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はじめに 

  周知のように、平成29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。 

本学園は、平成29年度に学園創立70周年に迎え、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

して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29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、安定的な財務基盤の確立を基本としており、収入の安定

的な確保と支出における諸経費の抑制を図りつつ教育研究活動と教育研究環境の持続的

な充実を目指している。 

  【重点取組】 

1. 創立 70 周年記念事業

（１）京都外国語大学 4号館の運用開始 

京都外国語大学 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、カフェラウンジ等を配置し、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いる。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を配置し、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して平成 28 年度より建築工事を実施している。

平成 29 年度は事務部署の移転作業等を行い、秋学期から運用を開始する。 

（２）新学部設置及び既設学部改組 

国際貢献学部の平成 30 年度開設及び既存の外国語学部の改組を行うにあたり、

大学各部署において所要の業務を開始する。 

① 国内外の企業や地域連携強化・プログラムの策定 

② 新学部に設置する、司書・博物館学芸員課程・学校図書館司書の申請 

       業務 

③ 新入試制度の策定 

④ 大学HP進学サイト、進学情報誌、DM等を活用し、志願者、学力の高い 

入学者の確保 

⑤ e-learningを含む新しいICT活用教育システムの検討 

⑥ 既設学部改組に伴う検討 

（３）記念行事の実施 

学園創立 70周年記念行事として以下の行事を実施。 

① 稀覯書展示会 

稀覯書展示会を学内及び学外で開催 

② ラテンアメリカ国際シンポジウム 

駐日ラテンアメリカ大使が各国の現状や問題を市民・学生向けに講演 

③ フロリダ州立大学国際平和シンポジウム 

フロリダ州立大学平和研究所教授及び国内研究員を招いての「国際平和」
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に関するシンポジウムを開催 

④ 国際文化資料館創立 70周年記念特別展 

所蔵品の中から本学ならではの作品や資料を展示する周年記念特別展を開

催。その他、所蔵品や活動内容をまとめた公式ガイドブックを刊行。 

⑤ UCEC2017 国際会議・APUCEN 幹部会議 

APUCEN メンバーを中心とした、隔年開催の Community Engagement を主題と

した国際会議及び幹部校による会議を開催 

⑥ Japan bowl 

日本語を学ぶ外国人が、日本語、日本文化の知識を競うアカデミックなク 

イズ形式の大会を開催。 

⑦ マヤ学会国際シンポジウム 

マヤ研究に関する著名な考古学者、碑文学者、歴史学者を招き、マヤ王権

の権力維持の方法、内容の変遷について議論 

⑧ 国際交流協定大学事務担当者国際シンポジウム 

本学の協定大学事務担当者による交換留学に関するシンポジウムを開催 

⑨ 貴重切手展示会 

本学教員所蔵の貴重切手の展示会を開催 

  ２. 人材育成に係る研修等制度の充実 

平成 28 年度に導入した教職員の評価制度では、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ており、能力向上の機会として

活用し、人材育成の強化を図ることとしているが、組織を取り巻く環境が日々変化

している中、組織が新たな価値を生み出すためには、職員一人一人が問題意識を持

つことが必要である。 

また、大学設置基準の一部が改正され、ＳＤが義務化されたことなどから、以下

の制度を整え、職員の自主的なスキルアップの補助を図ることとしている。 

・職階別研修会の実施 

・大学職員として必要な研修会への参加 

・業務に応じた資格取得に対する助成 

・積極的なキャリアアップ（自己啓発）に対する助成 

３. 学園整備マスタープラン策定 

前述の４号館増改築工事をはじめとして、今後の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する中長期的なマスタープランを策定すること

としており、平成 29 年度は策定に向け予備調査を行う。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。 
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４. 学園 IT 化の推進 

学校法人京都外国語大学情報化推進本部において平成 27 年 11 月に策定した、学

園 IT化マスタープランに従い、以下の計画を実施する。 

・学生証・教職員証の ICカード化 

・人事給与システム導入 

・学園 Wi-Fi 環境整備 

・学籍管理システム更改 

・IP 電話導入 

・機械警備更改

５. 財務基盤の強化に対する取組 

   安定的な学校法人の運営のため、以下の具体的取組を行い、財務基盤の強化に努 

める。 

   （１）新財務システムの運用 

・新システムへの移行と決算実施 

・システムによるタイムリーな予算管理の実行 

・経営分析の強化、課題の見える化推進 

（２）業務効率化の推進 

・決裁稟議システムのワークフロー化 

・支払業務の革新 

（３）資金管理業務の強化 

・資金繰り業務の見直し、資金効率の向上 

（４）コストダイエット運動の推進 

・業務のムダの洗い出し、制度の見直し等 
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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14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ヵ年計画の実施及び次期5か年計画の策定 

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。 

計画の最終年度となる平成 29年度においては、現行の 5か年計画の進捗状況を把 

握し、以下の 6 つの柱に沿って策定された計画の完遂を図る。また、現行計画の改

善点に基づき、新 5か年計画の策定作業を進めることとしている。 

     ≪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.（公財）短期大学基準協会による認証評価受審 

公益財団法人短期大学基準協会による短期大学機関別認証評価受審に向け、平成 28
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 29
年度は、自己点検評価書の作成及び提出を行う。

３. コミュニティ・エンゲージメントセンターの設置 

新学部の平成 30 年度開設を機に、既存の外国語学部も含め大学全体で時代の新し

いニーズに応えるため、①多言語教育、②教養教育、③コミュニティ・エンゲージメ

ントからなる３つの要素が有機的に補完しあうユニークな教育を重点的に実施して

いくこととしている。

本センターでは、学内の様々な部署等と密に連携し、コミュニティ・エンゲージ

メントを充実・発展させるために以下のサービスを行い、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こととし

ている。

・プログラムの開発

・受入機関との連携

・現地での活動における教員や学生のサポート
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・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

本学の目指すコミュニティ・エンゲージメントとは･･･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

【各部署取組】

１.総合企画室 

   ・大学全体の経営計画を策定するとともに、大学内各部署に対して、その実 

    現化の方策を提示する。 

２.総務部 

・教育研究環境・生活環境の健全化を図るため、学内整備・点検を行い安心 

安全の確保に努める 

３.広報室 

・新学部開設を再成長の起点にすべく広報展開し、募集力アップを達成する。 

・プレスリリース等での大学発信力の強化 

・70周年記念事業を通じて、国際色豊かな大学としてのブランドを確立 

・各種ブランド力調査において「国際色豊かな大学」等の項目で、前年度以上 

の好結果を残す。 

４.教務部 

 ・新学部及び新外国語学部カリキュラム運用準備 

   ・授業評価アンケートの集計をシステム化、業務の効率化を図る。 

・免許状更新講習の拡大、小学校教員のための中学校英語免許取得講習の充 

実 

・教職課程再課程申請に向けて資格課程を取り巻く環境整備 

・大学院改組に向けた環境整備 

５.学生部 

・学生生活が有意義になるよう経済面、生活面、課外活動について、学生 

サービスの向上を図る。 

・学生サポートセンター（仮称）開設に向けて、業務の整理・改善を行い、 

 事務の効率化を図る。 

・平成30年度からの運用に向け、入り口から出口までの学生情報の一元管理に

係る準備を行う。 
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６.入試センター 

 ・ＡＯ入試推進室の運営 

・大学の複数入試制度における語学の資格検定試験利用型選抜方式の導入 

・大学の一般入試における２教科型・３教科型選抜方式の導入 

・短期大学の入学試験における語学の資格検定試験利用型選抜方式導入 

・大学と短期大学の公募制推薦・一般入試で同一試験日学科併願制の導入 

７.国際部 

・ランゲージセンター開設に向けた業務の整理 

・アセアン4大学観光振興プロジェクトの推進 

・短期日本語プログラムの実施による留学生勧誘 

・国際センター化構想の具現化への取組 

８.キャリアセンター 

   ・ターゲットとする企業群を定め、戦略的な企業訪問を行う。 

・キャリアカウンセラー等専門知識を持つ職員を配置し、学生相談の充実を 

図る。 

・留学生の就職や海外就職の基盤作り 

９.図書館 

   ・学内の教育・研究の内容に添った資料収集と提供を行い、利用者サービス 

の向上を図る。 

   ・蔵書構成の特徴である稀覯書のデジタル化・データベース作成、展示会の 

開催等により「特徴ある図書館活動」を展開し、文化的発信を高める。 

   ・コンピュータとマルチメディアを教育・研究上使用する教職員と学修面で 

利用する学生に向けた支援を一層充実する。 

・学生が社会で情報機器を円滑に活用できるよう、情報関連能力を向上させ 

る教育を継続的に実施する。 

10.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 

   ・科学研究費助成事業等外部資金獲得の拡大と支援体制の充実 

   ・個人研究費減額と学内競争研究資金の充実 

・学科及び教員の事務的補助 

   ・国際文化資料館における、寄贈資料の活用を活用したコレクション充実と展 

覧会の開催、公開講座の実施 

・国内外の機関（博物館等）との連携充実 
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  11.京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 

・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29年度に7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。 
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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。 

【方針】 

 安定した学校経営のために財務状況を改善し、各コースにおける定員を確保

する。 

【主な取組内容】 

１.中長期経営改革行動計画策定 

（１）計画策定のためのアンケート調査等の実施 

平成29年度を初年度とする中長期的な経営改革行動計画を策定するとと

もに、計画に基づき、安定した生徒数確保、カリキュラムの編成、コース制

の検討、新学習指導要領に謳われている基本的考え方を備えたグローバル人

材の育成に取組み、時代に適応した学校づくりのために改革を進める。 

計画の策定に当たっては、受験生、新入生及び在校生を対象にアンケート

調査を行い、客観的なデータを活用することとしている。また、このアンケ

ート調査は継続して行い、毎年度行動計画の見直しに役立てる。 

特に、以下の項目については担当者を決定し、データの分析や取組を推進す

る。 

① 入口の検証：中学校・中学生から見た本校の位置づけ分析 

② 出口の検証：難関大学への安定的な合格、京都外大への内部進学推進 

に係る取り組み 

③ 高 大 連 携：外国語教育の連携、施設共用、クラブ活動の合同練習等 

④ 他校との比較：教学、スポーツ分野で目標とすべき他校と本校の比較分析 

(２）健全な財務運営とクラブ活動運営の両立検討 

クラブ活動は本校の教学方針の重要な部分であり、本校を志願する中学 

生にとり入学動機の約1/3を占めている「本校の魅力」である。現在、全国
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トップレベルで活躍する選手の育成にも成功しており、各競技団体やメディ

アを通して本学の広報にも貢献している。 

しかし、クラブ活動に関連する奨学金の増加や競技の運営費用が学校経 

営上大きな経費負担になっていることも事実であり、健全な財務運営とクラ

ブ活動運営の両立を目指し、平成29年度はクラブ活動に関連する奨学金の集

約等を行う。 

（３）教職員数の適正化 

特に教員に関して、高等学校設置基準における専任教員数（20名以上） 

を遵守しながら、上記1.の生徒等へのアンケート結果を踏まえ、教学の方向

性及びカリキュラム編成の検討により、授業担当時間数の見直しをするなど

し、適正な人員配置を行う。 

【研究検討事業】 

１.国際バカロレアプログラムの申請検討 

平成29年度は、国際バカロレアの理念やカリキュラム、学習内容への理 

解を深め、プログラムの導入可能性について検討を行う。 
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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10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。 

【方針】 

入学定員200名の確保、在校生の退学率5％減、他部門との連携強化。 

【取組内容】 

１.他部門との連携強化 

専門学校の強みを生かし、資格取得講座や生涯学習のための各種講座を大

学、短大、高校の学生・生徒対象に開講し、本校をエクステンションセンタ

ーとして活用するなど、他部門の連携強化を図る。また、グループ間で、互

いの特性を活かした連携が取れるよう協議を進める。 

２.入試広報の取組 

  入学定員の確保が厳しさを増す中、広報機能の強化は重要な課題となって 

おり、平成29年度においては次のような取組を行い、入試広報機能を強化す

る。 

① 交通広告等を活用し、校名や場所の認知度を高める。 

② 高校訪問を行い、高校との関係強化を図る。 

③ 本校の内容をより広く正確に告知し、資料請求者増、入学者増につな

げるために、ＩＴを活用して、取り組む。 

④ また見学会の参加者増に向けて、タイムリーな情報提供・発信を行う

ほか、見学会の内容の検討を行う。 

３.海外協定校との関係強化 

  従来、世明大学（大韓民国）からのみ受入を行っていた日本語研修生に 

ついて、他校からの受入れも拡大を目指す。また、海外協定校との交換留学 

制度を充実させ、留学生の確保及び志願者増につなげる。 
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【重点取組】 

１.施設の整備 

①Ⅳ号棟の有効利用 

現在、Ⅳ号棟の１階は学生サロンとして使用しているが、2 階は通路の安全上の

問題から使用を停止している。今回、体調不良時の学生対応に使用するため、学

生の休息スペース（医務室）及びカウンセリングルームを確保するほか、残った

スペースについては、少人数クラスとして活用できるよう、改修工事を実施する。 

ア 構内の車路・歩道・駐車スペースの整備 

車路と歩行者用通路の分離、駐車スペースの整備を行うことにより、構内 

における車の導線を整備し、安全確保に努める。 

イ Ⅱ号棟 1階各教室の空調機器更新 

Ⅱ号棟 1階各教室の空調機器の更新を行う。 

２.学生の出席管理システム整備 

    学生の出席管理について、ＩＴを活用して、効率化を図る。 








