
様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 

※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の

１－②を用いること。 

学校名 京都外国語短期大学 
設置者名 学校法人京都外国語大学 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難
全学

共通

科目

学部

等 

共通

科目

専門

科目
合計

 キャリア英語科 
夜 ・

通信
50 - - 50 7

（備考） 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
本学のホームページに公表している。 

http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/teacher_col.pdf 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由）



様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 

※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 

学校名 京都外国語短期大学 
設置者名 学校法人京都外国語大学 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
本学のホームページに公表している。 

http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/officer.pdf 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容

や期待する役割 

非常勤 財団法人理事（前職） 

2016 年 4 月

1 日～2020

年 3月 31日

国際交流 

非常勤 弁護士（現職） 

2016 年 4 月

1 日～2020

年 3月 31日

コンプライアンス 

非常勤 株式会社顧問（前職） 

2016 年 4 月

1 日～2020

年 3月 31日

渉外 

（備考）



様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

学校名 京都外国語短期大学 

設置者名 学校法人京都外国語大学 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している

こと。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

教員へのシラバス依頼時（前年の１２月）にマニュアル「シラバス作成要領」

（添付資料参照）を配布し、シラバスの作成要領を周知徹底している。また、

シラバス点検実施委員会において各教員のシラバスの内容を２月中旬～３月

上旬に点検し、マニュアル通りに作成されていない場合は、作成し直したう

えで３月下旬に Web 上に公表している。

授業計画書の公表方法 
Web シラバスとして本学のホームページに公表して

いる。http://kyomu2.kufs.ac.jp/syllabus/index

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

シラバスで記載した評価方法に基づいて厳正かつ公正に評価するよう、「評価

の方法」、「成績評価の基準および評価点等」について、全教員に配布する「出

講手帳」に記載し、周知徹底している。 



３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

成績評価においてＧＰＡ制度を導入し、算出方法は以下の通り。 

Ａ＋（100-90）：４ポイント Ａ（89-80）：３ポイント Ｂ（79-70）：２ポイント 

Ｃ  （69-60）：１ポイント  Ｄ（59-0）：０ポイント Ｆ：失格 

（Ａ科目の成績ポイント×単位数）＋（Ｂ科目の成績ポイント×単位数）＋・・・・ 

総登録単位数 

また、ＧＰＡは学期毎の履修登録単位数の制限、授業科目の受講制限、退学

勧告時の基準や学内奨学金選考時の基準等、適切に活用している。また、成

績の分布状況を学期毎に把握し、特に習熟度別にクラス分けを行っている授

業科目の評価に活用している。

客観的な指標の 

算出方法の公表方法

学生に配布する学生便覧及び授業科目担当者に配布

する出講手帳で公表している。 
https://www.kufs.ac.jp/universitylife/pdf/handbook2019_04.pdf

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

学科の目標に基づき、２年の修業年限の中で卒業に必要な単位を修得した場

合に学位を授与するという方針のもと、学期毎にＧＰＡが 1.0 に満たない場

合は、学科長が厳重注意を行い、ＧＰＡが２学期連続で 1.0 に満たない場合

は、学則及び履修規程に基づき退学勧告する中で、適切に卒業認定を行って

いる。

卒業の認定に関する 

方針の公表方法

卒業認定方針は、学生に配布する学生便覧及び本学ホ

ームページに公表している。 
https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_01



様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 

※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の

４－②を用いること。

学校名 京都外国語短期大学 

設置者名 学校法人京都外国語大学 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法

貸借対照表 http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/2018finance.pdf

収支計算書又は損益計算書 http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/2018finance.pdf

財産目録 http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/2018finance.pdf

事業報告書 http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/2018report.pdf

監事による監査報告（書） http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/2018finance.pdf

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：2019 年度事業計画書    対象年度：2019 年度） 

公表方法：http://www.kufs.ac.jp/foundation/pdf/2019plan.pdf 

中長期計画（名称：第 2期 5 ヵ年計画   対象年度：2018 年度～2022 年度） 

公表方法：https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/pdf/5year_2018.pdf 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果

公表方法：https://www.kufs.ac.jp/about/evaluation/pdf/tenken_col_2017.pdf 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：https://www.kufs.ac.jp/about/evaluation/pdf/sougo_col_2017.pdf 



（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関

する方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 キャリア英語科 

教育研究上の目的（公表方法：本学のホームページに公表している。 

https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html） 

（概要） 

京都外国語短期大学の建学の精神は 

「PAX（パックス） MUNDI（ムンディ） PER（ペル） LINGUAS（リングアス） ̶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」である。本学が求める「人間力」とは、「国際社会の一員としての

責任を自覚し、教養豊かな魅力ある人間として力強く生きていくための総合的な力」のこ

とである。 

この教育理念を達成するための具体的な教育目標は、 

1.確かな日本語力と実践的な外国語運用力 

2.社会性、対人関係性の向上に資するコミュニケーション力 

3.日本及び外国の文化の理解に基づく多文化共生実現力 

の 3つの力を備えた人材を育成することである。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：本学のホームページに公表している。 

https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_01） 

（概要） 

キャリア英語科は英語の学修をとおして、高度な語学力、地域や文化についての専門的知

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

ャリア形成を通して世界の平和に貢献する人材を育成することを目的としています。 

その実現のために、①構想するために必要な力、②実践するために必要な力、③協働する

ために必要な力を修得し、世界が地球規模で抱える諸問題に向き合い、協働して解決を模

索し、問題を解決に導くことができる人材を養成することを教育目標としている。 

この目標を達成すべく、2 年の修業年限の中で、卒業に必要な単位を修得した場合に短期

大学士の学位を与える。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：本学のホームページに公表してい

る。https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_02） 

（概要） 

キャリア英語科では、卒業認定・学位授与のために、導入教育科目及び専門教育科目に加

えて、必要とする科目を体系的に編成し、科目に応じて授業形態を講義、演習、実習に分

けている。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：本学のホームページに公表している。

https://www.kufs.ac.jp/about/kufs/col_mission.html#_03） 

（概要） 

本学の教育の目的・理念・目標を理解し、キャリアを形成する上で十分な英語コミュニケ

ーション力と、ビジネスの分野に必要な知識・技能を修得して、国際社会に貢献したいと

いう意思のある次のような学生を広く国内外から求める。 

求める学生像 

①グローバル化する社会において、言語を通して世界の平和に貢献しようとする人 



②英語の実践的な運用力の修得に意欲を持っている人 

③幅広い知識とビジネススキルの修得に意欲を持っている人 

④観光文化・観光ビジネスの分野に興味や関心を持っている人 

⑤学力を活かして 4年制大学に編入学を望む人 

⑥英語を学ぶ上で必要な適性と基礎学力を有する人 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：本学のホームページに公表している。 

https://www.kufs.ac.jp/faculties/index.html 

     http://kufs.shiftplus.jp/foundation/organization.html 



③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称
学長・

副学長
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 0 人 － 人

キャリア英語科 － 4 人 6 人 1 人 人 人 11人

 － 人 人 人 人 人 人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

3 人 83 人 86 人

各教員の有する学位及び業績

（教員データベース等）
公表方法：http://gyouseki.kufs.ac.jp/kufshp/KgApp

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項）
毎年度、夏季（9月）及び冬季（2月）にＦＤ研修を実施している。平成 30 年度は 9月 12 日(水)に、夏

季 FD を「京都外国語大学・京都外国語短期大学の海外プログラムにおける危機管理」などをテーマに開

催、また平成 31 年 2 月 21 日（木）にグローバルシティズンシップ教育に関する講演会及びポスターセ

ッションを行った。 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並び

に進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員

（a） 

入学者数

（b） 

b/a 収容定員

（c） 

在学生数

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

キャリア英語科 140 人 147 人 105％ 280 人 309 人 110％ 0 人 0人

合計 140 人 147 人 105％ 280 人 309 人 110％ 0 人 0人

（備考） 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 
卒業者数 進学者数 

就職者数 

（自営業を含む。）
その他 

キャリア英語

科 

128 人

（100％）

49 人

（ 38.3％）

36 人

（ 28.1％）

43 人

（ 33.6％）

合計 
128 人

（100％）

49 人

（38.3％）

36 人

（28.1％）

43 人

（33.6％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

進学先：京都外国語大学、大阪大学、滋賀大学、関西大学、関西外国語大学、龍谷大学、日本大学 

就職先：Kスカイ、ハイアットリージェンシー京都、阪急阪神ホテルズ、京阪ホテルズ＆リゾーツ、佐川

急便、ワールドビジネスセンター、三井生命保険、自衛隊 

（備考） 



c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

キャリア英語科
152 人

（100％）

120 人

（78.9％）

14 人

（ 9.2％）

18 人

（11.8％）

0人

（ 0％）

合計 
152 人

（100％）

120 人

（78.9％）

14 人

（ 9.2％）

18 人

（11.8％）

0人

（ 0％）

（備考） 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

教員へのシラバス依頼時（前年の１２月）に詳細なマニュアル（添付資料参照）を配布し、シ

ラバスの作成要領を周知徹底している。また、シラバス点検実施委員会において各教員のシラ

バスの内容を２月中旬～３月上旬に点検し、マニュアル通りに作成されていない場合は、作成

し直したうえで３月下旬に Web 上に公表している。 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

シラバスで記載した評価方法に基づいて厳正かつ公正に評価するよう、「評価の方法」、「成

績評価の基準および評価点等」について、全教員に配布する「出講手帳」に記載し、周知徹底

している。 

卒業認定方針は、以下の通り。 

学科の目標に基づき、２年の修業年限の中で卒業に必要な単位を修得した場合に学位を授与す

るという方針のもと、学期毎にＧＰＡが 1.0 に満たない場合は、学科長が厳重注意を行い、Ｇ

ＰＡが２学期連続で 1.0 に満たない場合は、学則及び履修規程に基づき退学勧告する中で、適

切に卒業認定を行っている。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる

単位数 

ＧＰＡ制度の採用

（任意記載事項）

履修単位の登録上限

（任意記載事項）

キャリア英語科 62単位 有 学期毎 24 単位

 単位 有・無 単位

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項）
公表方法： 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：本学のホームページに公表している。 

     https://www.kufs.ac.jp/public_information.html#anchor-02 



⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

－ 

キャリア英語科

（入学年度） 490,000 円 150,000 円 152,000 円教育充実費 
キャリア英語科

（卒業年度） 490,000 円 － 156,000 円教育充実費・学園振興協力費 

円 円 円

円 円 円

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 
本学には、修学アドバイザー制度があり、この制度により、教員を身近に感じ、気軽に相談できる存在

であることを知ってもらい、修学上の疑問や学生生活の中で生じる様々な問題について質問や相談に応

じられるようにしている。 

特に、１年次生は大学生活の仲間入りをする大切な出発点、また２年次生は１年次に修得した学びの基

礎を学生生活の総仕上げに向けてどのように展開していくかという重要な時期にあたり、このような大

切な時期に、問題を一人で抱え込んだり未解決のままにしないよう、良き相談相手となり、大学生活が

有意義になるよう手助けをしている。 

修学アドバイザーは、原則として、必修科目を担当する専任教員が務め、学生からの相談等に応じる「オ

フィスアワー」を設けている。 

その他、各種奨学金制度を整備している。

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 
1 年次生に対して自己発見をテーマに早い時期から未来の自分に向けての意識づくりを行うとともに、具

体的な就職活動を視野に入れたガイダンスを行っている。 

国内外におけるインターンシップでの経験を通して、グローバルな職業観を養っている。エアラインス

タディプログラムやホテルでのペイドインターンシップなど、業界に特化したインターンシッププログ

ラムも実施。 

多様な採用選考に備えた種々の就職試験対策講座を、おおむね無料で提供している。 

専任のキャリアコンサルタント（国家資格）による、学生個々のニーズに応じたきめ細かい指導体制を

構築している。

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 
学生部健康サポートセンターのもとに保健室・学生相談室・障がい学生支援室を設置。それぞれの室が

連携し、学生の心身の健康等をサポートしている。 

保健室では、定期健康診断、ケガの応急処置、健康診断証明書の発行を行うほか、医療に関するさまざ

まな情報を提供しているほか、健康チェックに役立つ検査器具も完備し、学校医や看護職員が、学生一

人ひとりに合った健康相談のサポートを行っている。 

学生相談室では、専門のカウンセラーが常駐し、対人関係から学業・将来への不安まで、守秘義務を遵

守しながら幅広く相談に応じている。また、学校医（心療内科医）による健康相談では、こころや身体

の不調や医療機関受診について相談が可能になっている。 

障がい学生支援室では、配慮が必要な障がいのある学生への支援を学生本人の主体性を尊重しながら組

み立て、専門のコーディネーターが、肢体不自由・視覚聴覚障がい・発達障がい等の学生に対応してい

る。

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法：本学ホームページに公表している。 

     https://www.kufs.ac.jp/public_information.html#anchor-02 


