローバルビジネスコースの履修モデル」、「編入

学単位認定要領」、「国際協力コースの 3 年次編入学生履修モデル」、「グローバルビジネスコース

の 3年次編入学生履修モデル」、「教員名簿」、「シラバス」を修正する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（22ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースにそれぞれ科

目を配置し、そこで得られる学問的知識と実践

を通して得られる経験知の融合する教育を展開

する。コース選択については、コア科目とコー

ス共通科目の一部を履修したのち、学生の将来

の目標に合わせてコース登録し、グローバルス

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースに、グローバ

ル観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコ

ースにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる

学問的知識と実践を通して得られる経験知の融

合する教育を展開する。コースの履修について

は、第 1セメスターでコア科目とコース共通科
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タディーズ学科は 2年次前期から、グローバル

観光学科は 1年次後期から履修を開始する。コ

ースの定員、登録及びコース登録前に履修すべ

き科目については次のとおりとする。 

グローバルスタディーズ学科のコース定員は

入学者に対して、一応の目安として国際協力コ

ースが 40％、グローバルビジネスコースが 60％

とする。登録については、1年次の 11月にエン

トリーシートにより行うが、可能な限り希望し

た学生が登録できるよう開講コマ数を調整して

対応する。万一、登録者数に極端な偏りがあっ

た場合は、エントリーシートに記載した学生の

志望理由、志望度の高さやコースに関連する専

門科目（先行して履修する科目）の成績等を参

考に面接で選考し、人数を調整する。 

また、コースを履修する前の第 2 セメスター

に、コース共通科目に配置する経済学の基本的

な考え方を修得する「Introduction to 

Economics」(4単位)を必修とする。そして、2

年次からコース履修していく中で、第 2・第 3

セメスターに配置する「Microeconomics」・

「Macroeconomics」・「Organization 

Management」・「Business Strategy」の 4科目を、

他の専門科目に先行して履修すべき科目とす

る。この履修条件を他の専門科目のシラバスに

明記し、体系的な学修となるようにする。 

また、履修登録上限単位がある中で、各コー

スの担当教員が、できる限り早い時期に受講す

るよう履修指導する。 

 

目の一部を履修したのち、学生の将来の目的に

合わせて第 2セメスターにコース登録をして履

修を開始する。 

 

 

 

 

（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバルスタディーズ学科 1ページ） 

新 旧 

Introduction to Economics 1後 必修 4単位 Introduction to Economics 1後 選択 4単位 

Microeconomics 2前 選択 2単位 （追加） 

Macroeconomics 2前 選択 2単位 （追加） 

Organization Management 1後 選択 2単位 （追加） 

Business Strategy 2前 選択 2単位  （追加） 
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（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバルスタディーズ学科 5ページ） 

新   旧 

科目区分 授業科目の名称 講義等の内容 備考  

専

門

科

目 

コ 

ー 

ス 

共 

通 

科
目 
科 

目 

Microeconomics 現代経済理論は、個々の経済主体の行動を中心

に分析を進めるミクロ経済理論と、一国の経済

全体を一つのものとして分析を進めるマクロ

経済理論に分けることができる。 

ミクロ経済理論とは、消費者や生産者などの

個々の経済主体の行動原理を分析し、その上で

市場のメカニズムによって達成される資源配

分の性質を明らかにするものである。この講義

では，１年次後期の Introduction to 

Economicsで学んだ知識をもとに、本講義はよ

り専門的知識の必要な文章や題材を用いて「ミ

クロ経済学」の理論の習得を引きつづき進めて

ゆく。 

 （追加） 

Macroeconomics 現代経済理論は、個々の経済主体の行動を中心

に分析を進めるミクロ経済理論と、一国の経済

全体を一つのものとして分析を進めるマクロ

経済理論に分けることができる。  

マクロ経済理論とは、投資や消費、雇用などの

一国の経済全体の集計量を中心に、これらの相

互関係を分析するものである。この講義では、

１年次後期の Introduction to Economicsで学

んだ知識をもとに、本講義はより専門的知識の

必要な文章や題材を用いて「マクロ経済学」の

理論の習得を引きつづき進めてゆく。 

 （追加） 

Organization 

Management 

 企業経営にはヒト、モノ、カネ、情報といっ

た経営資源が必要であり、当講座では、これら

の経営資源の中の「ヒト（人的資源）」に焦点

を当てて基本的な組織理論を学び、それを「個

人」、「（小）集団」、「組織」といった多様なレ

ヴェルで分析していく。また、理論を深く理解

するために、映像教材やケーススタディなども

併せて活用していく。 

 （追加） 

Business 

Strategy 

企業が成長・発展を遂げるためには環境変化に

対応し、その変化を先取りする経営を展開する

必要がある。そのために一定の方向性や指針を

提供するものが経営戦略である。当講座では、

最近の企業を取り巻く環境変化を視野に入れ

 （追加） 
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つつ、経営戦略の基本的かつ最新の課題につい

て、理論と実践の両面から検討する。とりわけ

独自ポジションをとることや、経営資源（ヒト、

モノ、カネ、情報）の蓄積と配分について、常

に企業の財務状況を睨みながら意思決定する

ことについて、実践的な理解を深める。 

 

 

（新旧対照表）「京都外国語大学新学則（案）」（35ページ） 

新 旧 

２. 授業科目の編成と単位数  

コース共通科目 

Introduction to Economics 1年次 必修 4単位 

Microeconomics 2 年次 選択 2単位 

Macroeconomics 2 年次 選択 2単位 

Organization Management 1年次 選択 2 単位 

Business Strategy 2 年次 選択 2単位  

２. 授業科目の編成と単位数 

コース共通科目 

Introduction to Economics 1年次 選択 4単位 

（追加） 

（追加） 

（追加） 

（追加） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 2「グローバルスタディーズ学科のカリ

キュラム構成図」 

新 旧 

＜別紙資料 1＞参照 ＜別紙資料 1＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 3「グローバルスタディーズ学科のカリ

キュラムマップ」1ページ 

新 旧 

＜別紙資料 2＞参照 ＜別紙資料 2＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 4「グローバルスタディーズ学科の時間

割」 

新 旧 

＜別紙資料 3＞参照 ＜別紙資料 3＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 12「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 13「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 24「グローバルスタディーズ学科の編

入学単位認定要領」 

新 旧 

＜別紙資料 6＞参照 ＜別紙資料 6＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 26「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 27「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 

 

（新旧対照表）「シラバス」（グローバルスタディーズ学科） 

新 旧 

＜別紙資料 10＞（p.82～p.83）参照 ＜別紙資料 10＞（p.87～p.88）参照 
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【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。 

(3) 分野ごとの教員の配置が示されていないため、適切な教員組織であるか不明確である。分野ご

との教員の配置について改めて説明すること。 

 

（対応） 

グローバルスタディーズ学科の専任教員の専門分野は次のとおりである。グローバルスタディ

ーズ学科は経済学、経営学、法学、社会学、文学といった異なる学問分野の専門的学際的知識・

技能を活用し、課題を解決できる人材の育成を目指しており、これらすべての分野において専門

とする教員を配置する。専門分野別の教員数を「設置の趣旨等を記載した書類」に明記する。 

 

分野 担当者（担当科目に関連する分野） 

経済学（2名） 黒住淳人（応用経済学、ファイナンス） 

中川亮平（日本経済論、企業論） 

経営学（2名） ガー アダム レイノルズ（経営学、コミュニケーション） 

グスタボ アドルフォ トシロ タナカ ナカソネ（会計 

学、金融・ファイナンス） 

法学・政治学（3名） クラパーキ ジェイ ロジャ（国際法学、経営学） 

竹内俊隆（国際関係論・安全保障論） 

宮口貴彰（環境政策・国際開発協力） 

社会学（1名） 根本宮美子（ジェンダー・労働社会学） 

文学（3 名） ケヴィン オーブリー ラムスデン（国際学、英語教育） 

キャンベル アロンパトリック（英語教育、教育工学） 

影浦亮平（哲学・倫理学、思想史） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（20、21ページ） 

新 旧 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

  （中略） 

（2）教員配置の考え方及び特色 

ア．グローバルスタディーズ学科 

グローバルスタディーズ学科については、経

済学、経営学、法学の 3つの分野を柱にバラン

スよく教員組織を編成する。具体的な専門分野

別の配置は、経済学 2名、経営学 2名、法学・

政治学 3名、社会学 1名、文学 3名で、全員、

それぞれの専門分野を英語で教授できる教員

とする。 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

  （中略） 

（2）教員配置の考え方及び特色 

ア．グローバルスタディーズ学科 

グローバルスタディーズ学科については、経

済学、経営学、法学の 3つの分野を柱にバラン

スよく教員組織を編成する。専任教員はそれぞ

れの専門分野を英語で教授できる教員を配置

する。 
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（要望意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

2． 学位の名称を「学士（国際学）」としているが、２つのコースで国際学という共通した学位を授与するこ

とについて、改めて説明すること。 

 

（対応） 

グローバルスタディーズ学科は、国民国家を分析単位とする従来の視点から脱皮し、地球を一

つのシステムとして捉える「グローバル」な視点から地球規模の問題について学ぶことを目的に

している。この前提において、国際協力・グローバルビジネスという２つの大枠を軸に国際政治、

途上国支援、環境問題、国際経済、会計、マーケティングなどについての学びを選択的に深める

仕組みになっている。 

あくまでも２つのコースに通底するのは「グローバルな問題についての学び」であるが、学位

名については「グローバル学」では日本語の表現として違和感があるため、社会的により通用し

ている「国際学」を用いている。 

これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に加える。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（6ページ） 

新 旧 

3．学部・学科等の名称及び学位の名称 

（中略） 

（2）学科の名称及び学位の名称 

ア．グローバルスタディーズ学科 

①世界平和や国際秩序に関する幅広い知識

と実践的な技能を身につける、②人類に共通す

る地球規模の課題解決に貢献しつつ新しい価

値を創造する、という教育内容を最も適切に表

す名称として「グローバルスタディーズ」を用

いることとする。この名称は、立命館大学、龍

谷大学、上智大学等、国内の大学の学科や研究

科の名称で使用されており、社会的通用性もあ

るため、学科名は「グローバルスタディーズ学

科」とする。英語名称については、日本語名と

の整合性及び国際的通用性から「Department 

of Global Studies」とする。 

グローバルスタディーズ学科には、国際協力

コースとグローバルビジネスコースの２つの

コースがあるが、両コースに通底するのは、地

球を一つのシステムとして捉える「グローバ

ル」な視点から地球規模の問題について学ぶと

いうことである。この前提において、国際協

力・グローバルビジネスという２つの大枠を軸

3．学部・学科等の名称及び学位の名称 

（中略） 

（2）学科の名称及び学位の名称 

ア．グローバルスタディーズ学科 

①世界平和や国際秩序に関する幅広い知識

と実践的な技能を身につける、②人類に共通す

る地球規模の課題解決に貢献しつつ新しい価

値を創造する、という教育内容を最も適切に表

す名称として「グローバルスタディーズ」を用

いることとする。この名称は、立命館大学、龍

谷大学、上智大学等、国内の大学の学科や研究

科の名称で使用されており、社会的通用性もあ

るため、学科名は「グローバルスタディーズ学

科」とする。英語名称については、日本語名と

の整合性及び国際的通用性から「Department 

of Global Studies」とする。 

グローバルスタディーズ学科で授与する学

位は、グローバルな視点で地球規模の課題を学

際的に学ぶ学問分野として認知されている「学

士（国際学）」とする。 

「国際学」は International Studiesと訳さ

れることも多いが、学科名称や国際的通用性に

鑑みて、学位の英語名称は Bachelor of Arts in 
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に国際政治、途上国支援、環境問題、国際経済、

会計、マーケティングなどについての学びを選

択的に深める仕組みになっているため、グロー

バルスタディーズ学科で授与する学位は、両コ

ースとも「学士（国際学）」とする。 

「国際学」は International Studiesと訳さ

れることも多いが、学科名称や国際的通用性に

鑑みて、学位の英語名称は Bachelor of Arts in 

Global Studiesとする。 

 

Global Studies とする。 

 

  

15



 

【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

3． 1 年次からコースごとに履修をすることが説明されているが、学生の希望によりコースが選択できるの

かが不明確であるため、コースごとの定員や選択方法について改めて説明すること。 

 

（対応） 

グローバルスタディーズ学科は当初より 2 年次前期からコース履修を始めることになっていた

が、説明が不十分でわかりにくかったため、「設置の趣旨等を記載した書類」にコース履修の開始

時期が 2年次前期であることを明示する。 

次に、コースごとの定員は、一応の目安として国際協力コースは 40％、グローバルビジネスコ

ースは 60％とする。コース登録については、1 年次の第 2 セメスター授業終了時にエントリーシ

ートにより行うが、可能な限り希望した学生が登録できるよう開講コマ数を調整して対応する。

万一、登録者数に極端な偏りがあった場合は、エントリーシートに記載した学生の志望理由、志

望度の高さやコースに関連する専門科目（先行履修科目）の成績等により面接で選考し、人数を

調整する。これらの定員や選択方法についての説明も「設置の趣旨等を記載した書類」に加える。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（22 ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースにそれぞれ科

目を配置し、そこで得られる学問的知識と実践

を通して得られる経験知の融合する教育を展開

する。コース選択については、コア科目とコー

ス共通科目の一部を履修したのち、学生の将来

の目標に合わせてコース登録し、グローバルス

タディーズ学科は 2年次前期から、グローバル

観光学科は 1年次後期から履修を開始する。コ

ースの定員、登録及びコース登録前に履修すべ

き科目については次のとおりとする。 

グローバルスタディーズ学科のコース定員は

入学者に対して、一応の目安として国際協力コ

ースが 40％、グローバルビジネスコースが 60％

とする。登録については、1年次の 11月にエン

トリーシートにより行うが、可能な限り希望し

た学生が登録できるよう開講コマ数を調整して

対応する。万一、登録者数に極端な偏りがあっ

た場合は、エントリーシートに記載した学生の

志望理由、志望度の高さやコースに関連する専

門科目（先行して履修する科目）の成績等を参

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コー

スとグローバルビジネスコースに、グローバル

観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコー

スにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる学

問的知識と実践を通して得られる経験知の融合

する教育を展開する。コースの履修については、

第 1セメスターでコア科目とコース共通科目の

一部を履修したのち、学生の将来の目的に合わ

せて第 2セメスターにコース登録をして履修を

開始する。 

16



 

考に面接で選考し、人数を調整する。 

また、コースを履修する前の第 2 セメスター

に、コース共通科目に配置する経済学の基本的

な考え方を修得する「Introduction to 

Economics」(4単位)を必修とする。そして、2

年次からコース履修していく中で、第 2・第 3

セメスターに配置する「Microeconomics」・

「Macroeconomics」・「Organization 

Management」・「Business Strategy」の 4科目を、

他の専門科目に先行して履修すべき科目とす

る。この履修条件を他の専門科目のシラバスに

明記し、体系的な学修となるようにする。また、

履修登録上限単位がある中で、各コースの担当

教員が、できる限り早い時期に受講するよう履

修指導する。 
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【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

4． 学部名と学科名と学位名で国際とグローバルが混在しているため、学部名と学科名と学位名の考え

方について、改めて説明すること。 

 

（対応） 

本学の建学の精神「言語を通して世界の平和を」を「知」と「実践」の両面において具現化す

ることが国際貢献学部設置の根本的な目的であり、その意味において国際貢献学部に通底する世

界観としては、国民国家を分析単位とする従来の視点から脱皮し、地球を一つのシステムとして

捉える「グローバル」な視点で、地球規模の問題について学ぶことを目的にしている。 

しかしながら、日本語として「国際〇〇」という表現が既に成語として出来あがっているため、

「グローバル〇〇」という表現に違和感があるものについては、やむを得ず「国際」を用いてい

る。 

 その最たるものが、学部名の「国際貢献」学部である。看板である学部名が「グローバル」と

いう世界観と異なることは断腸の思いであるが、社会に人材を輩出する使命を負っていることか

ら、造語よりも社会的な通用性を優先させた。 

 一方、英語名称は“Faculty of Global Engagement”としており、日本語表記をそのまま英語

にするのではなく、国際貢献学部設置の目的を表す“Global”を用いている。 

「グローバル」「国際」のどちらでも成り立つ表現である場合は「グローバル」を用いており、

「国際学科」ではなく「グローバルスタディーズ学科」としている。 

学位名については「グローバル学」では日本語の表現として違和感があるため、社会的により

通用している「国際学」を用いている。 

 これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（5、6ページ） 

新 旧 

3．学部・学科等の名称及び学位の名称 

学部、学科の名称及び学位の名称は下表のと

おりとする。 

本学の建学の精神「言語を通して世界の平和

を」を「知」と「実践」の両面において具現化

することが国際貢献学部設置の根本的な目的

である。その意味において、国際貢献学部に通

底する世界観としては、国民国家を分析単位と

する従来の視点から脱皮し、地球を一つのシス

テムとして捉える「グローバル」な視点で、地

球規模の問題について学ぶことを目的として

いる。 

しかしながら、日本語として「国際〇〇」と

いう表現が既に成語として出来あがっている

ため、「グローバル〇〇」という表現に違和感

3．学部・学科等の名称及び学位の名称 

学部、学科の名称及び学位の名称は下表のと

おりとする。 

 （追加） 
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があるものについては、社会に人材を輩出する

使命を負っていることから、造語よりも社会的

な通用性を優先させ、「国際」を用いている。

「グローバル」「国際」のどちらでも成り立つ

表現である場合は、「グローバル」を用いてい

る。 

一方、英語名称は日本語表記をそのまま英語

にするのではなく、国際貢献学部設置の目的を

表す“Global”を用いている。 
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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

5． ＤＰを達成するためには、日本についての社会科学等を学修できる「日本学インスティテュート科目」

も重要な位置付けであるが、全て選択科目とされていることから、卒業要件に含めること。 

 

（対応） 

審査意見を踏まえ、日本に対する理解力と発信力を高めてディプロマ・ポリシーを達成するた

め、「日本学インスティテュート科目」から 4単位を卒業要件とする。これに伴い、「自由選択」

の必要単位数を 4単位減じる。 

これらのことを「設置の趣旨等を記載した書類」の卒業要件に追記し、「教育課程の概要」、「新

学則（案）」、「国際協力コースの履修モデル」、「グローバルビジネスコースの履修モデル」、「国際

協力コースの 3年次編入学生履修モデル」、「グローバルビジネスコースの 3年次編入学生履修モ

デル」を修正する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（24 ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

（2） 卒業要件 

ア．グローバルスタディーズ学科の卒業要件 

グローバルスタディーズ学科の卒業要件は、4

年以上在学し、下表に基づき、専門科目から 86

単位以上、第 2外国語科目から 6単位以上（外

国人留学生は除く）、教養科目から 16単位以上、

日本学インスティテュート科目 4単位以上、自

由選択として 12単位以上（外国人留学生は 18

単位）を修得し、合計で 124単位以上を修得す

ることとする（【資料 12：「グローバルスタディ

ーズ学科国際協力コースの履修モデル」】、【資

料 13：「グローバルスタディーズ学科グローバ

ルビジネスコースの履修モデル」】参照）。 

 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

（2） 卒業要件 

ア．グローバルスタディーズ学科の卒業要件 

グローバルスタディーズ学科の卒業要件は、4

年以上在学し、下表に基づき、専門科目から 84

単位以上、第 2外国語科目から 6単位以上（外

国人留学生は除く）、教養科目から 16単位以上、

自由選択として 18単位以上（外国人留学生は

24 単位）を修得し、合計で 124単位以上を修得

することとする（【資料 12：「グローバルスタデ

ィーズ学科国際協力コースの履修モデル」】、

【資料 13：「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの履修モデル」】参照）。 
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（新旧対照表）「教育課程の概要」（グローバルスタディーズ学科 5ページ） 

 

（新旧対照表）「京都外国語大学新学則（案）」（34ページ） 

１．授業科目の区分と単位数 

授業科目区分 新 旧 

専
門
科
目 

コア科目 26 24 

コース科目 16 16 

コース共通科目 30 30 

英語演習科目 14 14 

日本語演習科目 

（外国人留学生用） 
(―) (―) 

外
国
語
科
目 

英語強化科目 ―   ―   

第 2外国語科目 6 
外国人留学生 

(-) 
6 

外国人留学生 

(-) 

第 3外国語科目 ― ― 

教養科目 16 16 

日本学インスティテュート ４ ― 

自由選択 12 
外国人留学生 

(18) 
18 

外国人留学生 

(24) 

計 124 124 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 12「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 

 

 新 旧 

授業科目区分 必要単位数 必要単位数 

専 門 科 目 

コア科目 26 24  

コース科目  注 1 16 16 

コース共通科目 30 30 

英語演習科目 14 14 

日本語演習科目（外国人留学生用） （―） （―） 

外 国 語 科 目 

英語強化科目 ― ― 

第 2外国語科目 6（―） 6（―） 

第 3外国語科目  注 2 ―   ―   

教 養 科 目  16 16 

日本学インスティテュート科目 注 3 4 ― 

自 由 選 択    注 4 12（18） 18（24） 

合    計 124 124 

21



 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 13「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 26「グローバルスタディーズ学科国際

協力コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 27「グローバルスタディーズ学科グロ

ーバルビジネスコースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 
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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

6． 「Community Engagement」は、実習先として国内外、企業や大学等と多岐にわたっているが、全体の

教育課程の中で、どのような目的で、どのような位置づけとされているのか不明確である。当該科目

の目的を明確にし、実習先との関係や教育効果を説明した上で、他の科目との関連を明確にするこ

と。 

 

（対応） 

Community Engagement の位置づけと目的、教育効果、実習先との関連及びプログラムに関連す

る科目は以下のとおりである。位置づけと目的は「設置の趣旨等を記載した書類」に記載し、さら

に「設置の趣旨等を記載した書類」に添付していた「資料 9」の内容を「設置の趣旨等を記載した

書類」の本文に記載し、Community Engagement について詳細な説明を加える。「資料 9」には、

Community Engagement全体の流れが一目でわかるように示した図を掲載する。 

実習先との関連及びプログラムに関連する科目については、「設置の趣旨等を記載した書類」に

添付の「資料 20」にプログラムごとに追記する。 

 

１．「Community Engagement」の位置づけと目的 

 本学の目指す Community Engagementとは、「国内外の多様な地域社会・社会的活動への参加 

を通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」 

である。本学の Community Engagement では、全てのプログラムにおいてグローバルスタディー

ズ学科とグローバル観光学科のディプロマ・ポリシーに共通する①主体的・自律的に課題に取

り組む力、②問題発見力・解決力、③多文化共生力の習得を目的としている。 

そして、これらを身につけるための前提として、国際貢献（Global Engagement）の意義、重

要性、そしてその行為主体である「グローバル市民」とは何かを理解し、市民社会の一員とし

て、よりコミュニティに根ざした貢献（Engagement）を実現するための理論や方法・手法を理

解するため、学部共通のコア科目（必修）として「Global Engagement」を全員が受講すること

になっている。次に、Community Engagementのプログラムの効果を高めるために、学科ごとに

「Global Engagement and Peace」、「Community Engagement Workshop Ⅰ・Ⅱ」を全員が受講す

ることになっている。 

 

２．「Community Engagement」の教育効果 

Community Engagementでは、それぞれのコミュニティの中で活動することを通じてグローバ

ル市民としての汎用的な能力（主体的・自律的に課題に取り組む力、問題発見力・解決力、異

文化間コミュニケーション能力）を習得できる。さらにコミュニティの中で具体的な課題が登

場するので、それらの解決に取り組むことを通じて、知識と分析手法の外化をさらに進め、理

解を永続的な理解になるまで深めることができる。さらにこうした活動から新たな学習の動機

付けが生まれ、次の段階の学習サイクルに入っていくことが可能になる。 

 

３．実習先との関連及びプログラムに関連する科目 

■Community Engagement S1：マレーシア 

国立マレーシア科学大学には京都外国語大学が出資している Japanese Cultural Centerがあり、
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センター長が本プログラムの受け入れ責任者である。従来からのつながりに加えて、コミュニテ

ィのどのレベルでも英語でコミュニケーションが取れることと地域社会の多様な分野において学

生のサービスラーニングが定着していること、比較的治安が安定していることから、数あるアジ

アの国の中でマレーシアをスタディアブロード＆サービスラーニング型の実習先として選定した。 

 

関 連 す る 科 目： Contemporary Global History, Statistics, International Development 

Cooperation, Ethics for Peace Design, Global Justice, Introduction for Global Business, 

Ethics for Global Business, Issues in International Relations, Issues in Global Economy 

and Business, Gender and Society, Introduction to Economics, Urban Policy, Political 

Philosophy, Global Negotiation, International Trade, International Labor, Country Risk 

Analysis, Environmental Policy 

 

■Community Engagement S2：オーストラリア 

両校とも本学の国際交流協定校であり、本学からニューサウスウェールズ大学へは半期語学留

学を、クイーンズランド大学へは過去 20年以上短期語学留学を実施しており、豊富な交流実績が

ある。また、現地での学生のフィールド・リサーチ及びボランティア・ワークが活発に行われ、

指導体制も確立していることから、スタディ－アブロード型の実習先として選定した。 

 

関 連 す る 科 目： Contemporary Global History, Statistics, International Development 

Cooperation, Ethics for Peace Design, Global Justice, Introduction for Global Business, 

Ethics for Global Business, Issues in International Relations, Issues in Global Economy 

and Business, Gender and Society, Introduction to Economics, Urban Policy, Political 

Philosophy, Global Negotiation, International Trade, International Labor, Country Risk 

Analysis, Environmental Policy 

 

■Community Engagement S3：カナダ 

Rook 社には過去 2 年間 、学生を実習派遣しており、その事前教育及びコーディネイトを I.S.

社が担っている。Rook社での実習及び事前教育は、過去の実績から一定の教育効果をすでに確認

しているため、インターンシップ型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：Introduction to Global Business, Ethics for Global Business, Introduction 

to Marketing、マーケティング戦略論、サービス・マーケティング等 

 

■Community Engagement S4：アジア太平洋地域 

T&E 社とは本学の留学フェアにおけるアドバイスや、同社が提供する教育プログラムへの学生

派遣を通じてしっかりとした協力関係を築いている。また、アジア太平洋地域でのインターン先

の現地企業は、T&E 社と長年に亘る信頼関係があり、本学の教育理念やプログラムの趣旨を十分

に理解されているため、インターンシップ型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：Introduction to Global Business, Ethics for Global Business等 
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■Community Engagement S5：アジア太平洋地域 

T&E 社とは本学の留学フェアにおけるアドバイスや、同社が提供する教育プログラムへの学生

派遣を通じてしっかりとした協力関係を築いている。また、アジア太平洋地域でのインターン先

の現地企業は、T&E 社と長年に亘る信頼関係があり、本学の教育理念やプログラムの趣旨を十分

に理解されているため、インターンシップ型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：Introduction to Global Business, Ethics for Global Business等 

 

■Community Engagement S6：京丹後  

日本三景のひとつとして知られる「天橋立」 を擁する京都府の丹後半島一帯は、丹後ちりめん

（京都府の伝統的工芸品等）を中心に先染織物や丹後藤布など 様々な織物の一大産地でもある。

京丹後市は農業、漁業も盛んで、地域活性策として地域の産業・特産物などの資源を活かし

た観光立市の実現に向けて取り組んでいる。京丹後市の企業活動、環境問題、食文化の分野で

の市側のニーズを踏まえ、サービスラーニング型の実習先として選定した。 

 

関 連 す る 科 目： Contemporary Global History, Statistics, International Development 

Cooperation, Ethics for Peace Design, Introduction for Global Business, Ethics for Global 

Business, Gender and Society, Introduction to Economics, Introduction to Marketing, Urban 

Policy, Political Philosophy, Global Negotiation, International Trade, International 

Labor, Brand Communications and Storytelling in Business, Environmental Policy 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（15～18ページ） 

新 旧 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

（中略) 

学生は学部共通の必修のコア科目である

「Global Engagement」を１年次前期、1年次後

期に本学建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣ が意味することを

理解したうえで、現代社会に対する高い問題意

識、課題設定能力を身につけるために学科別に

設定している「Global Engagement and Peace」

を履修し、Community Engagement 活動に対する

明確な動機づけを行う。 

 

①京都外国語大学のCommunity Engagementとは  

本学の目指すCommunity Engagementとは、「国

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

（中略) 

1年次には Community Engagement 活動の動機

づけとなるリレー講義の「Global Engagement 

and Peace」とテーマ設定やプロジェクト実現の

ために必要な理論的知識の導入等を行う

「Community Engagement WorkshopⅠ」を、2年

次には理論的な知識の修得と実際のプロジェク

トの計画を立てる「 Community Engagement 

WorkshopⅡ」を前期に履修し、2 年次の後期ま

たは 3 年次の前期に約 2 ヵ月間の Community 

Engagement のプログラムに参加する。 

Community Engagementの活動中の組織的な支

援体制を強化するため Community Engagement
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内外の多様な地域社会・社会的活動への参加を

通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグ

ローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」で

ある。 

すなわち、Community Engagement は、地域社

会・社会的活動への参加ではあるが、単なるボ

ランティアによる奉仕ではない。むしろ、学生

たちが、コミュニティのメンバーと一緒に考え、

一緒に汗を流す活動を通して実際的な社会参加

のスキルを高めると同時に、政治的・文化的障

壁を超えて人間と人間のグローバルな結合を構

築する活動の意義を理解し、グローバル化され

た世界における市民参加型民主社会の担い手へ

と育っていく実践学修活動、それが Community 

Engagementである。 

そこでは、国内であるか国外であるかを問わ

ず、学生たちには、常に、これまで人間と人間

を分断してきた様々な障壁を乗り越えることが

要求される。あらゆる障壁を超えて、グローバ

ル市民として共通の課題の解決に向けて協力し

合 う こ と を 学 ぶ 場 、 そ れ が Community 

Engagementである。 

 

②これまでの学びとは何が違うのか 

Community Engagement は、大学での学習を「習

熟」から「実践」にまで進める。学生は専門知

というツールを実際に用いて、社会に対して自

分から積極的にアプローチする体験を通して、

現段階でできること、今後学ぶべきこと、そし

て新しいテーマを把握できるようになる。 

 

③Community Engagementの流れ 

Community Engagement プログラムは図 5のよ

うに、Global Engagement and Peace、Community 

Engagement Workshop Ⅰ ・ Ⅱ 、 Community 

Engagement 本体（実習）、成果報告会という 4

つの部分から構成されている。 Community 

Engagement Workshop と成果報告会での学習は

共に、Community Engagement の意義を知り、参

加の効果を高めることを目的としている。 

センターを設置するとともに、学内 SNS 型グル

ープウェアを使った支援ネットワークを構築す

る。学生は活動を通して、その日の活動の目的

や計画のほか、実践後の意識の変化や自己反省、

前日からの成長などをグループウェア上の「WEB

ダイアリー」に記録する。 
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図 5  Community Engagementの流れ 

 

◆Global Engagement and Peace 

本学の建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣が意味することを

理解する。そして、現代社会における国際貢献

の必要性やあり方をさまざまな視点から考える

とともに、本学部に設置された授業科目が国際

貢献にどのようにつながるのかについて理解す

る。 

 

◆Community Engagement Workshop Ⅰ・Ⅱ 

WorkshopⅠでは、まずグローバル時代におけ

る Community Engagementの意義を学ぶ。特にグ

ローバル市民としての問題意識をもって実践す

ることの重要性を理解する。 

次に、実際の実践活動に必要な基本的スキル

を学ぶ。例えば、学外・国外での活動に際して

留意すべき基礎知識の講義、アクティブ・ラー

ニングを用いた課題解決法の学習、演劇的手法

を用いたコミュニケーション動作に関する学

習、ディスカッション技法の学習等である。 

WorkshopⅡでは、関心のある分野の専門的な

知識の習得と、実践するプロジェクトの計画を

立てる。 

 

◆Community Engagement本体（実習） 

Community Engagement は、大別して次の 3種

類がある。 

【サービス・ラーニング型】  

これは、国内ならびに国外の NPO や自治

体などの公共機関、福祉施設などで行う活

動に直接に参加しながら、その地域的な視

点を超え出るグローバルな可能性を学生自

らが発見し拓いていくことを実践するもの

である。 

【インターンシップ型】 

これは、グローバルな事業に取り組む企

業でインターンシップに従事しながら、社
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会貢献・国際貢献につながる就業・実務体

験を積むタイプである。ここでは、企業活

動のグローバルな可能性と意義を学ぶこと

が学修の中心的課題となる。 

【スタディ・アブロード型】 

これは、サービス・ラーニングと海外の大

学への留学とを組み合わせたものである。

参加者は、大学で講義を受けつつ、同時に

留学先の大学を足掛かりにして、自分自身

のCommunity Engagementプロジェクトを立

案し実施する。 

 

これら 3 種類の活動のいずれにおいても、学

生たちはグローバル市民として活動するとはい

かなることであるかを、自ら考えることを要求

される。学生たちは、単に与えられた課題を消

化するだけではなく、自らの課題を自ら考えて

自らに課していく。そうした自律性をこの

Community Engagementで学生たちは学修する。 

 

◆事後学修 

事後学修においては、実践体験を振り返りな

がら計画の妥当性や所期の目標の達成度を検証

し、プレゼンテーションを学友の前で行う。残

された課題と新しい課題を明確にして、次の段

階の学修へ繋げていく。Community Engagement

は、一度活動に参加すれば、それで完了という

わけではない。例えば、国内での活動と国外で

の活動を組み合わせながら、自らの問題意識を

さらに発展させていくことも可能であり、また、

それが真の目的でもある。 

 

④どのような力が身につくのか 

本学における Community Engagementは、国内

外の多様な地域社会・社会的活動への参加を通

じて、政治的・文化的境界を越えた人間のグロ

ーバルな結びつきのあり方を学ぶための実践的

教育と位置づけている。Community Engagement

では全てのプログラムにおいて、グローバルス

タディーズ学科とグローバル観光学科のディプ
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ロマ・ポリシーに共通する①主体的・自律的に

課題に取り組む力、②問題発見力・解決力、③

多文化共生力の習得を目的としている。 

Community Engagement は、他者との協働を通

して自らが学ぶだけでなく、自助の精神が他者

の心の中に育つのを手助けしようとするもので

ある。言い換えれば、Community Engagement に

参加するということは、大学で学んだ知識を社

会で役立てるだけでなく、そうすることで社会

の発展に寄与することでもある。Community 

Engagement への参加を通して、「人の役に立っ

ている」という満足感と充実感が心の底から湧

きあがってくるのを実感する。 

 Community Engagementを通して身につくのは

次の力である。 

①社会の中で自分の課題を見つけ解決してい

く力 

②他者と共に活動を成し遂げるためのコミュ

ニケーション力 

③グローバル市民としての責任感 

④自らの課題意識の下で、大学の学業に勤し

む態度 

（【資料 9：「京都外国語大学の Community 

Engagement」】参照） 

 

図 6 センターの位置づけ 

 

具体的なプログラムについては、【資料 19：

「Community Engagement 実習先一覧・プログラ

ム受入承諾書（複写）」】、【資料 20：「Community 

Engagement プログラムの内容」】を参照。 

 

Community Engagement の活動中の組織的な支

援体制を強化するため Community Engagement

センターを設置する。Community Engagement セ

ンターは、教員 3名（うち、専従教員 1名）、事

務職員 3 名、学生ピアサポーターで構成し、大

学と国内外の地域が協働して課題解決に取り組

むためのネットワークの拠点としての役割を担

う。 
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センターは、図 6のように学内の様々な部署等

と密に連携し、本プログラムを充実・発展させ

るために以下のサービスを行う。 

・プログラムの開発 

・受け入れ機関との連携 

・現地での活動における教員や学生のサポー

ト 

・学内外のネットワーク作り 

・活動先の情報提供とマッチング 

・危機管理 

 

また、学内 SNS 型グループウェアを使った支

援ネットワークを構築する。学生は活動を通し

て、その日の活動の目的や計画のほか、実践後

の意識の変化や自己反省、前日からの成長など

をグループウェア上の「WEB ダイアリー」に記

録する。 

 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」の添付資料 20（1～14ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 11＞参照 ＜別紙資料 11＞参照 
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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

7． 外国人留学生も Community Engagementを実施するのか、説明すること。また、実習先の国によって

は、ある国の国籍を有している学生は受け入れられないという事態が想定される。そのような国がある

のであれば、事前に学生に周知すること。 

 

（対応） 

外国人留学生が日本以外の国で実習を行う場合、下表のとおり韓国・台湾・シンガポール国籍

以外は入国政府のビザ（査証）が必要であり費用もかかるため、原則として国内で実施する

Community Engagement のプログラムへの参加とする。ただし、外国人留学生が海外のプログラム

に参加を希望する場合は、手続き等のサポートを本学の Community Engagement センターの教職員

が行う。海外の実習先の国ごとに受け入れ条件や手続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」の教育

課程の関連する箇所やホームページ等に記載し、入学段階で学生に周知する。 

これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

■国籍別のビザ（査証）等必要状況一覧表 

    国籍 

実習先 
中国 香港 台湾 韓国 朝鮮 

ベト 

ナム 

マレー

シア 

ネパ

ール 

シンガ

ポール 

米 国 査証必要 査証必要 
3 ヶ月以内は

ESTA 

3 ヶ月以内は

ESTA 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

3 ヶ月

以内は

ESTA 

グアム 査証必要 
45 日以内査

証不要 

３ヶ月以内は

ESTA* 

45 日以内査証

不要 

査証

必要 

査証

必要 

45日以

内査証

不要 

査証

必要 

45日以

内査証

不要 

カナダ 査証必要 

6 ヶ月以内は
ETA 

但し香港 SAR
旅券所持者 

6 ヶ月以内は ETA 
6 ヶ月以内は

ETA 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

6 ヶ月
以内は
ETA 

オーストラリア 査証必要 
3 か月以内は 

ETA 

3か月以内はETA 
旅券に ID NOが

ある場合で ETA
大使館申請 

3 か月以内は 

ETA 

査証

必要 

査証

必要 

3 か月
以内は 
ETA 

査証

必要 

3 か月
以内は 
ETA 

マレーシア 査証必要 査証必要 

90 日以内査証不

要。但し留学目的

は必要 

90 日以内査証

不要。但し留学

目的は必要 

査証

必要 

査証

必要 
  

査証

必要 

査証 

必要 

シンガポール 査証必要 査証必要 
30 日以内査証不

要 

30 日以内査証

不要 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 
  

タイ  査証必要 
30 日以内査
証不要 

査証必要 
30 日以内査証
不要 

査証
必要 

30 日

以内
査証
不要 

30日以
内査証

不要 

査証
必要 

30日以
内査証

不要 

ベトナム 

査証必要  

ケースご
とに確認 

査証必要 そのつど確認 

15 日以内査証
不要 

査証申請所要
約 1 週間 
費用約 6000円 

その

つど
確認 

  
査証 
必要 

査証
必要 

査証 
必要 

香 港 

進入許可

申請が必

要 

  

中国旅行証と香

港進入許可を取

得する 

そのつど確認 

その

つど

確認 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

ニカラグア 査証必要  査証必要 
30 日以内査証不

要 

30 日以内査証

不要 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

30日以

内査証

不要 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（15 ページ） 

新 旧 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

本学では、従来より地域や国際社会の発展に

貢献するさまざまな学生の自主的活動を全学体

制で積極的に支援してきた。（【資料 8：京都外

大生による国際貢献活動「PAX MUNDI PROJECT 

2016」】参照）この中で培ったノウハウを活かし

て、国際貢献学部では社会参加型実践学修

（Community Engagement）を正課として取り入

れる。学生は、教室内での学習に加え、国内外

で実社会における活動を行うことによって実践

的な学びを全員が経験する（主に 2年次後期も

しくは 3年次前期）。 

外国人留学生が日本以外の国で実習を行う場

合、韓国・台湾・シンガポール国籍以外は入国

政府のビザ（査証）が必要であり費用もかかる

ため、原則として国内で実施する Community 

Engagementのプログラムへの参加とする。ただ

し、外国人留学生が海外のプログラムに参加を

希望する場合は、手続き等のサポートを本学の

Community Engagement センターの教職員が行

う。海外の実習先の国ごとに受け入れ条件や手

続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」の教育課

程の関連する箇所やホームページ等に記載し、

入学段階で学生に周知する。 

 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

本学では、従来より地域や国際社会の発展に貢

献するさまざまな学生の自主的活動を全学体制

で積極的に支援してきた。（【資料 8：京都外大

生による国際貢献活動「PAX MUNDI PROJECT 

2016」】参照）この中で培ったノウハウを活かし

て、国際貢献学部では社会参加型実践学修

（Community Engagement）を正課として取り入

れる。学生は、教室内での学習に加え、国内外

で実社会における活動を行うことによって実践

的な学びを全員が経験する（主に 2 年次後期も

しくは 3年次前期）。 
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（改善意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

8． 「Model United Nations」について、講義科目としているが、事前改善意見学習をもとに学生が発表・

議論等を行うという授業内容から、演習科目に改めること。 

 

（対応） 

「Model United Nations」の授業形態を講義から演習に改め、「教育課程等の概要」を修正す

る。 

 

（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバルスタディーズ学科１ページ） 

新 旧 

Model United Nations 1前 2単位 演習 Model United Nations 1前 2単位 講義 
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（要望意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

9． 「Career development」について、教養科目にもキャリア形成領域科目が開設されているため、当該

科目が専門科目としてどのような位置づけであるのか具体的に説明すること。 

 

（対応） 

「Career Development」の授業では、グローバルスタディーズ学科で学ぶ学生たちが、将来を

見据えて自己のキャリアプランの考え方や方法論を学ぶ。日本でのキャリアに関心がある留学生

や海外でのキャリアに関心がある日本人学生が、一般的なキャリア教育ではカバーしきれない日

本と海外の雇用環境や制度・風習の違い等について多く議論が行われる授業である。 

一方、全学共通の教養科目にある「キャリア形成領域科目」は、教養科目群を分野で分けたカ

テゴリーの名称である。従来から外国語大学として行ってきた経営学関連・会計学などのスキル

取得のためのもので、産業に焦点を当てた講義などを含んでいる。 

これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（10 ページ） 

新 旧 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

ア. グローバルスタディーズ学科の教育課

程編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

（中略） 

【教育方法】 

（中略） 

キャリア形成に関しては、日本で行われてい

る一般的なキャリア教育では十分に取り上げ

られていない日本と海外との雇用環境や制

度・風習の違いなどについて議論する「Career 

Development」をコース共通科目として設置す

る他、経営学関連・会計学などのスキル取得の

ための科目や産業に焦点を当てた科目などで

構成する「キャリア形成領域科目」を全学共通

の教養科目に配置し、各々のキャリアプランに

合った履修ができるようにする。 

 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

ア. グローバルスタディーズ学科の教育課

程編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

（中略） 

【教育方法】 

（中略） 
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（要望意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

10． 「Global business seminar」「Peace design seminar」については、学生が各科目を選択するうえで指針

となるように、担当教員の専門分野及び当該科目における学習内容について、明確に提示できるよ

うにすることが望ましいため、対応方針について回答すること。 

 

（対応） 

seminar は 3年次から履修する。それに先立ち 2年次の 10月にゼミ選択の説明会を開催し、

事前登録の流れを説明するとともに、選択する上で指針となる各ゼミナールの学習内容、担当教

員の専門分野等を本学のホームページで提示し、シラバスにも反映する。事前登録は 2年次の 11

月に行う。その際、エントリーシートに「ゼミ選択理由」を学生に記入させ、適切にマッチング

ができるようにする。事前登録において希望者が多い場合は、エントリーシートを活用して面談

等により受講者を選考する。 

これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（23 ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

(中略) 

教育方法では、1・2年次のコア科目で配置

する Community Engagement Workshop等の科目

及び各コースの 3・4年次のゼミナールは専任教

員が担当し、アカデミック・アドバイザーも兼

ねて履修指導も行う。これらの科目については、

1クラス 20名程度で授業を行う。 

ゼミナールは、2年次の 10月にゼミ選択の

説明会を開催し、事前登録の流れを説明すると

ともに、選択する上で指針となる各ゼミナール

の学習内容、担当教員の専門分野等を本学のホ

ームページで提示し、シラバスにも反映する。

事前登録は 2年次の 11月に行う。その際、エン

トリーシートに「ゼミ選択理由」を学生に記入

させ、適切にマッチングができるようにする。

事前登録において希望者が多い場合は、エント

リーシートを活用して面談等により受講者を選

考する。 

 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

(中略) 

教育方法では、1・2年次のコア科目で配置す

る Community Engagement Workshop 等の科目及

び各コースの 3・4年次のゼミナールは専任教員

が担当し、アカデミック・アドバイザーも兼ね

て履修指導も行う。これらの科目については、1

クラス 20名程度で授業を行う。また、各コース

の授業科目は、原則は 1科目 1クラスとするが、

コース登録人数に応じてクラス数を調整する。 
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【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

11． 教員組織全体として、博士の学位取得者が少ない。博士の学位の取得を奨励するための方策や支

援策を検討して回答すること。 

 

（対応） 

従来から実施しているサバティカル制度をより一層活用しやすくし、集中的に研究する時間を

確保できるようにして博士学位の取得を促進する。具体的には、サバティカル期間の代替教員の

確保や、教員人事評価制度を活かして教育研究活動が優秀な教員を奨励する等、とくに若手教員

が他の教員に対して気兼ねなく制度を活用できるようにするための配慮をする。 

また、教員の海外等での研究活動を奨励するための特別研究費「森田基金国際共同研究」をさ

らに充実し、海外の大学での学位取得を奨励する。 

今後、教員の新規採用にあたっては博士号取得者を優先的に採用し、計画的に博士学位取得者

を増やしていく。 

 これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（20 ページ） 

新 旧 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

④サバティカル制度をより一層活用しやす

くし、集中的に研究する時間を確保できるよう

にして博士学位の取得を促進する。具体的に

は、サバティカル期間の代替教員の確保や教員

人事評価制度を活かし、教育研究活動が優秀な

教員を奨励する等、とくに若手教員が他の教員

に対して気兼ねなく制度を活用できるように

するための配慮を行う。 

また、教員の海外等での研究活動を奨励する

ための特別研究費「森田基金国際共同研究」を

さらに充実し、海外の大学での学位取得を奨励

する。 

 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

  （追加） 
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【２学科共通】（その他意見） 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 

12． シラバスの「評価基準」の記載方法が科目ごとにばらつきがある。学生に対して分かりやすくするため

には、可能な限り統一的な記載とするよう工夫することが望ましい。 

 

（対応） 

審査意見を踏まえ、シラバスの評価基準は「授業での取り組み」・「課題レポート」・「小テスト」・

「期末試験」などの評価項目を設定し、それぞれの割合が全体で 100％となるように記載するよ

う統一する。この説明を「「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。また、この形式に沿って

いないシラバスを修正する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（23 ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

(中略) 

成績評価では、定期試験のみによって一元的

に評価するのではなく、平常試験（小テスト・

オーラルテスト・リポート等）や定期試験など

を組み合わせて多元的な評価を行う。シラバス

の評価基準には「授業での取り組み」・「課題レ

ポート」・「小テスト」・「期末試験」などの評価

項目を設定し、それぞれの割合が全体で 100％

となるようにして記載する。 

 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

(中略) 

成績評価では、定期試験のみによって一元的に

評価するのではなく、平常試験（小テスト・オ

ーラルテスト・リポート等）や定期試験などを

組み合わせて多元的な評価を行う。 

 

（新旧対照表）「シラバス」（グローバルスタディーズ学科） 

新 旧 

＜別紙資料 10＞（p.84～p.86）参照 ＜別紙資料 10＞（p.89～p.91）参照 
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審査意見への対応を記載した書類（6月） 

 

（目次）国際貢献学部 グローバル観光学科 

 

【大学等の設置の趣旨・必要性】 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。【２学科共通】（是正意見） 

(1) 学部名を「国際貢献」としているにも関わらず、国際貢献の理論や方法論を修得できるコア 

となる科目が配置されていないことは不適切である。両学科の共通科目として国際貢献に 

係る理論、方法論に関する科目を配置するか、学部名を変更すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

(2) 学位の分野に「経済学関係」を含むとしていることから、経済学や経営学を学ぶ上で基礎と 

なる諸科目（ミクロ経済学・マクロ経済学・経営組織論・経営戦略論等）を開設し、基礎を学 

んだ後にグローバルの視点での経済を学ぶ体系的な教育課程となるよう、適切に改めるこ 

と。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

(3) 分野ごとの教員の配置が示されていないため、適切な教員組織であるか不明確である。 

分野ごとの教員の配置について改めて説明すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

2． 学生確保の見通しについて、新設学部において養成する人材に対する需要を既設の学部を元 

に検証している。観光学など、新設学部に関連する分野について、近隣大学との競合等の観点 

から、改めて説明すること。（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

3． 1年次からコースごとに履修をすることが説明されているが、学生の希望によりコースが選択でき 

るのかが不明確であるため、コースごとの定員や選択方法について改めて説明すること。【２学科 

共通】（要望意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

4． 学部名と学科名と学位名で国際とグローバルが混在しているため、学部名と学科名と学位名の考 

え方について、改めて説明すること。【２学科共通】（要望意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

【教育課程等】 

5． 教育課程が、観光学として体系的であるとは言えない編成である。設置の趣旨等を踏まえると、問 

題解決型の科目、理論系の科目（例えば、観光社会学、観光人類学、観光地理学等）を配置する 

必要がある。また、それらの専門性のある教員も最低１人は配置する必要がある。これらのことから、

科目を追加し、教育課程が体系的に編成されていることを説明すること。（是正意見）・・・・・・・・・・20 

6． ＤＰを達成するためには、日本についての社会科学等を学修できる「日本学インスティテュート科 

目」も重要な位置付けであるが、全て選択科目とされていることから、卒業要件に含めること。【２学 

科共通】（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

7． 学科名称及び学位の名称を「グローバル観光学」とし、「グローバル」を付す必要性について説明 

がなされているが、グローバルな視点を学ぶことができる教育課程となっているか不明確であるた

め、改めて説明すること。（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

8． 「Community Engagement」は、実習先として国内外、企業や大学等と多岐にわたっているが、全体 



 

 

の教育課程の中で、どのような目的で、どのような位置づけとされているのか不明確である。当該科

目の目的を明確にし、実習先との関係や教育効果を説明した上で、他の科目との関連を明確にす 

ること。【２学科共通】（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

9． 外国人留学生も Community Engagementを実施するのか、説明すること。また、実習先の国によっ 

ては、ある国の国籍を有している学生は受け入れられないという事態が想定される。そのような国が

あるのであれば、事前に学生に周知すること。【２学科共通】（改善意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

 

【教育課程等】 

10． 教員組織全体として、博士の学位取得者が少ない。博士の学位の取得を奨励するための方策や 

支援策を検討して回答すること。【２学科共通】（要望意見）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

 

【名称、その他】 

11． シラバスの「評価基準」の記載方法が科目ごとにばらつきがある。学生に対して分かりやすくするた 

めには、可能な限り統一的な記載とするよう工夫することが望ましい。【２学科共通】（その他意見） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

 

 



 

【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。 

(1) 学部名を「国際貢献」としているにも関わらず、国際貢献の理論や方法論を修得できるコアとなる

科目が配置されていないことは不適切である。両学科の共通科目として国際貢献に係る理論、

方法論に関する科目を配置するか、学部名を変更すること。 

 

（対応） 

国際貢献学部設置の趣旨を踏まえ、真の国際貢献（Global Engagement）の意義、重要性、そし

てその行為主体である「グローバル市民」とは何かを理解し、市民社会の一員として、よりコミ

ュニティに根ざした貢献（Engagement）を実現するための理論や方法・手法を理解するための

「Global Engagement」を必修のコア科目として１年次前期に配置する。そして、本学建学の精神

「PAX MUNDI PER LINGUAS ―言語を通して世界の平和を｣ が今日の日本及び国際社会において意

味することを理解したうえで、学科別に現代社会に対する高い問題意識、課題設定能力を身につ

けるために設定している「Global Engagement and Peace 」との接続を図る。 

なお、「Global Engagement」を新設したことに伴い、「Global Engagement and Peace(T)」の配

当年次は 1 年次後期に変更する。「Global Engagement」と教育課程の柱とする「Community 

Engagement」関連科目との関係は図 4 のとおりで、これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書

類」に追記する。 

「Global Engagement」を追加したことにより、「教育課程等の概要」、「授業の概要」、「新学則

（案）」、「カリキュラム構成図」、「カリキュラムマップ」、「時間割」、「観光政策コースの履修モデ

ル」、「観光ビジネスコースの履修モデル」、「編入学単位認定要領」、「観光政策コースの 3 年次編

入学生履修モデル」、「観光ビジネスコースの 3 年次編入学生履修モデル」、「教員名簿」を修正す

る。 

「Global Engagement」の「授業の概要」は次のとおりである。 

 

【授業の概要】 

国際貢献学部のゴールである「グローバル市民」、すなわち「人をおもいやる力」、「たくましく

生きる力」、「社会とかかわる力」を身につけた人材の育成に向け、この授業では、国際貢献（Global 

Engagement）の基礎的知識、理論、手法について様々な学生同士の議論を経ながら展開していく。 

グローバルスタディーズ学科においては国際協力やグローバルビジネスを通して、グローバル

観光学科においては観光政策そして観光ビジネスを通して国際貢献を実現していくための基礎と

なる授業である。国内外の多様な地域社会における、政治・ビジネス・法律、言語や文化、歴史・

地理、そして環境・ジェンダーなどの様々な「境界」をまず理解し、その境界を超えていくため

の理論や手法について展開していく。 

授業はオムニバス形式とし、２名の専任教員が担当する。 

(オムニバス方式／全 14回） 
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（④ 宮口貴彰／9回） 

 グローバルな貢献という点からは、特に 20世紀末頃から一方的なインフラなどの支援にとど

まらず、教育、社会、環境、文化、地域コミュニティが健全に形成されていくことで持続可能な

発展が達成できることが理解されるようになった世界情勢や学説について理解するとともに、国

際貢献の実践的なプロセス、その手法、多様な価値観を受けいれる心得について学ぶ。あらゆる

事象に対して複眼的視点を持つことは後の学生生活や人生において重要なベースであり、主観的

束縛から解放され、他者像を構築することで補完的に自己像を獲得できるようにする。具体的な

テーマ別には、政府が行う ODA（政府開発援助）を中心とする貢献、経済発展に伴う土壌・水質・

大気の汚染を食い止めるべく技術的・制度的な協力を行う面での貢献、紛争後の復興支援・平和

構築や PKO（平和維持活動）などの平和協力による貢献、貿易・産業・投資のつながりによって

持続可能な経済発展を促す形での貢献、公正な賃金や市場価格で雇用・取引が行われるような制

度作りをするための法・制度面での貢献、少数民族・女性や子供・難民などの社会的少数者の人

権や尊厳を守る面での貢献など、国際貢献に関わる諸様相の近年の現状と主要な課題について、

具体的な例や講師の経験を交えて理解を深める。 

 

（① 5回） 

 観光を通した地域貢献の点からは、観光が環境、文化、地域生活の保護、成長に貢献すると考える

ようになった社会的背景を学び、地域貢献への実践過程をその手法とともに学ぶ。国際協力の分野では

従来のハード整備から、ソフト部門への貢献が注目され、その中でも期待される観光資源の保全育成や

環境整備、観光客を受け入れるしくみづくりについて学ぶ。観光は様々なものをつなぐ機能を有しており、

この機能と力が、デジタル化し細分化された社会に再びコミュニケーションとコミュニティを創造させる。観

光は相互の敬意と信頼を生み出す装置として大いに貢献する。グローバル化する故に埋没する地域や

国の文化を外部からのまなざし（観光のまなざし）によって個性あるものとして再認識し、地域に対する誇

りを呼び起こさせることは観光が果たす国際貢献・地域貢献の重要な役割であることを理解し、その手法

とともに学んでいく。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（11ページ） 

新 旧 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の方

針（カリキュラム・ポリシー） 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（観

光政策・観光ビジネス）・コース共通科目・英

語/日本語演習科目で構成する。 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略) 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の方

針（カリキュラム・ポリシー） 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（観

光政策・観光ビジネス）・コース共通科目・英

語/日本語演習科目で構成する。専門科目は、

2



 

まず、学部共通の必修のコア科目として真の

国際貢献（Global Engagement）の意義、重要

性、そしてその行為主体である「グローバル市

民」とは何かを理解し、市民社会の一員として、

よ り コ ミ ュ ニ テ ィ に 根 ざ し た 貢 献

（Engagement）を実現するための理論や方法・

手法を理解するための「Global Engagement」

を１年次前期に配置する。「Global Engagement」

と教育課程の柱となる「Community Engagement」

関連科目との関係は、図 4のとおりである。 

＜図 4挿入＞ 

専門科目は、主にグローバル観光概論、京都

に焦点をあてた京都文化概論、観光マーケティ

ング、観光行政・政策論、観光経営論などの科

目を配置する。 

主にグローバル観光概論、京都に焦点をあてた

京都文化概論、観光マーケティング、観光行

政・政策論、観光経営論などの科目を配置する。 

 

＜図 4＞ 

グローバル観光学科の「国際貢献」に関連する科目の体系 
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（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバル観光学科 1ページ） 

新 旧 

「Global Engagement（国際貢献）」を新設 

（１年次前期・必修）  

（追加） 

「Global Engagement and Peace(T)」1年次後期 「Global Engagement and Peace (T)」1年

次前期 

 

（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバル観光学科１ページ） 

新 旧 

科目 

区分 

授業科目の名称 講義等の内容 備考  

専

門

科

目 

コ

ア

科

目 

Global Engagement 

 

国際貢献学部のゴールである「グローバル市

民」、すなわち「人をおもいやる力」、「たくまし

く生きる力」、「社会とかかわる力」を身につけた

人材の育成に向け、この授業では、国際貢献

（Global Engagement）の基礎的知識、理論、手

法について様々な学生同士の議論を経ながら展

開していく。 

グローバルスタディーズ学科においては国際

協力やグローバルビジネスを通して、グローバル

観光学科においては観光政策そして観光ビジネ

スを通して国際貢献を実現していくための基礎

となる授業である。国内外の多様な地域社会にお

ける、政治・ビジネス・法律、言語や文化、歴史・

地理、そして環境・ジェンダーなどの様々な「境

界」をまず理解し、その境界を超えていくための

理論や手法について展開していく。 

授業はオムニバス形式とし、２名の専任教員が

担当する。 

(オムニバス方式／全 14回） 

 

（④ 宮口貴彰／9回） 

 グローバルな貢献という点からは、特に 20世

紀末頃から一方的なインフラなどの支援にとど

まらず、教育、社会、環境、文化、地域コミュニ

ティが健全に形成されていくことで持続可能な

発展が達成できることが理解されるようになっ

た世界情勢や学説について理解するとともに、国

際貢献の実践的なプロセス、その手法、多様な価

値観を受けいれる心得について学ぶ。あらゆる事

 （追加） 
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象に対して複眼的視点を持つことは後の学生生

活や人生において重要なベースであり、主観的束

縛から解放され、他者像を構築することで補完的

に自己像を獲得できるようにする。具体的なテー

マ別には、政府が行う ODA（政府開発援助）を中

心とする貢献、経済発展に伴う土壌・水質・大気

の汚染を食い止めるべく技術的・制度的な協力を

行う面での貢献、紛争後の復興支援・平和構築や

PKO（平和維持活動）などの平和協力による貢献、

貿易・産業・投資のつながりによって持続可能な

経済発展を促す形での貢献、公正な賃金や市場価

格で雇用・取引が行われるような制度作りをする

ための法・制度面での貢献、少数民族・女性や子

供・難民などの社会的少数者の人権や尊厳を守る

面での貢献など、国際貢献に関わる諸様相の近年

の現状と主要な課題について、具体的な例や講師

の経験を交えて理解を深める。 

 

（① 5回） 

 観光を通した地域貢献の点からは、観光が環

境、文化、地域生活の保護、成長に貢献すると考

えるようになった社会的背景を学び、地域貢献へ

の実践過程をその手法とともに学ぶ。国際協力の

分野では従来のハード整備から、ソフト部門への

貢献が注目され、その中でも期待される観光資源

の保全育成や環境整備、観光客を受け入れるしく

みづくりについて学ぶ。観光は様々なものをつな

ぐ機能を有しており、この機能と力が、デジタル

化し細分化された社会に再びコミュニケーショ

ンとコミュニティを創造させる。観光は相互の敬

意と信頼を生み出す装置として大いに貢献する。

グローバル化する故に埋没する地域や国の文化

を外部からのまなざし（観光のまなざし）によっ

て個性あるものとして再認識し、地域に対する誇

りを呼び起こさせることは観光が果たす国際貢

献・地域貢献の重要な役割であることを理解し、

その手法とともに学んでいく。 
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新旧対照表）「京都外国語大学新学則（案）」（34、36ページ） 

新 旧 

１．授業科目の区分と単位数 

コア科目 22単位 

 

２. 授業科目の編成と単位数  

コア科目 

Global Engagement 1年次 必修 2単位 

１．授業科目の区分と単位数 

コア科目 20単位 

 

２. 授業科目の編成と単位数 

コア科目 

（追加） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 5「グローバル観光学科のカリキュラム

構成図」 

新 旧 

＜別紙資料 1＞参照 ＜別紙資料 1＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 6「グローバル観光学科のカリキュラム

マップ」1ページ 

新 旧 

＜別紙資料 2＞参照 ＜別紙資料 2＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 7「グローバル観光学科の時間割」 

新 旧 

＜別紙資料 3＞参照 ＜別紙資料 3＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 14「グローバル観光学科観光政策コー

スの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 15「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 25「グローバル観光学科の編入学単位

認定要領」 

新 旧 

＜別紙資料 6＞参照 ＜別紙資料 6＞参照 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 28「グローバル観光学科観光政策コー

スの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 29「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 

 

新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。 

(2) 学位の分野に「経済学関係」を含むとしていることから、経済学や経営学を学ぶ上で基礎となる

諸科目（ミクロ経済学・マクロ経済学・経営組織論・経営戦略論等）を開設し、基礎を学んだ後に

グローバルの視点での経済を学ぶ体系的な教育課程となるよう、適切に改めること。 

 

（対応） 

学位の分野に経済学関係を含むとしていることから、経済学を専門とする専任教員１名（三好

祐輔）を平成 31年 4月に採用する。また、教育課程において、経済学および経営学の基礎科目を

学科の学生全員が選択できるよう専門科目のコース共通科目に配置する。 

1年次の秋学期からコース履修が開始となることから、第 1・第 2セメスターに「経済学の基礎

Ⅰ」・「経済学の基礎Ⅱ」の経済系の 2 科目と、「経営戦略論」・「経営組織論」の経営系の 2 科目、

合計 4科目を追加し、その中で、「経済学の基礎Ⅰ」を必修とする。そして、1 年次秋学期からコ

ース履修していく中で、「経済学の基礎Ⅱ」・「経営戦略論」・「経営組織論」の 3 科目を他の専門

科目に先行して履修すべき科目とする。この履修条件を他の専門科目のシラバスに明記し、体系

的な学修となるようにする。また、履修登録上限単位がある中で、各コースの担当教員はできる

限り早い時期にこれらの科目を受講するよう履修指導する。これらの説明を「設置の趣旨等を記

載した書類」に追記する。 

専門性のある教員 1名の採用については「教員名簿[教員の氏名等]」に追加する。「経済学の基

礎Ⅰ」・「経済学の基礎Ⅱ」・「経営戦略論」・「経営組織論」の 4科目を追加したことにより、「教育

課程等の概要」、「授業の概要」、「新学則（案）」、「カリキュラム構成図」、「カリキュラムマップ」、

「時間割」、「観光政策コースの履修モデル」、「観光ビジネスコースの履修モデル」、「編入学単位

認定要領」、「観光政策コースの 3 年次編入学生履修モデル」、「観光ビジネスコースの 3 年次編入

学生履修モデル」、「教員名簿」、「シラバス」を修正する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（22、23ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースに、グローバ

ル観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコ

ースにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる

学問的知識と実践を通して得られる経験知の融

合する教育を展開する。コース選択については、

コア科目とコース共通科目の一部を履修したの

ち、学生の将来の目標に合わせてコース登録し、

グローバルスタディーズ学科は 2年次前期か

ら、グローバル観光学科は 1年次後期から履修

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースに、グローバ

ル観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコ

ースにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる

学問的知識と実践を通して得られる経験知の融

合する教育を展開する。 

コースの履修については、第 1セメスターで

コア科目とコース共通科目の一部を履修したの

ち、学生の将来の目的に合わせて第 2セメスタ

ーにコース登録をして履修を開始する。 
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を開始する。コースの定員、登録及びコース登

録前に履修すべき科目については次のとおりと

する。 

（中略） 

グローバル観光学科のコース定員は入学者に

対して、観光政策コース 40％、観光ビジネスコ

ース 60％とする。登録については 1年次の 7月

にエントリーシートにより行うが、可能な限り

希望した学生が登録できるよう開講コマ数を調

整して対応する。万一、登録者数に極端な偏り

があった場合は、エントリーシートに記載した

学生の志望理由、志望度の高さやコースに関連

する専門科目（先行して履修する科目）の成績

等を参考に面接で選考し、人数を調整する。 

1 年次の秋学期からコース履修が開始となる

が、その前の第 1セメスターに、コース共通科

目の「経済学の基礎Ｉ」を必修として履修する

ものとする。そして、1年次秋学期からコース

履修していく中で、第 1・第 2セメスターに配

置する「経済学の基礎Ⅱ」・「経営戦略論」・「経

営組織論」の 3科目を他の専門科目に先行して

履修すべき科目とする。この履修条件を他の専

門科目のシラバスに明記し、体系的な学修とな

るようにする。また、履修登録上限単位がある

中で、各コースの担当教員はできる限り早い時

期にこれらの科目を受講するよう履修指導す

る。 

観光学については、1年次後期からのコース

別履修を踏まえて、観光政策コースを希望する

場合は「観光社会学」、観光ビジネスコースを

希望する場合は｢観光地理学｣を各コースの先行

履修科目とする。「観光人類学」については、2

年次以降の専門科目に先行して履修すべき科目

として他の専門科目のシラバスに明記し、体系

的な学修となるようにする。 

 

 

 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」（グローバル観光学科 2ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバル観光学科１ページ） 

新 旧 

「経済学の基礎Ⅰ」１前 必修 2単位  （追加） 

「経済学の基礎Ⅱ」1後 選択 2単位  （追加） 

「経営戦略論」１前 選択 2単位   （追加） 

「経営組織論」1後 選択 2単位  （追加） 

 

（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバル観光学科 7ページ） 

新 旧 

科目区分 授業科目の名称 講義等の内容 備考  

専

門

科

目 

コ 

ー 

ス 

共 

通 

科 

目 

目 目 

 

経済学の基礎Ⅰ  大学での学習に必要な知識、技法、経済理論の

基本的な考えを学習する。その際、時事的経済知

識について解説を行う。そして、経済学の学習の

基礎となる思考方法、文献の読解法、レポート作

成の方法等を学習し、学問への関心を高め、時事

問題を考察させ、解決の糸口を探る姿勢を養う。

講義で取り上げる主なテーマは、消費者物価、公

的債務問題、教育問題、公共事業、社会格差、最

低賃金と失業、比較優位など学生に身近な話題を

扱い、経済学的センスを養うことを目的とする。 

 （追加） 

経済学の基礎Ⅱ  １年次前期の経済学の基礎Ⅰで学んだ知識を

もとに、本講義はより専門的知識の必要な文章や

題材を用いて経済学における「読み、書き、話す」

の基礎を引きつづき学習する。学習する分野は所

属する学科のものが中心ですが、幅広く社会科学

の学習をおこなうことにも力を入れる。講義で取

り上げる主なテーマは、年金問題、産業空洞化問

題、流動性の罠、関税と補助金、上限金利規制の

問題など、学生に身近な話題を扱い、経済学的セ

ンスを養うことを目的とする。 

 （追加） 

経営戦略論 本講義では、経営学の基礎的な概念・知識を体

系的に学習することができる。そして、経営戦略

論を中心に、競争戦略、コーポレート・ガバナン

ス、CSRなど、組織の視点からの経営学の諸体系

を学び、習得することを目指す。現実社会での応

用を考慮し、ケーススタディを多く取り上げ、受

講生との議論を随時行う。 

 （追加） 
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経営組織論 本講義では、経営学の基礎的な概念・知識を体

系的に学習することができる。そして、経営組織

論を中心に、モチベーション、リーダーシップな

ど個人の視点からの経営学の諸体系を学び、習得

することを目指す。現実社会での応用を考慮し、

ケーススタディを多く取り上げ、受講生との議論

を随時行う。 

 （追加） 

 

（新旧対照表）「京都外国語大学新学則（案）」（36ページ） 

新 旧 

２. 授業科目の編成と単位数  

コース共通科目 

経済学の基礎Ⅰ 1年次 必修 2単位  

経済学の基礎Ⅱ 1年次 選択 2単位  

経営戦略論 1年次 選択 2単位   

経営組織論 1年次 選択 2単位  

２. 授業科目の編成と単位数  

コース共通科目 

（追加） 

（追加） 

（追加） 

（追加） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 5「グローバル観光学科のカリキュラム

構成図」 

新 旧 

＜別紙資料 1＞参照 ＜別紙資料 1＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 6「グローバル観光学科のカリキュラム

マップ」1ページ 

新 旧 

＜別紙資料 2＞参照 ＜別紙資料 2＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 7「グローバル観光学科の時間割」 

新 旧 

＜別紙資料 3＞参照 ＜別紙資料 3＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 14「グローバル観光学科観光政策コー

スの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 15「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 25「グローバル観光学科の編入学単位

認定要領」 

新 旧 

＜別紙資料 6＞参照 ＜別紙資料 6＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 28「グローバル観光学科観光政策コー

スの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 29「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 

 

（新旧対照表）「シラバス」（グローバル観光学科） 

新 旧 

＜別紙資料 10（p.91～p.93）＞参照 ＜別紙資料 10（p.98～p.100）＞参照 
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【２学科共通】（是正意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

1． 設置の趣旨、養成する人材像、教育課程、教員組織について以下の点が不明であるため、説明す

ること。 

(3) 分野ごとの教員の配置が示されていないため、適切な教員組織であるか不明確である。分野ご

との教員の配置について改めて説明すること。 

 

（対応） 

グローバル観光学科の専任教員の専門分野は次のとおりである。グローバル観光学科は観光学、

政策科学、経営学、社会学、文学といった異なる学問分野の専門的学際的知識・技能を活用し、

課題を解決できる人材の育成を目指しており、すべての分野において専門とする教員を配置する。 

専門分野別の教員数を「設置の趣旨等を記載した書類」に明記する。 

 

分野 担当者（担当科目に関連する分野） 

観光学（2名） 原一樹（観光倫理、観光思想、インバウンド観光、コンテンツ 

ツーリズム） 

吉兼秀夫（国際観光学、観光計画、観光社会学、観光まちづく 

り、観光マネジメント） 

政策科学（1名） 萬谷和歌子（航空政策、交通工学、航空ビジネス） 

経営学・経済学（3名） 野崎俊一（観光経営、経営戦略、観光マーケティング） 

廣岡裕一（観光産業、観光資源、観光政策、観光関連法規） 

三好祐輔（応用ミクロ経済学、ファイナンス） 

社会学（3名） 

 

戴智軻（社会情報、ソフトパワー、メディア政策、中国語教育） 

エリック チャールズ ハーキンソン（教育メディア、観光情報 

メディア、欧米文学） 

藤倉なおこ（女性学、アメリカ研究、英語教育） 

文学 （5名） 

 

バークランド ジェフリー リー（異文化コミュニケーション、 

比較文化、欧米文学） 

南博史（考古学、ミュージアムマネージメント） 

由井紀久子（日本語教育） 

河上幸子（文化人類学・民俗学、移民研究） 

村山弘太郎（文化人類学・民俗学、日本史、近世京都学） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（21ページ） 

新 旧 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

  （中略） 

（2）教員配置の考え方及び特色 

（中略） 

イ．グローバル観光学科 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

  （中略） 

（2）教員配置の考え方及び特色 

（中略） 

イ．グローバル観光学科 
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グローバル観光学科については、旅行会社や

航空会社等の観光関連業界から実務家教員

と研究者教員とをバランスよく配置する。現

場から得られる知識や経験と学術的知識を

融合し、実践的な教育研究を可能とする教員

組織を編成する。専門分野別の配置は、観光

学 2名、政策科学 1名、経営学・経済学 3

名、社会学 3名、文学 5名である。 

 

グローバル観光学科については、旅行会社や

航空会社等の観光関連業界から実務家教員

と研究者教員とをバランスよく配置する。現

場から得られる知識や経験と学術的知識を

融合し、実践的な教育研究を可能とする教員

組織を編成する。 
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（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

2． 学生確保の見通しについて、新設学部において養成する人材に対する需要を既設の学部を元に検

証している。観光学など、新設学部に関連する分野について、近隣大学との競合等の観点から、改

めて説明すること。 

 

（対応） 

近畿圏の大学で観光学に関連する分野を有する和歌山大学（観光学部）、阪南大学（国際観光

学科）、追手門大学（地域創造学科）京都橘大学（国際英語科国際観光コース）の志願者数の推移

のデータを示し、安定的に志願者を確保できることを「学生確保の見通し等を記載した書類」に

追記する。 

 

（新旧対照表）「学生確保の見通し等を記載した書類」（3ページ） 

新 旧 

「私立大学・短期大学等入学者志願動向（日本

私立学校振興・共済事業団）」によると、本学

が所在する京都府では、志願者数は年々増加し

ている。また、入学定員充足率も安定している。

さらに京都府に所在する国際系学部・学科及び

近畿圏の観光学部・学科（コースを含む）の志

願者の推移から見ても、安定的に確保できると

考えられる。 

（中略） 

■近畿圏に所在する主な観光系学部・学科（コ

ースを含む）の志願者数の推移 

 ＜下表を追加＞ 

「私立大学・短期大学等入学者志願動向（日本

私立学校振興・共済事業団）」によると、本学

が所在する京都府では、志願者数は年々増加し

ている。また、入学定員充足率も安定している。

さらに京都府に所在する国際系学部・学科の志

願者の推移から見ても、安定的に確保できると

考えられる。 

 

■近畿圏に所在する主な観光系学部・学科（コースを含む）の志願者数の推移 

大学、学部・学科名[（ ）内は入学定員] 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

和歌山大学 観光学部（110名） 551名 599名 499名 697名 

阪南大学 国際観光学部（155名） 1,037名 1,302名 1,404名 2,281名 

追手門学院大学 地域創造学部（150名） ― 1,475名 1,578名 1,617名 

京都橘大学 国際英語学部(国際観光コース)(90名) ― ― ― 1,462名 
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【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

3． 1 年次からコースごとに履修をすることが説明されているが、学生の希望によりコースが選択できるの

かが不明確であるため、コースごとの定員や選択方法について改めて説明すること。 

 

（対応） 

グローバル観光学科は 1年次後期からコースごとに履修をする。コース定員は入学者に対して、

観光政策コース 40％、観光ビジネスコース 60％とする。コース登録については、1年次の第 1セ

メスターの授業終了時にエントリーシートにより行うが、可能な限り希望した学生が登録できる

よう開講コマ数を調整して対応する。万一、登録者数に極端な偏りがあった場合は、エントリー

シートに記載した学生の志望理由、志望度の高さやコースに関連する専門科目（先行して履修し

ている科目）の成績等を参考に面接で選考し、人数を調整する。 

また、コア科目「Global Engagement and Peace (T)」の配当年次変更に伴い、コースの選択時

期の方が早くなるため、授業内で学生のコース選択の動機付けできるよう「Community Engagement 

Workshop Ⅰ」を第１セメスターに変更し、コース登録を円滑に行う。また、履修登録上限単位の

関係から、教育課程の体系化に影響のない範囲で一部科目の配当年次を変更する。 

コースごとの定員や選択方法についての説明は「設置の趣旨等を記載した書類」に加える。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（22、23ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースに、グローバ

ル観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコ

ースにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる

学問的知識と実践を通して得られる経験知の融

合する教育を展開する。コース選択については、

コア科目とコース共通科目の一部を履修したの

ち、学生の将来の目標に合わせてコース登録し、

グローバルスタディーズ学科は 2年次前期か

ら、グローバル観光学科は 1年次後期から履修

を開始する。コースの定員、登録及びコース登

録前に履修すべき科目については次のとおりと

する。 

（中略） 

グローバル観光学科のコース定員は入学者に

対して、観光政策コース 40％、観光ビジネスコ

ース 60％とする。登録については 1年次の 7月

にエントリーシートにより行うが、可能な限り

希望した学生が登録できるよう開講コマ数を調

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースに、グローバ

ル観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコ

ースにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる

学問的知識と実践を通して得られる経験知の融

合する教育を展開する。コースの履修について

は、第 1セメスターでコア科目とコース共通科

目の一部を履修したのち、学生の将来の目的に

合わせて第 2セメスターにコース登録をして履

修を開始する。 
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整して対応する。万一、登録者数に極端な偏り

があった場合は、エントリーシートに記載した

学生の志望理由、志望度の高さやコースに関連

する専門科目（先行して履修する科目）の成績

等を参考に面接で選考し、人数を調整する。 

1 年次の秋学期からコース履修が開始となる

が、その前の第 1セメスターに、コース共通科

目の「経済学の基礎Ｉ」を必修として履修する

ものとする。そして、1年次秋学期からコース

履修していく中で、第 1・第 2セメスターに配

置する「経済学の基礎Ⅱ」・「経営戦略論」・「経

営組織論」の 3科目を、他の専門科目に先行し

て履修すべき科目とする。この履修条件を他の

専門科目のシラバスに明記し、体系的な学修と

なるようにする。また、履修登録上限単位があ

る中で、各コースの担当教員はできる限り早い

時期にこれらの科目を受講するよう履修指導す

る。 

観光学については、1年次後期からのコース

別履修を踏まえて、観光政策コースを希望する

場合は「観光社会学」、観光ビジネスコースを

希望する場合は｢観光地理学｣を各コースの先行

履修科目とする。「観光人類学」については、2

年次以降の専門科目に先行して履修すべき科目

として他の専門科目のシラバスに明記し、体系

的な学修となるようにする。 
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【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

4． 学部名と学科名と学位名で国際とグローバルが混在しているため、学部名と学科名と学位名の考え

方について、改めて説明すること。 

 

（対応） 

本学の建学の精神「言語を通して世界の平和を」を「知」と「実践」の両面において具現化す

ることが国際貢献学部設置の根本的な目的であり、その意味において国際貢献学部において通底

する世界観としては、国民国家を分析単位とする従来の視点から脱皮し、地球を一つのシステム

として捉える「グローバル」な視点で、地球規模の問題について学ぶことを目的にしている。 

しかしながら、日本語として「国際〇〇」という表現が既に成語として出来あがっているため、

「グローバル〇〇」という表現に違和感があるものについては、やむを得ず「国際」を用いてい

る。 

 その最たるものが、学部名の「国際貢献」学部である。看板である学部名が「グローバル」と

いう世界観と異なることは断腸の思いであるが、社会に人材を輩出する使命を負っていることか

ら、造語よりも社会的な通用性を優先させた。 

 一方、英語名称は“Faculty of Global Engagement”としており、日本語表記をそのまま英語

にするのではなく、国際貢献学部設置の目的を表す“Global”を用いている。 

「グローバル」「国際」のどちらでも成り立つ表現である場合は「グローバル」を用いており、

「国際観光学科」ではなく「グローバル観光学科」としている。 

これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（5ページ） 

新 旧 

3．学部・学科等の名称及び学位の名称 

学部、学科の名称及び学位の名称は下表のと

おりとする。 

本学の建学の精神「言語を通して世界の平和

を」を「知」と「実践」の両面において具現化

することが国際貢献学部設置の根本的な目的

である。その意味において、国際貢献学部に通

底する世界観としては、国民国家を分析単位と

する従来の視点から脱皮し、地球を一つのシス

テムとして捉える「グローバル」な視点で、地

球規模の問題について学ぶことを目的として

いる。 

しかしながら、日本語として「国際〇〇」と

いう表現が既に成語として出来あがっている

ため、「グローバル〇〇」という表現に違和感

があるものについては、社会に人材を輩出する

使命を負っていることから、造語よりも社会的

3．学部・学科等の名称及び学位の名称 

学部、学科の名称及び学位の名称は下表のと

おりとする。 

 （追加） 
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な通用性を優先させ、「国際」を用いている。

「グローバル」「国際」のどちらでも成り立つ

表現である場合は、「グローバル」を用いてい

る。 

一方、英語名称は日本語表記をそのまま英語

にするのではなく、国際貢献学部設置の目的を

表す“Global”を用いている。 
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（是正意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

5． 教育課程が、観光学として体系的であるとは言えない編成である。設置の趣旨等を踏まえると、問題

解決型の科目、理論系の科目（例えば、観光社会学、観光人類学、観光地理学等）を配置する必要

がある。また、それらの専門性のある教員も最低１人は配置する必要がある。これらのことから、科目

を追加し、教育課程が体系的に編成されていることを説明すること。 

 

（対応） 

社会学及び観光計画を専門分野とし、「観光社会学」・「観光まちづくり論」等の理論系科目を

担当でき、新たに追加する「観光まちづくり実践（PBL）」や「Community Engagement」「Community 

Engagement Workshop」等の問題解決型科目も担当できる専任教員を 1名（ ）採用する。 

理論系科目については、「観光地理学」はすでに専門科目のコース共通科目に配置しているの

で、「観光社会学」・「観光人類学」を新たに追加し、体系的な教育課程となるようにする。1年次

後期からのコース別履修を踏まえて、観光政策コースを希望する場合は「観光社会学」、観光ビジ

ネスコースを希望する場合は｢観光地理学｣を各コースの先行履修科目とする。「観光人類学」につ

いては、2年次以降の専門科目に先行して履修すべき科目として他の専門科目のシラバスに明記

し、体系的な学修となるようにする。 

また、PBL 科目については、学科の学生全員が選択できるよう専門科目のコース共通科目とす

る。Community Engagement で活動し、その経験を活かして観光まちづくりの現場に関われるよう

にするため、「観光まちづくり実践（PBL）」を 3年次に配置する。 

観光学の体系的な教育課程については「設置の趣旨等を記載した書類」に説明を追加する。ま

た、専門性のある教員 1 名の採用については「教員名簿[教員の氏名等]」に追加する。授業科目

の追加については「教育課程等の概要」、「授業科目の概要」、「新学則（案）」、「時間割」、「カリキ

ュラムマップ」、「観光政策コース履修モデル」、「観光ビジネスコース履修モデル」「観光政策コー

ス 3年次編入学生履修モデル」、「観光ビジネスコース 3年次編入学生履修モデル」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨を記載した書類」（22、23 ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コ

ースとグローバルビジネスコースに、グローバ

ル観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコ

ースにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる

学問的知識と実践を通して得られる経験知の融

合する教育を展開する。コース選択については、

コア科目とコース共通科目の一部を履修したの

ち、学生の将来の目標に合わせてコース登録し、

グローバルスタディーズ学科は 2年次前期か

ら、グローバル観光学科は 1年次後期から履修

を開始する。コースの定員、登録及びコース登

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

グローバルスタディーズ学科では国際協力コー

スとグローバルビジネスコースに、グローバル

観光学科は観光政策コースと観光ビジネスコー

スにそれぞれ科目を配置し、そこで得られる学

問的知識と実践を通して得られる経験知の融合

する教育を展開する。コースの履修については、

第 1セメスターでコア科目とコース共通科目の

一部を履修したのち、学生の将来の目的に合わ

せて第 2セメスターにコース登録をして履修を

開始する。 
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録前に履修すべき科目については次のとおりと

する。 

（中略） 

グローバル観光学科のコース定員は入学者に

対して、観光政策コース 40％、観光ビジネスコ

ース 60％とする。登録については 1年次の 7月

にエントリーシートにより行うが、可能な限り

希望した学生が登録できるよう開講コマ数を調

整して対応する。万一、登録者数に極端な偏り

があった場合は、エントリーシートに記載した

学生の志望理由、志望度の高さやコースに関連

する専門科目（先行して履修する科目）の成績

等を参考に面接で選考し、人数を調整する。 

1 年次の秋学期からコース履修が開始となる

が、その前の第 1セメスターに、コース共通科

目の「経済学の基礎Ｉ」を必修として履修する

ものとする。そして、1年次秋学期からコース

履修していく中で、第 1・第 2セメスターに配

置する「経済学の基礎Ⅱ」・「経営戦略論」・「経

営組織論」の 3科目を、他の専門科目に先行し

て履修すべき科目とする。この履修条件を他の

専門科目のシラバスに明記し、体系的な学修と

なるようにする。また、履修登録上限単位があ

る中で、各コースの担当教員はできる限り早い

時期にこれらの科目を受講するよう履修指導す

る。 

観光学については、1年次後期からのコース

別履修を踏まえて、観光政策コースを希望する

場合は「観光社会学」、観光ビジネスコースを希

望する場合は｢観光地理学｣を各コースの先行履

修科目とする。「観光人類学」については、2年

次以降の専門科目に先行して履修すべき科目と

して他の専門科目のシラバスに明記し、体系的

な学修となるようにする。 

 

 

（新旧対照表）「教員名簿[教員の氏名等]」（グローバル観光学科 2ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 9＞参照 ＜別紙資料 9＞参照 
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（新旧対照表）「教育課程等の概要」（グローバル観光学科１ページ） 

新 旧 

観光社会学 1前 2単位 講義 （追加） 

観光人類学 1後 2単位 講義 （追加） 

観光まちづくり実践Ⅰ（PBL）3 前 2単位 実習 （追加） 

観光まちづくり実践Ⅱ（PBL）3 後 2単位 実習 （追加） 

 

（新旧対照表）「授業科目の概要」（グローバル観光学科 7、9、10ページ） 

新 旧 

科目区分 授業科目の名称 講義等の内容 備考  

専

門

科

目 

コ 

ー 

ス 

共 

通 

科 

目 

  

観光社会学 グローバル化、ICTの飛躍的革新、環境保全

意識の重視、高齢化、人口減少、人口の過度の

都市集中など観光現象に影響する社会現象の変

化を観光現象の変化との関連において分析す

る。一方、現代社会が持つ「観光的側面」を探

究することで現代社会を分析する力も身につけ

る。また、コンテンツツーリズムに見られる現

象などから、観光がもたらす社会統合の力を理

解することを目的とする。 

 （追加） 

観光人類学 観光は商業活動であると同時に､観光客に向

けた地域文化の再解釈や､観光地をめぐる解釈

の共有を通じて､観光地側に､また観光客側に､

新しい文化を作り出すきっかけともなる｡観光

をめぐるこのような文化の動態を文化人類学の

手法で分析していく｡ 

 （追加） 

観光まちづくり

実践Ⅰ（PBL） 

この講座では「観光地づくり」から「観光ま

ちづくり」へと観光地域政策が住民主体で地域

生活に貢献することを意識したものに変化する

過程を社会環境の変化と関連させて学びます。

具体的には京都市をはじめ周辺市町村及び、観

光まちづくり先進地と思われる自治体の観光計

画内容の変化と計画策定過程の変化について、

学生が各自（各グループごとに）具体的地域を

研究課題として作業する。その過程では従来計

画を実践的に担ってきた専門家（地域コンサル

タント等）、計画を発注してきた自治体職員の発

言からも学ぶ。そしてその過程から明らかにな

る近年の計画策定のプロセスの変化と地域住民

と協働して行なう観光まちづくりについて実践

 （追加） 
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例から学び、計画策定に欠かせない多様な意見

の存在を明らかにし、その全体像を明らかにし、

地域観光の問題解決策を明らかにするワークシ

ョップの手法について実践的に学ぶ。 

観光まちづくり

実践Ⅱ（PBL） 

 「観光まちづくり実践Ⅰ」で学んだ観光まち

づくり過程と地域の課題発見の方法を基に、具

体的地域を選んで、観光まちづくりのプランを

グループ学習によって作成する。観光まちづく

りが地域住民を主体として地域環境を護り、地

域文化を保護・創造し、地域を活性化すること

を目的とする地域創造の活動であることを踏ま

え、各地域の課題を内部環境としての地域環境

（情報環境を含む）、地域文化、地域資源、住民

生活、外部環境としての社会潮流、観光動向、

周辺環境を明らかにし、観光による地域課題解

決策を作成する。対象地域についての関係者ヒ

アリング、アンケートの計画を作成し、地域の

宝探しを実践する。授業はワークショップ形式

で行ない、毎回のプレゼンテーションと相互評

価、次回授業での振り返り資料の作成を義務づ

ける。具体的事例を基にした作業を通してまち

づくり実践の手法を理解する。 

 （追加） 

 

（新旧対照表）「京都外国語大学新学則（案）」（36ページ） 

新 旧 

２. 授業科目の編成と単位数  

コース共通科目 

観光社会学 1年次 2単位 選択 

観光人類学 1年次 2単位 選択 

観光まちづくり実践Ⅰ（PBL）3年次 2単位 選択 

観光まちづくり実践Ⅱ（PBL）3年次 2単位 選択  

２. 授業科目の編成と単位数  

コース共通科目 

（追加） 

（追加） 

 （追加） 

 （追加） 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 6「グローバル観光学科のカリキュラム

マップ」1ページ 

新 旧 

＜別紙資料 2＞参照 ＜別紙資料 2＞参照 

 

 

 

23



 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 14「グローバル観光学科観光政策コー

スの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 15「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 25「グローバル観光学科の編入学単位

認定要領」 

新 旧 

＜別紙資料 6＞参照 ＜別紙資料 6＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 28「グローバル観光学科観光政策コー

スの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 29「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 
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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

6． ＤＰを達成するためには、日本についての社会科学等を学修できる「日本学インスティテュート科目」

も重要な位置付けであるが、全て選択科目とされていることから、中でも重要視している能力が修得

できる科目を必修科目とすること。 

 

（対応） 

審査意見を踏まえ、日本に対する理解力と発信力を高めてディプロマポリシー達成させるため、

日本学インスティテュート科目から 4単位を卒業要件とする。これに伴い、自由選択の必要単位

数を 4単位減じる。 

これらのことを「設置の趣旨等を記載した書類」の卒業要件に追記し、「教育課程の概要」「新

学則（案）を修正する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（24、25ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

（2） 卒業要件 

（中略） 

イ．グローバル観光学科の卒業要件 

グローバル観光学科の卒業要件は、4年以上在

学し、下表に基づき、専門科目から 82単位以上

（外国人留学生は 84単位）、第 2外国語科目か

ら 6 単位以上、教養科目から 16単位以上、日本

学インスティチュート科目 4単位以上、自由選

択として 16単位以上（外国人留学生は 18単位）

を修得し、合計で 124単位以上を修得すること

とする。 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

（中略） 

（2） 卒業要件 

（中略） 

イ．グローバル観光学科の卒業要件 

グローバル観光学科の卒業要件は、4年以上在

学し、下表に基づき、専門科目から 80単位以上

（外国人留学生は 84単位）、第 2外国語科目か

ら 6単位以上、教養科目から 16単位以上、自由

選択として 22単位以上（外国人留学生は 24単

位）を修得し、合計で 124単位以上を修得する

こととする。 
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（新旧対照表）「教育課程の概要」（グローバル観光学科 5ページ） 

 

（新旧対照表）「京都外国語大学新学則（案）」（36ページ） 

１．授業科目の区分と単位数 

授業科目区分 新 旧 

専
門
科
目 

コア科目 22 20 

コース科目 20 20 

コース共通科目 20 20 

英語演習科目 20 20 

日本語演習科目 

（外国人留学生用） 
(24) (24) 

外
国
語
科
目 

英語強化科目 ―   ―   

第 2外国語科目 6 
外国人留学生 

(-) 
6 

外国人留学生 

(-) 

― ―  

教養科目 16 16 

日本学インスティテュート 4 ― 

自由選択 16 
外国人留学生 

18 
22 

外国人留学生 

(24) 

計 124 124 

 

 

 

 

 新 旧 

授業科目区分 必要単位数 必要単位数 

専門科目 

コア科目 22  20  

コース科目  注 1 20 20 

コース共通科目 20 20 

英語演習科目（日本語を母語とする学生

用） 
20 20 

日本語演習科目（外国人留学生用） (24) (24) 

外国語科目 

英語強化科目 ― ― 

第 2外国語科目 6(―) 6(―) 

第 3外国語科目  注 2 ―   ―   

教 養 科 目  16 16 

日本学インスティテュート科目 注 3    4    ― 

自 由 選 択   注 4 16(18） 22(24） 

合    計     124 124 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 12「グローバル観光学科観光政策コー

スの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 4＞参照 ＜別紙資料 4＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 13「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 5＞参照 ＜別紙資料 5＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 26「グローバル観光学科観光政策コー

スの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 7＞参照 ＜別紙資料 7＞参照 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」添付資料 27「グローバル観光学科観光ビジネス

コースの 3年次編入学生履修モデル」 

新 旧 

＜別紙資料 8＞参照 ＜別紙資料 8＞参照 
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（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

7． 学科名称及び学位の名称を「グローバル観光学」とし、「グローバル」を付す必要性について説明が

なされているが、グローバルな視点を学ぶことができる教育課程となっているか不明確であるため、

改めて説明すること。 

 

（対応） 

グローバル観光学科の教育課程は、①観光という視点から地域の課題解決に貢献する、②地域

の課題を地方自治体や国といった枠組を超えたグローバルな視点で捉える、という教育方針を具

現化する課程とする。グローバルな視点を学ぶ科目として、異なる価値観、文化的背景を持つ人々

とのコミュニケーション能力の基礎を身につける「異文化間コミュニケーション論」やグローバ

ル化とローカル化が同時進行する複雑な現代社会において地域研究を実践するための考え方と方

法論を身につける「グローカル地域研究」をコア科目に配置している。「異文化間コミュニケーシ

ョン論」は異なる言語で「A」と「B」の 2 科目、「グローカル地域研究」は異なる地域で「A」と

「B」の 2科目を配置している。 

とくに、審査意見 1-（2）、審査意見 5に対応するために追加した「経営組織論」や「経営戦略

論」「経済学の基礎Ⅰ」「経済学の基礎Ⅱ」といった社会科学系の科目や、「観光社会学」「観光人

類学」といった人文科学系の科目を、ヒト・モノ・カネ・情報が国境を越えて行き交うグローバ

ルな社会を的確に捉える視点を養う基盤科目として、コース共通科目に配置している。 

また、英語強化科目では、異文化理解に必須の英語力修得のための科目を充実し、英語演習科

目ではホスピタリティとコミュニケーション力を育成する「 Hospitality English」、

「Communication Skills for Fieldwork Research」といった科目や、世界のさまざまな地域で協

働するために必要な情報を得られる「Global Affairs SeminarⅠ・Ⅱ」を配置している。 

さらに、英語以外の語学については第 2 外国語・第 3 外国語を配置し、語学はもちろんのこと

多様な地域（北米・ヨーロッパ・アジア・中東・アフリカ等）の現代事情や基礎知識の修得も可

能な教育課程となっている。 

 これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（11～12ページ） 

新 旧 

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略） 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の方

針（カリキュラム・ポリシー） 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（観

光政策・観光ビジネス）・コース共通科目・英

4. 教育課程の編成の考え方及び特色 

（1） 教育課程の編成の考え方 

（中略） 

イ. グローバル観光学科の教育課程編成の方

針（カリキュラム・ポリシー） 

【教育内容】 

カリキュラムは大別して「専門科目」「外国

語科目」「教養科目」で構成し、学部・学科横

断型の日本学インスティテュート科目も配置

する。専門科目は、コア科目・コース科目（観

光政策・観光ビジネス）・コース共通科目・英
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語/日本語演習科目で構成する。 

まず、学部共通の必修のコア科目として真の

国際貢献（Global Engagement）の意義、重要

性、そしてその行為主体である「グローバル市

民」とは何かを理解し、市民社会の一員として、

よ り コ ミ ュ ニ テ ィ に 根 ざ し た 貢 献

（Engagement）を実現するための理論や方法・

手法を理解するための「Global Engagement」

を １ 年 次 前 期 に 配 置 す る 。「 Global 

Engagement」と教育課程の柱となる「Community 

Engagement」関連科目との関係は、図 4のとお

りである。 

＜図 4挿入＞ 

専門科目は、主にグローバル観光概論、京都

に焦点をあてた京都文化概論、観光マーケティ

ング、観光行政・政策論、観光経営論などの科

目を配置する。グローバル観光学科では、地域

全体を博物館に見立てたフィールドミュージ

アムのコンセプトに基づいたまちづくりなど、

「観光による地域活性化」と「観光産業の経営」

という視点から観光政策・観光ビジネスの 2

つのコースで学際的に研究し、その成果を広く

社会に発信できるようにする。 

グローバル観光学科の教育課程は、①観光と

いう視点から地域の課題解決に貢献する、②地

域の課題を地方自治体や国といった枠組を超

えたグローバルな視点で捉える、という教育方

針を具現化する課程とする。グローバルな視点

を学ぶ科目として、異なる価値観、文化的背景

を持つ人々とのコミュニケーション能力の基

礎を身につける「異文化間コミュニケーション

論」やグローバル化とローカル化が同時進行す

る複雑な現代社会において地域研究を実践す

るための考え方と方法論を身につける「グロー

カル地域研究」をコア科目に配置している。「異

文化間コミュニケーション論」は異なる言語で

「A」と「B」の 2 科目、「グローカル地域研究」

は異なる地域で「A」と「B」の 2科目を配置し

ている。 

とくに「経営組織論」や「経営戦略論」「経

語/日本語演習科目で構成する。専門科目は、

主にグローバル観光概論、京都に焦点をあてた

京都文化概論、観光マーケティング、観光行

政・政策論、観光経営論などの科目を配置する。

グローバル観光学科では、地域全体を博物館に

見立てたフィールドミュージアムのコンセプ

トに基づいたまちづくりなど、「観光による地

域活性化」と「観光産業の経営」という視点か

ら観光政策・観光ビジネスの 2 つのコースで学

際的に研究し、その成果を広く社会に発信でき

るようにする。（【資料 5：「グローバル観光学

科のカリキュラム構成図」】参照）。 

観光政策コースでは、国際的な観光文化都市

である京都で、観光が持つ力を実践的かつ実務

的に学ぶ。また、新たな観光ビジネスのあり方

を模索しつつ、観光による地域社会の持続可能

な発展の仕組みとその運営について学び、世界

に地域の観光資源をプロデュースし地域社会

の継続的な発展に貢献できる人材を育成する。 

観光ビジネスコースでは、旅行・宿泊・エア

ラインビジネスなどの観光関連産業の分野に

おいて必要なビジネス知識、IT知識、人間系

知識等の分野融合的な知識を兼ね備え、サービ

スに関する高いレベルの知識と専門性を有し、

国内外の観光者のニーズを充足する具体的な

施策を立案・実行できる人材を育成する。 

外国語科目は英語教科科目の中で英語力を

さらに強化するとともに、英語以外の言語を第

2外国語科目として 10言語から 1言語を選択

して 2年間履修する。さらに、学生は各自の興

味や関心に応じて 16言語の中から第 3外国語

科目として 1言語を選択することも可能とす

る。 

教養科目は「人間力」豊かなリーダーの基盤

となる知識の修得と基本的な発想法、思考法等

を養うことを目的として科目を構成し、PBL

（Project-Based Learning）の授業も取り入れ

る。 
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済学の基礎Ⅰ」「経済学の基礎Ⅱ」といった社

会科学系の科目や、「観光社会学」「観光人類学」

といった人文科学系の科目を、ヒト・モノ・カ

ネ・情報が国境を越えて行き交うグローバルな

社会を的確に捉える視点を養う基盤科目とし

て、コース共通科目に配置している。 

観光政策コースでは、国際的な観光文化都市

である京都で、観光が持つ力を実践的かつ実務

的に学ぶ。また、新たな観光ビジネスのあり方

を模索しつつ、観光による地域社会の持続可能

な発展の仕組みとその運営について学び、世界

に地域の観光資源をプロデュースし地域社会

の継続的な発展に貢献できる人材を育成する。 

観光ビジネスコースでは、旅行・宿泊・エア

ラインビジネスなどの観光関連産業の分野に

おいて必要なビジネス知識、IT 知識、人間系

知識等の分野融合的な知識を兼ね備え、サービ

スに関する高いレベルの知識と専門性を有し、

国内外の観光者のニーズを充足する具体的な

施策を立案・実行できる人材を育成する。 

外国語科目は英語強化科目で異文化理解に

必須の英語力修得のための科目を充実し、英語

演習科目ではホスピタリティとコミュニケー

ション力を育成する「Hospitality English」、

「 Communication Skills for Fieldwork 

Research」といった科目や、世界のさまざまな

地域で協働するために必要な情報を得られる

「Global Affairs SeminarⅠ・Ⅱ」を配置する。 

英語以外の言語は、第 2 外国語科目として

10言語から 1言語を選択して 2年間履修する。

さらに、学生は各自の興味や関心に応じて 16

言語の中から第3外国語科目として1言語を選

択することも可能とする。さらに、語学はもち

ろんのこと多様な地域（北米・ヨーロッパ・ア

ジア・中東・アフリカ等）の現代事情や基礎知

識の修得も可能である。 

教養科目は「人間力」豊かなリーダーの基盤

となる知識の修得と基本的な発想法、思考法等

を養うことを目的として科目を構成し、PBL

（Project-Based Learning）の授業も取り入れ
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る。（【資料 5：「グローバル観光学科のカリキ

ュラム構成図」】参照）。 
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【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

8． 「Community Engagement」は、実習先として国内外、企業や大学等と多岐にわたっているが、全体の

教育課程の中で、どのような目的で、どのような位置づけとされているのか不明確である。当該科目

の目的を明確にし、実習先との関係や教育効果を説明した上で、他の科目との関連を明確にするこ

と。 

 

（対応） 

Community Engagement の位置づけと目的、教育効果、実習先との関連及びプログラムに関連す

る科目は以下のとおりである。位置づけと目的、教育効果は「設置の趣旨等を記載した書類」に記

載し、さらに「設置の趣旨等を記載した書類」に添付していた「資料 9」の内容を「設置の趣旨等

を記載した書類」の本文に記載し、Community Engagementについて詳細な説明を加える。「資料 9」

には、Community Engagement全体の流れが一目でわかるように示した図を掲載する。 

実習先との関連及びプログラムに関連する科目については、「設置の趣旨等を記載した書類」に

添付する「資料 20」にプログラムごとに追記する。 

 

１．「Community Engagement」の位置づけと目的 

 本学の目指す Community Engagementとは、「国内外の多様な地域社会・社会的活動への参加 

を通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」 

である。本学の Community Engagementでは、全てのプログラムにおいてグローバルスタディー

ズ学科とグローバル観光学科のディプロマ・ポリシーに共通する①主体的・自律的に課題に取

り組む力、②問題発見力・解決力、③多文化共生力の習得を目的としている。 

そして、これらを身につけるための前提として、国際貢献（Global Engagement）の意義、重

要性、そしてその行為主体である「グローバル市民」とは何かを理解し、市民社会の一員とし

て、よりコミュニティに根ざした貢献（Engagement）を実現するための理論や方法・手法を理

解するため、学部共通のコア科目（必修）として「Global Engagement」を全員が受講すること

になっている。次に、Community Engagementのプログラムの効果を高めるために、学科ごとに

「Global Engagement and Peace」、「Community Engagement Workshop Ⅰ・Ⅱ」を全員が受講す

ることになっている。 

 

２．「Community Engagement」の教育効果 

Community Engagementでは、それぞれのコミュニティの中で活動することを通じてグローバ

ル市民としての汎用的な能力（主体的・自律的に課題に取り組む力、問題発見力・解決力、異

文化間コミュニケーション能力）を習得できる。さらにコミュニティの中で具体的な課題が登

場するので、それらの解決に取り組むことを通じて、知識と分析手法の外化をさらに進め、理

解を永続的な理解になるまで深めることができる。さらにこうした活動から新たな学習の動機

付けが生まれ、次の段階の学習サイクルに入っていくことが可能になる。 

 

３．実習先との関連及びプログラムに関連する科目 

■Community Engagement T1：マレーシア  

国立マレーシア科学大学には京都外国語大学が出資している Japanese Cultural Centerがあり、
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センター長が本プログラムの受け入れ責任者である。従来からのつながりに加えて、マレーシア・

ペナン島には世界遺産のジョージタウンなど観光資源が豊富にあり、コミュニティのどのレベル

でも英語でコミュニケーションが取れることと地域社会の多様な分野で学生のサービスラーニン

グが定着していること、比較的治安が安定していることから、数あるアジアの国の中でマレーシ

アをスタディアブロード＆サービスラーニング型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：グローバル観光概論、観光行政・政策論、東アジアツーリズム事情、観光交通論、

観光マーケティング、旅行ビジネス、観光地理学、文化遺産と観光、観光調査・研究法、観光

倫理学、サステナブルツーリズム、エコ／グリーンツーリズム、フードツーリズム、エスニッ

クツーリズム 

 

■Community Engagement T2：オーストラリア 

ディーキン大学は本学の国際交流協定校であり、本学より語学・学部留学の長期派遣を行って

いる。同大学ではホスピタリティの講義や観光先進国であるオーストラリア豪州の観光政策や経

済効果等を学ぶことができ、大学が所在するメルボルンには、豊富な自然の観光資源があるため、

現地での学生のフィールド・リサーチおよびボランティア・ワークが活発に行われ、指導体制も

確立していることから、スタディアブロード型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：グローバル観光概論、観光行政・政策論、観光交通論、観光マーケティング、旅

行ビジネス、観光地理学、文化遺産と観光、観光調査・研究法、観光倫理学、サステナブルツ

ーリズム、エコ／グリーンツーリズム、フードツーリズム、エスニックツーリズム 

 

■Community Engagement T3：グアム  

本学と近畿日本ツーリストとは産学連携の包括的な協定を締結している。同社は国内のみなら

ず海外支店でのインターンシップの受入実績も豊富で、現地での指導体制も整っている。また、

研修担当責任者は同社のチーフコーディネーターで、本学の「ツアープランニング」の授業を担

当しているため、英語圏でのインターンシップ型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：グローバル観光概論、観光マーケティング、旅行ビジネス、観光地理学、観光調

査・研究法、サステナブルツーリズム、フードツーリズム、エスニックツーリズム 

 

■Community Engagement T4：ホーチミン  

本学と近畿日本ツーリストとは産学連携の包括的な協定を締結している。同社は国内のみなら

ず海外支店でのインターンシップの受入実績も豊富で、現地での指導体制も整っている。また、

研修担当責任者は同社のチーフコーディネーターで、本学の「ツアープランニング」の授業を担

当しているため、アジア圏でのインターンシップ型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：グローバル観光概論、東アジアツーリズム事情、観光マーケティング、旅行ビジ

ネス、観光地理学、観光調査・研究法、サステナブルツーリズム、エコ／グリーンツーリズム、

フードツーリズム、エスニックツーリズム 
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■Community Engagement T5：京都  

関西観光人材育成協会は、ツーリズム・ホスピタリティ関連企業と観光業界への就職を目指す

学生をつなぐことを目的として活動している。本学の専任教員が同協会の理事を務めている経緯

もあり、本学の Community Engagement の趣旨を十分に理解したインターンシップで観光人材を育

成することが可能であると判断し、インターンシップ型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：ホテル事業論、京都モノ・コト学、観光マーケティング、インバウンド観光ビジ

ネス、サービスイノベーション、観光調査・研究法、サステナブルツーリズム 

 

■Community Engagement T6：ニカラグア 

受け入れ先のニカラグア・カトリック大学は、本学と国際交流協定を締結している。すでに考

古学と博物館学を仲介とする地域課題解決のためのプログラムについて、本学教職員が何度も現

地に赴き、現地担当者と綿密な協議を終えている。また、ニカラグア国内全体を実習フィールド

としているので、大学内だけでなく実習先においても信頼できるホームステイ先等を確保し、安

全に実習ができる体制を整備できるため、サービスラーニング型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：観光マーケティング、観光まちづくり論、地域振興論、文化遺産と観光、エコ／

グリーンツーリズム 

 

■Community Engagement T7：城崎 

近年インバウンド観光への戦略的取り組みが目覚しい城崎温泉の旅館協同組合及び先進的な地

域経営戦略を採用している豊岡市は、担当教員が従来より学外の社会活動のフィールドとしてい

る。すでに城崎温泉が主催するイベントの企画や運営に、本学学生が参加しており、十分な実績

がある。本プログラムでは両組織とさらに関係性を深め、旅館ビジネス・地域観光・インバウン

ド観光に関する深い知見と技能を備えた人材の育成を目指すものであり、インターンシップ型の

実習先として選定した。 

 

関連する科目： 観光マーケティング、観光まちづくり論、インバウンド観光ビジネス 

観光消費行動論 

 

■Community Engagement T8：京丹後 

平成 20年 4月に京丹後市観光協会が発足し、推進基盤が整備されたのを機に、同市の豊富

な観光資源を活かした総合的・効果的な観光振興をより一層推進するため、平成 21年 6月に

「京丹後市観光振興計画～極上のふるさと観光づくり～」を策定し、観光立市の実現に向け

た取り組みを進めている。京丹後市の各施設や観光資源の視察をし、京丹後市側のニーズを踏ま

え、サービスラーニング型の実習先として選定した。 

 

関連する科目：グローバル観光概論、京都文化概論、観光行政・政策論、観光まちづくり論、地

域振興論、観光交通論、観光マーケティング、旅行ビジネス、観光調査・研究法、観光倫理学、 
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京都モノ・コト学、サステナブルツーリズム、エコ／グリーンツーリズム、フードツーリズム、

観光経営論 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（15～18ページ） 

新 旧 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

（中略) 

学生は学部共通の必修のコア科目である

「Global Engagement」を１年次前期、1年次後

期に本学建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣ が意味することを

理解したうえで、現代社会に対する高い問題意

識、課題設定能力を身につけるために学科別に

設定している「Global Engagement and Peace」

を履修し、Community Engagement 活動に対する

明確な動機づけを行う。 

 

①京都外国語大学のCommunity Engagementとは  

本学の目指すCommunity Engagementとは、「国

内外の多様な地域社会・社会的活動への参加を

通じて、政治的・文化的境界を超えた人間のグ

ローバルな結合の在り方を学ぶ実践的学習」で

ある。 

すなわち、Community Engagement は、地域社

会・社会的活動への参加ではあるが、単なるボ

ランティアによる奉仕ではない。むしろ、学生

たちが、コミュニティのメンバーと一緒に考え、

一緒に汗を流す活動を通して実際的な社会参加

のスキルを高めると同時に、政治的・文化的障

壁を超えて人間と人間のグローバルな結合を構

築する活動の意義を理解し、グローバル化され

た世界における市民参加型民主社会の担い手へ

と育っていく実践学修活動、それが Community 

Engagementである。 

そこでは、国内であるか国外であるかを問わ

ず、学生たちには、常に、これまで人間と人間

を分断してきた様々な障壁を乗り越えることが

要求される。あらゆる障壁を超えて、グローバ

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

（中略) 

1年次には Community Engagement 活動の動機

づけとなるリレー講義の「Global Engagement 

and Peace」とテーマ設定やプロジェクト実現の

ために必要な理論的知識の導入等を行う

「Community Engagement WorkshopⅠ」を、2年

次には理論的な知識の修得と実際のプロジェク

トの計画を立てる「 Community Engagement 

WorkshopⅡ」を前期に履修し、2 年次の後期ま

たは 3 年次の前期に約 2 ヵ月間の Community 

Engagement のプログラムに参加する。 

Community Engagementの活動中の組織的な支

援体制を強化するため Community Engagement

センターを設置するとともに、学内 SNS 型グル

ープウェアを使った支援ネットワークを構築す

る。学生は活動を通して、その日の活動の目的

や計画のほか、実践後の意識の変化や自己反省、

前日からの成長などをグループウェア上の「WEB

ダイアリー」に記録する。 
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ル市民として共通の課題の解決に向けて協力し

合 う こ と を 学 ぶ 場 、 そ れ が Community 

Engagementである。 

 

②これまでの学びとは何が違うのか 

Community Engagement は、大学での学習を「習

熟」から「実践」にまで進める。学生は専門知

というツールを実際に用いて、社会に対して自

分から積極的にアプローチする体験を通して、

現段階でできること、今後学ぶべきこと、そし

て新しいテーマを把握できるようになる。 

 

③Community Engagementの流れ 

Community Engagement プログラムは図 5のよ

うに、Global Engagement and Peace、Community 

Engagement Workshop Ⅰ ・ Ⅱ 、 Community 

Engagement 本体（実習）、成果報告会という 4

つの部分から構成されている。 Community 

Engagement Workshop と成果報告会での学習は

共に、Community Engagement の意義を知り、参

加の効果を高めることを目的としている。 

 

図 5  Community Engagementの流れ 

 

◆Global Engagement and Peace 

本学の建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS ―

言語を通して世界の平和を｣が意味することを

理解する。そして、現代社会における国際貢献

の必要性やあり方をさまざまな視点から考える

とともに、本学部に設置された授業科目が国際

貢献にどのようにつながるのかについて理解す

る。 

 

◆Community Engagement Workshop Ⅰ・Ⅱ 

WorkshopⅠでは、まずグローバル時代におけ

る Community Engagementの意義を学ぶ。特にグ

ローバル市民としての問題意識をもって実践す

ることの重要性を理解する。 

次に、実際の実践活動に必要な基本的スキル

を学ぶ。例えば、学外・国外での活動に際して
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留意すべき基礎知識の講義、アクティブ・ラー

ニングを用いた課題解決法の学習、演劇的手法

を用いたコミュニケーション動作に関する学

習、ディスカッション技法の学習等である。 

WorkshopⅡでは、関心のある分野の専門的な

知識の習得と、実践するプロジェクトの計画を

立てる。 

 

◆Community Engagement本体（実習） 

Community Engagement は、大別して次の 3種

類がある。 

【サービス・ラーニング型】  

これは、国内ならびに国外の NPO や自治

体などの公共機関、福祉施設などで行う活

動に直接に参加しながら、その地域的な視

点を超え出るグローバルな可能性を学生自

らが発見し拓いていくことを実践するもの

である。 

【インターンシップ型】 

これは、グローバルな事業に取り組む企

業でインターンシップに従事しながら、社

会貢献・国際貢献につながる就業・実務体

験を積むタイプである。ここでは、企業活

動のグローバルな可能性と意義を学ぶこと

が学修の中心的課題となる。 

【スタディ・アブロード型】 

これは、サービス・ラーニングと海外の大

学への留学とを組み合わせたものである。

参加者は、大学で講義を受けつつ、同時に

留学先の大学を足掛かりにして、自分自身

のCommunity Engagementプロジェクトを立

案し実施する。 

 

これら 3 種類の活動のいずれにおいても、学

生たちはグローバル市民として活動するとはい

かなることであるかを、自ら考えることを要求

される。学生たちは、単に与えられた課題を消

化するだけではなく、自らの課題を自ら考えて

自らに課していく。そうした自律性をこの

Community Engagementで学生たちは学修する。 
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◆事後学修 

事後学修においては、実践体験を振り返りな

がら計画の妥当性や所期の目標の達成度を検証

し、プレゼンテーションを学友の前で行う。残

された課題と新しい課題を明確にして、次の段

階の学修へ繋げていく。Community Engagement

は、一度活動に参加すれば、それで完了という

わけではない。例えば、国内での活動と国外で

の活動を組み合わせながら、自らの問題意識を

さらに発展させていくことも可能であり、また、

それが真の目的でもある。 

 

④どのような力が身につくのか 

本学における Community Engagementは、国内

外の多様な地域社会・社会的活動への参加を通

じて、政治的・文化的境界を越えた人間のグロ

ーバルな結びつきのあり方を学ぶための実践的

教育と位置づけている。Community Engagement

では全てのプログラムにおいて、グローバルス

タディーズ学科とグローバル観光学科のディプ

ロマ・ポリシーに共通する①主体的・自律的に

課題に取り組む力、②問題発見力・解決力、③

多文化共生力の習得を目的としている。 

Community Engagement は、他者との協働を通

して自らが学ぶだけでなく、自助の精神が他者

の心の中に育つのを手助けしようとするもので

ある。言い換えれば、Community Engagement に

参加するということは、大学で学んだ知識を社

会で役立てるだけでなく、そうすることで社会

の発展に寄与することでもある。Community 

Engagement への参加を通して、「人の役に立っ

ている」という満足感と充実感が心の底から湧

きあがってくるのを実感する。 

 Community Engagementを通して身につくのは

次の力である。 

①社会の中で自分の課題を見つけ解決してい

く力 

②他者と共に活動を成し遂げるためのコミュ

ニケーション力 
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③グローバル市民としての責任感 

④自らの課題意識の下で、大学の学業に勤し

む態度 

（【資料 9：「京都外国語大学の Community 

Engagement」】参照） 

 

図 6 センターの位置づけ 

 

具体的なプログラムについては、【資料 19：

「Community Engagement 実習先一覧・プログラ

ム受入承諾書（複写）」】、【資料 20：「Community 

Engagement プログラムの内容」】を参照。 

 

Community Engagement の活動中の組織的な支

援体制を強化するため Community Engagement

センターを設置する。Community Engagementセ

ンターは、教員 3名（うち、専従教員 1名）、事

務職員 3 名、学生ピアサポーターで構成し、大

学と国内外の地域が協働して課題解決に取り組

むためのネットワークの拠点としての役割を担

う。 

センターは、図 6のように学内の様々な部署等

と密に連携し、本プログラムを充実・発展させ

るために以下のサービスを行う。 

・プログラムの開発 

・受け入れ機関との連携 

・現地での活動における教員や学生のサポー

ト 

・学内外のネットワーク作り 

・活動先の情報提供とマッチング 

・危機管理 

 

また、学内 SNS 型グループウェアを使った支

援ネットワークを構築する。学生は活動を通し

て、その日の活動の目的や計画のほか、実践後

の意識の変化や自己反省、前日からの成長など

をグループウェア上の「WEB ダイアリー」に記

録する。 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」の添付資料 20（15～30ページ） 

新 旧 

＜別紙資料 11＞参照 ＜別紙資料 11＞参照 
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 【２学科共通】（改善意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

9． 外国人留学生も Community Engagementを実施するのか、説明すること。また、実習先の国によって

は、ある国の国籍を有している学生は受け入れられないという事態が想定される。そのような国がある

のであれば、事前に学生に周知すること。 

 

（対応） 

外国人留学生が日本以外の国で実習を行う場合、下表のとおり韓国・台湾・シンガポール国籍

以外は入国政府のビザ（査証）が必要であり費用もかかるため、原則として国内で実施する

Community Engagement のプログラムへの参加とする。ただし、外国人留学生が海外のプログラム

に参加を希望する場合は、手続き等のサポートを本学の Community Engagement センターの教職員

が行う。海外の実習先の国ごとに受け入れ条件や手続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」の教育

課程の関連する箇所やホームページ等に記載し、入学段階で学生に周知する。 

これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

■国籍別のビザ（査証）等必要状況一覧表 

    国籍 

実習先 
中国 香港 台湾 韓国 朝鮮 

ベト 

ナム 

マレー

シア 

ネパ

ール 

シンガ

ポール 

米 国 査証必要 査証必要 
3 ヶ月以内は

ESTA 

3 ヶ月以内は

ESTA 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

3 ヶ月

以内は

ESTA 

グアム 査証必要 
45 日以内査

証不要 

３ヶ月以内は

ESTA* 

45 日以内査証

不要 

査証

必要 

査証

必要 

45日以

内査証

不要 

査証

必要 

45日以

内査証

不要 

カナダ 査証必要 

6 ヶ月以内は
ETA 

但し香港 SAR
旅券所持者 

6 ヶ月以内は ETA 
6 ヶ月以内は

ETA 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

6 ヶ月
以内は
ETA 

オーストラリア 査証必要 
3 か月以内は 

ETA 

3か月以内はETA 
旅券に ID NOが

ある場合で ETA
大使館申請 

3 か月以内は 

ETA 

査証

必要 

査証

必要 

3 か月
以内は 
ETA 

査証

必要 

3 か月
以内は 
ETA 

マレーシア 査証必要 査証必要 

90 日以内査証不

要。但し留学目的

は必要 

90 日以内査証

不要。但し留学

目的は必要 

査証

必要 

査証

必要 
  

査証

必要 

査証 

必要 

シンガポール 査証必要 査証必要 
30 日以内査証不

要 

30 日以内査証

不要 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 
  

タイ  査証必要 
30 日以内査
証不要 

査証必要 
30 日以内査証
不要 

査証
必要 

30 日

以内
査証
不要 

30日以
内査証

不要 

査証
必要 

30日以
内査証

不要 

ベトナム 

査証必要  

ケースご
とに確認 

査証必要 そのつど確認 

15 日以内査証
不要 

査証申請所要
約 1 週間 
費用約 6000円 

その

つど
確認 

  
査証 
必要 

査証
必要 

査証 
必要 

香 港 

進入許可

申請が必

要 

  

中国旅行証と香

港進入許可を取

得する 

そのつど確認 

その

つど

確認 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

ニカラグア 査証必要  査証必要 
30 日以内査証不

要 

30 日以内査証

不要 

査証

必要 

査証

必要 

査証 

必要 

査証

必要 

30日以

内査証

不要 
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（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（15 ページ） 

新 旧 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

本学では、従来より地域や国際社会の発展に

貢献するさまざまな学生の自主的活動を全学体

制で積極的に支援してきた。（【資料 8：京都外

大生による国際貢献活動「PAX MUNDI PROJECT 

2016」】参照）この中で培ったノウハウを活かし

て、国際貢献学部では社会参加型実践学修

（Community Engagement）を正課として取り入

れる。学生は、教室内での学習に加え、国内外

で実社会における活動を行うことによって実践

的な学びを全員が経験する（主に 2年次後期も

しくは 3年次前期）。 

外国人留学生が日本以外の国で実習を行う場

合、韓国・台湾・シンガポール国籍以外は入国

政府のビザ（査証）が必要であり費用もかかる

ため、原則として国内で実施する Community 

Engagementのプログラムへの参加とする。ただ

し、外国人留学生が海外のプログラムに参加を

希望する場合は、手続き等のサポートを本学の

Community Engagement センターの教職員が行

う。海外の実習先の国ごとに受け入れ条件や手

続きの方法をとりまとめ、「学生便覧」の教育課

程の関連する箇所やホームページ等に記載し、

入学段階で学生に周知する。 

 

4.教育課程の編成の考え方及び特色 

（2）教育課程の特色 

イ．Community Engagement 

本学では、従来より地域や国際社会の発展に

貢献するさまざまな学生の自主的活動を全学体

制で積極的に支援してきた。（【資料 8：京都外

大生による国際貢献活動「PAX MUNDI PROJECT 

2016」】参照）この中で培ったノウハウを活かし

て、国際貢献学部では社会参加型実践学修

（Community Engagement）を正課として取り入

れる。学生は、教室内での学習に加え、国内外

で実社会における活動を行うことによって実践

的な学びを全員が経験する（主に 2 年次後期も

しくは 3年次前期）。 
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【２学科共通】（要望意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

10． 教員組織全体として、博士の学位取得者が少ない。博士の学位の取得を奨励するための方策や支

援策を検討して回答すること。 

 

（対応） 

従来から実施しているサバティカル制度をより一層活用しやすくし、集中的に研究する時間を

確保できるようにして博士学位の取得を促進する。具体的には、サバティカル期間の代替教員の

確保や、教員人事評価制度を活かして教育研究活動が優秀な教員を奨励する等、とくに若手教員

が他の教員に対して気兼ねなく制度を活用できるようにするための配慮をする。 

また、教員の海外等での研究活動を奨励するための特別研究費「森田基金国際共同研究」をさ

らに充実し、海外の大学での学位取得を奨励する。 

今後、教員の新規採用にあたっては博士号取得者を優先的に採用し、計画的に博士学位取得者

を増やしていく。 

これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（20 ページ） 

新 旧 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

④サバティカル制度をより一層活用しやす

くし、集中的に研究する時間を確保できるよう

にして博士学位の取得を促進する。具体的に

は、サバティカル期間の代替教員の確保や教員

人事評価制度を活かし、教育研究活動が優秀な

教員を奨励する等、とくに若手教員が他の教員

に対して気兼ねなく制度を活用できるように

するための配慮を行う。 

また、教員の海外等での研究活動を奨励する

ための特別研究費「森田基金国際共同研究」を

さらに充実し、海外の大学での学位取得を奨励

する。 

 

5．教員組織編成の考え方及び特色 

（1）教員組織の編成 

（中略） 

  （追加） 
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【２学科共通】（その他意見） 国際貢献学部 グローバル観光学科 

11． シラバスの「評価基準」の記載方法が科目ごとにばらつきがある。学生に対して分かりやすくするため

には、可能な限り統一的な記載とするよう工夫することが望ましい。 

 

（対応） 

審査意見を踏まえ、シラバスの評価基準は「授業での取り組み」・「課題レポート」・「小テスト」・

「期末試験」などの評価項目を設定し、それぞれの割合が全体で 100％となるように記載するよ

う統一する。この説明を「「設置の趣旨等を記載した書類」に追記する。また、この形式に沿って

いないシラバスを修正する。 

 

（新旧対照表）「設置の趣旨等を記載した書類」（23 ページ） 

新 旧 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

(中略) 

成績評価では、定期試験のみによって一元的

に評価するのではなく、平常試験（小テスト・

オーラルテスト・リポート等）や定期試験など

を組み合わせて多元的な評価を行う。そして、

シラバスの評価基準には「授業での取り組み」・

「課題レポート」・「小テスト」・「期末試験」な

どの評価項目を設定し、それぞれの割合が全体

で 100％となるようして記載する。 

6．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（1）履修指導方法 

(中略) 

成績評価では、定期試験のみによって一元的に

評価するのではなく、平常試験（小テスト・オ

ーラルテスト・リポート等）や定期試験などを

組み合わせて多元的な評価を行う。 

 

（新旧対照表）「シラバス」（グローバル観光学科） 

新 旧 

＜別紙資料 10（p.94～p.97）＞参照 ＜別紙資料 10（p.101～p.104）＞参照 
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