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京都産業大学の現在・未来 京都産業大学のいま、むかし写真で見る

　本学は1965年に経済学部、理学部の2学部体制からスター

トし、その2年後に、経営学部、法学部、外国語学部の設置に

よる5学部体制になりました。5学部体制になったことで、経

営基盤も盤石になり、名実ともに京都市に位置する一拠点総

合大学としての体制が整いました。その後、学科増設や大学

院の新設、研究所の設置等、教育研究基盤の整備を推進し

て、1989年に工学部の設置、2000年に文化学部の設置。さら

に、工学部の発展的な改編によって、2008年にコンピュータ

理工学部と2010年に総合生命科学部を設置。2017年４月に

現代社会学部（入学定員400名）を設置して、現在、入学定員

3,305名（収容定員13,310名）の9学部体制になりました。今後、

2018年４月には、コンピュータ理工学部（コンピュータサイエン

ス学科・ネットワークメディア学科・インテリジェントシステム学

科）を定員増（入学定員135名から160名）も含めて改組して

情報理工学部（情報理工学科）の設置を予定しているほかに、

本学の歩むべき方向性・行動計画「神山STYLE2030」を指

針に、社会の新たなニーズや環境変化に対応すべく、新学部

の設置、既存学部・学科の再編等を推進します。

　このように、学部学科等の増設は本学の「建学の精神」であ

る「将来の社会を担って立つ人材の育成」の一環として、今後

も積極的に教学改革を進めていく予定であります。

　さらに、グローバル化対応、大学間の多面的で広域的な競

争状況を踏まえて策定した中長期計画「神山ＳＴＹＬＥ２０３０」の

２年目にあたり、「むすんで、うみだす。」という新たな大学像・ス

ローガンのもと、各種施策を推進していきたいと考えています。

　このように、今後も本学の創立100周年に向けてダイナミッ

クな教学改革を力強く進めているところであります。本学と卒

業生が新しい大学像のスローガンである「むすんで、うみだす。」

のもと、強い絆でつながり、新たな価値をうみだすために、引

き続き皆様のご理解とご協力を衷心よりお願い申し上げます。

開学期から現在までの大学キャンパスの

貴 重な写 真から荒 木 俊 馬 先 生 が 想い描

かれた神山の地を、卒業生の皆様とともに、

ふりかえります。揺るがず変わらない、本学

が理想とする大学の姿が見えてきます。

創設者 初代総長 荒木俊馬

全景地鎮祭

本館

三叉路

本館 バスプール付近

1号館
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ピロティ開学前

現 在

1965
開学

学 長

大城 光正

Message

　神山STYLE2030は、次のwebサイトから、ご覧ください。
　大学HP ＞ グランドデザイン「神山STYLE2030」
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社会を「研究」するだけでなく、実際に「変えていく」次世代のリー
ダーを育てる。
このことを目指して2017年4月、現代社会学部が誕生しました。
現実社会のリアルな課題を発見し、その課題解決に仲間や教員
とチームになって挑戦する課題解決型のプロジェクト演習やリー
ダーシップ科目などの他、2つの学科で特徴的な学びを展開して
います。
現代社会学科

「地域社会」「人間社会」「メディア社会」をテーマに社会の中で起
こっているリアルな現象や問題を扱い、構造や本質を明らかにし
て社会を変えてくことを学びます。
健康スポーツ社会学科
社会科学と自然科学の多様な学びから生まれる独創的な視点よ
り、健康・スポーツ科学で社会をむすび、健康で活力ある新たな
社会を創造することを学びます。
※中学校・高等学校（保健体育）の教員免許が取得可能。

2017年度入試結果 2016年度就職状況

新学部誕生 在学生・卒業生の活躍

大幅に志願者増！ 就職率7年連続増加！

①志願者数は55,326人で、前年比9,050人増加
（+19.6％）となりました。公募推薦入試、一般入
試［前期日程］、［中期日程］、［後期日程］のいずれ
の入試においても、大幅に志願者が増加しました。
②全国的に『現役志向』『安全志向』『文高理低』
傾向の状況の中で、現代社会学部の新設やイン
ターネット出願の継続、大学広報と連携した入試
広報の浸透など、全学一体となった大学改革によ
り志願者の増加につながりました。

本学就職率は7年連続の増加となり、その要因は次のとおりです。
① 個別面談、企業とのマッチングに注力
② 就職登録時期の見直しによる早期からの就職活動への意識醸成
③ 昨年度から続く売り手市場（企業の新卒採用数増加）
④ 学内企業説明会の実施
⑤ 低年次からのキャリア形成支援プログラムの充実
学部生の2016年度就職状況（2017年3月卒業生）は、就職希望者に対す
る就職率98.7%（前年度98.4%、0.3ポイント↑）、卒業生に対する就職率
86.1%（前年度85.4%、0.7ポイント↑）、卒業生（大学及び大学院進学者を
除く）に対する就職率89.7%（前年度89.1%、0.6ポイント↑）となりました。

情報技術×理工学で、想像を超える未来をデザインすることを目
指して誕生する「情報理工学部」。社会は加速度的に変化を続け
ており、ニーズも多様化しています。
こうした、情報技術の進化や時代の変化に柔軟に対応できるよう
に、多様化する技術に対応する１０コースを用意。これからの時代
で活躍できるスペシャリストを育成します。

中野 量太さん（1997年外国語学部卒）が脚本、監督をされた映
画作品『湯を沸かすほどの熱い愛』。本作が2016年第40回日本
アカデミー賞において優秀作品賞・優秀監督賞・最優秀主演女優
賞・最優秀助演女優賞等を受賞（6冠）し、さらに日本映画製作者
協会の2016年度「新藤兼人賞」金賞を受賞しました。中野さん
は、卒業後、日本映画学校（現：日本映画大学）に入学。助監督やテ
レビディレクターを経て、映画監督に。自主制作映画『チチを撮り
に』が数々の賞（国内外14冠）に輝き、2016年10月公開の『湯
を沸かすほどの熱い愛』（国内外34冠）で商業映画デビューを果
たしました。世界に通用する映画製作を目指すなど、今、日本で最
も注目される若手映画監督の一人として期待されています。

2017年5月17日（水）～22日（月）、マカオにて「第7回東アジア
シニア空手道選手権大会」が行われ、空手道部の中江 真矢さん

（経営・3年次）が女子個人組手、女子団体組手ともに優勝し金メ
ダルを獲得しました。

本学「神山STYLE」広報大使で日本人唯一のプロラクロス選手の
山田 幸代さん（2005年経営学部卒・2016年大学院マネジメン
ト研究科修了）が女子ラクロスワールドカップ2017のオーストラ
リア代表選手に選ばれました。
2017年7月4日、本学にて、山田さんの活躍を祈念し、オール京
都産業大学による壮行会を開催しました。山田さんの海外での
活躍が期待されます。

2017年3月26日（日）、東
京中野小劇場で「全国大
学生お笑い選手権（D-1グ
ランプリ）2017」が行われ、
本学 落語長屋の櫻井 一
世さん（文化・3年次）、中村 
翔大さん（法・3年次）が漫
才部門で準優勝しました。二人は「ロンド」というコンビ名で漫才
部門に出場し、約50組の中から、準優勝に輝きました。

大 学ト ピ ック ス

☆２００８年度にコンピュータ理工学部を新設しましたが、情報分野の環境変化
に対応するため、新たな学部設置を決め、2018年度より、コンピュータ理工
学部は募集停止します。

情報理工学科
● ネットワークシステムコース ● 情報セキュリティコース
● データサイエンスコース ● ロボットインタラクションコース
● コンピュータ基盤設計コース ● 組込みシステムコース
● デジタルファブリケーションコース ● 脳科学コース
● メディア処理技術コース ● 情報システムコース

卒業生 映画監督 中野 量太さん在学生 空手道部

卒業生 プロラクロス選手 山田 幸代さん

在学生 落語長屋

中野 量太さんが脚本・監督
映画『湯を沸かすほどの熱い愛』が
第40回日本アカデミー賞優秀作品賞などを受賞！

「東アジアシニア空手道選手権大会」で
中江 真矢さん（経営・3年次）が
個人、団体ともに優勝！

「神山STYLE」広報大使の山田 幸代さんが
女子ラクロスオーストラリア代表選手に！

「全国大学生お笑い選手権（D-1グランプリ）2017」
で準優勝！

「課外活動サイト」では、
100以上あるクラブの「ク
ラブ紹介」、「大会・イベン
ト情報」等のページを設
けて、日々の活動情報を
掲 載して います 。「 応 援
メッセージ欄」も設けてい
ますので、卒業生からの
熱い応援メッセージをお
待ちしています。

課 外 活 動 サ イト の 紹 介

左から2番目：女子個人組手 優勝 中江 真矢さん（日本代表）
写真提供：公益財団法人 全日本空手道連盟

自治体との連携強化

主な連携協定先

2016年度、地域連携については新たに1県1市（鳥取県・岡山県総社市）と連携協力に関する
協定を締結しました。これにより連携協力に関する包括協定締結先は計9地域となりました。
就職支援に関する連携については出身学生が多く、かつ地域圏の要となる県を中心に新た
に6県（岡山県・広島県・福岡県・新潟県・愛媛県・高知県）と協定を締結しました。これにより
就職支援協定の締結先は12県（包括協定の鳥取県を含む）となりました。

鳥取県との包括協定

高知県との就職支援協定

成績

女子個人組手-68㎏級：優勝
中江 真矢さん（経営・3年次） 

女子団体組手：優勝（日本）

詳しくは、課外活動サイトからご覧ください。
大学ＨＰ ＞ 学生生活 ＞ クラブ・サークル活動

現代社会学部が誕生２０１7年４月 情報理工学部新設２０１8年４月

包括協定先一覧

●京都府綴喜郡井手町
●京都府宮津市
●三重県いなべ市
●熊本県山鹿市
●京都府綾部市

●香川県小豆郡土庄町
●京都府京丹後市
●鳥取県・鳥取市教育委員会
●岡山県総社市

就職支援協定先

●福井県
●香川県
●滋賀県
●石川県

●徳島県
●岡山県
●広島県
●福岡県

●新潟県
●愛媛県
●高知県
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「むすんで、うみだす。」の実現に向けて
卒業生と在学生がひとつになる3つの参加型イベントを開催します 外国語学部は2017年、創設50周年を迎えました。これを機に国

内外で活躍されている多くの卒業生の方々に登壇いただき、外
国語学部での学びとキャリアについて“共に語り・共に考える”シ
ンポジウムを開催します。

大学からのご案内

上記以外にも様々なイベントを実施していますので、詳しくは大学HPをご覧ください。また、この機会にぜひ母校にお立ち寄りください。

記念シンポジウム＆交流会

詳しくは経営学部webサイトをご覧ください
大学HP ＞ 経営学部 > 経営学部創設50周年

詳しくは外国語学部webサイトをご覧ください
大学HP ＞ 外国語学部

法学部50周年イベントについては、
確定次第、法学部webサイトにて、順次、公表いたします。

経営学部 50周年イベント

法学部 50周年イベント

外国語学部 50周年シンポジウム
〜外国語の学びとキャリアを考える4回シリーズ〜

経営学部創設50周年イベント
応援キャラクター「神山むすび」
作・なっか（経営学部卒業生）

開催日  2017年11月3日（金・祝）
会 場  シンポジウム／京都産業大学11号館

 交流会／京都産業大学附属高校 食堂

参加申し込み
受付中

開催日  2017年9月24日（日）
会 場  神山キャンパス サギタリウス館S301教室
テー マ  あの子の目が輝く授業をするために…
登壇者  webサイトにてご確認ください。

以降
開催予定日

第2弾
10月21日（土）

第4弾
12月16日（土）

第3弾
11月25日（土）

第1弾

1

活躍する卒業生再発見!
ゼミ活動

3

経営学部・法学部・外国語学部が50周年を迎えました

募金事業

インタビュー記事順次公開中

プロジェクト申請受付中。
卒業生も応募できます。

チャレンジ応援
クラウドファンディング

2

学校法人京都産業大学創立50周年記念事業募金（募集期間：2012年1月1日～2016
年3月31日）にご支援いただいた皆様へ厚く御礼申し上げます。 
ご芳志に感謝し、芳名録を発行するとともに、寄付金額が個人30万円以上、企業・団体
50万円以上の方々のご芳名を刻印した銘板を神山ホール1階に設置いたしました。本学
にお立ち寄りの際にご覧いただければ幸いです。
募金事業として、寄付金により創設した「サギタリウス基金」を活用した「給付奨学金制
度」、「卒業生顕彰制度」を新設しました。

創立50周年記念事業募金 事業報告

2017年度 募金事業

本学では、施設・設備の充実及び教育研究の充実のため
「京都産業大学教育振興資金」の募集を行っております。
この募金事業では、皆様からいただいた寄付金を教育研
究経常費へ充当し、活用させていただいております。募
集にあたりまして、大学HPの募金事業サイトに教育振興
資金の募金趣意書を掲載公開しておりますので、ご高覧
いただき、本学の教育・研究振興にご理解とご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

◆卒業生顕彰制度　
国の内外を問わず社会の諸分野において活躍し、社会的貢献を果たし、顕著な業績をあげ、
本学の名声を高めた卒業生の方に対し、その功績を称え顕彰する制度です。

2016年度に募集した奨学金の採用結果について
採用人数 給付総額

２世代・３世代支援奨学金 182名 18,050,000円

同時在学支援奨学金 51名 5,100,000円

熊本・山鹿フィールド支援奨学金 26名 1,097,272円

奨学金名称 対象者

２世代・３世代支援奨学金 祖父母又は父母が京都産業大学の学部卒業者である学部新入生

同時在学支援奨学金 兄姉が京都産業大学の学部又は大学院に同時に在籍する弟妹の学部新入生

熊本・山鹿フィールド支援奨学金 共通教育科目「熊本・山鹿フィールド」履修者でフィールドワークの参加者

京のまち下宿支援奨学金 学部新入生のうち、経済的理由により学費納入又は修学の継続が困難な下宿生

グローバル人材育成支援奨学金 TOEIC奨学金：規定のTOEIC又はTOEIC IPのスコアを在学中に取得した学部生
短期留学渡航費奨学金：本学が単位認定を行う短期留学プログラムに参加した学部生

◆給付奨学金制度〈学校法人京都産業大学「サギタリウス基金」〉

※京都産業大学附属中学校・高等学校の生徒を対象としたＫＳＵコース奨学金（仮称）も2017年度中に新設予定です。

熊本・山鹿フィールドのフィールドワーク参加者
（荒木総長の出身地を訪問）

2世代・3世代支援奨学金表彰式

銘板

募金の目的

施設・設備の充実及び教育研究の充実
（教育内容の充実、教育研究施設・設備及び教育環境
の整備、課外活動施設の整備及び課外活動の充実、
奨学金制度の充実、図書の整備、国際交流の振興）

募金の概要

募集期間：４月１日から翌年３月31日まで（毎年度）

目 標 額：１億円

申込金額：１口１万円

詳細については募金事業webサイトから、ご覧ください。
大学HP ＞ 大学紹介 ＞ 募金事業

ホームカミングデーのご案内同期会（第12期生の集い）の開催
本学ではこれまで、第1期生が還暦を迎えられた2006年から、
毎年、同期会を開催しています。本年度は、1976年に本学にご
入学された第12期生の方を対象に同期会「第12期生の集い」
を開催します。ぜひご参加ください。

日 時  2017年11月5日（日）11:00～14:00
会 場  本学神山ホール（式典）

 課外活動棟ミニホール（懇親会・立食）
対象者  1976年4月入学後、卒業された方

開催日  2017年11月3日（金・祝）・4日（土）・5日（日）

今年のテーマ 「ｃｏｌｏｒｆｕｌ」
Colorfulとは、「はなやかな色を多く使って美しいさま」という意
味である。多種多様な企画・模擬店・部展・ステージ発表等による
Colorfulな神山祭。そして学生時代を彩る思い出を作りたい。

第52回神山祭

詳しくは、神山祭実行委員会webサイトをご覧ください。
大学HP ＞ 課外活動サイト > 神山祭実行委員会

本学卒業生の皆様に母校（ホーム）へ帰ってきていただき、楽し
んでもらおう！という催しで、毎年約1,000名の方々がご来場さ
れます。神山祭という大学内が輝く時期に、学生時代の仲間や
ご家族と是非ご参加ください。

平成29年度（第49回）
総会・懇親会のご案内

会員の皆様、ぜひご参加ください。なお、参加申込方法等の詳細
につきましては、8月下旬発行の『同窓会報53号』をご覧ください。

日 時  2017年11月４日(土)　11:00～13:30
会 場  総　会／総合体育館２階　第２演習室

 懇親会／課外活動棟ミニホール
※懇親会会費　1,000円（当日徴収）　同伴者500円（小学生以下無料）

日 時  2017年11月3日（金・祝）・4日（土）・5日（日）
 10：00～16：00
会 場  並楽館 4階 BABY FACE PLANET’S
催 物  喫茶コーナー（ケーキ・飲み物サービス）、

 キャンパスグッズ販売、抽選会 等

同窓会神山祭 & 同期会

参加無料 ● 該当者には8月中旬に案内文を送付します。

ご来場の方にオリジナルグッズをプレゼント

京都産業大学同窓会事務局
TEL：075-701-8407
E-Mail：ksu-doso@wine.ocn.ne.jp    

同窓会に関する
お 問 合 先
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京都産業大学では、卒業生の基礎資料として現住所・勤務先等を記録しております。
変更のある方は、下記からご連絡ください。

住所変更のご連絡を!!

「住所変更届」のwebサイト入力フォームから入力ください。
大学HP ＞ 卒業生の方 ＞ 住所変更届

学生及び卒業生向けの証明書について、従前の学内発行に加え、全国のコンビニエンスストアでの発行が可能となりました。
京都産業大学「証明書コンビニ発行サービス」は、必要な証明書の発行をオンラインで申請、クレジット・コンビニ現金決済し、

全国のコンビニエンスストア（サークルK、サンクス、セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン）の
各店舗内に設置されているマルチコピー機を利用して、各種証明書を発行するサービスです。

 詳しくは、卒業生の証明書webサイトを、ご覧ください。

「証明書コンビニ発行サービス」を開始

大学HP ＞ 卒業生の方 ＞ 証明書発行 ＞ 卒業生の証明書発行について

大学HP ＞ 卒業生の方 ＞ 卒業生向け情報誌「神山の絆」

表紙の写真は、1978年当時のピロティ（２号館・3号館の前）の様子です。
現在のピロティは、3号館、雄飛館、サギタリウス館、12号館に囲まれた場所となり、
周りの建物は変わりましたが、開学当時と変わらぬ学生たちの憩いの場となっています。

今後の参考のため、アンケートにご協力をお願いします。下記webフォームから回答いただけます。
ぜひ率直なご意見・ご要望をお聞かせください。

「神山の絆」についてのアンケートにご協力ください

この本は、京都産業大学特別対談シリーズ「マイチャレンジ 一歩踏み出せば、何かが始まる！」と題して、
山中伸弥氏（京都大学IPS細胞研究所所長）、羽生善治氏（将棋棋士）ら、各界で偉大な功績を持つ著名
人を本学にお招きし、大きな決断の時、思い切って一歩を踏み出した瞬間等、ご自身の体験をお話し
いただいた講演と、本学永田和宏総合生命科学部教授との対談を取りまとめたものです。
※アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別できる情報として、公表されることはありません。
※抽選結果はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

アンケートをお寄せいただきました方の中から抽選で15名様に
文庫本『僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう』（文春新書）を進呈します！
※永田和宏教授 直筆サイン入り！

プレゼント


