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はじめに 
   

  周知のように、平成28年度以降の私立学校、特に私立大学・短期大学を取り巻く情勢は、

依然として厳しい展開局面にあると予測されている。少子化が進行する一方、「大学全入時

代」を迎えているという中で、大学間の競争が激しくなり、どの私立大学・短期大学でも、

濃淡の差はあれ、改革・改善・試行等に全力で取り組んでおり、各私立高等学校、専門学校

においても、少子化や景気動向、国の政策等の影響を考慮しつつ、生徒・学生の確保などに

懸命な対策が取られている。 

 

  平成28年度本学園では、平成29年度の学園創立70周年に向け、改めて、他に類を見ない「平

和実現への志」が織り込まれた建学の精神を堅持し、世界を見つめ、社会のニーズに応えて

いく学園とし、「強いものが生き残るのではない。適応できたものが生き残る。」という普

遍の原理を追求し、変革改革を続け、学園運営の一層の充実を図ることとしている。 

実務的には、各設置学校においては、国の私学関係予算などにも留意しながら、運営の

根幹につながる入学志願者の安定的確保や財務基盤の維持等に最大限の力を注いで、教学

部門・経営部門の運営にあたることとしている。 

 

 

 

 

平成28年度における学校法人京都外国語大学の事業計画について、次ページ以下に、 

Ⅰ「学校法人京都外国語大学事業計画」に続き、４つの設置学校について、 

Ⅱ「京都外国語大学・京都外国語短期大学事業計画」、 

Ⅲ「京都外大西高等学校事業計画」、 

Ⅳ「京都外国語専門学校事業計画」の順で、その概要を簡潔に説明することとする。 

    【注】以下、適宜、京都外国語大学を「大学」、京都外国語短期大学を「短期大学」、

両者プラス大学院を併せて「本学」、京都外大西高等学校を「高等学校」、京

都外国語専門学校を「専門学校」などと表記している場合がある。 
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Ⅰ．学校法人京都外国語大学事業計画 

     

    【財務運営に係る事業計画の骨子】 

 学園の財務運営については、国や関係地方公共団体の文教政策の展開等を十分見極め

つつ、本学園の予算編成方針に従い、均衡のとれた財政と足腰の強い財務体質を目指し、

収入の確保等、所要の対応を進めてきているところであり、内外の厳しい財政環境の中

にあってメリハリの効いた編成予算に基づき適切・合理的な予算執行を行い、学園全体

の収支バランスを考慮した財務運営を行うことにより、将来に向けても健全な財務体質

を維持できるよう努めていくこととしている。 

 

  【重点取組】 

（１）創立 70 周年記念事業 

① 京都外国語大学 4号館増改築工事 

 新 4 号館については、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のための環境を整え、様々な学習形態に

対応することとしており、また、留学生との交流を図ることができるようなス

ペースも配置し、国際交流の拠点としても活用するなど、京都外国語大学の象

徴的な建物とするべく計画を進めており、平成28年度は建築工事に着手する。 

 

② 新学部・学科設置の検討 

 平成 30 年 4 月に本学の新たな可能性を具現化する学部の設置及び既存の外

国語学部の改組を行うにあたり、平成 28 年度は新学部の設置の趣旨、学問体

系や学位名称、学位分野と教育課程の関係など学術的観点のほか、学生確保の

見通しや養成する人材像などが社会的ニーズに適った計画であるか等具体的

な内容について検討を行う。 

 

③ 記念行事実施及び記念募金募集 

       平成 29 年度に実施する学園創立 70 周年記念行事としては、本学で初めて

開催する「国際会議 2017UCEC」や「稀覯書展示会」等を予定しており、平成

28 年度は行事実施に向け十分な準備や体制整備を行う。また、平成 27 年 12

月に募集を開始した記念募金については、引き続き募金の受入れ増のため体

制強化を図るほか、募集方法の多様化を図る。 

 

  （２）人事制度の改革 

本学のビジョン実現のための改革を推進し、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、平成 28 年度

においても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
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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。 

また、平成 27 年 10 月からの試行期間を経て、平成 28 年４月から運用を開始す

る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することとしている。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るこ

ととしている。 

 

 

（３）中長期学園施設整備計画調査等 

前述の４号館増改築工事をはじめとして、今後耐震改修及び改築を含めた学園

校地校舎に係る学園の施設整備に関し、中長期的なマスタープラン策定のために

平成 28 年度は調査を行う。本計画を策定することにより、学園全体の老朽化改修

等の順序も明らかになり、効率的・効果的な計画実施が可能になる。 

その他、トイレ改修工事等年次計画的に進めている工事、学修環境向上のため

の工事等を実施する予定である。 

 

（４）学園 IT 化の推進 

平成 28 年度は、平成 27 年 11 月に設置された「学校法人京都外国語大学情報化

推進本部」にて策定した、学園 IT 化マスタープランに従い、以下の計画を実行す

ると共に、推進に向け新たな計画を立案する。 

① 情報システムの最適化とクラウドへの移行 

② 新しい業務ツールの導入 

③ 法人系システムの刷新 

④ ワークフローシステムとグループウェアの導入 

⑤  IR との連携強化 

 
（５）学校法人が出資する事業法人との連携 

平成 27 年度に学校法人京都外国語大学の出資により設置した事業法人「株式会

社京都外大パートナーズ」と連携し、学生サービスの向上を図るとともに、間接

業務のスリム化を図り、学園の経費削減や事務の効率化等を図る。平成 28 年度は

これまでの業務に加え、施設管理業務の平準化を図るため、清掃、警備、空調な

どの業務を委託する予定。 
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 Ⅱ．京都外国語大学・京都外国語短期大学事業計画 

【ミッション】 

大学・短期大学の建学の精神は「PAX MUNDI PER LINGUAS －言語を通して世界

の平和を－」である。この精神に基づき、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、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、 

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。 

 

【目的】 

（１）京都外国語大学 

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する。 

 

（２）京都外国語大学大学院 

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。 

 

（３）京都外国語短期大学 

文化の一起因ともいうべき英語を教授研究し、かつそれを根底とする専門

職業に重きを置く大学教育と国際活動に必要な教養を施し、国家社会に有用

なる人物を育成する。 

 

これらの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。3つのポリシー及び各学科等の目的については、末尾17頁以降参照。 
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【ビジョン】 

建学の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS（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育成 

 

【重点取組】 

（１）5ヵ年計画の実施 

  今日の高等教育における質保証の動向を踏まえ、建学の精神に基づく国内外へ

の情報の発信と次世代リーダーの養成を図り、社会的な説明責任の要請等に応え

ていく観点から、大学・短期大学にあっては、平成 25 年度、学長のもとに当該策

定委員会等を設け、本学の教育理念及びその具体的な教育目標等を念頭に所要の

検討を行い、大学及び短期大学の「５ヵ年計画」（計画期間：平成 25 年度から平

成 29 年度。）を中期将来計画として定めた。 

計画の 4 年目となる平成 28 年度においては、当該評価委員会による平成 27

年度の計画評価に基づき、外部評価委員の助言も得ながら、全体の計画に必要な

改善を加えたうえで 6つの柱に沿った具体的な事業として実施を図っていく。 

     ≪6 つの柱≫ 

① 教育の質〈教育の質保証〉 

② 学生支援体制〈学生から信頼される支援体制の構築〉 

③ 研究〈特色ある研究の推進〉 

④ 組織・マネジメント〈組織機能の活性化〉 

⑤ 施設・設備〈国際性豊かで快適なキャンパスの実現〉 

⑥ 財務〈財務基盤の強化〉 

  

（２）日本高等教育評価機構による認証評価受審 

     公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価受審に向け、平

成 27 年度は学内プレ評価を行い、この評価に基づき評価書の見直し等を行った。

平成 28 年度は、10 月 26 日～28 日の実地調査に向け、自己点検評価書の作成及

び提出を行う。 

 

（３）学生サポートセンター（仮称）構想の具体化 

学生サポートセンター（仮称）構想については、平成27年度にサポートセ

ンター（仮称）設置検討委員会を立ち上げ、設置の目的と在り方の再考並び

に各委員から提案された設置案を統合したロードマップ案の検討を重ねた。

また、詳細案を策定、検討するための3つの部門（健康支援部門、教育・生活

支援部門、自律学習支援部門）に分け、各小委員会で原案を策定し検討を進

めた。平成28年度は、3つの小委員会案を統合し、関係部署の事務分掌や人員

整備について検討するなど、明確なサポートセンター（仮称）案を提示する。 

 

 

 



 

平成 28 年度事業計画書 

 

- 6 - 

（４）入試業務等の見直し 

・インターネット出願等の導入 

本学では紙による出願を軸に、願書処理や受験票発送、合格通知発

送、入学手続などの入試に係わる各業務を学内処理している。ネット

出願については既に私立大学の４割が導入している他、入試志願書処

理業務自体も外注する大学が増加していることから、本学も公募、一

般（Ⅰ期、Ⅱ期）、センター利用の３入試制度について、平成29年度

入試から紙による出願を廃止、ネット出願のみとする。 

     ・授業公開型オープンキャンパスの実施 

       オープンキャンパスへの参加者は毎年増加しており、平成27年度は5

回実施し約3,700人（前年度比約400人増）が参加した。(株)進研アドに

よるGMS追跡調査では参加者の約4割が志願に結びついているとの結果

がでており、オープンキャンパス開催は募集広報の大きな柱となってい

る。平成28年度は新たに、通常授業日となっている海の日に、授業公開

型のオープンキャンパスを開催し、本学の「教育の質の高さ」を高校生

に体験してもらうこととしている。 

 

  （５）新たなキャリア支援策の具体化 

・低年次からのキャリア教育の充実化 

  学生が早期から社会と自分の相対的位置を探りながら将来を見据え

て大学生活を送ることでキャリア意識が高まり、進路選択にも学業にも

好影響となることが見込まれる。そのため、今後はキャリア教育の方針

として低年次の学生に向けキャリア意識・社会への関心の向上を図るこ

ととし、主として1年次生に基礎的なキャリア科目を履修させるほか、

外部から多業種のゲスト講師を招き、統一されたテーマで順次講義をす

るキャリア教育講座を開設する。 

   

  （６）各種研修の強化 

ＦＤについては、引き続き１泊２日の夏季ＦＤを実施するほか、教員のニーズ

に対応した学内ＦＤを企画し実施する。とりわけ、アクティブ・ラーニングに関

する有識者を招いた講演等によって共通認識を深め、教員の教育力を向上させる。

その他、他大学・機関が実施するＦＤへの参加も促進する。 

     事務職員の研修（ＳＤ）については、部署や職位により求められる役割やスキ

ルが異なるため、多様なＳＤが必要となる。平成 28 年度は、夏季ＳＤを引き続き

実施するほか、職員人材育成プログラムを構築し、さらなるＳＤの充実強化を図

る。 

    

  （７）国際化の推進。アジア戦略の構築と実行。留学生支援マスタープラン 

の策定と実行。 
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・アセアンに於ける他文化交流を観光振興により実現するための縦断的・ 

横断的研究   

 本事業はアセアンに於ける提携校のうち、マレーシア国立科学大学（ 

マレーシア・ペナン）、チェンマイ大学（タイ王国・チェンマイ）、ハ

ノイ大学（ベトナム・ハノイ）と共同で京都市、世界歴史都市連盟、マ

レーシア観光局、 

APUCEN（Asia-Pacific University-Community Engagement Network）

の協力を得て、現在本学が実施している「文化の翻訳・翻案」という新

たなコンセプトを、各地で実施するシンポジュームを通じて各地の市

民・観光関係者に普及させ、観光振興によって各地域への貢献を図るも

のである。平成28年度は、アセアン全域、アジア全域に順次対象地域を

拡大し、更なる地域貢献を図る予定。 

  

・マレーシア日本文化センターの設置 

       USM（マレーシア国立科学大学）内に、日本とマレーシア両国の文化

紹介及び言語教育等を行うため、USMと共同で日本文化センターを設置。

両国の文化紹介やマレーシアでの日本語教育の普及、本学学生による教

育実習を行う。また、本学学生及び日本の高校・大学生に対し、USMで

の「英語学習ツアー」を企画、実施する。 

 

・アジアとの留学生受入・派遣促進並びにアジアの大学との提携拡大 

       アジア圏からの留学生勧誘のため短期Study Abroadツアーの企画実

施や各種留学フェアーへの参加のほか、当事業の拠点となる本学連絡事

務所及びエージェントを設置し、留学生別科の私費外国人留学生（計50

名）の獲得及び新規校との業務提携（3～5校）を行う。平成28年度は、

設置済みのマレーシア、台湾、シンガポールに加え、新たに韓国にエー

ジェントを配置する予定。 

 

（８）奨学金制度の抜本的見直し 

本学の奨学金制度は他大学と比較しても質・量ともに充実しているため大

幅な見直しは必要ないが、更なる効果的な運用と経済的に困っている学生へ

の支援に重点を置くこととし、平成27年度に学費減免対象学年の拡充や免除

額の増額など見直しを行ったところである。平成28年度は、平成29年度の実

施に向けて、選考方法等詳細の関係委員会での確定及び新制度についての広

報を行う。 
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【各部署目標】（ゴシック表示は前述の重点取組） 

（１） 総合企画室 

【学長の意思決定のサポート役として各部署へ最適な指示を出す】 

具体的取組 ・大学改革マスタープランの策定 

      ・教職員の研修（FD・SD）、海外研修制度等の整備 

      ・私立大学等改革総合支援事業（補助事業）の新規獲得 

 

（２） 総務部 

【大学改革のスムーズなバックアップ体制の確立】 

具体的取組 ・安心・安全な学修環境の維持及び学生生活の支援    

      ・組織改編及び設備改修等マスタープラン策定 

      ・他部署との連携強化 

 

（３） 広報室 

【京都外大ブランドの構築及びブランド力強化】 

具体的取組 ・広報戦略の策定と実施 

      ・有効な広報展開 

      ・学内行事等の情報集約による発信力強化 

 

（４） 教務部 

【教育内容の精査及び再構築】 

具体的取組 ・カリキュラム・ポリシーの見直し 

・学部カリキュラム移行措置を円滑に行うとともに、開講科 

       目を精査し、完成年度には適正化を図る 

・短期大学のカリキュラムにおいて、現行のユニット制及び

開講科目を精査 

・開講コマ数の適正化及び専任教員、非常勤講師の持ちコマ

           数の最適化 

・日本人教員の外国語（英語）による授業の増加（44コマ開 

設） 

・新学部に係るカリキュラムの検討及び策定 

・教職の再課程認定の申請準備 

・高大接続、特に京都外大西高等学校との連携充実及び他高

            校との連携教育拡充 

 

（５） 学生部 

【学生生活が有意義になるよう経済面、生活面、課外活動等の支援の充実】 

具体的取組 ・全学にわたる奨学金制度の抜本的見直し 

          ・部内での業務への理解及び確実な遂行のため部内研修会等

を開催し、接遇態度等が問題で起こるトラブルの防止を図る
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ことにより学生サービスの向上を目指す 

 

（６） 入試センター 

【アドミッションポリシーに基づく学生の受入れ及び志願者増（対前年度 

比）】 

具体的取組 ・2017年度入試からネット出願システムに移行 

      ・地方入試を含む入試制度とその運用について再検討 

      ・入試広報業務の一層充実 

 

（７） 国際部 

【大学全体の国際化をリードする】 

具体的取組 ・主にアジア及びその他の国々からの別科生の確保[入学 

       者春・秋計50名（交換留学生は除く。）の達成］ 

・国際的な職務を専門職として担うことのできる「見識ある 

人材」の育成プランを作成し、将来有望な若手職員の育成

に努める 

・マレーシア日本文化センターの有効利用促進 

 

（８） キャリアセンター 

【学生の就職をあらゆる点からサポートする】 

具体的取組 ・企業訪問の効果的な実施 

      ・新たなキャリア支援策の具体化 

      ・他大学でのキャリア・就職支援の取組事例の研究及び導入 

 

（９） 図書館 

【学生及び教職員が図書館を安心して有効活用できる体制の確立】 

具体的取組 ・図書館業務の三要素を通じ、職務に携わる館員の能力向上 

       を図る 

           ・他大学研究者や諸機関への所蔵資料の提供等学外相互協力

            の推進 

 

（10）マルチメディア教育研究センター 

【ITを利用した教育に関する研究及び実施】 

     具体的取組 ・学生が社会で活用可能な情報関連能力を向上させる教育の

実施 

           ・外国語自律学習支援室NINJAの一層の充実と今後の活用方

法の研究 

           ・公衆無線LANの設置に向けた環境整備 
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（11）国際言語平和研究所 

    【教員の研究活動に対する最適なサポート実施】 

     具体的取組 ・国際言語平和研究所の組織及び業務の再検討 

           ・教員による外部資金獲得の拡大と支援体制の充実 

           ・国際文化資料館の活性化 

 

  （12）京都外国語大学ラテンアメリカ研究所 

    【ラテンアメリカ諸国の研究及び交流の一層充実】 

     具体的取組 ・研究所の活動を外に向けて広めることにより、本学の取組

の一般市民への理解を図る。 

 

【各学科行事等】 

  本学のキャンパス国際化推進の一環として取り組んでいるナショナル・ウィーク

は平成28年度に6年目を迎えることから、これまでの経験を活かしながら、一層充

実させて取り組むこととしている。学生、教職員が協力し、できるだけ多くの市民

にも参加してもらえるよう、工夫も凝らし、大学・短期大学の良さをPRしていく考

えである。 

 また、各学科においては、これまで定例的に行ってきている弁論大会や各種講演

会等にも取り組むこととしている。 

 主な概要は次のとおり。 

 

（１） 大学院外国語学研究科 

  大学院の外国語学研究科では、公開講座及び公開講演会を 6・7・10・1 月に全

4 回開催（うち 1 回は、国際言語文化学会との連携共催）するほか、6 月下旬と

12 月初旬の計 2回大学院ＦＤなどを行う予定。 

 

（２） 大学英米語学科・短期大学キャリア英語科 

      大学の英米語学科と短期大学のキャリア英語科の共催でナショナル・ウィ

ーク（テーマ国は未定）を12月に実施予定、テーマ国に関する講演会、ワー

クショップ、学内装飾などを行い、テーマ国に関する風俗文化、知識をキャ

ンパス内外に広める。また、プロジェクト型協同作業の実地体験を通して、

学生の企画力、創造力、計画力、実行力、忍耐力を発展させる。 

      英米語学科では、ペアで紹介する日本文化プレゼンコンテストを12月に、

春季公開講座を6月に、秋季公開講座を11月頃に、11月上旬にはShow＆Tell

近畿高校生プレゼンコンテストの実施を予定している。 

     キャリア英語科では、7月に短期大学スピーチコンテストを予定している。 
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（３） スペイン語学科 

     スペインウィークを秋学期に開催、新入生による暗唱大会、セルバンテス

に関するワークショップ等を行う予定。 

      その他、全国スペイン語弁論大会及び全国学生フラメンコ大会を11月に開

催するほか、講演会を春学期、秋学期各1回実施予定。 

 

（４） フランス語学科 

フランスウィークを6月末から7月上旬に予定しており、写真展やフランス

の音楽ダンスに関するイベント等を行う。また弁論大会を11月に実施するほ

か、講演会・シンポジウムを4月と秋学期に実施予定。 

 

（５） ドイツ語学科 

ドイツウィークを10月20日から22日頃に開催を予定しており、ドイツ車展

示会、ドイツ語ミニプレゼン等を行うことによりドイツの多種多様な文化を

大学の内外に発信し、本学ドイツ語学科を広くアピールする。 

     その他、12月初旬に全日本学生ドイツ語弁論大会を、平成29年1月に研究

発表会を予定している。 

 

（６） ブラジルポルトガル語学科 

ブラジルポルトガルウィークを6月に実施予定。ポルトガルとブラジルの

日常の文化に触れることができる参加型の場を提供することとし、講演会、

展示会等を行う。 

そのほか、4月には駐日ブラジル大使を招き、秋にはポルトガル語圏の文

化に関する講演会を行うほか、全日本学生ポルトガル語弁論大会を11月に実

施する予定。 

 

（７） 中国語学科 

チャイナウィークを12月上旬に実施予定。中国にまつわる行事や活動を通

して中国文化への理解を深めることとしている。 

      その他、全日本学生中国語弁論大会を11月26日に、全国高校生中国語スピ

ーチコンテストを12月10日に実施する予定。 

 

（８） 日本語学科 

ジャパンウィークを6月に予定しており、日本語学科の日本文化・国語教

育・日本語教育という学科の3つの柱を基軸に、日本人学生・留学生が協働

して学びを深めることを目的とし、展示会、講演会を行う。 

その他、5月に文学散歩、6月及び12月に日本語教材フォトコンテスト等を

行う予定。 
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（９） イタリア語学科 

イタリアウィークの実施及び全日本学生イタリア語弁論大会を実施する

ほか、学科生とイタリア人留学生との交流を目的とした「学生交流会」も実

施予定。 

 

（10）国際教養学科・留学生別科 

     国際教養学科と留学生別科の共催で、ナショナル・ウィークを6月中旬～7

月中旬に実施予定。 

      その他、海外研修プログラムであるオフキャンパス・プログラムとして、

グローバルビジネス・プログラム（2016年9月、香港・タイ）、日米グロ

ーバルスタディ・プログラム（2017年2～3月、アメリカ）、クィーンズ

ランド大学プログラム（2017年2～3月、オーストラリア）を実施する予

定。 
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 Ⅲ．京都外大西高等学校事業計画 

【高校のビジョン】 

 

建学の精神 「不撓不屈」に則った総合的人間育成 

 本校の建学の精神は、本学園創立者の出身地、会津若松の藩校「日新館」の

教育において、「不撓不屈」の精神をもって断固として困難に立ち向かう「な

らぬことはならぬ」の教えが貫かれていたことに由来しており、「なし得るこ

と、なさねばならぬことはたとえどのような困難をともなう場合であっても、

不撓不屈の精神をもって断固として貫徹しよ」との教えである。本校での様々

な活動を通じ、複雑な現代社会をこの「不撓不屈」の精神で「強く、正しく、

明るく」生き抜く生徒を育成する。 

  

【重点取組】 

 

（１）高校の『中期５か年計画』の策定 

少子化の進行、グローバル化の加速、新学習指導要綱への対応等激変する環境

の中で永続的に発展できる高校づくりを目指し、京都外国語大学併設校の特色を

活かした国際人育成教育による西高ブランドの確立と安定的な財務基盤の構築に

向けて、高校の中期５か年計画を策定する。 

 

（２）京都外国語大学との多面的連携・接続推進 

現在、京都外国語大学との連携の一つとして、本校卒業生以外の教育実習

生の積極的な受入れ、大学の各学科との連携教育活動等を実施しているが、

これを発展させ、より多面的な協力関係を更に推し進める。 

 

（３）英語教育の推進 

   ①京都外国語大学との連携  

ＳＥＬＨＩ認定当時、大学教員寄りの指導を受け、コーパス教育法につ

いての研修した経験に基づいて、その後も校内での研鑽を重ねているが、

今後ＡＬ導入など、新しい授業法について連携推進する。 

②日本私学教育研究所との連携  

既に日本私学教育研究所の要請により、文部科学省英語教員研修に参加、

研究所主催研修に講師として本校の教員を派遣しているが、今後も研究所

の支援協力も含め、本校の英語教育推進を進める。また、英語検定等各種

英語資格試験の受験推進を進める。 

③IBDP研究 
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国際バカロレアディプロマプログラムについては、平成27年度はワーク

ショップに参加するなど候補校申請検討に入ったが、候補校認定後、本認

定までの期間及び認定後も経費を要するため、対象生徒数予測、経費面等

を慎重に見極めつつ研究を続ける。ニュージーランドの本校交流校にＩＢ

校が２校があるため、今後連携を進める。 

 

（４）教員の資質向上への取組（教科、生活指導、いじめ、体罰問題研修強化） 

     教科研修については、新学習指導要領対応、アクティブラーニング、対応

研修を進める。引き続き主要5教科の代表者で構成する「学力向上推進委員

会」を設置して対応する。 

また、今後の生活指導は、校則指導と広範囲の生活指導の均衡を図りなが

ら、より実のある内面的指導に力を入れるため研修を行うほか、社会的に体

罰問題が大きく取り上げられる中、指導法の研修を活用することにより体罰

防止に努める。いじめの問題についても各種研修に参加を奨励するなど生徒

の健全育成に係る教員の資質向上を推進する。 

 

（５）国際化教育、国際化事業拡大推進 

全校的国際化、グローバル化教育推進への道程検討を進める。また、短期

留学先の拡大、国際文化コース以外の生徒の海外留学拡大のため受入れ相手

先の検討を行うなど、国際交流活動の根本的見直しを進めてきたところであ

るが、平成28年度入学生からこの制度を適用する。 

その他、関西高校模擬国連大会の更なる充実、発展を期し、関連校との連

携を更に深めるなど検討を進める。 

また、国際交流の推進・充実のため、次のような取組を行うこととしてい

る。 

① 留学生の増加を図るためカナダ、ニュージーランドに加え、アメリカ合

衆国、マレーシア等にも交流校を拡大すべく、当該高等学校との協議

を進める。 

② 平成21年度に姉妹校締結を行ったニュージーランド短期留学相手校の

一部４校と今後も協議を行い、共通する課題や取組について情報交換

を行う。 

③ 本校の長期留学生の帰国後の英語力維持・向上の方法等についての研

究を進める。 

④ 海外大学への進学指導の充実を図る。 

 

（６）新学習指導要領、高大接続に関する新テストへの対応、AL研究推進 

① 平成34年度から適用予定である「グローバル社会で活躍できる生徒の

育成を目指す新学習指導要領」の概要が平成28年度に示される予定であ

ることから、本校でもこれに対応するためアクティブラーニング導入等
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による思考力、判断力、表現力の育成研究を推進する。 

② 平成28年度 バカロレアディプロマプログラム取組予定 

引き継き「候補校申請段階」の時期を見極め費用や対象生徒予測を含め

検討を進める。 

 

③ 高大接続に関する新テストへの対応 

センター試験に代わる高大接続に関する「基礎学力テスト」「大学入学

希望者学力評価テスト」制度構築の進捗状況に合わせ、問題研究、評価

研究等対応を行う。 

 

（７）安全教育、いじめ、薬物問題への取組推進 

安全教育については、青少年を取り巻く環境、治安の変化に対応しつつ、

生徒に対する犯罪被害防止教育、交通安全教育、公共心育成教育を推進する。 

いじめ問題への取組については、法律及び京都府のいじめ防止対策基本方

針設定を受け、学校独自のいじめ防止対策基本方針を設定して、いじめ防止

対策委員会を中心に、思いやりのある人間関係づくり等生徒の健全な成長を

支援していくこととしている。これまでの生徒指導委員会を強化する形で、

学校カウンセラー等各分野の専門的意見も取り入れながら活動できる体制で、

生徒、教員へのアンケート調査等防止と対策を推進する。 

薬物問題取組推進については、高校生や小学生までにも薬物問題が波及し

ている現場に鑑み、生徒向けに引き続き薬物乱用防止教室、校内研修、各種

研修会参加等を強化推進する。 

 

（８）生徒支援制度（奨学生）見直し 

     学力優秀生徒、運動能力優秀生徒に対する奨学金を精査し、見直しを行う。 
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 Ⅳ．京都外国語専門学校事業計画 

 

【専門学校のビジョン】 

 

平成11年に「アジアを学ぶ」をテーマに誕生した本校は、京都外国語大学の

グループ校として、建学の精神「言語を通して世界の平和を」を持ち、語学力を

持つだけでなく、国際社会に貢献できる個性と、自らの思考力と夢のある豊かな

想像力を培い、アジアと日本を理解し、真の国際人として行動できる人間を育成

する。 

   

【重点取組】 

 

（１）組織の活用（グループ間の連携強化） 

創立者の和の精神を具現化するために、グループ内連携の強化徹底を推進する。 

現在、京都外国語大学の第三外国語（タイ語・インドネシア語・ベトナム語）、

生涯学習講座（外国語講座）のアジア言語、京都外大西高校の第二外国語（韓国語）

の講座を専門学校の教員が担当しているが、さらに英語・ヨーロッパ言語・アジア

言語の複数言語習得を前面に押し出し、他法人との差別化を図るため、以 下の点

についても積極的に取り組むこととする。 

① グループイメージ強化に向けての学校法人との取組 

グループ案内の作成及び配布、語学好きな中高校生を発掘するための新プ

ログラムの実施検討。 

② 京都外大西高校との高専連携の強化として、過去の西高から本校への進学

実績をふまえ進学者数を増やすための協議。 

③ 京都外国語大学との大専連携の強化として、資料請求者情報などの共有、

高校訪問、資格取得や就職支援講座などの連携。 

④ 本校から京都外国語大学への内部進学者を増加させるための学内指導の強

化。 

⑤ 京都外国語大学との学生サポートを強化するための連携。 

⑥ キャリアセンターとの就職連携（大学内ガイダンスへの参加など） 

 

（２）学生募集の強化 

以下の取組を行うことにより、学生募集戦略を再構築する。 

① 各種減免制度の見直しを通して、18 才（高校現役生）だけではなく、社

会人やフリーターなども含めた幅広い層をカバーできるものに再構築する。 

② 留学生については、国の留学生受入れ 30 万人計画などの政策もあること

から、留学生の受入れ環境の整備にも全力を尽くすとともに、アジア圏の留
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学生の受け入れに向けて大学国際部との連携強化を行う。 

③ 本科課程の募集に繋がる各種企画の立案と実施に向けての検討を行う。 

 

（３）日本在住の外国人子弟の入学促進と日本語・英語教育の充実 

滋賀県のラチーノ学院との連携により、進路実績を少しずつ伸ばしているため、

今後、同種の在日外国人学校との連携を拡大して、「日本語＋英語」教育の展開を行

い、大学進学や就職など、日本定住の手助けを積極的に行う。 

特に、ラチーノ学院へは、大学ブラジルポルトガル語学科、大学校友会、大学ピ

カイチプロジェクト採択団体であるヴィンクロラチーノと共に支援活動を継続して

行く。 

 

（４）専門学校の特長を生かすキャリア教育・職業教育の充実 

専修学校制度は、厳格な学校教育法の規制の中でも自由裁量で運用できる部分も

あるため、そのフットワークを生かしてカリキュラムに特徴を出せるように検討す

る。   

現在、進路指導の一環として、進路ガイダンスや資格講座などを実施しているが、

キャリア教育・職業教育を充実するため、カリキュラムの見直しを行い、より本校

の特長を生かせるような内容に再構築したい。 

また、留学生に向けての就職指導の強化と求人先の開拓なども同時に対応して

いくほか、韓国の協定校に留学し卒業した本校卒業生の帰国後の進路指導も積極的

に対応する。 

その他、社会人の学習機会の拡大に対応可能か見極めながら、専修学校の正規課

程への単位制や通信制の導入を積極的に検討する。 

 

（５）海外協定校との連携強化 

アジア言語が学べる専門学校として、アジア戦略の一端を担うべく、大学国際

部との連携を強化する。 

また、韓国の国際交流協定大学から短期・長期の留学生を受入れており、その

交流の中で、在校生の国際的な視点を養うことでグローバル人材の輩出につなげた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 








