むすんで、
今日もこのキャンパスには、
マジな顔して、ペンを走らせ、
マジな顔して、語るヤツがいる。
真剣になるほど、人は集まり、
真剣になるほど、夢は近づく。
マジで真剣な君にかなえる力を。

no

2

Miyu Sakamoto

故郷を笑顔にするために

坂本 美夢

1

no

1

Kouki Kitayama

前を向く強さをくれるもの

北山 亘基

2

3

うみだす。
明日もこの世界には、
マジな顔して、悩み苦しみ、
マジな顔して、前を向くヤツがいる。
no

3

Rio Sakamoto

いつか星に手が届くまで

坂本 りお

真剣になるほど、力不足で、
真剣になるほど、悔しさは増す。
マジで真剣な君にかなえる力を。
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挑む学生たちの物語

no

1

共通教育科目

広がる世界

経済学部 経済学科
3年次

北山 亘基
Kouki Kitayama
京都府・京都成章高等学校出身

前を向く強さをくれるもの

京

都産業大学に入学した頃からプロ入りが有望視されてい
た北山にとって、1年次に受講する共通教育科目「自己発

見と大学生活」は小さな転機となった。自分の今とこれからを文
章と図で表現したり、グループワークで目標設定や学び方を考
えたり。学部の壁を越えて編成されるクラスでは、文系と理系の
価値観が混ざるなど、それぞれの学生が描く将来像を知ること
が北山にとっては新鮮だった。
何よりグループワークの中で気の合う友人ができた。
「こないだ
の試合、すごかったな」。北山の大学でのファン第1号であり、野
球の話以外でも盛り上がる仲になった。
一方、野球でも北山は順調に力を付けてきた。1年次からマウン
ドに上がり、秋の関西選手権では4日間連投のクローザーとして
獅子奮迅のピッチングを見せた。3年次になった現在は、キャプ
テンを務める。立場上マネジメントも行うようになると、チームの
調子の浮き沈みにも敏感になる。
そんなとき、北山は「人に求めている間は何も変わらない」と自身
に言い聞かせてきた。チームが停滞しているとき、全員が前を向
くためには、いくら言葉を尽くしても伝わらない。先頭に立つ者
が前を向いて最初の一歩を踏み出すしかない。
それに気付いてく
れるメンバーがいれば、いつかチーム全体が動き出す。
「今度また、回転寿司でも行こうや」。久々に大学で会った友人が、
変わらず声を掛けてくれる。チームの調子がいいときは「すごい
な」と一言。悪いときには「ご飯でも行こう」。そんなふうに少しだ
京都産業大学にまつわる人々の
「むすんで、うみだす。
」
実践ストーリー

け気を使ってくれていることに最近、気付いた。いい大学に来た
と思った。もし自分に野球しかなければ、
「人に何かを求めない」
強さは、きっと持てなかっただろう。ただ一つのキャンパスには、
さまざまな人とのつながりがあり、世界の広がりがある。
今、大学内に貼られている
「ONLY ONE CAMPUS」というポス
ター。中でも、ひときわ大きな一枚に写る手は、北山のものだ。撮
影のときどんな気持ちだった？ と聞くと、北山は少しうれしそう
だった。
「自分にとっては
“ナンバーワン”のキャンパスです」。

詳細はWebで
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no

2

3

no

フィールドワーク

京都の街

神山天文台

文化学部 京都文化学科
1年次

坂本 美夢

宇宙の学び

坂本 りお

Miyu Sakamoto

Rio Sakamoto

宮城県・仙台育英学園高等学校出身

大阪府立春日丘高等学校出身

故郷を笑顔にするために

宮

理学部 宇宙物理・気象学科
4年次

城県・東松島市。2011年3月11日に発生した東日本大震
災で最も被害が大きかった地区の一つだ。坂本は当時、

いつか星に手が届くまで

昔

から星が好きだった。オープンキャンパスで神山天文台
に出合い、ここで学びたいと受験を決めた。だが、周囲の

小学3年生だった。

大反対に遭う。元々、得意なのは文系科目。数学と物理は飛び抜

自宅は全壊。小学校で1カ月の避難生活。その後、仮設住宅での

けて苦手だった。星が好きだという理由だけでは、誰も納得はし

暮らしが始まったのだが、その間、坂本にとって何よりも気掛かり

てくれなかった。
「でも私それ以外にやりたいことがなくて」。

なことがあった。
「周りの大人たちに元気がない」のだ。街並みや

受験期のラストスパートで精一杯の力を尽くし、なんとか合格

身の回りのものを失うことよりも、まだ小さかった彼女にとって

はできたものの、入学後は毎日がほぼ数学と物理の授業という

は、笑顔や気力を奪われた大人たちを見る方が不安になった。何

日々。課題を一問解くのに4時間かかったり、周りが当たり前に

か自分にできることはないか。地域を盛り上げるにはどうすれば

できることができない悔しさを何度となく味わった。

いいか。失った街の文化や笑顔を取り戻すには――。その答えを

そして、坂本は今、神山天文台で「新星爆発」の研究に取り組ん

探し続けて、彼女は今、京都産業大学の文化学部で学んでいる。

でいる。白 色 矮星という新星が爆発すると、他の天体ではあり

「本物に触れる学び」に興味があった。文化学部京都文化学科で

えない成分が検出される。神山天文台は、その観測を2013年に

は1年次から京都の街でのフィールドワークを積極的に行う。二

世界で初めて成功。以来、継続して観測・研究に取り組んでいる

条城や壬生寺、祇園の街や美術館、どこへ行っても普通の観光

重要テーマの一つである。

では見ることがかなわない展示や専門的な解説を受けられる。

坂本の研究テーマは2020年8月、カシオペア座近くで起きた新

文化とは「つながり」の学びなのだと坂本は言う。例えば建物一

星爆発だ。ハワイに設置されたNASAの望遠鏡のデータを取り

はくしょくわいせい

つにも建築時の時代の思想や技術がどこかに映し出される。さ

寄せ、爆発時にどんな原子・分子が検出されたかを調べている。

らにその周囲を回ってみれば
「なぜその場所に建てられたのか？」

「宇宙の研究の魅力は“謎が多い”ことに尽きます。星をつくる成

その理由さえ見えることもある。本物には、そんな「つながり」を

分や質量を含め、まだ解明されていないことが多すぎる。研究の

意識させる力があった。そして小学3年生の自分があの日に失っ

道筋さえ間違っていなければ、何をやっても新しい発見にぶつか

たのは、あの街に息づく文化であり
「つながり」ではなかったか。

ります。しかも、それは世界中で私以外に誰も知らないことだっ

坂本は当時を振り返る。日々の暮らしの中に、自分や家族が生き

たりもする。だから一度ハマると抜け出せないんです」。

た証があるからこそ、人は心から笑えるのかもしれないと。それで

複雑な数式やデータで埋まったノートをパラパラと見直す姿か

も、
と彼女は言う。この街を見ていると勇気が湧くのだと。

らは、数学・物理が苦手だったという頃の彼女は想像もできない。

「京都は古い文化を大事にする一方で、新しい文化も常に取り入

得意なことより、好きなことを――。何度も挫折して、壁にぶつ

れています。新しいものの取り入れ方にもヒントがある。そんなこ

かって、そのたびに
「やめておけばよかった」と後悔をして。でもし

とに気付いたり、教えてもらうたびにハッとします」。

ばらくして
「好きで選んだことやし」と前を向くたびに成長できた。

賀茂川のほとりで東の大文字山を見上げる坂本に、これからの

そうやって「いつか星に手が届くまで」学び続けた道のりこそが、

目標について聞いてみた。まだ答えが見つからないんです、とう

彼女にとって何よりも誇らしいものなのだろう。

つむきながら、彼女が口にした言葉には、ある種の決意がこもっ

もし今、高校時代に戻れたら違う道に行く？ そう尋ねると坂本

ていた。
「私たちの世代にしかできない復興の形を実現します」。

は首を横に振った。
「やっぱり今の道を選ぶと思います」。
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学長メッセージ

沿革

「産業」の名を冠する大学として
「京都産業大学」という名は、大学と産業界が
手をむすぶ「産学連携」に由来します。今でこそ
大学のミッションとして一般的になりましたが、
京都産業大学は1965年の設立時から、京都の
地で「学問を外に伝え、産業界との連携を進め
ていく」ことを使命としてきました。

1965

学校法人京都産業大学設立
経済学部／理学部 設置
荒木俊馬 初代学長に就任

1966

世界問題研究所 設置

1967

経営学部／法学部／外国語学部 設置

1969

大学院 経済学研究科 経済学専攻 修士課程 設置
大学院 理学研究科 数学専攻、
物理学専攻 修士課程 設置
理学部に応用数学科 増設

1971

大学院 経済学研究科 経済学専攻 博士課程 設置

1972

大学院 理学研究科 数学専攻、
物理学専攻 博士課程 設置
大学院 法学研究科 法律学専攻 修士課程 設置

1974

大学院 法学研究科 法律学専攻 博士課程 設置

「産業」を冠した大学だからこそ、全国に先駆け

1977
1989

大学院 外国語学研究科 中国語学専攻、
言語学専攻 修士課程 設置
工学部 設置

てキャリア教育や進路・就職支援を充実させて

1993

大学院 工学研究科 情報通信工学専攻、
生物工学専攻 修士課程 設置

1995

大学院 工学研究科 情報通信工学専攻、
生物工学専攻 博士課程 設置

2000

日本文化研究所 設置
文化学部 設置

きました。また、文系・理系の学部がワンキャン
パスに集う環境は、学生同士の刺激を促し「前
向きでバイタリティのある人材を輩出する大
学」としての特色を確かなものにしました。
このような大学のあゆみを踏まえ、大転換期を
迎えた現代に、京都産業大学は改めて『大学の
使命は、将来の社会を担って立つ人材の育成
にある』という建学の精神に立ち戻ります。
「ワンキャンパス」や「産学連携」など京都産業
大学ならではの特色を生かしながら、次世代を

2001

先端科学技術研究所／総合学術研究所 設置

2002
2004

大学院 マネジメント研究科 マネジメント専攻 修士課程 設置
大学院 マネジメント研究科 マネジメント専攻 博士課程 設置

2005

大学院 外国語学研究科 英米語学専攻 修士課程 設置

2007

経営学部にソーシャル・マネジメント学科、
会計ファイナンス学科 増設

2008

大学院 経済学研究科（通信教育課程）経済学専攻 修士課程 設置
コンピュータ理工学部 設置
外国語学部に国際関係学科 増設

2009

益川敏英教授 ノーベル物理学賞受賞
法学部に法政策学科 増設
神山天文台 完成

2010
2011

総合生命科学部 設置
大学院 先端情報学研究科 先端情報学専攻 修士課程 設置

2013

大学院 法学研究科 法政策学専攻 修士課程 設置
大学院 先端情報学研究科 先端情報学専攻 博士課程 設置
社会安全・警察学研究所 設置

2014

外国語学部 学科再編
大学院 生命科学研究科 生命科学専攻 修士課程 設置

2015

文化学部に京都文化学科 増設
大学院 法学研究科 法政策学専攻 博士課程 設置

2016

理学部に宇宙物理・気象学科 増設
大学院 生命科学研究科 生命科学専攻 博士課程 設置

担う人材の育成に注力していきます。
京都産業大学 学長

黒坂 光

2017
2018
2019

2020

タンパク質動態研究所 設置
現代社会学部 設置
情報理工学部 設置
感染症分子研究センター 設置
経営学部 学科再編
（マネジメント学科の1学科体制）
国際関係学部 設置
生命科学部 設置
大学院 京都文化学研究科（通信教育課程）京都文化学専攻 修士課程 設置
植物科学研究センター 設置
ヒューマン・マシン・データ共生科学研究センター 設置
ことばの科学研究センター 設置

学章
京都産業大学の学章は、ギリシャ神話に登場する半身半馬の賢者ケイロンを
かたどった星座、サギタリウス（射手座）をあしらい、その下に大学の文字を配
している。広大無辺な大宇宙を自由奔放に駆け巡る星々の姿は、新しい時代
に、世界へ雄飛する若者への希望を表している。
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9

学長メッセージ／沿革
【 one campus 】

学部案内

129

内定者に聞く学部での学び

131

就職実績

133

Student Voice
さまざまな疑問に先輩たちが答えます！

136

大学院

京都産業大学の

137

研究所・研究実績

学生座談会

139

学生生活サポート

６つの特長

「ワンキャンパス」のいいところ、教えてください！

1
2

学生×多彩な学び

141

寮生活・一人暮らし

学生×企業・行政

143

12の学食に名物あり！

147

キャンパスマップ

149

大学の365日

151

学生を支える京の人々

153

学費・奨学金制度

155

京都産業大学の雰囲気を体感！

教養教育

キャリア教育

学生×進路・就職支援

3 進路・就職支援
4

生活サポート／修学サポート／ボランティア活動

学生×世界／学生×留学生

国際交流・留学

5

学生×環境

6

学生×新しい出会い

施設

クラブ・サークル

学食案内

オープンキャンパス

※本誌に登場する人物のプロフィールや教育内容、
施設などの情報は取材時のものです。
※経営学部は2019年に学科再編を行ったため、
2018年度以前の募集学科の学生も掲載しています。
国際関係学部は、
2019年4月開設のため、
外国語学部国際関係学科の学生も掲載しています。
情報理工学部は、
2018年4月開設のため、
コンピュータ理工学部の学生も掲載しています。
生命科学部は、
2019年4月開設のため、
総合生命科学部の学生も掲載しています。

8

【ワンキャンパス】① 一 つのキャンパス②（ 転じて）京 都産 業 大
学の特色の一つ。631,609㎡の敷地に文系・理系10学部9研究科、
15,000人の学生が集うことで、さまざまな刺激・シナジーが生まれ
成長を促す場。③一つの広大な知のプラットフォームであり、個が
出会い、互いを認め合い高め合う場。④【――だからできること】

9

【ワンキャンパスだからできること】
「ワンキャンパス」は京都産業大学にとって特別な意味を持つ

キーワードです。学生15,0 0 0人を擁する総合大学では珍しい、

「文系・理系問わず全ての学生が集まる、ただ一つのキャンパス」は、
いつしか京都産業大学に独自の 特色や世界観をもたらしました。

京都・神山の地に広がる631,609㎡のキャンパスで 多彩な個性
を持つ学生や、分野の異なる学びが出会い、
唯一無二の

アイデアや、これまでにない新たな価値がうみだされて
いく。私たちが「ワンキャンパス」にこだわるのは、

「 むすんで、うみだす。」
ために不 可欠な拠点であり、ときに学 生たちの人 生や未来さえ、
変えうる場となるからです。

10

2

学生

多彩な学び

言語数

延べ

11

378 社

（2019年度実績）

可能性を広げる充実した支援で学生と企業のベストマッチング

共通教育科目で学べる
（2021年2月現在）

進 路・就 職 支 援

詳細はWebで

P. 23

DATA

キャリア形成支援
教育科目への
協力企業・団体数

11言語

進路・就職支援

P.19

DATA

482

学生

大学での学びを実社会とむすぶ

キャリア教育

P.15

科目数

3

学生

企業・行政

文理を問わず知的好奇心を刺激する学び

つの特長

教養教育

6

京都産業大学の

1

DATA

就職率

97.8 ％

[2,388人／2,441人]

就職実績

1,600 社以上

全国

（2019年度実績）

4

5

学生

世界

留学生

環境

（2021年2月現在）

DATA

86

年間の留学者数

P. 39

617 人

(2019年度実績)
※留学者数は長期留学、短期留学、
その他海外プログラムの合算

631,609

クラブ・サークル団体

152 団体

㎡

2013年以降に新設された
校舎・研究施設
（2021年3月現在）

11

P.43
DATA

キャンパスの広さ
大学

同じ目標に向かって育まれる絆

31

カ国・

ク ラ ブ・サ ー ク ル

世界

日々、切磋琢磨し、学びを広げられる場

DATA

学生

新しい出会い

施設

海外でも国内でも国際感覚を身に付けられる

国 際 交 流・留 学

P. 31

交流協定校

6

学生

棟

加入者数

6,447人
(2021年1月現在)

12

学生座談会
起こるのか？」みたいなのは面白い。他学部

の学生が「元気だ」とか「キャラ立ちしてる」

の人と話していると「え、あなたそれサラッ

とか言われるのは、まさにワンキャンパスの

一丸 「ワンキャンパス」のメリットは、やっ

と言ってるけど、すごくない？」みたいな場面

影響なのかも。

ぱり人との出会いに尽きると思います。
「一

が結構あるのが、いろんな人と出会えるワン

つのキャンパスに文系・理系10学部、学生

キャンパスの面白いところかもしれない。

15,000人」というのは、自分が高校生の頃

木村

に想像していたよりも、はるかに規模が大き

祭（学園祭）です。模擬店を出すことになった

の留学生と接点が多いのは、明らかにワン

くてダイナミックでしたね。

とき、たまたま各学部の学生がいて。売り方

キャンパスのメリットでしょう。

「個性」が映えるキャンパスとは

私が「スゴいな」と実感したのは神山

10学部の
「いいとこどり」ができる
財間

人との交流という意味では、海外から

１年次は全学部共通で受ける授業

を考えるのが経営学部、出店に関わる取り

木村

が多いから、必然的に他学部との交流が生

決めを確認するのが法学部、売り上げから何

こに集まるからね。

まれる。自分の知らない世界を知るって、実

から計算してくれる理学部と、得意分野で役

財間

はすごくインパクトがあります。

割分担ができていて、まさに京都産業大学ら

する「バディ制度」に参加していたので、留学

しいなと思いました。

生と一緒に週に１～２回は学内でランチを

五十嵐

財間

そうそう。特に１年次はそういうイン

自然と個性が出るよね。
「自分には個

一拠点だから、必然的に留学生もこ
そう。私は２年次に留学生をサポート

パクトのある出会いの連続で。いろんな学部

財間

に知り合いが一気に増える。授業も高校時

性がない」と思っていても、集団の中で動く

島までドライブをしたりしていたよ。

代とは全然違うよね。

と自分の役割が明確になって「ああ、自分は

五十嵐

食べて。夏休みには祇園祭に行ったり、淡路
いいですね。楽しそう。

意外とまとめるタイプだったのか」とか
「あい

財間

ですね。文系の私でも「生命・環境科学の世

つ参謀役だったか」とか。面白い。

でつながっているから、今も日常的に接して

界」の授業で「花 粉症やアレルギーはなぜ

五十嵐

一丸

１年次の高揚感みたいなものは特別

そういう意味では、京都産業大学

彼らが自分の国に帰ってからもＳＮＳ

いる感覚がある。
「留学しなくても学内で国

情報理工学部 情報理工学科 ２年次

木村 良幸

五十嵐 晶

Yoshiyuki Kimura

滋賀県立草津東高等学校出身

理系でも英語を強化。

学部を越えた学びがある。

「学び」も「施設」も

全学生でシェアできる。

法学部 法政策学科 ３年次

Hikari Igarashi

京都府立桃山高等学校出身

Student Voice
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ここから大学生活が始まる！

他学部の友人ができる授業とは？

共通教育科目
「自己発見と大学生活」は、この大学
の学生なら誰もが思い出深い授業。いろんな学部
の仲間と、
「大学生活の幕開け！」という感じでし
た。
（法学部 2年次）

共通教育科目の「音楽史入門」や「ボランティア実
習」には、同じ分野に興味のある学生が集まります。
学部混合のクラスなので、他学部の友人ができや
すい授業だと思います。
（情報理工学部 2年次）

あやゆる業界にも対応可能!
「学生就職アドバイザー」の制度が頼りになります。
メーカーから金融まで各業界に内定した先輩がそ
ろい、ここへ相談に行くだけでも就職活動の基本
が学べてしまいます。
(経済学部 3年次)

カッター、ＵＶプリンタ。あの機器、総額でい

「ワンキャンパス」のいいところ、教えてください！

くらだろう。いずれにしても個人でそろえられ
るレベルじゃないですよ。
木村
五十嵐

え、何ができるかさえ分からない……。
何でも作れます。生活用品から電子

基板まで。サークルの名札や、オープンキャン

際感覚が身に付く」かな。もちろん本格的に

言語も学べてしまう。

留学したい人にとっても、かなり留学しやす

一丸

文系の学生も受けられる天文学や気

パスに来てくれた高校生向けの景品を作った

い環境が整っていると思うけど。

象予報の科目もあるし、10学部それぞれの

学生もいましたね。私はちゃんと回るメリー

専門分野の学びが、全ての学部で享受でき

ゴーラウンドの模型とか。かわいいものを。

があるし、留学先の単位が卒業単位に認定

るというのは、よく考えるとすごいこと。

木村

されたり、学部独自の留学プログラムがあっ

五十嵐

たり。大学の基本スタンスとして「チャンスが

ているような歴史や美術、芸術の分野が好

事欠かないし、学食なんて12もある。

あれば留学に行きなよ！」と常に背中を押さ

きな人は多いですしね。

一丸

一丸

留学説明会もよく開かれている印象

れている感覚があります。
五十嵐

私はグローバル・サイエンス・コー

理系でも文化学部が専門的にやっ

人も設備も全てあるということ

施設でいえばコモンズとか図書館の

ように、人と集まったり、勉強する場所には
私 は 並 楽 館 の「 c o s m i c b a k e r y

cafe」が好き。新商品が一番多い店かも。
木村

結局、いつでも大学に来ると知り合

いに会えるし、勉強する場所はあるし、食事

スという「理系だけど英語もしっかり学べる

木村

コース」に登録して学んでいるんだけど、外

ムのソフト面もそうだけど、ハード面のほう

もできるしで、ずっと大学にいるよね。

国語学部じゃなくても、語学のカリキュラム

がワンキャンパスの魅力は分かりやすいかも

五十嵐

が充実している印象です。

しれない。いい施設や設備があれば、全ての

の愛着が湧くというのはありますよね。

学部・学生でシェアできる。

財間

財間

ああ、それもワンキャンパスの効果か

そういう意味では授業とかカリキュラ

も。どの学部の学生も外国語の授業は10言

財間

語から選べるでしょう。それもインドネシア語

さに」だね。

とかレアな言語まで。外国語学部に幅広い

五十嵐

専攻があるから、やろうと思えばそういった

生でも利用できます。３Ｄプリンタ、レーザー

情報理工学部のファブスペースは「ま

そんなふうに過ごせるから、大学へ
就職 活動をするようになって知った

んだけど、京都産業大学は卒業生同士のつ
ながりが 強くて。そんなふうに大 学に愛 着

そうそう。講習さえ受ければどの学

が持てたり、結束が生まれやすいのも、ワン
キャンパスのメリットかなと感じます。

外国語学部 アジア言語学科 ３年次

一丸 安慈

財間 祐太朗

Anji Ichimaru

滋賀県立甲西高等学校出身

留学しなくても

国際感覚が身に付く。

インパクトのある

出会いの連続。

国際関係学部 国際関係学科 ２年次

Yutaro Zaima

滋賀県・滋賀短期大学附属高等学校出身

せん ぼう

膨大な留学データベース

理系の設備は羨 望 の的⁉

昼食は名スポット巡り!

留学志望者は先輩の体験談をぜひ見てください。
あまり日本では馴染みがない国でも、
かつて留学し
た先輩が必ずいます。あの膨大なデータベースはか
なり心強いです。
(国際関係学部 2年次)

神山天文台やファブスペースなど理系の設備は特
に充実。おかげで研究を進めるスピード感が全然
違います。全施設が一つのキャンパスにあるので、
使い勝手が良いです。
（生命科学部 2年次）

最近、昼食は友人とキャンパスを巡って眺めの良い
ポイントを見つけて食べています。並楽館の4階テ
ラスや、サギタリウス館5階の大階段にあるテーブ
ルがお薦めです。
(情報理工学部 3年次)
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1

学生

かつて人は天を見上げて学んだ。

多彩な学び

教養教育

天文・物理科学の世界
最も古い学問の一つであり、さまざまな学問と関連しながら進歩してきた天文学。特に近代以降、天文学
の進歩と密接に結び付いて発展したのが物理学で、その世界観は科学技術全般の土台となっています。授
業では、
古代から現代までの天文学の発展を追い、
さらに物理学の基礎概念と応用も学びます。

教養が身に付く

「共通教育科目」とは？

共 通 教育 科目
1.

人間科学
教育科目

学部ごとの
だい ご

5.

み

京都産業大学で学ぶ醍醐味ともいえ
るのが、教養が身に付く「共通教育科

専門 教育 科目

2.

キャリア形成
支援教育科目

英語
教育科目

５つの柱

目」です。日本最大規模のワンキャン
パスの特長を最大限に生かし、広い

4.

視野を養う「人間科学教育科目」や

体育
教育科目

10言語から選択可能な「外国語教育
科目」など、興味・関心を駆り立てるカ

3.

外国語
教育科目

リキュラムを展開しています。

学びの基礎力と幅広い教養を育む
大学での学びには学部ごとの専門教育科目と、学部の垣根を越えて受講できる共通教育科目がありま
す。大学で学ぶ強みの一つは専門の学びを突き詰めていけることですが、社会に出れば専門の学びだけ
では解決できない問題が多くあり、それを補うために必要な力を育めるのが共通教育科目です。専門の
学びを縦軸とすれば、共通教育科目は横軸。知的好奇心をフル活用して、興味の幅を広げていきましょう。
詳細はWebで
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世界を変えるワンカットとは？

歴史に刻まれたワンシーンとは？

文学と芸術学の世界
名作、古典、傑作と称される文学作品や
美術作品は、人間がその時代と社会に
おいて生きることの意味をさまざまな
形で表現しています。そうした先人たち
の精神的遺産に触れ、その声に耳を傾
けることで、これからの人生において遭
遇するであろうさまざまな局面で必 要
とされる総合的な判断力を養成します。

「自分の言葉」で伝えるために。

日本語表現1
大学での授業では高校までの学びと
比べて、より「主体的に学ぶ」ことが求
められます。そのためにはまず自分で考
え、自分なりに発 信することが必要で
す。与えられた情報にどのような背景が
あるのかを見極め、それを自己発 信す
る上で不 可欠な批判的思考力や論理
的表現力を養成します。
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教養教育

1. 人間科学教育科目

歴史学の世界

文学と芸術学の世界

人文 科学

「価値観を広げる教養」を身に付ける

心理学の世界

哲学の世界

学生が自らの専門分野を深く学ぶだけではな
く、バランスのとれた世界観と幅広い教養を
身に付けていくため、
「人文科学」
「社会科学」

総合領域

「自然科学」
「総合」の4領域に多彩な科目を

導入・接続教育科目群

開講しています。このうち「総合」以外の3領域

KSU科目群

法学と政治学の世界

は、
「基本科目」と
「展開科目」で構成。まず
「基

情報科学の世界

教育･教職科目群

本科目」でその学問分野の全体像と基礎知

人権科目群

経済学の世界

識を修得した上で、興味を持った内容について

社会 科学

「展開科目」で段階的に学びを深めます。

情報科目群

自然 科学

生命･環境科学の
世界

数学の世界

社会学の世界
経営学の世界

天文･物理科学の世界

人間科学 教育 科目
の
学び

人文科学領域
基本科目

展開科目
（一例）

□

東アジア思想史入門 □ 倫理学入門
ヨーロッパ思想史入門 など

宗教学分野

□

文化人類学入門

心理学分野

□
□

哲学分野
□

□

□

哲学の世界

心理学の世界

歴史学の世界

Religion in Japan

社会心理学入門

□

認知と学習の心理学入門

臨床心理学入門

など

□

東洋史分野

□

アジア史入門

西洋史分野

□

ヨーロッパ史入門

□

自然科学領域

など

文明史入門
Japanese Culture in Historical Perspective

日本史分野
□

□

基本科目
□

など

など
□

□

アメリカ史入門

日本文学分野

□

近現代日本文学入門

西洋文学分野

□

西洋美術入門

芸術学分野

□

演劇論入門

□

Approaches to Literature and the Arts

□

近現代小説入門

など

□

など
□

数学の世界

映画論入門
など

□

生命･環境科学
の世界
情報科学の世界

社会科学領域

総合領域
科目群

□

経済学の世界

□

経営学の世界

□

法学と
政治学の
世界
社会学の世界

物理学分野

数学分野

□

宇宙物理入門

展開科目
（一例）

□

物質と環境入門
相対性理論入門

□

□

実社会の数学

統計学入門

□

現代日本経済論入門

導入・接続教育科目群

化学･環境学分野

□

□

□

生物学分野

□

病気とくすり入門

情報学分野

□

情報の知財と倫理入門

□

人間情報処理入門

大学の歴史と京都産業大学

□

熊本･山鹿フィールド

□

ボランティア実習

□

気象予報技術

□

□
□

ソーシャル･マネジメント入門 □ 簿記入門
Japanese Management and Business など

KSU科目群

法学分野

□

刑事法入門

教育･教職科目群

□

教育課程論

政治学分野

□

国際政治入門

□

政治思想史入門

人権科目群

□

人権のあゆみ

社会学分野

□

社会調査入門

□

社会福祉学入門

□

□

Issues in Japanese Society

コンピュータ基礎実習（初級）
コンピュータ基礎実習（上級）

など

など

など

情報科目群

□

Ecology and Society
□

など

情報メディア論入門

など

科目の一例
□

経営学分野

など

など

放射線と生命入門
食料と環境入門
Environmental Problems など

日本の経済思想入門

国際法入門

現代科学入門

□

□

□

など

など

経済学分野

□

地球科学入門

□

など

基本科目

□
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文学と芸術学
の世界

□

天文･物理科学
の世界

展開科目
（一例）
宇宙･天文学分野

□

□

□

日本語表現1

□

ハテナソンセミナー

気象予報1

□

日本語表現2

など

気象予報2

など
□

教育方法の理論と実践
□

部落問題論

□

教職論

など

など

□

コンピュータシステム

など

2. 英語教育科目

Point

少人数編成で積極的に

入学時に英語の習熟度を確認し、レベルごと

「社会が必要とする英語力」を養成

にクラス分けを実施。少人数クラスを編成す
ることで、担当教員の指導が一人一人にきめ
細かく行き届くのはもちろん、学生自身も積

「話す」
「聞く」
「書く」
「読む」の修得に加え、就職活動や

極的に授業に参加することができます。

ビジネスで有用とされるTOEIC L&R対応の学習内容
®

を組み込んだ必修科目です。
英語でのコミュニケーショ

Point

ン能力を高めるためのネイティブスピーカー教員によ

2

２つの授業で力を付ける

日本人教員によるTOEIC®L&Rに焦点を当

る授業も実施。社会が必要とする英語力の修得に力を

てた授業と、ネイティブスピーカー教員によ

入れています。また、学部混合クラスのため、文系・理系

るコミュニケーションを重視した授業を用意。

のくくりなく他学部生と交流することで、１年次から多

それぞれの授業で英語力を伸ばし、１年次末

様な価値観に触れられるのも特徴です。
英語教育
カリキュラムの流れ

1

と２年次末にTOEIC®L&R受験に臨みます。

TOEIC Bridge®L&R

TOEIC®L&R

（全員受験）英語習熟度を確認

（1年次・2年次末に受験）英語習熟度を確認
上級・中級・初級クラス

レベルごとに
学部混合で
クラス分け

入学

ネイティブスピーカー教員による

日本人教員による

●プレゼンテーション科目
●ディスカッション科目
●コミュニケーション科目

●TOEIC科目

基礎クラス
ネイティブスピーカー教員による

日本人教員による

●コミュニケーション科目

●総合科目

3. 外国語教育科目

社会が
必要とする
英語力の
向上へ

4. 体育教育科目

「使える外国語」を
着実に身に付ける

スポーツを通して
心身を鍛える

国際社会で求められる高度な

充実した学生生活を送るには、

語 学力を身に付けて国 際 的

自分自身の健康を管理し、心

視野を磨く科目で、10言語か

身を健やかに保つことが大切

ら興味のある言語を選択でき

です。体育教育科目では、講

ます。ネイティブスピーカー教

義、実習、演習をバランスよく

員が現地の文化を教えたり、検定試験を念頭に置いた授業をしたり

開講。京都産業大学独自のカリキュラム編成で、さまざまなスポーツ

と、多彩で特色ある科目を用意。そのため、初めて接する言語でも、目

を通して身体能力の維持・向上を目指すとともに、協調性や社会性、

的に応じて段階的に力を伸ばしていくことが可能です。

人間性も養います。

１０言語から選んで学ぶ
ドイツ語
中国語
スペイン語
イタリア語
ベトナム語

5.

フランス語
ロシア語
インドネシア語
韓国朝鮮語
日本語

（留学生のみ）

Point

上級プログラムも用意

Point

1

初めての競技に挑戦

Point

２

認定資格を取得可能

より高度な語学力の修得を目指す人

剣道、ダンス、馬術、バスケットボール

(公財)日本スポーツ協会との協定に

のための「エキスパート科目」を開講。

など、選択できる科目の多彩さは京

より、同協会公認の指導員やジュニア

初めて学ぶ言語であっても「話す」
「聞

都産業大学ならでは。
充実したスポー

スポーツ指導員など、資格取得につな

く」
「書く」
「読む」4技能の全てにおい

ツ施設で、経験豊かな教員による丁

がる「スポーツ指導者育成コース」を

て、基 本的なコミュニケーションが十

寧な指導の下、未経験者もさまざま

開講。
指定科目の単位を修得すること

分にできる段階まで学修します。

な競技にチャレンジできます。

で、
スポーツ指導者の道が開けます。

キャリア形成
支援教育科目

「社会を生き抜く力」を段階的に高める
京都産業大学のキャリア形成支援プログラムは、全学部・全年次
の学生を対象に多彩な科目を開講しています。
「大学での学び」と
「社会での実践」を段階的に積み重ねていくことで、個性や自主性

詳しくは
次ページへ

を養い、自ら考え行動する
「社会で活躍できる人材」を育成します。
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2

学生

企業・行政

キャリア教育
企業の課題を解決する授業

O/OCF-PBL

(オーシフピービーエル)

大学
（On Campus）での学びと実社会
（Off Campus）での学びを融合
（Fusion）させた、実
京都産業大学は常に日本の大学の
キャリア教育をリードしてきました。正
課授業のキャリア形成支援教育科目
には、企業や行政機関と提携して問題
解決に取り組む授業やインターンシッ
プなど、実社会において力を付けるカ
リキュラムが充実。日々の学びの中で
社会で活躍する素養を身に付けます。

詳細はWebで
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践指向型の課題解決型学習
（PBL：Project Based Learning）科目です。授業ごとに目標を
設定し、授業後に自身の言動を振り返り、目標を達成できたかを確認する自己成長トレー
ニングシステムを通して人間関係構築力を身に付けた後、企業や行政機関から提供いただ
いた課題にチームで取り組み、最終成果報告会で解決策を提案。6カ月間の活動を通じて、
「課題解決スキルの修得」と
「主体性や社会性の伸長」を同時に達成します。

段階的にステップアップする学び
１年次

２年次

O/O C F - P B L１

O/O C F - P B L２

グループで課題 解決に取

6カ月間かけて実際に企業

り組み、個人が
「チーム」と

などから提供いただいた課

して機 能し成 果を出すた

題に取り組み、社会人基礎

めのスキルを学ぶ。

力や問題解決力を育む。

社 会で
活 躍する
素 養を修 得

「未来のレトルトパッケージ」に
本気で挑んだ6カ月――。
「O/OCF- PBL 2」2020年度課題

イシダから提供された課題は「これからの日本で期待される食材・食品の販売スタイルやパッケージング形態について」。小菅さんらのチー
ムはコンビニやスーパーを回り、カレーなどレトルトパウチの現状を徹底的に調べるところから、課題の発見・解決に取り組んだ。

課題例
の
自分
今の 杯を
。
精 一 した
けま
ぶつ

現代社会学部
現代社会学科 2年次

小菅 彩音

Ayane Kosuga

京都府立山城高等学校出身

企

業から提 供される課 題に挑む
「O/OCF-PBL2」。私たちのグ

ループは「次世代の食品包装」という
課題に対し、リサイクルしやすいレトル
トパッケージを提案しました。
「先方に失礼な提案はできない」と半年
間、この日のことだけを考えてチームで
毎日ミーティングを行いました。プレゼ
ン当日は怖くて怖くて、
人生で一番緊張
しましたが、今の自分にできる最大限の
努力を払いました。
この挑戦が「さらに成長したい」と思う
きっかけとなったと感じています。社会

詳細はWebで

と向き合う学びは厳しいけれど、
“自分

(2020年度)

●JTB 京都支店
SDGsをテーマとし、
「京都×大学生
（または大学）」を活用した
着地型旅行商品を開発せよ。
●TOWA
BtoB企業に興味を持ってもらうには？
会社の魅力PR企画を立案しよう。
●フラットエージェンシー
空き家問題解決の一助に！
新大宮商店街にある空き家の有効活用を
提案してください。
※その他の協力企業
イシダ、
京都鉄道博物館、
ユーシン精機、
TAKAMI HOLDINGS、
日新電機

の現在地”を教えてくれます。
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キャリア教育

キャリア形成支援教育科目

詳細はWebで

特色あるプログラムとして高評価を獲得
京都産業大学のキャリア形成支援プログラムは、日本型の
「コーオプ
教育*」として日本国内で先駆けて導入したもので、国や教育機関か

卒業後のキャリアを
具体的に描き、
専門性を深める

社会に向き合うための
準備をする

ら高い評価を受けています。中でも、インターンシップ系科目やPBL
系科目は、先進的で特色あるプログラムとして、これまでに文部科学
省や経済産業省からも多数採択されています。
＊教育目標とそれを実現するプログラムや指導方法を企業と教育機関が共同で開発した、
長期や複数回の就業体験を含む学修プログラム。

導入・接続教育科目群

科目名

自分を知る・
未来を計画する

身に付けたスキルを
実践し、高める

1年次
春学期

秋学期

2年次
春学期

秋学期

3年次
春学期

秋学期

4年次
春学期

自己発見と大学生活
ファシリテーション入門
キャリア・Re-デザイン
産学協働教育科目群
理工系スタートアップ・キャリアデザイン
キャリアデザイン系

自己発見とキャリアデザイン
働き方の未来
O/OCF-PBL１
O/OCF-PBL２

PBL系

企業人と学生のハイブリッド
スタートアップ・インターンシップ
プレップ・インターンシップ
アスリートインターンシップ
インターンシップ系

インターンシップ１
インターンシップ２
インターンシップ３
インターンシップ４
インターンシップ５

企業で就業体験をする授業

国内インターンシップ

詳細はWebで

国内の企業・団体での2週間から1カ月程度の「就業体験」と、その前
後に学内での学習を組み合わせたプログラムです。事前学習では目
標設定やビジネスマナー講義、事後学習では就業体験から得た学び
の振り返りや成果報告を実施。企業・業界、仕事内容について理解を
深めるとともに自身の興味・適性を知ることで、今後の学生生活や
卒業後の進路を考えるきっかけとなり、学習意欲や就業意欲の向上
につながっています。

国内インターンシップの授業の流れ

事前 学習
・目標設定
・企業／業界研究
・ビジネスマナー講義
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就 業体 験
・国内の企業／団体で
インターンシップ
など

事 後学習
・振り返り
・成果報告会

進 路 選 択・
就 業 意 欲の
向上

秋学期

成長を実感できる
独自のインターンシッププログラム
先輩の例
3年次に「インターンシップ3」を受講
私にとって
本当にやりたい
仕事が 明 確に
なりました。

総合生命科学部
生命資源環境学科 4年次

塩崎 真子

Mako Shiozaki

大阪府・常翔学園高等学校出身

3

年次の夏、大手食品企業での
インターンシップに参加しま

した。私にとって特に重要だったのは、

3年次に「アスリートインターンシップ」を受講
スポーツの経験を
就職に生かす
ノウハウを
学びました。

私

が受講した「アスリートイン
ターンシップ」は、アスリート人

材を求める企業や、体育会クラブに所

このインターンが「大学の科目の1つ」

属していた京都産業大学の先輩が活

であったことです。

躍されている企業でインターンシップ

就職 活動ではなく、あくまで授業の

を行う科目です。

一環だったからこそ「自分が企業に求

就職活動とクラブ活動の両立が難し

めるもの」を冷静に掘り下げられ、質

い時期に、アスリートに特化したこの

問も率直にできました。さらに実際に

科目があり、とても助かりました。講

企業の現場へ飛び込むことで、働くイ

義内では、体育会系の強みや弱みを

メージも明確になっていきました。

知り、改善点を知る機会になりました。

その後、志望する企業への就職が決

また、インターンシップではインター

まったのですが、この科目に参加でき

経済学部 経済学科 4年次

ていなければ、結果は全く違ったもの

田井中 秀虎

になっていたと思います。

京都府・福知山成美高等学校出身

Shugo Tainaka

ン先の事業内容の理解を深めるだけ
ではなく、
今後の就職活動に生かせる
ノウハウを学ぶことができました。
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3

学生

進路・就職支援

就職実績

就職率

（就職者数／就職希望者数）

進 路・就 職 支 援

97.8

全国

%

（2,388人／2,441人）

（2019年度実績）

（2019年度実績）

就職率
ランキング
全国

6

（卒業生2,000人以上）

1,600

社以上

学生１人あたりの

求人社数

位

※朝日新聞出版
『AERA MOOK 大学ランキング2021』より。

6.47

全国平均1.83社（学生１人あたりの求人社数）。
2020年３月卒業生実績。

なぜ？ 京都産業大学の学生への評価が高い理由
「就 職に強い京都産業大学」として

学 生1人あたりの 求 人社 数は 、6 . 4 7 社

伝統的に高い就職率を誇ってきまし

(2020年3月卒業生実績）と全国平均を

た。その背景には専任スタッフによる

大きく上回っています。企業からの高い評

“Face to Face”の個別面談や、先輩

価を支えるのが、産業界と密接に連携・体

が後輩のアドバイザーを務める制度
など、大学がワンチームとなって学生
の就職活動を応援する、きめ細かな
サポート体制があります。

系化されたキャリア教育と、進路・就職支
援センターのサポート体制、そして企業で
活躍する卒業生が、後輩たちを助ける「プ
ラスの循環」です。このように「就職に強い
京都産業大学」が積み上げてきたノウハウ
が
「学生と企業のベストマッチング」を生み
出し、企業や自治体からの信頼につながっ
ています。

詳細はWebで
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社

100

府県

（2020年７月現在）

卒業予定者全員とコンタクトを取り、進路・就職状況
の把握に努めています。これにより、未内定の学生に
対して手厚くサポートしていくことが可能です。

Uターン就職率

31.6

面倒見が良い大学
ランキング

西日本
私大

%

（2019年度実績）

進路・就職支援センターにUIJターンコーナーを設置。自治
体と就職支援協定を締結し、相互に連携しながら企業の情
報、各種イベントの周知、セミナー・説明会の開催など、UIJ
ターン就職の促進に関する取り組みを行っています。

文系学部

P.131

理系学部
その他

6.0 %

公務員
巨大企業
（1,000人以上）

40.2 %

2.6 %

小企業
（100人未満）

13.7 %

巨大企業
（1,000人以上）

44.4 %

中企業
（100人以上〜
500人未満）

中企業
（100人以上〜
500人未満）

26.3 %

学部別／業種別就職実績

（2019年度実績）

3.4 %

13.9 %

位

従業員数規模別就職状況

公務員

小企業
（100人未満）

5

※サンデー毎日増刊
「大学入試に勝つ! 2021年度版」より。
西日本順位は本学独自集計。

その他

4.3 %

%

伝統を受け継ぐ、
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「就職に強い京都産業大学」

学生の卒業後
進路把握率

就職協定の締結

大企業
（500人以上〜
1,000人未満）

11.9 %

23.5 %

大企業
（500人以上〜
1,000人未満）

9.8 %
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進路・就職支援

確実に夢に近づく就職サポート
約45人のスタッフが学生一人一人と面談を行い、それぞれの進路に合わせた指導を行っています。また、内定を得た先輩たちが
学生就職アドバイザーとして後輩の未来のために、就職活動の悩みから方法まで幅広い相談に応じ、就活生をサポートします。

詳細はWebで

多様な進路・就職支援
学生とのコミュニケーションを大切に、進路選
択や就職活動をサポートするのが進路・就職
支援センターです。全国トップクラスのスタッ
フ数（約45人）を誇り、さまざまな職歴・経歴
を持つスタッフが常駐。個別面談を通して学生
の個性や希望、課題を把握し、今後の対応策
をアドバイスする他、就職ガイダンスなどの支
援行事も多数開催しています。また、社会が求
める人材をリサーチするため、スタッフが全国
約500社もの企業を訪問。企業の特徴や経営
状況、将来性などの最新情報を学生に提供し
ています。このように学生と企業のニーズに基
づいた就職支援を行うことで「就職してよかっ
た」
「採用してよかった」と双方が満足するベス
トマッチングの実現を目指しています。

就職活動を支える多彩なプログラム
就職ガイダンス

就職活動の個人的な相談

業界・企業の情報収集

就職活動に関するガイダンス

変わりゆく社会情勢に合わせて、
就職活動で必要な情報を提供します。

ミニ就職ガイダンス
（少人数指導）

ゼミ・クラブなどを対象にスタッフが訪問し、
ニーズに応じた情報を提供します。

スタッフによる個別面談

Pick up

内定むすび塾

学生一人一人に担当スタッフがつき、
継続した個別面談で理想の将来に近づきます。

就職登録面談会

就職希望者全員と１対１の面談を実施。
各自の適性に即した志望ができるように支援します。

学生就職アドバイザー

就職先が決まった4年次生が就職アドバイザーとなって、
後輩をサポートします。

就活祭

学生就職アドバイザーや卒業生から体験談や仕事内容を聞く一大イベントです。

業界・企業1dayセミナー、
企業説明会

企業の採用担当者が、
業界動向や会社概要などを分かりやすく解説します。

卒業生による勉強会

卒業生が在学生の質問に答える勉強会です。
企業や業界の
「実情」を知ることができます。

京産ナビ
（就職支援システム）

企業情報・求人情報や行事スケジュールなどを本学独自のナビサイトとして提供しています。

メールなどによる情報配信

独自イベントの案内、
本学ならではの求人情報などを、
メールなどで随時配信しています。
地元で働きたい、
地方に根付いた企業で夢を実現したい学生を手厚くサポートします。

UＩJターン就職支援
公務員就職支援
業界別専門セミナー
企業選考の対策

保護者の方へ
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１対１の面談で個々の悩みに対して適切なアドバイスを行います。

Pick up

Pick up

国家公務員や地方公務員（都道府県庁、
市役所、
警察官、
消防官）を目指す学生を支援します。
各業界の特徴や動向、
仕事の内容について分かりやすく解説するセミナーを実施しています。

筆記模擬試験・対策講座

さまざまな筆記試験に対応できるよう、
就職活動が本格的に動きだす前に実施します。

模擬面接
（マナー編・自己ＰＲ編・志望動機編）

自信を持って面接試験に臨めるよう、
マナーをはじめ、
自己ＰＲの仕方などを指導します。

教育懇談会

全国各地で開催する教育懇談会で、
就職に関する相談を受け付けています。

充実のサポート体制

京都産業大学だけの
特別な進路・就職支援とは？
高校や大学までのような進学と、大学か

に関わるプロとして企業の人事担当者と

ら先の進路決定は実は大きく違います。
そ

お 会いして、業 界 の動 向やその 企業で

こで「就職活動はいつ、何から始めればよ

活躍する先輩の話などを収集し、学生に

いのか」という基本から、選択肢の広げ方

フィードバックするのです。

や絞り方などを話し合い、一緒に将来を

その他、業界ごとの専門的なガイダンスや

学生一人一人と丁寧に

考えることが私たちの仕事です。

説明会の開催、個別面談など支援内容は

面談して具体的な就職

特に大切にしているのは、
「学生」と「企

枚挙にいとまがありませんが、全ては皆さ

業」の双方をよく知ることです。毎年、春に

んが心から納得できる進路を見つけるた

は就職希望者の3年次生全員、約3,300

めのサポートです。

人と面談を行います。そこで皆さんの話を

学生が自身の就職活動にまい進するマラ

進路・就職支援センター

じっくりと聞くところから就職 活動のサ

ソンランナーなら、私たちは一緒に走る伴

ポートが始まります。

走者。京都産業大学で一緒にあなたの夢

新宮 龍吾

また、毎年約500社の企業を訪問。就職

をかなえましょう。

活動に結び付けます。

スタッフ

Ryugo Shingu

秘

先輩から受け継がれる
極秘資料

『就職活動体験記』

公務員を志望する
学生をサポート

出身学生が多い
地域と連携

公務員就職支援

UIJターン就職支援

公務員を志望する学生には、公務員を取り

UIJターン就職希望の学生に対し、企業や地

巻く現状や求められる考え方など、採用現

方公共団体と連携して就職活動を支援して

場 の 最 新 情 報を盛り込んだセミナーを実

います。各自治体の担当者を学内に招いたり、

施。併せて、公務員（国家公務員・各府県庁

希望者を無料バスで各地方に送迎し、現地

および各市職員・警察官・消防官）の人事担

企業との業界勉強会を実施したり、企業との

当者を招き、仕事内容や各官庁・自治体が抱

出合いの場を提供。出身学生が多い自治体

える課題についての理解を深めます。その他、

とは就職支援協定を締結し、企業の情報提

年々難易度が上がる面接試験の突破を目指

供や説明会なども開催。UIJターン就職を促

し、
面接対策や集団討論対策も行っています。

進する取り組みを積極的に行っています。

先 輩 はどん な 就 職 活 動を
行ったのか？ 内定を獲得し
た4年次生が、企業の選考過
程 や後 輩へのアドバイスを
記したリアルな体験レポート。
これから就 職 活 動を始める
就活生にとっては、これ以上
ないほど貴重な情報が満載。

『就職活動まるわかりブック』
就 職 活 動の事前準備やマ
ナーなどを伝授！ 進 路・就
職支援センターの活用方法、
業界・企業研究方法、マナー
といった就職活動を行う上で
必 要不可欠な基 本情 報をコ

協定締結先
（2021年3月現在）
新潟県/富山県/石川県/福井県/岐阜県/愛知県/三重県/
滋賀県/京都府/和歌山県/鳥取県/岡山県/島根県/広島県/
山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県

ンパクトに集約。就活生には
手放せない1冊です。
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内定者

に聞く進路・就職支援

“自分史上最高の自分”になれる
「就職活動のプロ」のサポート。
内定先

株式会社
村田製作所

外国語学部 英語学科 4年次

ど

うしたらいいんだろう？」

の道筋が見えて、今の進路につながったことを思う

留学先のオーストラリアから帰国したのが

と、改めて「就職活動のプロフェッショナル」に相談

3年次の12月。
友達はもう入社試験を10社受けたと

していたんだなと実感が湧きます。

か、何社もインターンに行ったという話ばかりで、私

特に印象に残っているのは、自分の長所について

は一人で焦っていました。そんな不安を抱えて駆け

話していたとき、
「その長所は雰囲気にも出ている

込んだのが、
進路・就職支援センターでした。

ね」と言ってもらえたことです。すごくうれしかった

面談では、たわいもない雑談から始まって、志望先

のと同時に、
「そういうことか」と思いました。今の

の選び方から、エントリーシートの書き方、他にも

自分は今までの積み重ねでしかない。私が精一杯

「地元で働きたいなら――」
と、
私がそのときに困っ

歩いてきた道はどんなものだったのか。プロである

ていることが、
その場で次々と解決されていく。

スタッフの方々は、そんな私の引き出しを全て開け

当時の様子は今もよく覚えているのですが、手帳を

て、
整理して
「自分史上最高の自分」になるための手

Mikuru Tatsumi

見返すと
「30分の面談がたった3回だけ」でした。
で

助けをしてくれる。まさに「この大学の学生でよかっ

滋賀県立八日市高等学校出身

も、あのわずかなやり取りの中で自分の就職活動

た」と心から思えるサポートの一つです。

辰巳 未来
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「

後輩のために
内定を獲得した先輩や企業で活躍する卒業生が
ワンチームでサポート

学生就職
アドバイザー

詳細はWebで

就職活動が本格化する3年次の秋以降、内定を獲
得した4年次生が学生就職アドバイザーとして、進
路・就職支援センターの一角に常駐。就職活動に
関する個別面談に応じる他、冬には学生就職アド
バイザーの企画で「就活祭」を開催。模擬面接や
模擬グループディスカッション、
就職活動体験談を
聞くイベントを実施。
中でも社会で活躍中の卒業生アドバイザーが駆け
付ける
「OB・OG訪問会」は社会人の視点から就職
活動のアドバイスをもらえることもあり、多くの学
生でにぎわいます。
「先輩にしてもらったことを、後
輩たちへ返したい」と、サポートし合う伝統が、京都
産業大学の高い就職実績を支えています。
※2019年度には、約60人の学生就職アドバイザーと約100人
（約70社）の
卒業生アドバイザーが、就職希望者のサポートを行いました。

Interview
卒業生就職アドバイザー
アサヒビール株式会社

山下 岳さん
Gaku Yamashita

同じ大学・学部だからこそ
得た経験の全てを伝えたい。

2019年 経済学部卒業

京

都産業大学には、
「先輩が後輩の

させられることも。印象的だったのは「自

就職活動を支える」伝統があります。

分が何に向いているか分からない」という

卒業生アドバイザーという制度は、そんな

ものでした。かつて自分も同じように悩み、

サポートの在り方を象徴するものかもし

それでも学生だった当時は「向き不向きは

れません。

自分で決めることではない」と開き直って

特に就 職 活動を控えた3 年次の学 生向

100社ほど応募し、
30～40社の面接を受

けに行われる「就活祭」では、後輩に贈る

けたことを話しました。

エールのつもりで率直に話をします。社会

社会に出て分かったのは、京都産業大学

に出てどんな仕事をしているか。やりがい

は卒業生のつながりが特に強いこと。卒

や、どんな基準で就職活動を進めたのか。

業生による会合も頻繁にあります。私は学

今振り返って学生時代にやっておいて良

生時代にそんな場で出会った、同じ会社

かったことなど、同じ大学・学部で学び、就

の先輩に今も良くしていただいています。

職活動に臨んだからこそ、参考にしてもら

基本的に「先輩は全員、後輩の味方」。進

いたい経験を伝えます。

路を考えるようになったら、遠慮なく先輩

その一方で学生の質問に、こちらがハッと

を頼ってください。全力で応援します。
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教員や公務員の志望者をサポート
中学校・高等学校の教員免許状をはじめ、司書や学芸員といった資格取得をバックアップ。
また、
人気の高い公務員講座など、進路・就職活動の幅が広がる各種資格講座も充実しています。

教職課程

学部および教職課程の学修を通じて、教員に必要な知識や指導力、教育観や倫
理観を身に付けます。学生が関心を持って修得できる独自のカリキュラムで、教員
として社会に羽ばたくまで継続的に支援を行います。
詳細はWebで

学部・学科別取得可能教員免許状
経済学部

経済学科

経営学部

マネジメント学科

法学部

現代社会学部

外国語学部

文化学部

理学部

生命科学部

中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

社会

地理歴史・公民・商業
商業

法律学科

社会

公民

法政策学科

社会

公民

現代社会学科

社会

公民

健康スポーツ社会学科

保健体育

保健体育

英語学科

英語

英語

ヨーロッパ言語学科※1

英語・ドイツ語・フランス語

英語・ドイツ語・フランス語

アジア言語学科

国語 ・英語・中国語

国語※2・英語・中国語

京都文化学科

社会

地理歴史

国際文化学科

英語

英語

数理科学科

数学

数学・情報

物理科学科

数学・理科

数学・理科

宇宙物理・気象学科

理科

理科

先端生命科学科

理科

理科

産業生命科学科

理科

理科

※1

※2

※1 ドイツ語・フランス語・中国語の教員免許状取得については、各言語を専攻している場合に限ります。
※2 国語の教員免許状は、日本語・コミュニケーション専攻のみ取得可能です。

小学校教諭一種免許状も取得できる
佛教大学、聖徳大学と協定を結び、
「小学校教諭免許状取得支援
プログラム」を設けています。本学の中学校教諭／高等学校教諭一

京都産業大学

佛教大学 or 聖徳大学

中学校教諭／高等学校教諭免許課程

（通信教育課程）
小学校教諭免許課程

種免許状の教職課程の履修を条件に通信教育課程を履修するこ

※聖徳大学は中学校教諭一種免許状の教職課程の履修が必要。 ※別途、所定の授業料が必要。

とで、小学校教諭一種免許状を取得できます。

その他の資格課程

※課程登録については、
選考を行います。

図書館司書課程
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学校図書館司書教諭課程

学芸員課程

生 涯学習社 会における中核 施設とされる図書 館。

「学校図書館法」に定められた専門的知識を持った

博物館（美術館、動物園、植物園、水族館、科学館な

人々の学びを支える図書館の専門職員である司書を

教員である司書教諭。教職課程と併せて専門科目を

ど）の業務に従事する専門職員である学芸員。本課

養成します。全学生が取得可能で、毎年多くの学生が

履修し、所定の単位を修得することで資格を取得す

程では、研究能力や業務遂行能力の向上のため、実

資格取得を目指しています。

ることができます。

務実習にも取り組みます。

資格講座一覧
開講講座一覧

公務員をはじめ、会計や法律、情報処理など就職活動で役立つ資格講座が受講
可能です。専門学校のカリキュラムをWebを使って受講できるなど、学びの環境づ
くりにも配慮。経験豊かな講師が指導に当たり、受講生の未来をサポートします。

講座名

内容

基礎力養成

人気の高い公務員試験に対応します。公務員SPI試験対策の「基

実力養成
（行政事務系）
（警察官・消防官）

公務員

受験対策
（警察官・消防官）
受験対策
（国家一般職・地方上級・国税専門官・市役所等）
理系学生向け講座
（国家公務員・地方公務員技術職）

礎力養成コース」、2年次を対象とした「実力養成コース」でしっ
かりと基礎を身に付けます。さらに3年次を対象とした「受験対策
コース」では、国家公務員、全国の都道府県・市区町村の職員、警
察官や消防官などを目指す幅広いコースを開講。また、理系学生
を対象とした講座では理系の専門知識を生かした幅広い分野で
活躍する理系公務員を目指します。

簿記検定講座
（3級・2級W受験）
簿記検定講座
（2級）
（2級
（3級講義セット））

会計・税務

簿記検定講座
（1級）

「簿記検定講座」では、ビジネスシーンで必要となるスキルから高
度な会計処理までを学修し、3級、2級、1級の合格を目指します。
また、ビジネス会計検定試験®講座では、企業分析の方法を学び、

ビジネス会計検定試験®︎講座

簿記との相乗効果で理解が深まります。その他、税理士試験、会

公認会計士講座

開講。会計の専門家を育成します。

計分野最高峰の国家資格・公認会計士試験を対象とする講座も

税理士講座
（簿記論・財務諸表論）
MOS
（Microsoft Office Specialist）講座

情報処理

ITパスポート講座
基本情報技術者講座

ITが苦手な方でも安心して学修に取り組むことができる「ITパス
ポート講座」をはじめ、ニーズの高い情報処理技術力の向上を目
指す講座がそろっています。

FP
（ファイナンシャル・プランナー）講座
（3級・2級W受検/AFP）
（2級/AFP）
（2級
（3級講義セット））
証券会社や金融機関で活用できる
「証券外務員」
「ファイナンシャ
証券外務員講座
（二種・一種）

ビジネス・
法律

社会保険労務士講座

ル・プランナー」。企業の人材に関する専門家である「社会保険労
務士」。不動産取引の専門家であり、毎年多くの人が受験する「宅
地建物取引士」。法律専門国家資格の中でも特に幅広い業務範

行政書士講座

囲をカバーする「行政書士」。貿易業界や商社で生かせる「貿易実

宅地建物取引士講座

取扱管理者」の試験に対応。ビジネス・法律に関する分野で、学生

旅行業務取扱管理者講座
（国内・総合W受験）
（総合）

務検定 ®」。さらに、人気の高い旅行業界では2種類の「旅行業務
のニーズに応じた多彩なコースを開講しています。

貿易実務検定®講座 C級
（初級）

教養

秘書検定講座
（2級）
色彩検定®講座
（2級）

就職

就職適性検査基礎力養成講座

語学

TOEIC ® L＆R TEST講座
（英文法基礎/550点目標/750点目標/860点目標）

あらゆる業界でその技術が求められる「色彩検定®」。ビジネスの基
本を学ぶ
「秘書検定講座」。
社会で必要となる教養を身に付けます。
SPIの概要と対策を学び、就職試験対策を自身で進めることがで
きるようになる素地を養います。

TOEIC ®のスコアアップを目標にしながら、英語力を養います。ス
マートフォン・タブレットを使用していつでも学修でき、大学の講
義の合間や移動時間を活用して無駄なく学修することができます。
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4
世界

学生

留学生

国 際 交 流・留 学
在学生の10人に1人が留学を経験。
全ての学部で、目的や条件に応じて
選べる多彩な留学プログラムと、学内
で留学生と触れ合う豊富な機会を用
意しています。4年間で得られる、世界
と「むすぶ」たくさんの経験を通じて、
グローバルに活躍する力を養います。

留学制度
全ての学生に対して海外留学を推奨しています。留学プログラムは世界31カ国86大学
(2021年2月現在）に及ぶ交流協定校への「交換・派遣留学」や、自身で希望する大学を選
定する
「認定留学」など、自由度の高さが魅力。また、留学先で修得した単位は卒業単位とし
て認められるため、4年間での卒業が可能です。
※2021年3月現在、
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、
留学や海外インターンシップなどが実施できない状況
が続いていますが、
安全な留学プログラムを提供できるように、
海外渡航再開時に向けて準備を進めております。
さらに、
交流協定校が実施するオンライン留学プログラムの紹介など、
その時々で最良の国際交流ができるよう
支援体制を整えています。

詳細はWebで
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人生が変わる留学は
今しかできない。

サンタクロースの故郷でもあるフィンランドでは、クリスマスの時期には街にマーケットが開かれる。
「オレンジの光だけの
シンプルな装飾やツリーの下を、幸せそうに行き交うフィンランドの人たちの笑顔が印象的でした」。帰国後、前内さんは環境
問題について関心を持ち、専門的な学びを修めた上でSDGsに積極的に取り組む繊維商社で働くことを決めた。

もし
昔の
自分
に会
えた
力い
ら、
っぱ
背中
い
を押
しま
す！

外国語学部
国際関係学科 4年次

前内 玲那

Reina Maeuchi

広島県立三次高等学校出身

「

語

学力の向上」だけが目標の留
学にずっと迷いがありました。

でもフィンランドで学べたのは語学だ
けでなく、自分の幸せに耳を澄まして、
家族を大切にする暮らし。オレンジの
明かりだけが照らす、飾らないクリス
マスの景色が忘れられません。
今の私の考え方や進路は、全てあの
10カ月の留学で形作られたもの。た
とえ目的が一つだけだったとしても、
世界に一歩踏み出せばいくつもの気
づきが生まれます。留学は一生モノの
学びの機会。ぜひ挑戦してください。

留学先である大学のプログラムでお世話になったホストファミ
リー。
「考え方など本当に尊敬できる方々で、今でも交流が続いて
います」。
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国際交流・留学

海外留学で実践的に学ぶ
京都産業大学の国際交流プログラムは、4年間で卒業できる
「在学留学」を基本としています。交流協定校はもちろん、
それ以外の大学でも単位修得が可能な制度があります。長期・短期の留学や、実際に現地で働く経験ができる
海外インターンシップなど、学生の挑戦を後押しする多彩なプログラムを用意しています。

交流協定校

世界31カ国86大学の交流協定校があります。留学をサポートする奨学金制度や、
留学しても4年間で卒業できる制度を整備し、海外で学ぶ機会を提供しています。

（2021年2月現在）

ヨーロッパ
チェコ

北米／中・南米
イギリス

パラツキー大学

ケント大学

メトロポリタン大学プラハ

リーズ大学

ドイツ

オランダ

アジア／オセアニア

アメリカ

台湾
国立台中教育大学

ガジャマダ大学

ストーニーブルック大学

国立台北教育大学

国立バンドン工科大学

ノースカロライナ大学グリーンズボロー校

國立曁南國際大學

サナタ・ダルマ大学

ハワイ大学ヒロ校

輔仁大学

パジャジャラン大学

グライフスヴァルト大学

ハーグ応用科学大学

プレスビテリアン・カレッジ

ケルン大学

ユトレヒト応用科学大学

ミズーリ大学セントルイス校

パッサウ大学
ライプチヒ大学
ルードヴィヒスハーフェン経済大学

ハンガリー

スペイン

カナダ

慶煕大学

チェンマイ大学

建国大学校

パヤップ大学

バレンシア・ポリテクニク大学

トンプソンリバーズ大学

国立警察大学

マヒドン大学

ラ・リオハ大学

ケベック大学モントリオール校

檀国大学校
釜慶大学校

メキシコ

アンジェ西部カトリック大学

グアダラハラ自治大学

ノルマンディー・ビジネススクール

グアナフアト大学

リヨンカトリック大学

メキシコ国立自治大学

ベルギー

アルゼンチン

対外経済貿易大学

ホアセン大学

マレーシア
国立ウタラマレーシア大学

大連東軟信息学院

チリ

中国伝媒大学

チリカトリック大学

南京師範大学

エディス・コーワン大学

ハルビン師範大学

タスマニア大学

北京科技大学

マッコーリー大学

アイルランド
ロシア
国立プーシキン記念ロシア語大学

イタリア

フエ大学

蘇州大学

国立ラプラタ大学

ポルトガル
ポルト大学

サレント大学

梨花女子大学

ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学

アイスランド

グリフィスカレッジ

ダナン大学

華東師範大学
トマス・モア応用科学大学

アイスランド大学

ベトナム

釜山大学校

中国

ポーランド
国立アダム ミツキェヴィチ大学

タイ
カセサート大学

アルゴマ大学

フランス
フィンランド

韓国
仁済大学校

サラマンカ大学

セゲド大学

ユヴァスキュラ大学

インドネシア

サンディエゴ州立大学

オーストラリア

香港中文大学

ニュージーランド

サンクト・ペテルブルク国立大学

インド

ロシア民族友好大学

シエナ外国人大学

ヴィドヤー・プラサーラク・マンダル大学

アラ インスティテュート オブ カンタベリー

マセイ大学

フェデリコ2世ナポリ大学

スリランカ

ペルージャ外国人大学

コロンボ大学

海外留学特別奨学金

交換留学生のうち一定の学力･語学力などの要件を満たす成績優秀者に対し､年額100万円の奨学金を支給します。
※外国留学支援金および他の奨学金との重複受給が可能です。

長期も短期も
それぞれの
良さがある

ヨーロッパでの
英語留学も
人気！

留学を考えている人は必見！
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必要な
英語力は？

留学ハンドブックをCheck!

目的に応じて選べる
長期・短期留学

半年から１年間留学する「長期留学」には、留学先を交流協定校から選ぶ「交換留学」と「派遣留学」、
学生自ら行きたい大学を選ぶ「認定留学」があります。どの制度を使っても4年間での卒業が可能で、
交換留学では留学先大学の授業料免除といったメリットも活用できます。短期留学プログラムは、春
休みや夏休みを利用して提携先の交流協定校に留学する短期語学実習です。実践の場で語学力を鍛
えることができる上、実習先での学びが卒業単位に認定されるのも人気の理由の一つです。

長期留学プログラム

条件

費用

半年から１年でじっくり学びたい
交換・派遣留学制度

認定留学制度

●本学に1年以上在籍し、
所属学部が定める所定の単位を修得していること
●交流協定校への留学
●語学力など資格要件あり
●学内選考あり

●本学に1年以上在籍し、
所属学部が定める所定の単位を修得していること
●留学先自由
（学位授与権のある大学に限る）
●学部からの留学許可が必要
●手続きは全て自己の責任において行う

●交換留学
（約70万〜250万円）
交換留学の場合、留学先授業料免除
●派遣留学
（約130万〜350万円）

●約130万〜350万円
※留学先・期間によって異なる

※留学先・期間によって異なる

支援金
留学者数（2019年度実績）

外国留学支援金制度※
文系
（年額55万円）
・理系
（年額75万円）

外国留学支援金制度※
文系
（年額45万円）
・理系
（年額55万円）

交換留学：59人

48人

派遣留学：48人

※他の学費減免制度、
奨学金制度の適用を受けている場合、授業料相当額を限度とします。

短期留学プログラム

春休み・夏休みを使って効率的に学びたい

春季短期語学実習先（2019年度募集実績）

夏季短期語学実習先（2019年度募集実績）

マセイ大学（ニュージーランド）

トンプソンリバーズ大学（カナダ）

タスマニア大学（オーストラリア）

シエナ外国人大学（イタリア）
大連東軟信息学院（中国）
ルードヴィヒスハーフェン経済大学（ドイツ）
チェンマイ大学（タイ）
国立プーシキン記念ロシア語大学（ロシア）
リーズ大学（イギリス）

Q&A

Q: どの程度の語学力が必要ですか？

Q: 1年次からチャレンジできますか？

A: 「交 換留学」「派 遣 留学」の場 合、英 語 圏なら

A:

留学：45点以上、あるいはIELTSで交換留学：5.5以

を確実にしましょう。1年次のうちには、1年次から参加

上（一部5.0以上）／派遣留学：4.0以上の語学力が必

可能な短期語学実習(約1カ月)に参加して、語学力を高

要です。英語圏以外なら、公的な語学検定試験などの

め、長期留学への準備をすることもお薦めです。

TOEFL iBTテストで交換留学：79点以上／派遣

長期留学は2年次以降に可能です。まずは大学
生活に適応し、4年間で卒業するための単位修得

合格証やスコア、あるいは担当教員による語学力証明
書を提出してもらいます。
「認定留学」の場合、特に基
準は設けていませんが、留学を考える学生はTOEFLや
IELTS、各言語の語学検定試験を受けて備えましょう。
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海外で働くことで得られる学びも

海外インターンシップ

詳細はWebで

京都産業大学では、全国の大学に先駆けて海外インターンシップに
取り組んできました。海外の日系企業やローカル企業・団体などで３
週間から１カ月の就業体験ができるプログラムを用意。異文化適応
力やコミュニケーション能力を高めていきます。異文化の中で自分が
どれだけ通用するか試してみたい学生や将来海外での活躍を目指す
学生が多く参加し、国際性を養うだけでなく、大学での学びや卒業
後の進路についても体系的に考える機会となっています。

海外インターンシップの授業の流れ

事前学習
・訪問国の情報収集
・企業／業界研究
・ビジネスマナー講義など

渡航先

事後学習

就業体験
・海外の企業／団体で
インターンシップ

国 際 舞 台での
活 躍を視 野に

・振り返り
・成果報告会

中国
（香港を含む）、台湾、韓国、
ベトナム、オーストラリア、
ニュージーランドなど
就業先
製造業、旅行業、コンサルティング業、
日本語教師アシスタントなど

Interview
経営学部 会計ファイナンス学科 4年次

小山田 洵之介
Shunnosuke Oyamada
愛知県立岡崎西高等学校出身

「自分の知識は海外でも通用する」
その実感が人生を変えました。

3
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年次の夏、海外インターンシップで

語は互いに理解でき、時には先輩に教え

訪れたのは韓国の首都ソウル。

てもらった翻訳アプリを活用してコミュニ

企業の信用調査を行う企業で働くことが

ケーションを取って乗り切りました。印象

目的でした。

的だったのは大学で学んだ会計の知識が、

海外企業を調査する部署に配属してもら

互いの共通言語のような形で使えたこと

い、朝9時から夕方5時まで3週間の勤務。

です。
「自分の知識は海外でも通じる」と

日本を含め、世界のさまざまな企業の財

いう感覚は誇らしく、進路を考える出発点

務諸表にアクセスしたり、特定企業の研

にもなりました。

究開発費の推移をレポートにまとめ、報告

卒業後はインターン先と同じ業界である

する仕事に取り組みました。

信用調査を行う企業で働きます。いつか

社内の会話は基本的に英語でしたが、正

海を越えて、あのチームの先輩たちと仕事

直なところ英語は苦手。それでも会計用

をすることも目標の一つです。

学部独自の留学プログラム

全学部共通の留学プログラムに加え、それぞ
れの所属学部ならではのユニークなプログラ
ムも用意。専門領域や将来の進路により直結
した学びを、海外で深めることができます。

詳細はWebで

EBJプログラム

国際キャリア開発リサーチ

経済（E）・経営（B）・法（J）学部の学生を対象にした、実践を交えて

国際関係学部の学生を対象にした、2年次以降の夏休みなどに約2

問題意識の提起から解決までを学修する派遣留学プログラムです。

～3週間の海外実習を行うプログラムです。民間企業や公的機関と

春学期の約3カ月間、アイルランドのグリフィスカレッジで英語の学

連携し、学内や企業で基礎的な事前研修を行った後、主に東南アジ

習とヨーロッパの産業について学んだ後、企業・機関を実際に訪問し

アの途上国でインターンシップや課題解決型研究に取り組みます。

て調査・研究を行います。

帰国後は学内で成果を報

最終週には締めくくりとし

告。異文化交流のダイナミ

て研究発 表を実施 。語学

ズムを現場で体 感しなが

だけでなく、ヨーロッパの

ら、実践的な課題の発見・

ビジネス・経済・法律など

解決能力や情報発信力な

を広く学ぶことが可能です。

ど、
「グローバル人材」に
求められる資質を身に付
けます。

経済学部

経 営学 部

法学 部

国際関係学部

文化学部海外異文化研修

グローバル・サイエンス・コース

英語コミュニケーションコース生の長期留学の支援を主な目的とし

理工系3学部の学生を対象に、英語スキルを1年次から段階的に修

た約３カ月間の在学留学プログラム。カナダのトンプソンリバーズ大

得するプログラムです。夏季休暇中に実施する「英語サマーキャンプ」

学とタイのチェンマイ大学を研修先とし、語学（英語）スキルの集中

では、英語力の向上と論理的思考力の修得を目標に、オールイング

的な学修に加え、ホテルや観光関連 施設など関心のある分野での

リッシュで講義やグループワーク、プレゼンテーションを実施。
「グ

フィールドワークを通して、

ロ ーバ ル 社 会 で 活 躍 す

文化に関するより深い知

る理系産業人」の養成を

識を修 得します。研 修 前

目指し、専門 領 域におけ

に留学事前指導を受けら

る自分の考えを英語で発

れるため、初めて海外に行

表・討論する力を磨きます。

く学 生も安心して参加で
きます。

文化 学 部

理学部

情報理工学部

生命 科 学 部

Column

留学アドバイザーが履修計画をサポート
在学留学では「留学先での修得単位が卒業単位として認定されるか不安」という声がありま
す。各学部の担当教員が留学アドバイザーとして学生一人一人の個別相談を実施。海外で充実
した留学生活を体験しながら、卒業に必要な単位を4年間で修得できるよう、丁寧に履修指導
や学修面のサポートを行います。
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国際交流・留学

キャンパスで、国際感覚が身に付く
詳細はWebで

語学力や国際感覚を磨くチャンスを、学内のあちこちに用意しています。
世界中の国々から留学生たちが集まっているからこそ、気軽な国際交流が可能。
日常的に多言語・多文化に触れることで、グローバルな視野を身に付けることができます。

グローバルな空間で学ぶ

グローバルな雰囲気を身近に感じながら、外国語を楽しく実践的に学修できる施設で

多言語・多文化共生

他、留学生との交流イベントなど、世界とつながる機会を多数提供。授業以外で外国語

グローバルコモンズ
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す。外国語学習や留学に関する資料の閲覧、専門スタッフによる個別英語学習支援の
を使う頻度が増え、海外の言語や異文化との距離がぐっと縮まります。

リソーススペース

語学力を伸ばすイベント

DVDブース

京都産業大学で学ぶことができる11言語に関わる

英会話を楽しむワークショップや、季節にちなんだ異

32インチモニタを備えたDVDブースで、ネイティブの

書籍や雑誌、DVDを大型書架に配架しています。各

文化交流イベントなど、外国語に触れられる多彩な

会話や異文化を学べる映画や音楽などの視 聴覚資

種言語の参考書から人気コミックス、レシピ本まで、

プログラムを用意。海外経験豊富な専門スタッフが、

料を鑑賞できます。鑑賞後、仲間とディスカッション

幅広いジャンルの資料を自由に閲覧できます。

英語学習や留学に関する個別相談にも応じています。

すれば、さらに学修効果を高められます。

「良き友」として留学生をサポート
バディ制度
留学生が日本に慣れ、勉学に集中できるよう、在学生がサポートを
行う「バディ制度」があります。バディとなった学生は、週に1度のバ
ディランチの他、日本語の使い方や交通機関の利用方法など学業
や日常生活をサポート。良き友として交流を深めることで、バディ自
身も語学力や異文化理解力が高まります。

日本のことを英語で学ぶ

学びたい言語をお互いに教え合う

GJP（グロ－バル･ジャパン･プログラム）

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム

日本の歴史や文化、宗教、経済などを留学生たちと一緒に英語で学

日本人の学生と交換留学生などの外国人留学生がパートナーを組

ぶことで、国際社会で活躍するリーダーたる人材を育成するプログ

み、お互いに言語を教え合うプログラム。
「語学力を試したい」
「身に

ラム。グループワークやディスカッションの機会が多く、英語力を向

付けた語学力をキープしたい」
「語学を磨き合いながら国際交流が

上させると同時に、異文化理解を高めることができます。

したい」など、さまざまな目的を持った学生が参加しています。

寮でも留学生をサポート

短期留学生の学びを支える

I-HOUSEアシスタント

IJPカンバセーション･パートナー

交換留学生が多く入居し、日常生活を通じた異文化交流を目的に

「短期日本語･日本文化集中講座（IJP）」に参加するため、毎年交流

設置された国際交流会館、通称「I-HOUSE」。ここでは「I-HOUSE

協定校から短期留学生が訪れます。彼らの日本語・日本文化学習を

アシスタント」と呼ばれる本学学生が、住み込みで交換留学生の日

手伝うのが､IJPカンバセーション･パートナーです。将来、日本語教

常生活をサポートしています。

師になりたいと考えている学生に人気のある制度です。
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5

多様なワーキングスペースを提 供する共創空間

学生

ラーニングコモンズ

雄飛館

雄飛館の2階と3階にある「ラーニングコモンズ」は、学生同士が刺激し合い、
共に学びを深められる学習スペースです。仲間と集まってレポートを作成した

環境

り、発表の練習をしたり、グループワークをするのに最適。主体的に学ぶ姿勢、
考える学習態度、ICT
（情報通信技術）機器活用の基礎力が身に付きます。

学生の主体的な学びを支援する学習空間

スチューデントコモンズ

真理館

個人学習やグループ学習、学生同士のディスカッション、最新の設備を使った
プレゼンテーションの練習、授業の準備学習や事後学習など、さまざまな用
途に応じたスペースを用意しています。昼休みには教員がタイムリーな時事問
題を学術的に紹介するワークショップなども実施。最新の設備や機器を備え
た施設で、学ぶ楽しさを見つけてください。

調べ・学び・考え合う知的創造空間

ナレッジコモンズ

図書館

学生が自由に使える図書館内の多目的ホールです。プロジェクタやBlu-ray/

施設

DVDプレーヤー、書画カメラを備えており、自主学習の他、ディスカッションや
プレゼンテーションの場として活用できます。また、学生と講演者との間での
対話をイメージした参加型イベント「Lib.トーク」なども不定期で開催。学びを
深めるためのインプット・アウトプットを行える場となっています。

グローバルな視点で、言語・社会・文化を自ら学ぶ

グローバルコモンズ

サギタリウス館

言語を学ぶことを通して、世界をより身近に感じられる自学・自習スペースです。
外国語での会話の練習機会を求めている人、海外経験豊富な専門スタッフに
よる英語学習に関する個別指導を受けたい人、映像や音楽で異文化を学びた
い人など、語学に関するさまざまな要望に応えます。

→詳しくはP.37へ

キャンパスに配置された各施設にも、
学生の成長を促すためのさまざまな
仕掛けがあります。例えば、学内に4
つある「コモンズ」や図書館は、学生

スチューデントコモンズ

が自然に集まる
“むすび場”。そこでは、
文系と理系、異なる学部の多様な価
値観が混ざり合い、共に高め合う関
係が生まれています。

Student Voice
コモンズに隠されたヒミツとは⁉
京都産業大学で初めて出合った
「コモンズ」という施設。
意味を調べると
「人が集まる場所」という意味に近いそう。
実際、授業の空き時間にレポートをまとめたり、仲間と集まって勉強をするのに使えます。この大学は学生同士
の仲が良いとか、
卒業しても結束が固いといわれますが、
それは
「空き時間には、
みんなコモンズに集まっている
から」。
つまり単純にコミュニケーションの量が多いからだと、
個人的に思っています。
（現代社会学部 4年次）

詳細はWebで
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大学公認の“たまり場”がある。

ラーニングコモンズ

ナレッジコモンズ

グローバルコモンズ

コモンズの特長や使い分けは？

畳の上で作業できるコモンズ？

グループで話し合ったり、4～5人以上で集まって課題をまとめたりするときは「ラーニングコモンズ」か「ナ
レッジコモンズ」。イメージや意見を書き出すホワイトボードや、電源もあるので便利です。1人で自習したり、
DVDの鑑賞などで特に語学を勉強するなら「グローバルコモンズ」。
2～3人の少人数で作業をするなら
「ナ
レッジコモンズ」と
「ステューデントコモンズ」がコンパクトで集中しやすい印象です。
（経営学部 3年次）

ラーニングコモンズの奥に畳敷きのスペースがあり
ます。机が掘りごたつのようになっていて、くつろぎな
がら自習や作業が可能。天気がいいと外の光が差し
込むお気に入りのスポットです。
（文化学部 2年次）
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京都産業大学のシンボル

神山天文台
私立大学では国内最大となる口径1.3mの荒木望遠
鏡をはじめ、各種の実験・開発機器、天体観測装置
を設置し、世界トップレベルの天文学研究・装置開
発に取り組んでいます。また、地域を対象とした天体
観望会なども開催。広く社会に開かれた施設です。

何でもつくれる魔法の空間⁉

ファブスペース

14号館

最新のデジタル工作機器を使って、研究や実験に使用する電子
回路や機器を製作できる施設。実践的なものづくり体験を通し
て、技術力や発想力を磨くことができます。講習会を受ければ、
在籍する学部に関係なく、全ての学生が利用可能です。

Student Voice
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大学のシンボル的な建物です！

神山天文台サポートチーム

ファブスペースを使いこなせ

入学してからキャンパス内に天文台があると知っ
て驚きました。しかも、どこからでもあの半球状の
ドームが見える！ 星が好きなので、大学に来ると
天文台を見上げます。
（法学部 2年次)

神山天文台には学生有志による
「神山天文台サポー
トチーム」があって、定期的に行われる天体観望会
のサポートや、各種イベントを開催しています。文系
でも理系でも興味のある方はぜひ！
（理学部 3年次）

ファブスペースでは、自分で買えば何十万円もする
最先端の機器が使い放題です。何を作るかはアイ
デア次第。使い方を少し覚えるだけで、結構世界が
変わります。
（情報理工学部 3年次）

膨大な蔵書を誇る知の情報源

図書館
学部の学びにリンクした膨大な資料（図書、雑誌、新
聞、視聴覚資料など）を所蔵。自主学習の他、講演会
や発表会にも利用できる多目的ホール「ナレッジコ
モンズ」をはじめ、視聴覚室、研究個室など日々の学
修や研究に役立つ設備も充実しています。

クラブ活動や心身の健康を支える施設

トレーニングルーム

総合体育館

総合体育館内にあるトレーニング施設。最先端のトレーニ
ングマシンで、心身を鍛えることができます。

アメニティ施設
ブックセンター
Ascella （紀伊國屋書店）

Campus Shop
M's Style （丸善雄松堂）

雄飛館

並楽館

教 科 書や専門書はもちろん、一 般

文具や日用品、雑貨、パソコン周辺

書籍や雑誌も豊富に取り扱う書店。

機器など、学習や課外活動に役立つ

サロンスペースでは、椅子に座って

アイテムがそろいます。京都産業大

ゆっくりと本の読み比べもできます。

学のキャンパスグッズも人気。

ファミリーマート

ナジック学生
情報センター

並楽館、天地館

並楽館

お弁当やパン、飲み物、日用品など

アパートやマンションなどの部屋探

街中の店舗と同じく充実の品ぞろえ

しをサポートする不 動産 紹 介の窓

です。予約したチケットの受け取り

口。周辺環境にも詳しく、1人暮らし

や公共料金の支払いなども可能。

を始める人には心強い味方です。

ATM

並楽館

都市銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行
など、各種金融機関のATMを学内
に設置しています。

図書館の紅葉がドラマティック

スポーツジムに通うよりも……

学生発のアイテムが並ぶことも！

高校時代からの習慣なのか、勉強する場所はコモ
ンズより図書館派。秋になると3階に上がる階段の
大きなガラス窓に、真っ赤に染まった紅葉が映えて
ドラマティックです。
（経済学部 3年次）

体育会クラブ所属の学生が多いトレーニングルー
ムですが、私のように運動不足解消のために筋トレ
に励む学生も。ジムより安上がりだし、機器も本格
的なのでおすすめです。
（国際関係学部 2年次）

文具や雑貨などさまざまな商品を扱う
「M's Style」。
棚には学生考案のアイテムが並ぶことも。以前、友人
のゼミで開発されたお菓子が並んだ際は、
「本当に
売ってる!!」と興奮しました。
（経済学部 3年次）
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6

学生

新しい出会い

ク ラ ブ・サ ー ク ル
スポーツや文化・芸術活動に打ち込
んだり、イベントを企画したり、課外
活動の中で、これまでに見えなかった
自身の個性や能力が発揮されること
も。京都産業大学では、152もの個性
的なクラブ・サークルが活動しており、
興味関心に合わせて仲間とともに成
長できます。

詳細はWebで
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Student Voice
これが本気のワンキャンパス⁉

世界が広がる友人関係

入学後にある「新歓祭」では、いろいろなクラブ
やサークルが新入生を待ち受けます。勧誘スタ
イルはさまざまですが、実際にクラブの活動や
雰囲気を体験してもらうための企画が目白押
し。馬に乗れたり、ダンス系のサークルならサギ
タリウス館横のピロティで踊りを披露したり。
ど
のサークルも気合いを入れて臨みます。ある意
味、
「ワンキャンパス」の多様性をいきなり体験
できるイベントかもしれません。楽しみにしてい
てください！ (経営学部 3年次)

クラブ・サークルに入る良さは、いきなり顔見
知りが増えること。広くてたくさんの学生がい
るキャンパスが、急に自分のホームのように感
じられます。学部を越えた友人ができるのも面
白い。活動の後、一緒にご飯を食べる機会も増
えるのですが、それぞれの高校時代や出身地、
学部のことなど話題は尽きません。本当にいろ
いろなタイプがいるなと思うのは、スポーツや
エンタメなど趣味の分野の話になったとき。新
しい世界が広がります。
(文化学部 3年次)

多彩なサークルが魅力

体育会はメリットたくさん！

一大イベントは夏合宿⁉

京都産業大学のサークルで驚いたのは、その種類
の豊富さ。琴や気象研究、ポケモンサークルのよう
なレアなものから、軟式野球やフットサルなど4つ、
5つくらいある人気ジャンルも。これだけのバリエー
ションの幅があるのも、ワンキャンパスのメリット
でしょう。それぞれ練習の頻度や活動内容も少し
ずつ違うので、幅広いサークルの中から、自分に
合ったところが必ず見つかります。もしサークル選
びに迷ったら、まずは体験入会してみる手もありま
すよ。
(現代社会学部 3年次)

クラブの活動は大学からの手厚い支援も魅力で
す。ただしそれだけに中途半端な活動はできず、練
習を休むときもバイトなどの理由は基本的に許さ
れません。その分、部員同士の結束は固く、先輩後
輩の絆も強いです。就職に関しても、卒業生のネッ
トワークが強力で、先輩からの紹介があったり、企
業に提出する書類でも所属先に「体育会」と記載
する欄があってアピールできたり。好きな活動に没
頭できることも含めてメリットは大きいと思います。
(法学部 4年次)

どのクラブ・サークルにも名物イベントはあります
が、おそらく最も多いのは「夏合宿」でしょう。大規
模な団体になるほどみんなでお金を出し合えたり、
交代で車の運転ができるので、遠くに行けるなどい
ろいろと凝った合宿ができます。中には毎年、バス
2～3台で移動するというサークルも。この夏合宿
があまりに楽しくて、途中から既に卒業した先輩た
ちが遊びに来て、夜中に仕事の楽しさや大変さを
話してくれたり。本当に毎年、思い出に残る行事な
んです。
(経営学部 4年次)
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映画や小説のような
大学生活が過ごせる。

法学部 法律学科 4年次
文化系クラブ
「英語研究会
（ESS）」所属

南 静愛
Seia Minami
岡山県・就実高等学校出身

「クラブ・サークル」のいいところ、教えてください！
分厚いチラシを抱えて歩く新歓祭

田口

いろいろなサークルがありますよね。
田口

そうそう、私たちのような「よさこい」

うちのサークルも、西日本で一番に

なることができたんですけど、評価をいただ

そもそも私たちが高校生だった頃に

もあれば、フットサルのサークルは５つくら

いたのは「世界観」なんですよ。衣装やメイク、

は「クラブとサークルって何が違うの？」とい

いあったり……。バラエティ豊かなのが一番

大道具を個性ある形にできるのは、やっぱり

う感覚でしたよね。

の特長かなと。それこそ皆が「好きなこと」の

キャンパスに来てメンバーと相談し続けてい

数だけサークルがある感じです。

るからだと思います。

森田

ジェイミー

私は高校から日本にいますが、

入学式後すぐに開催される新歓祭では、

ジェイミー

それこそラグビーはコミュニ

クラブはまさに高校までの部活動に近いで

南

すよね。大学の看板を背負って全国大 会に

すごい量のチラシをもらえますよね。私はチ

ケーションが 強さに直結するスポーツです

出たり、さまざまなサポートもある。伝統的

ラシが辞書みたいにぶ厚くなってました。

から。京都産業大学は文武両道で、体育会の

な競技や活動が多くて、練習もほぼ毎日ある。

田口

南

それは体育会系に限らず、私の所属する

英語研究会のような文化系も同じ。没頭する
感じです。
田口

サークルは規模や内容によって変わ

一つのキャンパスに、皆の「好きなこ

部員もしっかりと授業に出ますが、大学でも

と」が集まっていると考えると、すごくエネル

スポーツの場でもコミュニケーションを続け

ギッシュですよね。

るメリットは大きいです。今、関西Ａリーグで
戦えているのも、ワンキャンパスの環境が影

ワンキャンパスが強さに直結

響していると感じます。
森田

あとは基 本的なことで言えば、京都

るかな。うちはかなり没頭するし自主練習を

森田

している人も多いけど、公式な練習は週３回

「基本的に強い」ですよね。これはワンキャ

産業大学のクラブ・サークルのスタンスとし

です。ただクラブとの本質的な違いでいえば

ンパスの成果でもあると感じます。

て、取り組みや評 価がフラットなのが 素晴

サークルは、
「これやりたい人、一緒にやろう

南

よ」が基本であること。

活動はどうする？」
「練習内容をもう少し変え

馬術の場合、女子学生が主将を務める大学

てみない？」という話になりますよね。

は実は珍しいんです。

南

大 規模なものから小規模なものまで、

京都産業大学のクラブ・サークルは

大学に来れば必ず部員がいるし、
「次の

らしいと思います。私は主将を務めましたが、

一つのことに
4年間、没頭できる。
外国語学部 アジア言語学科 4年次
体育会系クラブ
「馬術部」所属

森田 美菜
Mina Morita
滋賀県立栗東高等学校出身
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大学を背負って
大会に出場できる。
現代社会学部
健康スポーツ社会学科 3年次
体育会系クラブ
「ラグビー部」所属

ヴァカラヒ ジェイミー ゴードン
Vakalahi Jamie Gordon
東京都・日本体育大学荏原高等学校出身

南

私は英語研究会で副部長を務めました

南

クラブ・サークルに入ると、いわゆる映

のような日々でした。
選択肢が次から次に湧き出てく

が、確かに大学全体の空気として、公平に一

画や小説に出てきそうな、イメージ通りの大

ジェイミー

人一人の頑張りを認めてくれる、みたいなと

学生活が過ごせますね。いろいろなタイプの

るのが大学生活ですね。４年間クラブ・サー

ころは感じますね。

友人がいて、講義を受けて、夕方になれば練

クルだけに没頭する人ばかりじゃない。

習して、休みの日には皆で遊びに行って、夏

田口

ると感じます。京都産業大学ラグビー部の伝

には合宿があって。

多いし、途中で留学に行ったり、ゼミや研究

統的なスタイルは、少しずつ前進して点につ

田口

なげるというもの。このスタイルで点を取る

のが大きかったです。
「よさこい」は新入生全

活がありますよね。

たびに、自分たちらしいやり方で結果を出せ

員が素人ですが、体の動かし方が毎日うまく

森田

たなと感じます。

なっていく。新しい友人が増えて、できること

リットがあって、特にクラブ・サークルではコ

が増えて。１年次のあの加速していく感じは、

ミュニケーションがとりやすいし、自分と違

今も思い出すだけでニヤニヤしちゃいます。

うタイプの仲間が増えて学生生活を楽しめ

ジェイミー

あとはコツコツと実直な面があ

１年次の毎日が忘れられない
田口

あとは仲間ができることが大きいです

よね。うちのサークルは200人近いメンバー

私の場合は新しいことに挑戦できた

自分で決めるから納得できる

サークルは複数を掛け持ちする人も

活動が忙しくなったり。人それぞれの大学生
ただワンキャンパスにはいろいろなメ

る。新歓祭でいろんなクラブ・サークルを知っ
てもらいたいですね。
南

いずれにしても「自分で判断する」のは

がいるので、大学に来るとずっと「よっ！」と

森田

か「こんにちは！」と教室に着くまでずっと手

間をどう使うかで充実度がまるで違ってくる

大切。まあ、こちらは一緒に楽しめる仲間を

を振ったりあいさつをしたりしています。

４年間を過ごしてみて、大学生活は時

印象があります。私は学部の勉強と、馬の世

増やしたいから、頑張って勧誘するんですけ

私も留学生同士のつながりで

話や練習で１日がすべて埋まってしまうほど

ど。どのクラブ・サークルに入るのか、どんな

バスケットボール部の友人や、同じクラブの

でした。すごく忙しかった一方で、
「とにかく

ふうに過ごすのか、自分で判断してこそ納得

仲間たちと大学で会えるとうれしいですね。

好きなことに没頭した」という意味では宝物

できる大学生活を過ごせると思います。

ジェイミー

自分だけの
「好き」に出会える。
経済学部 経済学科 3年次
サークル
「京炎そでふれ！咲産華」所属

田口 麻人
Asato Taguchi
奈良県・奈良育英高等学校出身
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学部案内
各分野の第一線で研究を続け
る教員たちから学ぶのは、実
社会で強みになる専門知識 。
大講 義だけでなく、対話を重
視した少人数クラスや実践的
な演習で、次世代を担うに足る
「むすんで、うみだす。」力を身
に付けていきます。

詳細はWebで
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学部・学科一覧
学部

学科／専攻

育成する人材

経済学部

経済学科

国際舞台にも通用する、

経営学部

マネジメント学科

法学部

現代社会学部

国際関係学部

理学部

就職率／

在学生数／

高度なマネジメント能力を

専任教員数／

持つ人材

就職率／

法律学科
法政策学科

法と社会をむすぶ、

在学生数／

紛争解決能力と実践力を

専任教員数／

有した人材

就職率／

現代社会学科

社会を
「研究」するだけで

健康スポーツ社会学科

国際関係学科

英語専攻／イングリッシュ・キャリア専攻

ヨーロッパ言語学科 ドイツ語専攻／フランス語専攻／スペイン語専攻／
イタリア語専攻／ロシア語専攻／
メディア・コミュニケーション専攻

アジア言語学科

文化学部

在学生数／
専任教員数／

実社会で発揮できる、

英語学科

外国語学部

各界で活躍できる経済人

学部データ ※１

中国語専攻／韓国語専攻／インドネシア語専攻／
日本語・コミュニケーション専攻

なく、
実際に
「変えていく」
次世代型リーダー

国際社会の発展と平和に
寄与できるグローバル人材

在学生数／
専任教員数／

在学生数／
専任教員数／

高度な語学力と異文化

在学生数／

理解力を備え、
国際社会で

専任教員数／

活躍できる人材

就職率／

国内外の文化現象を考察し、

在学生数／

国際文化学科

京都、
日本、
そして世界を

専任教員数／

むすぶ人材

就職率／

素粒子・原子核から宇宙まで、
自然の真理に迫る人材

情報理工学部

情報理工学科

情報技術×理工学で、

生命科学部

先端生命科学科

研究成果の
「探究」と
「普及」、

産業生命科学科

生命科学を生かす人材

40人
98.2％

在学生数／
専任教員数／

39人

P.

57

P.

63

P.

71

P.

79

P.

85

P.

97

P.

105

P.

113

P.

121

2,455人
52人
97.4％

1,573人
35人

382人
18人

1,805人
59人
96.6％

1,134人
43人
99.6％

518人
37人
100％

在学生数／

447人

（2018年設置／1〜3年次生の数字）

未来をデザインする人材

専任教員数／
30人
就職率／
95.3％※２

2つの切り口から
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97.9％

就職率／

在学生数／

P.

2,651人

（2019年設置／1〜２年次生の数字）

京都文化学科

数理科学科
物理科学科
宇宙物理・気象学科

2,525人

270人

（2019年設置／1〜２年次生の数字）

専任教員数／
33人
就職率／
100％※３

※１ 在学生数・専任教員数は2020年５月１日現在、
就職率は2019年度実績
※２ コンピュータ理工学部の実績
※３ 総合生命科学部の実績

48

大学で何が学べるの？

経営学部

経済学部

人気店の新メニュー開発

商店街でフィールドワーク

経営管理がテーマのゼミ活動で、
京都の人気

経済学部のゼミ活動では、京都の都市部と

ドーナツ店の協力を得て、
新商品の開発プロ

郊外の店舗では価格帯や取扱商品がどう変

ジェクトを立ち上げ。コンセプトから原料の

わるのかを、商店街を訪れて調査するフィー

仕入れ、季節感の出し方まで試行錯誤を重

ルドワークを実施。経済の視点で見ると、日

ね、半年間かけて商品化に至りました。

常的な街の風景も学びの対象になります。

調査分析

戦略提案

経営学の
視 点で

政策提言

学部の学び

10

京都

法学の
視 点で

法学 部

舞鶴市に政策案を提出

国際関係学
の 視 点で

グラムを提案。市の条例や前例を調べまとめる中で、
「社会を支えるルールと仕組みを学ぶ」という法学
京都産業大学では、何が学べるのか。
「京都」をキーワードに、

各学部の専門教育科目やゼミで実際に行われた取り組みを紹介します。
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部の本質を体験的に学びました。

現代社会学部

課題解決

京町家の現状をゲームで学ぶ

蔵元の海外進出策を提案

世界展開

社会学の
視 点で

京都で人口流出が進む舞鶴市に都市農村交流プロ

経済学の
視 点で

京都の活性化のカギを握ると言われている

京都産の日本酒の海外展開についてプレゼ

「京町家」の現状を学べるボードゲームを開

ン。伏見で最も古い歴史を持つ蔵元に講評

発。京都が抱える社会問題を広く理解しても

いただきながら、海外の食文化に適合する方

らうために、
「ゲーム」というメディアを活用

法や、日本酒の歴史と造り手のこだわりを海

する新たなアプローチを模索しました。

外に効果的に伝えるすべについて考えました。

国際関係学部

生命 科 学 部

アカマツ林の環境保全

情報理工学部

バスの時刻表アプリをリリース

「五山の送り火」の左大文字で有名なアカマ

京都産業大学に発着するバスの時刻表アプリを開発。教員の

ツ林の保全に取り組む産学協働プログラム

助言を得ながら試行錯誤し、リリース後は多くの学生に利用され

に参加。山に登り、自らの手で成長を妨げる

ました。ITと生活をつなぐアプローチを実践の中で学びました。

他の樹木を伐採するなど、アカマツを守り育
てる方法を模索しました。

科学と
産業の
橋渡し
生命 科学の
視 点で

プログラム開発

情報学の
視 点で

から広がる学び

理学の
視 点で

事象分析
理学部

京都の
「底冷え」を研究
コミュニ
ケーション

言語学の
視 点で

「底冷え」と形容される冬の厳しい寒さはど

文化 学 の
視 点で

のような理由で発生するのか、京都の気候に
関する研究を実施。地形的な特徴や、住宅地

異文化交流

と緑地の比率の推移などを調査し、京都の
冬を読み解きました。

ラジオ番組を制作

留学生のための京都巡り

京都のコミュニティFM放送局で、実際にオ

専門教育科目「国際文化研修」の一環で、イ

ンエアされるラジオ番組を制作。国際色豊か

ンドから来日した交流協定校の学生たちを

なコンテンツを目指し、母語が違っても伝わ

連れ、
京都の名所を訪問。
神社仏閣や史跡を

る言いまわしを考えるなど、
「言葉」や「伝え

案内する中で、互いの歴史や文化を伝え合う

ること」の本質を探究しました。

実践的な学びが展開されました。

外国語学部

文化 学 部
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経済学部

Faculty of Economics

経済学科
詳細はWebで

愛する地元も人も、

経済で救える。
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経済学部

優れた経済人として、人生100年時代を
生き抜く力を学ぶ
豊かな現代社会を創造し、希望ある未来の扉を開くための学問が経済学です。
脱炭素、少子高齢化、格差、コロナ禍でのニューノーマルな日常生活など、
目まぐるしく変容する実社会のさまざまな問題に向き合うために、歴史に学び、理論を究め、
政策を探っていく上で、科学的なデータ分析を駆使して解決策を求めていきます。
現地でのフィールドワークを通して地域活性化を体現する力を身に付け、
また英語力を高めることで、グローバル社会に挑戦する力を育成していきます。

自分だけの専門分野を
突き詰めていく

経済学部長

2年次に、4つの専門コースから各自の学びたいコースを選択します。社会のさまざまな仕
組みを分析・研究する経済学の中で、より興味・関心のある分野の学びを深め、卒業後の
進路につながる知識を修得。1年次に身に付けた基礎を生かしながら、専門の学びを段階
的に掘り下げていくことができます。

専門コース
現代社会を読み解く

企業戦略を考える

地域の課題を知る

世界経済を見渡す

現代経済コース

ビジネス経済
コース

地域経済コース

グローバル経済
コース

少子高齢化や地球温暖化など、

企業を取り巻く経済環境の変

地域経済にはどのような問題・

貿易や金融など、国際取引に関

現代 社 会が抱えるさまざまな

化が産業構造に与える影響を

課題があり、それらを解決する

する問題をグローバルな視点で

問題を経済学の視点から考え

分析。
企業活動や経済政策の事

にはどのようなアプローチがあ

分析。経済メカニズムを明らか

ていきます。また、行政が市場

例を基に、日本の産業構造につ

るのか。自治体・企業・住民そ

にし、国際経済問題を解決に導

に果たす役 割や課 題、財政へ

いての理解を深め、企業戦略を

れぞれの立場から見た、豊かな

く道を探りながら、
「世界の中の

の影響についても考察します。

構想できる力を身に付けます。

地域経済の在り方を探ります。

日本経済」の動向を考えます。

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

環境問題や働き方改革など、
さまざまな社会問題と
その解決策に関心がある人
国家公務員や教員を目指す人

2019年度就職率
（就職者数／就職希望者数）

98.2

（494人／503人）

%

銀行などの金融関連、
企業の
経済活動に関心がある人

地域経済の活性化や、
自治体の
財政などの公務に関心がある人

海外でのものづくりや、貿易取引
に関心がある人

新しいビジネスモデルの創出や、
既存産業の再構築に興味があ
る人

地方公務員を目指す人

開発援助や国際協力事業、外資系
企業や海外展開する日本企業の
海外事業部での活躍を目指す人

主な就職先

取得を推奨している資格

取得可能な教員免許状

伊藤ハム

みずほフィナンシャルグループ

◦マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト

◦中学校教諭一種免許状

東芝

淡路市役所

島津製作所

ほか

◦証券アナリスト

関西電力

◦日商簿記検定

◦ファイナンシャル・プランナー

阪急電鉄
京都銀行

（MOS：ExcelやWordなどのマイクロソフトオフィス
製品の利用スキルを証明する資格）

◦宅地建物取引士
詳細はWebで

◦税理士

（社会）
◦高等学校教諭一種免許状
（地理歴史／公民／商業）

◦公認会計士

◦TOEIC®

経済学部では、研究テーマに即した現地調査を行うフィールドワークを重視したゼミ活動が盛んです。例えば、地

フィールドワーク

方自治体の財政問題をテーマとするゼミでは、京都府の北部に位置する宮津市から要請を受け、地域観光や移
住・定住の実態を調べるため現地に赴きました。今後、少子高齢化を迎える中、どのような施策が「愛着のある地
元」に最適なのか。
「経済の視点」の使い方を、リアルな課題に挑むフィールドワークを通じて身に付けていきます。
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学びの特色

経済学で「未来」を見通す

詳細はWebで

最前線で活躍する経済人から学ぶ
「経済人特別講義」や「現代証券市場論」
など、実務家を招いてビジネスの現場の生
の声を聴く授業を開講。企業のトップの考
え方や組織の動かし方、現場のやりがい
や困難など、実務の現場や企業活動の根

主な協力企業（2019年度実績）
野村證券
クラブツーリズム
京都新聞社
西日本旅客鉄道

幹を知ることができます。自分の将来や進

月桂冠

路を考える上で役立つ貴重な機会です。

京都銀行

「２年次からのゼミ」で実践力を育む
2年次の秋学期からゼミ活動がスタート。早くから実践的な学びに触
れることで、選択した専門テーマをより深く探究することが可能です。
フィールドワークで京都の街に出て、継続的な調査を行ったり、地域
活性化イベントを学生主体で進めたりと、時間をかけるからこそ実現
できるプロジェクトにも挑戦します。

4年間の流れ

１年次は基礎導入教育、
２年次からは専門コース+ゼミ

1

年次

2

3

年次

１年次は「基礎導入教育」を通じて、
経済学の基礎知識、レポートのまと
め方およびデータ分析の基礎などを
身に付けます。

特別プログラム
53

年次

研究手法や知識を生かし
専門の学びに注力

コースの学びがスタートし、
秋学期からゼミに所属

4 年次

学びの集大成として
卒業論文をまとめる

ゼミ

２年次春学期から少人数制の「３セメ基礎セミナー」でゼ
ミ活動に必要な技能を修得。秋学期からゼミ（演習Ⅰ）が
始まり、教員の指導の下、テーマに即した活動を行います。

経済学の基礎知識と
学ぶための技法を手に入れる

基礎導入教育

詳細はWebで

専門コース

２年次春学期には４分野の専門コースから、
各自の学びたいコースを選択します。

現代経済コース

地域経済コース

ビジネス経済コース

グローバル経済コース

経済学を軸とした多彩なプログラムによりプラスαの学びを修得。
4年間を通じて、ビジネスでも役に立つスキルを身に付けていきます。

経済学を学ぶための土台をつくる。
経済学部

基礎導入教育

詳細＆学生
インタビューは
Webで

経済学のベースとなるのは、
「経済学入門」で学ぶミクロ経済学・マクロ経済学という2つの基礎
理論です。また、データ分析に用いられる表計算ソフトの使い方の修得も、2年次以降の発展の学
びには必要不可欠です。そこで、1年次に基礎を集中的に学ぶカリキュラム
（基礎導入教育）を展開
し、地域や産業に対象を絞った経済学や、その背景にある歴史など、各分野の専門の学びに対応

経済学科 2年次

できる力を段階的に身に付けていきます。

武田 陸人
Rikuto Takeda

基礎の学び
経済学入門

データ処理セミナー

経済史入門

奈良県・奈良大学附属

発展の学び
企業経済論
地方財政論
国際経済学

など

高等学校出身

文

全ての科目の土台となる経済
学の基礎理論を修得し、より
専門的な分野を探究する

計量経済学
データ分析セミナー
統計学総論 など

分析ツールを駆使して経済を
読み解く力を付ける

西洋経済史
日本経済史
地域経済史

経済学の背景にある歴史を学
び、学問への理解を深める

系の学生が経済を学ぶ最初の壁は、
数式や計算かもしれません。しかし、経

済学は現実とリンクした学問なので、数式の
書き方こそ複雑ですが、実際の計算はシンプル
です。基礎導入教育では、そんな考え方のコツ
を含め、学生の苦手意識を解きほぐしてくれる。
意外な発見の多い学びだと思います。

など

プラスαの学びでステップアップ。
経済学科 3年次

特別プログラム

経済学プラスαとなる実践的な学びを修得する多彩なプログラムを用意。
「上級英語プログラム」
で英語力を高めたり、実務家を招く「経済人特別講義」で視野を広げたりと、幅広い知見を得るこ
とができます。働き方改革で近年見直されている
「ワーク・ライフ・バランス
（WLB）」に関する授業
も。4年間を通じて、ビジネスでも役立つさまざまなスキルを養います。

Program

世界で活躍する力を身に付ける

小林 礼夏

詳細＆学生
インタビューは
Webで

経済の
「現場」で知見を広げる

Reika Kobayashi
兵庫県立
豊岡高等学校出身

経

済学は、英語との相性が良かったり、
現 場 の声やフィールドワークが 重要

だったり、
「経済プラスα」で相乗効果が出や
すい学問です。私は「国際交流セミナー」で中
国を訪れ、刺激を受けました。

活躍する経済人の思考を学ぶ

上級英語プログラムⅠ〜Ⅳ
国際交流セミナー
経済学英語講義 など

グローバル経済フィールドワークⅠ・Ⅱ
地域活性化フィールドワークⅠ・Ⅱ
観光まちづくりフィールドワーク

現代証券市場論
経済人特別講義
WLBセミナー など

上級英語プログラム

地域活性化フィールドワークⅠ

現代証券市場論

グローバルな人材を育成するため、
「上

兵庫県たつの市主催の「地域創生アイデ

金融業界で活躍する実務家を招き、証券

級英語プログラム」を実施。経済学を英

アコンテスト」に参加。現地でのフィー

市場の現状と将来について学びます。証

語のテキストで学修することで、語学力

ルドワーク調査を基に、同市が抱える諸

券市場の仕組みや証券会社の業務を学

と経済学的思考力の向上を図ります。

問題についての解決策を提言します。

びながら、
多様な視点を養います。

上級英語プログラムⅠ
１年次生に向けた導入科目

上級英語プログラムⅡ
英語で「ミクロ・マクロ経済学」を学修

上級英語プログラムⅢ・Ⅳ
研究テーマを英語で発表＆レポート提出
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専門を深める学び

1年次に経済学の基礎を固めた後、2年次で希望のコース
を選択します。この「専門コース」の狙いは、各自の進路や
興味に合わせて学びを深めること。
「ビジネス」や「地域経
済」など、いずれも挑戦しがいのあるテーマです。

詳細はWebで

主な科目

ビジネス経済
コース

現代経済コース
主な科目

グローバル経済
コース

地域経済コース

主な科目

主な科目

主な科目

財政学

マーケティング

地域づくり人特別講義

ビジネスエコノミクス

労働経済学

企業経済論

地域経済学

西洋経済史

公共経済学

ファイナンス論

京都産業論

国際金融論

家計の経済学

産業組織論

農業政策

環境経済学

地域政策

リスクマネジメント

中小企業論

貿易政策

地域経済コースで学ぶ

2
数字やデータから
地元の良さを
読み解いてみたい。

年次から始まる専門コースの学び。地域経
済コースでは、主に地域活性化の取り組み

や地域経済の見方などに焦点を当てて学びます。
「産業立地と地域経済」という科目では、例えば、
地元にビール工場を誘致しようとする場合、
「企
業ごとの生産コスト」や「都市圏へのアクセス」と
いったデータから、ある程度の成否を導き出すな
ど、リアルで実践的な学びが印象的でした。
地域を経済の目で見るというのは「地域の特色を
どう生かすか」を数字的な裏付けで支えること。

経済学科 3年次

児玉 梨緒
Rio Kodama
愛媛県立松山中央高等学校出身

グローバル経済コースで学ぶ

貿

易や投資、開発などグローバルな経済課題
を読み解くのがグローバル経済コースです。

特に印象的だったのは2年次に履修した「開発経
済学」という授業。経済発展するにつれて、一度広
がった不平等が縮小される「クズネッツの逆U字
仮説」や貧困が発生するメカニズムを示した「マ
ルサスの罠」など、世界で起きているさまざまな課
題は、実は経済学の視点から解決策を模索してい

経済学の視点で
世界を動かす
現場で学べた。

けることに驚きました。
こうした学びを経て、授業の一環でタイへ赴く「海
外研修科目」にも参加。
「ＳＤＧｓ」を推進する国
連の機関で取り組みを学ぶなど、経済学で世界を
動かす現場を見ることができました。
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経済学科 3年次

竹中 颯
Hayato Takenaka
岡山県立西大寺高等学校出身

「数字やデータで気付く地元の良さもある」
そんな視点を持てるのが、地域経済について学ぶ
だい ご

み

醍醐味かもしれません。

経済学部の

ローチすることが可能です。フィールドワークなど実践的な学びを通して専門知識を
積み重ねるとともに、理論に基づく論理的思考力と問題解決能力を身に付けます。
詳細はWebで

経済学部

ゼミナール

2年次の秋学期からゼミ活動がスタートするため、自身の研究テーマにより深くアプ

Pick up ゼミ

地方財政を立て直すための政策を提案
ゼミテーマ

地方は未来の社会を映す鏡

地方自治体の財政問題についての研究
菅原 宏太

ミクロな視点から経済を捉える

教授

人口減少、少子高齢化、産業の衰退など地方
が抱える財政問題はさまざま。菅原ゼミでは地
方財政をテーマに、地方の人口推移や経済状
市の主産業は

況などを調べ、政策を考案します。

どう変わった？

2020年は京都府宮津市の協力を得て、学生
が実際に現地を訪問。フィールドワークで感じ
た問題点や、財政を立て直すための政策を自

宮津の歴史から

治体に向けてプレゼンテーションしました。

特色を探れないか？

国家経済をミクロな視点で捉えると、地方経
済は国家を組み立てる１つのパーツ。ジェンガ
のように積み重なった地方が１つでも崩れると、
国家全体がバランスを崩してしまいます。
地域の実情を近い将来の社会全体の縮図と
して捉え、そこから国や世界の経済へと視野を
広げてほしいと思います。

宮津市府中地区公民館で市の産業や財政の現状について学ぶ。

ゼミナールテーマ・担当教員一覧
公共政策
経済学で考え、
経済学で分析する
荒山 裕行 教授

公共と厚生の経済学

日本経済
実験経済学

小田 秀典 教授

労働市場・教育・社会保障の
実証分析

飯田 善郎 教授

梶谷 真也 准教授

Excelによる現実経済分析

日本経済と第4次産業革命

岑 智偉 教授

環境問題を経済学の
視点から分析する
武田 史郎 教授

超高齢化時代の社会保障
福井 唯嗣 教授

わが国の経済政策

塩津 ゆりか 准教授

日本経済が抱える問題

関田 静香 准教授

豊かな社会の意味と
その構築
田中 寧 教授

「貧困」の発見

松尾 美紀 准教授

玉木 俊明 教授

日本の財政・経済政策に
ついて考える

マクロ経済学と日本経済

八塩 裕之 教授

データから因果を分析する
吉村 有博 助教

寺井 晃 教授

食と農をめぐる問題
並松 信久 教授

(2021年3月現在)

地域経済
持続可能な地域と
レジリエンス
イケダ マリア 准教授

地域活性化と企業・行政
大西 辰彦 教授

産業・金融経済
企業の経済分析
加茂 知幸 教授

ビジネス・エコノミクス
北村 紘 教授

日本経済と金融

まちづくりや地域活性化を
経済学で考える

坂井 功治 教授

地方自治体の財政問題に
ついての研究

沈 政郁 教授

倉本 宜史 准教授

菅原 宏太 教授

都市と地域の経済分析
寺崎 友芳 教授

企業または経済問題に
関する実証分析
組織マネジメントと
ゲーム理論・情報の経済学
千葉 早織 准教授

地域経済学の理論

日本の金融・
資本市場について

広田 茂 教授

西村 佳子 教授

地域の社会経済史

金融市場の経済分析

山内 太 教授

野田 顕彦 准教授

マーケティング
潘 聡 助教

日本の金融

福田 充男 教授

国際経済
グローバリゼーションが
もたらす経済問題
大川 良文 教授

アジア諸国の
経済発展と開発援助
大坂 仁 教授

国際通商政策に
関する問題の研究
川越 吉孝 准教授

経済体制と制度
後藤 富士男 教授

欧米社会経済の
歴史的研究
齊藤 健太郎 教授

身近な生活から
グローバル経済・金融
を考える
葉原 壽人 教授

エネルギー経済と
持続可能な発展
藤井 秀昭 教授
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経営学部

Faculty of Business Administration

マネジメント学科
詳細はWebで

「好き」や「欲しい」の

メカニズムとは？
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経営学部

組織をまとめ、導くための知恵を学ぶ
経営学とは企業など「人が集まる組織」をどのように維持、発展していくかを考える学問です。
特に京都産業大学の経営学部では、ゼミやケース分析など実践形式の学びを重視しています。
例えば、京都の老舗企業やサッカーチームとのコラボレーションで、
経営者やマネジャーの視点で意思決定のノウハウを学んだり、
成功例だけでなく失敗例を分析する中でリアルなマネジメントの力を育みます。
また、今後は最先端のデジタルトランスフォーメーション
（DX）に対応した科目にも注力し、
あらゆる産業に革新
（イノベーション）を起こすリーダーを育成・輩出していきます。
経営学部長

経営学部の３つのドメイン
（知識領域）

目指す将来に合わせて
独自のカリキュラムを設計

学生は３つのドメインから任意に科目を選択可能。自身の将来に向けて
専門性を深めたり、幅広く履修して可能性を広げたり、自分だけのマネジ
メント能力を伸ばすカリキュラムを設計します。

戦略と組織
社 会 や 企 業 経 営 において 重 要なファク
1年次生全員が基盤科目「マネジメント・リ
テラシー」を履修。併せて3つのドメインの
導入科目を受講することで、それぞれの基
礎知識を修得します。

ターとなる組織について学びます。併せて

Strategy &
Organization

基盤科目
＋
導入科目

アカウンタビリティとガバナンス

組 織 運営に関連する経営戦略を学 修し、
競争優位を実現する知識を身に付けます。

ドメイン Marketing &

（知識の領域）

Innovation

消費者行動の分析や市場ニーズに応える製

Accountability &
Governance

企 業をはじめとする組 織 が 社 会 的 責 任

マーケティングとイノベーション
品・サービスづくりに必要な市場調査や流通、
販売などについて学びます。革新的な製品・
サービスを実現するノウハウも修得します。

（CSR）を果たすための適正な資金運用
や会計知識を体系的に学びます。また社会
貢献や環境への配慮なども学修します。

2019年度就職率
（就職者数／就職希望者数）

97.9

%

（514人／525人）

主な就職先

取得を推奨している資格

積水ハウス

三井住友銀行

◦税理士

◦日商簿記検定

取得可能な
教員免許状

大塚製薬

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

◦公認会計士

◦中小企業診断士

◦高等学校教諭

ローム

ソフトバンク

ダイハツ工業

◦証券アナリスト ◦国税専門官

ほか

一種免許状
（商業）

詳細はWebで

テーマはマーケティング。同じジャンルの商品の違いや特徴を「製品差別化」や、
「サービスの差異

ゼミ活動

化」の視点から研究します。
例えば、
高価格帯アイスクリームブランドの分析では、
「高くても買いた
吉田 裕之ゼミ

い」
という訴求力はどのようにつくられるのかを分析。
販売チャネルの構築から、
新商品の発売サイ
クルの調査、商品の特長とターゲットに合わせた広告戦略までを幅広くリサーチする中で、あらゆ
る要素を組み合わせて
「ブランドイメージ」を創出するメカニズムを読み解きました。

58

学びの特色

「組織と人」をむすぶ

詳細はWebで

「ドメイン横断」で自分だけの学びを
あらかじめ学科やコースに分かれて学びを深めていくのではなく、
3つのドメインを横断しながら受講科目を選択します。つまり、3
つのドメインをバランスよく学ぶことも、領域を絞って集中的に
学ぶことも可能。各自の関心や将来の進路に合わせた自分だけ
のカリキュラムを組むことができます。

2年次から
「ゼミでの学び」がスタート
一般的には3年次からスタートするゼミが、京都産業大学の経営
学部では2年次からスタートします。少人数クラスのため、教員と学
生のコミュニケーションが密になるだけでなく、学生同士のディ
スカッションもより活発に。3年間にわたって興味のあるテーマ
をじっくりと掘り下げていき、高度な専門知識を修得します。

4年間の流れ

１年次は基礎を徹底、
２年次からは
ドメイン横断＋ゼミ

1年次

ベースとなる知識を修得

Strategy &Organization

2

詳細はWebで

年次

ドメインを横断して学び、
ゼミ活動も開始

3

4 年次

年次

専門の学びを深め、
ゼミ活動も本格化

を学びながら、主体的に取り組む姿勢を身に付けます。

ドメイン

軸となる「リーディング・ドメイン」を決め、3つのドメインを横断して科目を選択。
横断的な学びの中で各自の関心や将来の進路に合わせて探究します。

Marketing &Innovation

マーケティングとイノベーション

Accountability &Governance
アカウンタビリティとガバナンス

1年次には全員が「社会・歴史・論理」
の観 点から、経営学を学ぶ上で必 要
となる思考を身に付けていきます。
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ゼミ

2年次からゼミがスタート。研究に関する基礎的な知識・技能

戦略と組織

基盤科目

学びの集大成として
「卒業論文」に取り組む

3つのドメインを横断し、

3年次からは１つのドメイン

視野を広げる

を軸に専門性を深める

関心や進路に合わせて学ぶ
ディなど多彩な科目を用意。これらを3つのドメインに編成することで、各
科目の位置付けを明確にし、目指す将来像につながる自分だけのカリキュ
ラムを組むことができます。

詳細はWebで

CHOICE

３つのドメインから各自の関心や
将来の進路に合わせて科目を選ぶ

経営学部

ドメイン横断

経営学理論やマーケティング分析に関する科目の他、最新のケーススタ

CUSTOMIZE

・１年次は３つのドメインの導入科目を
履修し、基礎を学ぶ。
・２年次は３つのドメインを横断して
科目を履修し、広い知識を得る。
・３年次からは１つのドメインを軸に
科目を履修し、専門性を深める。

Strategy
&
Organization

Marketing
&
Innovation

Accountability
&
Governance

戦略と組織

マーケティング
とイノベーション

アカウンタビリティ
とガバナンス

コンサルタントを目指し
“幅広く”学ぶ。
企

マネジメント学科 2年次

業コンサルタントを目指すように
なったのは、学部で出会った先生

への憧れからでした。現役で活躍されてい
た頃の話に引き込まれ、
「好きな自動車に
関わる仕事で自分も」と経営学の学びに
力を入れるようになりました。
今は経営戦略論から、分析の手法を学ぶ
経営統計、利益を導き出す原価計算、そし
てマーケティングまで、幅広く科目を受講

林 崇裕

Takahiro Hayashi

林さんの
履修モデル

香川県立観音寺第一高等学校出身
経営学入門

経営管理論

イノベーション
概論

マーケティング
入門

社会調査法

して学んでいるところです。
本当にコンサルタントを目指すなら、3つ
のドメインの学びは全て必要不可欠。最初
は興味のある科目から、次第に関連のあ

経営戦略論

会計学概論

経営統計Ⅰ

財務管理論
基礎

3つのドメインを
横断しながら
段階的に学ぶ

る科目へと段階的に履修する予定です。

公務員にも通じる
“組織”を学ぶ。
私
佐藤さんの
履修モデル

が関心を持ったドメインは「戦略と
組織」。将来の選択肢として、公務

員の道があったことも理由の一つでした。
「組織」に関わる科目を受講する中で特に

経営組織論

興味深かったのは、組織の捉え方が人に
経営戦略論

マーケティング
戦略

経営管理論

日本経営史

消費者行動論

経営史入門

CSR

よって違うこと。例えばミドルマネジャー
の役割も「やる気を引き出すこと」から
「風
通しの良い組織をつくること」まで幅広い
認識がある。つまり「組織が何を目的とし
ているか」で果たすべき役割も違うのです。

ファイナンス

マネジメント学科 2年次

佐藤 聖佳
Kiyoka Sato

京都府立山城高等学校出身

公務員と企業への
就職を視野に入れ、
「戦略と組織」を
軸にして学ぶ

こんなふうに「組織」など、１つのキーワー
ドに注目することで、新たな気づきや発見
があることも。ドメインを絞って専門的に
学ぶメリットの一つかもしれません。
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専門研究に没頭する

ゼミナール

2年次からゼミ活動がスタートするため、多くの時間をかけて、より深くテーマ
にアプローチすることができます。個人とグループの研究活動を通して専門知
識を積み重ねるとともに、論理的思考力と問題解決能力を磨いていきます。
詳細はWebで

「最新事例」や
「実践」の
学びにステップアップ！

私にとってゼミは

「学びのクライマックス」でした。
ソーシャル・マネジメント学科
4年次

吉津 秀太

4年間の流れ

1年次

2 年次

3

Shuta Yoshizu

4 年次
年次

ゼミ

京都府立鳥羽高等学校出身

幅
だい ご

広 い 経 営 学 の 中でも 、先 生 が 専
み

門とする分野を学べるのがゼミの

醍 醐 味 です。自分 の 先 生は 環 境 問 題 が
研究テーマでしたが、その知識は日本有

ドメイン

数。
「環境に関わる資金調達の仕組み」と
いった、今まさに話題となっている最新事

基盤科目

例を調査するなど、2年次までの基礎を経
て、ついに学びのクライマックスに突入し
た感覚がありました。

Pick up ゼミ

京都の老舗
「松栄堂」向けの販売戦略を提案
ゼミテーマ

起業家精神と事業計画

「ビジネスを創る力」を
実践形式で身に付ける
新たなビジネスを創り出すことを研究
テーマとするゼミです。学生は各人が起
業家になったつもりで「企業を創り、成
長させる」具体的な方法を学びます。
活動は基本的に全て実践形式で行い、

中井 透

教授

今後の市場の動向は？
まずは経営のビジョンを
あらためて明確にします。
顧客のニーズをどう捉えている？

グループに分かれて疑似的に企業を経
営するビジネスゲーム演習や、京都の
老舗企業などと組んで、経営陣に向け
てビジネスプランを提案します。
そして卒業論文では学生自らが独自の
事業戦略をまとめ発表します。

研究発表会ではグループご

「松栄堂×中井ゼミ13期生」の研究発表会の様子。実際の企業をリサーチし、課題の発見から新たなビジネスプラ

とに資料を作成。半年間の

ンの提案までを行う。提案する企業はメーカーや百貨店など毎年替わり、ゼミにはさまざまな知見が蓄積される。

調査の成果が詰まっている。
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ゼミナールテーマ・担当教員一覧

組織コミュニケーション

起業家精神と事業計画

デザイン・シンキングの実践

日本企業のグローバル
戦略とマネジメント

サプライチェーン・マネジメント

会計制度とリスク管理

簿記および財務会計の研究

財務会計

グローバル・アジアの企業戦略

マーケティング・リサーチと
コンテンツ制作

自らの言葉で
マーケティングを語る

企業が存続・
成長するための戦略

経営組織、イノベーション、
あるいは両方

ソーシャルリサーチ

デザイン思考

CSR、
ソーシャル・イノベーション

会計理論の基礎と応用

統計と株式投資

経営と会計

歴史と理論を学ぶ／
立派な文章が書けるようになること

SDGsと環境経営

歴史的=長期的に
日本の企業・ビジネスをみる

グローバル競争力と雇用

戦略的思考法

組織・個人の
リスクマネジメントと保険

持続可能な発展と
ソーシャル・ガバナンス

赤岡 広周 准教授

グローバリゼーション・
国際経営

岡部 曜子 教授

会社経営とアントレプレナー

企業戦略と財務諸表

具 滋承 准教授

石光 裕 教授

企業経営における会計の役割
伊藤 正隆 准教授

コミュニケーションと
経営戦略・組織

具 承桓 教授

久保 亮一 教授

伊吹 勇亮 准教授
井村 直恵 准教授

理論と実践のマーケティング
上元 亘 准教授

社会的課題解決に資するビジネス
大杉 卓三 准教授

福冨 言 教授

行待 三輪 教授
吉岡 一郎 教授

吉田 裕之 教授
李 為 教授

娯楽における消費と
マーケティング

松下 真也 准教授

涌田 龍治 教授

若者と仕事

松高 政 准教授

近藤 隆史 教授

上野 継義 教授

橋本 武久 教授

舟津 昌平 助教

古村 公久 准教授

岩城 秀樹 教授

森永 泰史 教授

中野 幹久 教授

北原 敬之 教授

井口 衡 准教授

中井 透 教授

経営学部

経営管理
（モチベーション理論、
コーチング論、
リーダーシップ論など）

（2021年3月現在）

在間 敬子 教授

松本 和明 教授

篠原 健一 教授

諏澤 吉彦 教授

箕輪 雅美 准教授

宮永 健太郎 准教授

Pick up ゼミ

サプライチェーンの視点からの商品開発
ゼミテーマ

サプライチェーン・マネジメント

SCMの本質は、
「チームで動く力」
トヨタや花王など、有力企業の収益構
造を支えるサプライチェーン・マネジメ

中野 幹久

教授

他のチームにも

現状の課題は？

情報共有しないと
買い手のメリットは？

ント
（SCM）を掘り下げるゼミです。
例えば、2年次には老舗和菓子店が運
営する里山を生かし、どのようにブラン
ド価値を向上させるか。SCMの視点か
ら提案するといった活動を行います。
SCMを学ぶことは、現代組織での立ち
回りの基礎を学ぶこと。中野ゼミでは
実社会で生きる「チームで動き、成果を
上げる力」を身に付けていきます。

「商品開発」は全て学
生主体。企業のリサー
チや、共同開発の依頼
も各グループで行う。

2年次のグループ研究（課題発見＆解決）の様子。1年間かけて各グループごとに企業への商品開発の提案を行い、
そのフィードバックまでを報告する。学生間でどれだけ情報共有できたかもサプライチェーン視点では重要となる。
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法学部

Faculty of Law

法律学科
法政策学科
詳細はWebで

成長が加速する

“絆”がある。
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法学部

社会を支えるルールと仕組みを学ぶ
法学部で学ぶのは、法律や政治、そして政策など、いわば「社会を支えるルールと仕組み」です。
中でも京都産業大学の法学部では、学生自らが現場に赴き、
活発に議論を行う科目
（アクティブ・ラーニング科目）、さらに多様な価値観に出合うため、
先輩と後輩が一緒に学ぶ科目や演習を充実させています。
このような実践的な学びで身に付ける
「社会のルールを熟知し、正しく議論する力」は、
社会のインフラを支える人にとって必要不可欠な素養。
法学部の学生の多くが進む公務員や警察官の道も、
そんな学びの特色が生かされる進路の一つといえます。

法学部長

学科紹介
法的解決力を養う

法律学科

紛争の解決や予防ができる人材を育成します。法律学・政治学の基本か

主な科目

ら今の日本が直面する法律問題や政治課題を扱う科目まで、多種多様な
科目を用意。法律を活用することで社会で生じるさまざまな紛争の解決策
や、予防策を見いだす力を磨いていきます。
法律総合コース

社会安全コース

実社会のさまざまな問題解決を目指す実践的な法律学・政策学に取り組

法政策学科

警察行政法

民法

犯罪心理学

会社法

国際政治学

被害者学

アジア政治外交史

刑事訴訟法

政治・国際コース

政策実践力を養う

憲法

など

主な科目

んでいます。フィールド・リサーチ（現地調査）や、実務家を招いてのリレー
講義など、現場から学ぶ機会を豊富に用意。社会で必要な問題発見能力、
論理的思考力、企画立案力など多様な力を磨きます。

行政法

格差と雇用政策

都市と法政策

公共政策と

地方自治法

市民社会

社会保障法

地域ガバナンス論
など

地域公共コース

2019年度就職率
（就職者数／就職希望者数）

97.4

（490人／503人）

%

主な就職先

取得を推奨している資格

大和ハウス工業

京都市消防局

ワコール

滋賀県警察本部

ほか

JR西日本

◦司法書士 ◦行政書士

取得可能な
教員免許状

◦社会保険労務士

◦中学校教諭

◦弁理士

伊藤忠プラスチックス
国家公務員一般職
（厚生労働省）

詳細はWebで

◦税理士

◦不動産鑑定士

◦弁護士

一種免許状
（社会）
◦高等学校教諭
一種免許状
（公民）

授業に関する相談、履修プログラムや演習 ( ゼミ ) に関する情報提供など、幅広い学修サポートを行

履修アドバイザー

うのが履修アドバイザー。3～4年次生の学生を中心に構成されている独自の取り組みです。同じ学生と
いう立場でのサポートが可能で、ちょっとした疑問にも気軽に対応します。
「後輩と先輩が共に成長す
る環境」が充実していることが、大きな特徴です。
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法律学科
詳細はWebで

法律学・政治学の分野を幅広く学ぶことで、社会の中で巻き起こるさまざまな問題に
適切な解決法を示し、公正な手続きを踏んで解決を図ることができる力を養います。

説得力のある理論を構築する

法的な解決力につながる学び

大

学で初めて触れた法律
学 。苦 戦しながらも理

解が進んできた今、改めて感じ

法や政治を学び、社会の問題を解決するためのより良い仕組みを作る方法

るのは「法律を扱う上で鍛える

や、紛争を法的に解決する方法を学ぶということに重点を置いて学修します。

べきは論理力」ということ。社
会の営みの中で傷ついた人に、

社会で生じる紛争を対象とした法律学・政治学の基本から、歴史や思想、最

感情だけではなく、法律と論理

新の法的問題を扱う科目まで、多彩な科目でカリキュラムを編成。それらを

で寄り添う。それが法律学科で

通して、なぜ紛争が起こるのかを探究し、説得力のある理論を構築しながら

だい ご

み

学ぶ醍醐味だと思います。

解決策や予防策を見いだす力を身に付けます。弁護士や警察官、行政機関

法律学科 2年次

の職員など、法律で社会に貢献していく人材を育成します。

布施 杏奈
Anna Fuse

滋賀県立石山高等学校出身

人の痛みに
“論理で”寄り添いたい。
詳細はWebで

Course

３つのコースで専門の学びを深める

2年次からは学生が関心のある分野を学ぶ、3つのコースを用意。
将来の進路を見据えた、より専門的かつ実践的な学びを深めます。

社会の中で法を担う学び

地域社会の安心・安全を担う学び

世界と社会を法で支える学び

法律総合コース

社会安全コース

政治・国際コース

憲法、民法、刑法はもちろん、商法、行政法、労働

警察、検察、裁判、矯正・更生
（刑務所）の段階に

政治や国際関係を法の観点から学びます。日本

法、社会保障法など、社会や生活に直結する法

分けて、犯罪者の逮捕から社会復帰、再犯の予

と世界の政治の現実や歴史、外交や安全 保障

律を幅広く学びます。法律とその考え方を学ぶ

防といった一連の刑事司法の流れを体系的に

に関わる国際政治とそれを律する国際法などを

ことで、社会における法の働きを理解し、法的判

学びます。
「安全」を実現していくための仕事に

扱う授業を通して、異なる国家や文化間の紛争

断力を身に付けることを目指します。

必要な法的・政策的な実践力を養います。

を発見・解決できる柔軟な思考力を育成します。

主な科目
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憲法概論

刑法総論

憲法学習の基礎的な知識を修得。国

国家の刑罰 権の成 立要件と効果を

家・主権・個人の尊重といった立憲

規定する法である刑法について学び

主義の基本原理を考察し、統治機構

ます。全ての犯罪類型に共通する一

の仕組みを理解した上で基礎概念や

般的な成立要件を、判例・学説を交え

組織、権限について学びます。

ながら探究していきます。

犯罪心理学

国際法Ⅰ
（総論）

依存症、ストーカー、DVなどをテーマ

国際社会を規律する国際法の基本を

的に学修していくモチベーションを形成

にした講義を通して、犯罪者の行動

学びます。国際法の歴史や国内法と

し、
「プレップセミナー」で修得した基

や特性、犯罪を起こす諸要因を解明。

の関係などを掘り下げながら、国際

礎的なアカデミックスキルにより磨きを

犯罪捜査、犯罪予防、犯罪者の更生

社会の仕組みを理解し、問題解決に

かけていきます。

や社会復帰について追究します。

必要な論理的分析力を身に付けます。

Pick up 科目

ファンダメンタル・セミナー
１年次秋学期から刑法や民法などの関
心のある分野を選択し学修します。判例
の検討や模擬裁判などを通じて、２年
次以降の専門的な学びにおける土台を
築き上げます。同時に意欲的かつ能動

法政策学科
法学部

詳細はWebで

安心・安全で豊かな社会の実現は、全ての人々の願い。より良い社会を築くために、
法学や政治学をどのように生かすべきかを追究し、まだ世の中にない
「政策」を生み出す能力を養います。

現場での経験を重ねていく

政策実践力につながる学び

法

律を社会の中で活用す
るには「見えない課題」

を読み解く必要があります。例

法律を軸にした政策の立案を通して法律学と政策学を学びます。憲法や民

えば「法政策基礎リサーチ」は、

法といった法律の基本知識に加え、
「社会のルールをどのように構築するか」

学外に出て法律が使われる現
場(社会)を体感する科目。実践

という自治体や行政の取り組み、実例などを学修します。政策をつくるため

の中で法律の「つながり」を意

には、社会問題を調査し、実情を把握することが重要です。そのため、学外で

識しながら学んでいます。

実践的な学びを重ねるリサーチ科目が多いのが特徴。構築が不十分な社会の

法政策学科 3年次

ルールを政策提言などで改善へ導く力を養成します。

田片 晃基
Kouki Tagata

岡山県立西大寺高等学校出身

「法律」と
「社会」をつなぎたい。
詳細はWebで

Course

コースに所属し、
専門の学びを深める
国や地方自治体を
法的・政策的に支える学び

地域公共コース
国や地方の公共性を深く理解し、将来、さまざまな
分野で社会を法的・政策的に支えることのできる人
材を育成します。国家公務員、地方公務員、NPO職員、
あるいは地域住民として、法を踏まえた政策を立案
する能力の修得を目指します。

主な科目

民法概論

政治学入門

総則と物権を対象に、民法の全体像を学び

1990年代に行われた選挙制度の改革は、

ます。民法の歴史と成り立ちから、未成年

なぜ日本の政治を大きく変えたのか？

者をめぐる民法、所有権や不動産物権まで、

革のモデルとなったイギリスをはじめ、アメ

民法の基本的な考え方と法的な思考能力

リカやフランスなどの選挙制度と比較しな

を身に付けます。

がら、その要因を深く掘り下げていきます。

公共政策概論

社会保障法Ⅰ

産業、財政、文化、環境などにまつわる多様

傷病や失業で安定した生活ができない場

な政策の中から具体例を取り上げ、公共政

合に、一定の所得やサービスを公的に提

策の基本となる理論や概念を学びます。政

供する社会保障制度。年金保険、医療保険、

策を公共性の観点から考察し、冷静な政治

介護保険の3つを軸に、制度に関する基礎

観察眼を養います。

知識や理論を修得します。

改

Topics

地域の課題解決を支える資格取得を目指す
主な構成科目

「初級地域公共政策士」法政策基礎プログラム
京都発の地域資格制度の取得プログラムを展開
地域公共政策士とは、異なる職業分野の垣根（セクター）を越えて、地域
の公共的活動や政策形式をコーディネートし、地域創生の担い手とし
て課題解決に導くことができる人材です。このプログラムは、京都の９
大学が共同実施してできた事業に基づく資格取得プログラムとして、社
会的に認証されているものです。公共分野に関わる職場・プロジェクト
において、身に付けた法学的知識と政策上の堅実な素養に基づき、主
体的な判断をもって業務を遂行できる人材の育成を目的としています。

公共政策概論
詳細はWebで

フィールド・リサーチ
総合政策リサーチ
地方自治法

都市と法政策

地方自治未来論

格差と雇用政策

労働法Ⅰ

行政法Ⅰ

社会安全政策Ⅰ
（総論）
国際法Ⅴ
（国際安全保障法）
※プログラムの構成科目は
追加・変更することがあります。
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学びの特色

「支える力」を手にする

詳細はWebで

「充実の導入教育」で土台を築く
1年次には大学での専門的な学びに備える導入教育が充実して
います。例えば
「プレップセミナー」では、レポートの書き方やディ
ベートの方法などを徹底指導。法学の全体像に迫るeラーニング
(インターネットを利用した学習)の「法律学入門」など基礎を身
に付ける授業を経て、2年次以降の専門教育へ移行します。

「豊富なアクティブ・ラーニング」で実践力を育む
単に講義を受けるだけでなく、学生が主体的に学ぶ少人数制の
「アクティブ・ラーニング科目」を多数開講。法律学科では「問題
解決型学習」、法政策学科では
「プロジェクト型学習」を通して実
践力を培います。アクティブ・ラーニングで教員との質疑応答、学
生同士のディスカッション、
外国語文献の講読などに取り組みます。

4年間の流れ

1年次は基礎を徹底、
2～4年次はコースでの学びと、
ゼミで実践力を
3 年次

詳細はWebで

1

年次

2

年次

大学での学修方法を学ぶ少人数制
の「プレップセミナー」や、法学の全

究を展開。現場経験の豊富な教員の下、法律を仕事に役
立てるための実践的なスキルを磨きます。

コースの学び

体像をまとめたeラーニング科目の
「法律学入門」など、法学を学ぶ上
での基礎を固めます。

アクティブ・ラーニング科目

２年次からは重点的に学びたい分野を選択して専門的な
学修を開始。選択したコースに限らず、個人の興味に応じ
て、各コースの科目を横断的に学ぶことも可能です。

法律総合コース
法律学科

社会安全コース
政治・国際コース

法政策学科

地域公共コース

2学科4コースの
横断的な学びを展開
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ゼミ

2年次から演習（ゼミ）を開始し、3年次でより専門的な研

導入科目でベースとなる
知識を修得

導入

学修の成果を卒業論文にまとめ
思考力や表現力を高める

コースごとに専門の学びを深め、
少人数制のゼミで
興味のあるテーマを研究

将来の進路を見据えて
コースを選択。
演習
（ゼミ）もスタート

4 年次

アクティブ・ラーニング科目
法律・法政策を
「体感」しながら学ぶ

アクティブ・ラーニング科目の流れ

法律が使われる現場を体感したり、社会に生かすすべを学ぶのがアクティブ・ラーニング科
目です。少人数制のクラスで学生同士の議論や質疑応答、プレゼンテーション、フィールド
ワークなど、学生主体の学修で論理的な思考力・表現力を身に付けます。

事後学習

事前学習

実際に調査を行った

調査手法やプレゼン

結果を基に
仮説検証や報告の

テーションの手法を学び、
事前調査を実施。

自ら考える

振り返りを行う。

フィールド・リサーチ科目

仮説を立てる。

表現する

調査する

報告

現地調査

現地調査を基にポスター

実際に現地を訪れ、

セッションなどで報告を行う。

調査・取材を行う。

法教育演習

「安全保障フィールド・リサーチ」
「地域公共フィールド・リサーチ
「社会安全フィールド・リサーチ 」
※１

」は、

※２

先輩が後輩をサポートする法学部独自の「スチューデ

キャンパスの外に出掛けて実際の現場を訪問調査する授業です。警察や自衛隊、福祉関係の現場や先進的

ント・アシスタント（SA）」として活動するためのトレー

な取り組みを行っている企業など、訪問先はさまざまです。学生自身が興味関心のある現場に足を運んで、実

ニングを行う演習です。
「法教育演習Ⅰ」では課題解決

際に法のルールを使って社会に貢献する人や、取り組みを取材します。

型のグループワークを実施。学習意欲を高める教え方

また「総合政策リサーチ」は、政策に関する自主プロジェクトを実行する授業です。１年次に履修できる
「法政

や、教員との橋渡しを担うためのスキルを身に付けます。

策基礎リサーチ」などで身に付けた能力を活用して、学外での体験や人との交流の中から、問題点や解決方

「法教育演習Ⅱ・Ⅲ」では、新入生が履修する
「プレップ

法を発見・考察する力を養います。

セミナー」に実際にSAとして参加します。

※1 法律学科社会安全コースのみ履修可能

法学部

詳細はWebで

※2 法政策学科のみ履修可能
詳細はWebで

公務員志望者をサポート
授業でサポート

授業外でもサポート

地方自治未来論

公務研究会

地方政治の担い手である政治家、地方議員、

国・地方の公務員志望者を支援する学生コ

行政職員など日々実務に当たっている方々に、

ミュニティーとして2019年度に発足。公務員を

地方自治の問題点や今後の方向性について

目指す学生に有益な情報交換の場であると同

話を伺います。地方自治の現場の立場から率

時に、
勉強会や、
市町村職員・公務員として働く

直な意見を聞くことで、地方と日本の未来を考

本学卒業生との交流会、前京都府知事の山田

察していきます。

啓二教授による模擬面接なども実施します。

その他の授業
都市と法政策

地域ガバナンス論

公務員への就職状況
2019年度実績
（2020年3月卒）

協定でサポート
公務員志望の学生が多く、カリキュラムの中でも公務員
試験合格につながる学びを展開しています。その他、公
務員志望者が自主的に集まり、定期的な勉強会を開催
するなど、同じ目標に向けて努力する仲間と互いに鍛え
ることができる環境が整っています。

人材育成のための協定を警察と締結

地方公務員
（消防） 国家公務員

8.9 % 17.8%

京都府警察本部、滋賀県警察本部と国際化に
対応できる外国語に堪能な人材の育成に関
する協定を結んでいます。警察実務会話を学
ぶ英語の授業では現役の警察職員と接する
ことができ、勉学意欲の向上や将来のキャリ

地方公務員
（警察）

55.5%

地方公務員
（行政職）

17.8%

ア形成につながります。

68

法学部の

ゼミナール

2年次からゼミを開始し、3年次にはより専門的な研究を展開。
現場経験の豊富な教員の下、法律を応用する能力を養います。
詳細はWebで

Pick up ゼミ

「知人のバッグを持ち帰った」
窃盗罪が成立する条件を考察
ゼミテーマ

刑法演習

岡本 昌子

教授

知人のバッグが誰かに
盗まれる前に保護した？

バッグの中身を
使用した形跡は？

落とし物だと
思っていた？

議論を積み重ね、ロジカルな思考力を身に付ける

刑

事法の中でも、特に刑法解釈学を学ぶゼミです。
「人を死亡させ

すが、Aさんがバッグを置いたまま別のフロアに行き、10分後に現れたBさ

た」
「人の物を盗んだ」という行為も、状況やそれに対する評価の

んがテーブルの上のバッグを持ち帰ったケースならどうでしょうか。バッグ

仕方で罪名は大きく変わります。授業では毎回1つのケースについて、ど

の形態や置かれていた状況はどうだったか。後で警察に届ける気持ちが

のような罪名が成立するのかをグループで調べて発表します。

あったか。故意と過失の境界線も見定めなければなりません。刑法解釈

例えば、Aさんが自動販売機で飲み物を買っている隙に、自動販売機近

学はロジックの積み重ねが最も色濃く出る学問の一つ。学生は議論を

くのテーブルに置かれたAさんのバッグをBさんが持ち帰れば窃盗罪で

通して論理的な思考力と多面的な見方を実践の中で学びます。

ゼミナールテーマ・担当教員一覧

（2021年3月現在）

法律学科
政治学研究

刑法演習

租税回避問題

労働法の諸問題

刑事法演習

法と文化・アメリカ法・ 会社法事例演習
佐藤 誠 教授
国際取引法

有吉 弘樹 助教

岩永 昌晃 教授

民法の思考様式
上野 達也 准教授

ナショナリズム研究
植村 和秀 教授

行政法理論研究
太田 照美 教授
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岡本 昌子 教授

奥谷 千織 教授

政治の根本構想
川合 全弘 教授

会社法とコーポレート・
ガバナンス
木俣 由美 教授

木村 吉孝 准教授

キャンデル キャリン
ポーラー 講師

民事手続法

草鹿 晋一 教授

日本法制史の
基礎的研究

久禮 旦雄 准教授

国際取引法

国際法模擬裁判

刑事法事例研究

憲法

民法の判例研究

憲法

租税法研究

刑法

契約法

消費者契約から
民法
（契約法）を学ぶ

3人が関係する民法

佐藤 育己 准教授

須賀 博志 教授

髙嶌 英弘 教授

社会保障法・労働法の
基礎研究
高畠 淳子 教授

戸田 五郎 教授

中山 茂樹 教授

野一色 直人 教授

坂東 俊矢 教授

民事手続法

日渡 紀夫 教授

深尾 正樹 准教授

古谷 貴之 准教授

増井 敦 准教授

山本 宣之 教授

保険法

吉澤 卓哉 教授

法学部

Pick up ゼミ

学生自身の出身地の課題を掘り下げ、
それらを解決する法政策を提案
ゼミテーマ

環境問題と公共政策

焦 従勉

教授

事故の内訳は
どうなっている？
香川県の
交通事故率を下げる
取り組みとは？

交差点のカラー舗装が
進んでいる

自ら問題を発見し、解決策を提示する

食

品ロスや海洋プラスチック問題、あるいは地域限定の町おこし

たり、鳥取県倉吉市の町並み保存の政策を提案します。学生にとっては

など、昨今のメディアをにぎわす政策を研究するゼミです。

身近でありながら、
「環境や地域をより良い未来につなぐ」という法政

学びの柱としているのが「環境」と「地域」。特に盛り上がるのは、学生

策の原点を見つめ直す学びになるでしょう。法政策を考える上では、法

自身の出身地の身近な問題や政策を掘り下げるケースです。例えば、香

律の解釈とは違い「自ら問題を発見し、解決策を提示する」という姿勢

川県は交通事故率が全国でも突出して高かったのですが、その改善策

が不可欠です。このゼミでは日常の課題に目を凝らし、法律や政策を駆

を調査したり、大阪のヒートアイランド現象を防ぐための対策を分析し

使する力を身に付けていきます。

法政策学科
比較研究とその方法

裁判外紛争処理

現代日本の政治過程

法社会学

被害者学・被害者政策研究

社会保障・雇用政策企画立案

政治・政策研究

公共政策

国際法

環境問題と公共政策

刑法解釈の研究

行政法判例研究

社会安全学

国際政治

刑事訴訟法

民法の基本問題から
考える

芦立 秀朗 教授

新 恵里 准教授

岩本 誠吾 教授

浦中 千佳央 教授

比較地方自治体研究
喜多見 富太郎 教授

久保 秀雄 准教授

芝田 文男 教授

焦 従勉 教授

滝田 豪 教授

「社会安全政策」と警察行政
田村 正博 教授

中井 歩 教授

中谷 真憲 教授

中村 邦義 教授

成田 秀樹 教授

少年法・矯正社会学

朴 艶紅 助教

山田 啓二 教授

若狭 愛子 准教授

渡邉 泰彦 教授

服部 達也 教授
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現代社会学部

Faculty of Sociology

現代社会学科
健康スポーツ社会学科
詳細はWebで

視点を変えれば、

世界は変わる。
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現代社会学部

次世代のリーダーシップを学ぶ
社会学とは社会の影に光を当て、課題を見いだし解決に導くための学問です。
人とのつながり、地域の在り方、メディアの未来など、これまで学問として体系化されていなかった
「社会」に対し、経済、法律からスポーツ科学まで、あらゆる学びを駆使して挑みます。
特に現代社会の課題は高度に複雑化しており、人との協働がなければ解決には至りません。
そこで、現代社会学部では「次世代型リーダーシップ」の育成を掲げ、
人をむすぶ素養を身に付ける科目から、実践の場に立つ演習科目までを多彩に展開。
これまでにない独自のカリキュラムで次世代型リーダーを育成します。
現代社会学部長

学科紹介

３つの視点で現代社会を捉え、課題の解決策を考察
社会学の基礎知識を修得後、２年次からは３つのコースで専門領域を探
究。
「地域社会学コース」では、その地域ならではの特性を理解し、課題解

現代社会学科

主な科目

決に挑みます。
「人間社会学コース」では、家族・男女・教育などの視点で

環境社会学

多様な人間関係と新しい可能性にアプローチ。
「メディア社会学コース」で

ジェンダー論

マンガ文化論

は、テレビやSNSなどメディアの本質とその未来を見極めます。

広告メディア論

など

地域社会学コース

人間社会学コース

観光社会学

メディア社会学コース

スポーツ科学を生かした健康で活力ある社会づくりに挑む

健康スポーツ
社会学科

社会学と健康スポーツ科学を融合させた新しい視点の学科です。社会学
の基礎・応用を学びながら、スポーツによる地域活性化など「健康スポーツ
社会分野」
「健康スポーツ科学分野」の専門知識を修得。各種測定装置を
活用してデータの収集・分析を行い、健康やスポーツが持つ可能性と価値
を科学的に探究します。

現代社会学科
将来の進路

取得を推奨
している資格

地域社会と健康

スポーツ政策論

スポーツ教育学

公衆衛生学

スポーツ栄養学

など

健康スポーツ社会学科
将来の進路

◦地域づくりを担う自治体職員

◦中学校・高等学校の保健体育科教員

◦企業や自治体のブランディング、
広報担当

◦地域の健康・スポーツを振興する自治体職員

◦新聞、
雑誌、
放送局などのメディア関連企業

◦スポーツジャーナリスト

◦児童指導員
（任用資格） ◦NSCA-CPT受験資格
など

取得を推奨
している資格

◦中学校教諭一種免許状
（社会）
◦高等学校教諭一種免許状
（公民）

ゼミナール

現代社会学科

ポンサピタックサンティ
ピヤ ゼミ

◦スポーツトレーナー

◦健康・スポーツ関連企業 ◦スポーツイベントの企画者

◦社会調査士 ◦学芸員 ◦図書館司書
◦日本スポーツ協会公認スポーツ指導者

取得可能な
教員免許状

主な科目

取得可能な
教員免許状

◦JPSU-スポーツトレーナー受験資格
◦NSCA-CPT受験資格
◦日本スポーツ協会公認スポーツ指導者

など

◦中学校教諭一種免許状
（保健体育）
◦高等学校教諭一種免許状
（保健体育）

広告、
メディアおよび生活者の行動が研究テーマのゼミです。
例えば
「広告は社会を映す鏡」と
いわれますが、具体的にはどのような形で現れるでしょうか。ゼミでは、漫画の電子書籍広告を
調査し、テレビや雑誌広告と比較して、ＳＮＳ広告の費用対効果の高さに注目。広告の内容だ
けでなく、
メディア別の出稿量や売り上げからも、
社会の構造が映し出されることを探りました。
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現代社会学科
詳細はWebで

「地域社会学コース」
「人間社会学コース」
「メディア社会学コース」の３つのコースを展開。
社会学の知識を軸に、社会を変えていく力を身に付けます。

現代社会に重要な３つの視点から

念

社会の本質を探り、行動する

願だったメディア 社 会
学コースで学んでいま

す。アナウンサーや映像制作な
ど、現場で活躍されていた先生

１年次では、まず最初に学びの根幹となる社会学の基礎・専門知識を修得し、社会

の講義がとにかく面白くて。な

調査の手法を学びます。併せて、現代社会の諸問題に対する関心を深めていきます。

により「本質を見極める力」が

その上で、２年次からは「地域社会学」
「人間社会学」
「メディア社会学」の３コースか

身に付くことは、将来メディア
業界で働くために必 要不可欠

ら１つを選択し、学びはより専門的な領域へ。それぞれの視点から現代社会で今起

だと感じます。

きているリアルな現象や問題を考察し、その構造や本質を掘り下げていきます。

現代社会学科 2年次

岡田 菜優

本質を見極める力をつけたい。
Course

３つのコースで専門の学びを深める

Nayu Okada
岡山県立岡山操山高等学校出身

2年次からは各自の関心や将来の進路に合わせてコースを選択。
それぞれの「展開科目」を中心に履修し、専門領域の知識を深めていきます。

魅力的な地域社会を
創造できる人材を育成する

人や家族の在り方から
社会を動かす人材を育成する

メディアの本質を理解し、
次代をつくる人材を育成する

地域社会学コース

人間社会学コース

メディア社会学コース

地域の特色を学ぶだけでなく、地域社会で今起

家族・男女・教育・心理・労働環境などの幅広い

テレビ・広告・マンガ・インターネットなど、人や

きている社会現象を理解し、地域の人々と連携

視点で、現代社会の人と人との多様な関係性と

社会を動かす力を持つメディアの変わらない本

して多面的に課題解決策を考えていきます。

新しい可能性にアプローチします。

質と、変わりゆく方向を見極めます。

Pick up 科目

Pick up 科目

Pick up 科目

観光社会学

家族社会学

広告メディア論

観光をテーマに、パッケージツアーなど

SNSなどの普及により、現代の人間関

日本と海外の広告を比較すると、そこに

のマスツーリズムが生まれた背景、それ

係の考え方は多様化し、働き方や社会

は作り手の思考を通して、文化の違いや

らがもたらす問題点を学びます。学生は

構造に今までにない変化が起こりつつ

多様な価値観が見えてきます。この講義

自身の地元を想定しながら議論を進め

あります。
「家族」を通して、人と人の関

では「宣伝」だけでなく「文化」として広

ることで、実践的な思考を身に付けます。

係性や社会を捉えるヒントを探ります。

告を捉え、その見方を学びます。

学びのトピックス

公務員志望者の「公共政策研究会」

県庁・市役所での「行政事務職」や児童相談所
に勤める「児童相談員」など地方公務員を目指
す人もいます。そのため、新たに「公共政策研究
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社会問題の解決に挑む現代 社会 学部の学び

会」を発足し、週に1度の勉強会の他、行政の

は、
「行政や自治体の仕事と親和性が高い」こ

現場に赴くフィールドワークなどを行っていま

とも特徴の一つです。学生には公務員志望者

す。また、本研究会に参加した一期生が家庭裁

が多く、中には
「国税専門官」などの国家公務員、

判所調査官補に採用されています。

フィールドワークで訪れた、京都府家
庭支援総合センターでの研修の様子。

健康スポーツ社会学科
社会学と健康・スポーツ科学の融合により

高

活力ある社会をつくる

校までスポーツに没 頭
してきた自分にとって、

この学科の学びは驚きの連続
でした。体の動かし方のコツを

社会学と健康・スポーツ科学を組み合わせ、新しい視点から健康やスポーツの可能

知れば記録が伸びる。政策やビ

性と価値を追究する学科です。考え方の基盤となる社会学の知識を修得した上で、

ジネスの視点から見るスポーツ

自然科学に基づく健康・スポーツ科学を修得します。具体的には、身体運動のメカ

もある。
「社会学×スポーツ科

ニズムや運動時の呼吸、理想的な食生活などを、最新機器を使って解析。健康問題

学」に触れて、学びたいこと、や

や地域活性化などの社会が抱える課題を、スポーツの視点から解決できる次世代型

りたいことが増え続けています。

リーダーを育成します。

健康スポーツ社会学科 2年次

森友 春樹

スポーツの可能性を広げたい。
社会現象・問題

社会学

現代社会学部

詳細はWebで

社会を豊かにする
「健康・スポーツ」の持つ可能性を新しい視点で探究。
多様な学びから、心身ともに穏やかで活力ある社会づくりに挑みます。

Haruki Moritomo
兵庫県・須磨学園高等学校出身

社会に生かされる健康スポーツ社会学の例

健康・
スポーツ科学

・超高齢化社会における健康保持増進

・諸外国との国際親善を深める場の創生

・心身を健やかにする教育プログラムの開発

・健康増進や健康維持につながる体験が

・子どもや高齢者でも楽しめるスポーツ

できる旅行
（ヘルスツーリズム）の構築

エンターテインメントの創出

最先端の設備が充実

健康・スポーツを科学的に追究するための高度な実験・実習設備が充実しています。授業やゼミ活動の中で、
さまざまな角度からデータを収集・解析。健康・スポーツの可能性を新たな視点から探っていきます。

筋機能解析装置

呼気ガス分析装置

食育SATシステム

三次元動作解析装置

筋力の機能を測定する装置。ここで得

呼気ガスの流量と濃度をリアルタイムで

カロリーや栄養素などを自動で計算す

あらゆる運動時における全身の動作を

るデータは、トレーニング効果を測る

分析する装置。呼吸代謝機能に関する

るシステム。アスリートの目的に合わせ

三次元的に解析。改善点を把握し、運

基準となり、運動処方に活用します。

さまざまな指標を得ることができます。

た食生活に活用します。

動能力の向上につなげていきます。

学びのトピックス

教員採用試験合格を強力サポート

必要な科目を履修できます。体育実技について
は教員採用試験科目に対応した
「スポーツ実習
（水泳、陸上競技、ダンスなど）」を開講。正課

保健体育の教員を目指す学生に向けて、手厚

外の支援として、教員採用試験の仕組みと内容

いサポート体制を整えているのも特徴の一つ。

をテーマにしたセミナーなども開催しており、一

学科の専門教育科目では「学校保健」や「公衆

期生から中学 校の 保 健体育教 員の採用が決

衛生学」など、中学・高校の教員免許状取得に

まっています。

74

学びの特色

「次世代型リーダー」の素養を磨く
詳細はWebで

広範囲な
「社会学」の基礎を確実に修得
広大な範囲の社会学の基礎を確実に身に付けるため、カリキュ
ラムを工夫しています。社会学の専門的知識や幅広い教養を修
得する
「講義」と、その知識をベースに理解を深める実践的な
「演
習」を連続して受講することで、知識の定着を図るとともに、柔軟
な課題解決力を養います。

「リーダーシップ科目」で土台を築く
次世代型リーダーに求められるのは、天性の才能やカリスマ性で
はありません。現代社会の課題解決に必要とされるのは、目標の
実現に向けて人と協働する力や、課題の本質を見抜く力。それら
を身に付けるための「リーダーシップ科目」で、課題解決に必要
な思考法や人を引きつける話し方などのスキルを、着実に伸ばす
ことができます。

4年間の流れ

1年次は基礎を徹底、

2年次からは専門の学びと演習へ

1年次

学科共通の
「導入科目」で
社会学の基礎を徹底的に学修

実践的な科目がスタート。
学科ごとの専門的な学びへ

「社会学入門」と、学んだことを
深掘りする「入門演習」を連続し
て受講することで、基礎を身に付
けていきます。

健康スポーツ
社会学科

修得。
社会学とは何かを理解する

コースの学び

ゼミナール

地域社会学コース

分野の学び
現代社会学分野

２年次から各自の関心や将来の進路に合わせてコースを選択。
３年次からは各コースの展開科目を中心に専門をさらに深めます。

人間社会学コース

メディア社会学コース

２年次からは３つの分野の科目を横断し学修。
３年次には各自の関心や将来の進路に合わせて研究テーマを決定します。

健康スポーツ社会分野

学部共通基盤科目
リーダーシップ科目
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４年間の学びと研究の成果を
卒業研究論文などにまとめる

専門性を高め、実践的な学びを通して課題解決力を磨きます。

1年 次では 2 学 科 に共 通する導
入科目で、社会学の基礎知識を

演習が本格化。専門性を高め、
社会の課題を解決する力を磨く

4 年次

学科横断型の「プロジェクト演習」と学科特化型の「演習」で

現代社会学科

導入科目

2

年次

3 年次

詳細はWebで

健康スポーツ科学分野

ゼミナール

最大の特徴ともいえる学びが、2年次の秋学期からスタートするゼミです。学科横断型
の「プロジェクト演習」では現実社会の課題解決に挑み、学科特化型の「演習」では各
学科の専門を深める研究に取り組みます。
現代社会学部

学科横断型ゼミ（プロジェクト演習）
地域社会の現場に赴き、さまざまな課題解決に挑戦する演習です。学科を越え、

詳細はWebで

専門知識や能力を身に付けた仲間や指導教員と共に、
「社会を変える力」を高めます。

Pick up プロジェクト演習

京町家の課題に挑む、新規メディア制作
ゼミテーマ

京

京町家の人々をつなぐ－ポピュラー文化を生み出す表現メディアの提案－

山中 千恵

教授

都ならではの魅力であり、地域活性化のカギともい
その他のプロジェクト演習

われる京町家。一方で、年々数が減っているのが社会

課題にもなっています。

▪社会課題の解決に向けた挑戦：
ナッジ理論の応用

ゼミではこの解決に向け、まずは京町家の住人や事業活用

▪京都府北部活性化のための地域との

をしている方々に聞き取り取材を実施。分かったのは、
「改

協働によるコトおこしの実践

修・保存が難しい」ために「関心を持つ人が少ない」という

▪多様な生き方働き方を考える

事実でした。そこで、多くの人に京町家を知ってもらうため、

キャリア開発プロジェクト

遊びながら京町家の現状を学べるボードゲームを開発。併

▪
「小豆島島鱧 ®」のブランド化推進

せて、高校生向けのワークショップも開催しました。

▪ベトナム農村でのフィールドワークを
通した地域課題の発見

京町家と地域の人々をゲームというメディアでつなぐ。これ
からの地域活性化に新しい方法論を提示するような、実践
的な取り組みになりました。

制作したプレイヤー協力型のボードゲーム。ど
れだけ京町家を保存できるかを競う。
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学科特化型ゼミ
現代社会学科では、行政や外部団体などと連携した取り組みや調査、国内での
フィールドワークなどを実施。健康スポーツ社会学科では、機器を使った実験・分析・実習が増えるなど、
実践的な学びを通して次世代型リーダーに必要な課題解決力を身に付けます。

現代社会学科

Pick up ゼミ

複数のメディアを駆使して、情報を伝える
ゼミテーマ

現

マルチプラットフォーム・ストーリーテリング

脇浜 紀子

教授

代では、個人が 触れるメディアや情
報はかつてない種類と規模になって

います。新聞・テレビ・ラジオ・インターネッ
ト・SNS・デジタルサイネージ(電子看板)な
ど、さまざまなメディアの仕組みを理解して
組み合わせ、そこでの有効なマネジメントと
表現手法である「マルチプラットフォーム・ス
トーリーテリング」を身に付けることが重要
になっています。
私のゼミでの具体的な活動としては、例えば、
学生が大学内のデジタルサイネージを活用
し、設置の折衝から実際のコンテンツ作成ま
でのプロジェクトを立案・完遂したり、ライ
ブ配信で2時間の番組制作に挑戦したり。こ
うした「実務」に特化した学びの中で、メディ
ア業界のみならず、社会で求められる情報コ
ミュニケーションのあらゆる場面で通用する
スキルや思考を身に付けていきます。

ゼミナールテーマ・担当教員一覧

（2021年3月現在）
… 学科横断型ゼミ
（プロジェクト演習）

現代社会学科
ポピュラーカルチャーとジェンダー
東 園子 准教授

人と自然の関係にかかわる研究
足立 薫 准教授

メディア文化の
「新たな魅力」を
具体的に探る
鍵本 優 准教授

ベトナムの農村でのフィールドワークを
通した 地域課題の発見

木原 麻子 准教授

「小豆島 島鱧 ® 」の
ブランド化推進
塩谷 芳也 助教

京都府北部活性化のための地域との
協働によるコトおこしの実践
滋野 浩毅 教授

加藤 敦典 准教授

現代社会と文化

さまざまな研究方法を利用した
現代アートによる社会との関わり方、
現代アートの社会変革を促進する役割の研究

菅原 祥 准教授

金光 淳 教授

教育と社会

臨床心理学と対人援助活動
～現代社会をsurviveするための
psychosocialアプローチ～
河原 省吾 教授
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多様な生き方働き方を考える
キャリア開発プロジェクト

京都らしい地域づくり
鈴木 康久 教授
惣脇 宏 教授

コミュニティの未来とこれからの学校
西川 信廣 教授

家族・労働・ジェンダーにかかわる研究
藤野 敦子 教授

広告、メディアおよび生活者の行動
ポンサピタックサンティ ピヤ 教授

多様な人々と生きる
前川 真裕子 助教

地域社会研究
耳野 健二 教授

場のデザインとソーシャル・イノベーション
宮木 一平 教授

京町家と人々をつなぐ
ーポピュラー文化を生み出す表現メディアの提案ー
山中 千恵 教授

マルチプラットフォーム・ストーリーテリング
脇浜 紀子 教授

健康スポーツ社会学科

詳細はWebで

詳細はWebで

現代社会学部

現代社会学科

健康スポーツ社会学科

Pick up ゼミ

次世代の地域社会を豊かにするアダプテッドスポーツの研究・実践
ゼミテーマ

ア

障がいのある人のスポーツからスポーツ文化を考える

奥田 睦子

教授

ダプテッドスポーツは、障害のある方
だけのものではありません。

障害の有無にかかわらず、子どもから高齢者
まで誰もが楽しめるもの。そんな魅力に着目
し、ゼミではアダプテッドスポーツの理解・実
践を通して、次世代の豊かな地域社会の在り
方を探っています。
例えば、本学主催の地域密着型イベント「サ
タデージャンボリー」で行ったプロジェクト。
学生はまず、アダプテッドスポーツを含めさ
まざまな大会にボランティアで参加し、バリ
アフリーを意識した会場設営から運営の仕
方まで現場の知恵を学びました。それらの
経験を基に誰もが楽しめるスポーツを複数
考案し、スポーツブースを運営。障害の有無
や年齢を問わず、全員が同じフィールドで同
じように楽しめるイベントを実現しました。

「ラボ活動」と
「コラボ活動」
正課外における学生の自主的な活動を奨励。学生が制作するコ
ミュニティFMの生放送番組をYouTubeで同時配信するなど、実
健康スポーツ社会学科

… 学科横断型ゼミ
（プロジェクト演習）

践的な学びの場となっています。

運動の原理原則に基づいた
スポーツコーチング

社会課題の解決に向けた挑戦
：ナッジ理論の応用

ラボ活動とは？

コラボ活動とは？

石飛 博之 助教

濱野 強 教授

学生が関心のあるテーマで自主的

教 員が掲げるテーマに共 感した学

障がいのある人のスポーツから
スポーツ文化を考える

運動学習を考える

に行っていく活動。さまざまな教員

生が参加するプロジェクト。教員の

廣瀬 勝弘 教授

から専門分野のサポートを受けなが

専門分野を生かし、外部団体などと

奥田 睦子 教授

の事業に学生たちが協力して取り

身体運動のメカニクス

競技力および
健康維持増進の食生活

ら活動を行い、社会との関わりを深
めていきます。

組みます。

加藤 えみか 講師

吉岡 美子 教授

学生主体で「商店街ライブ」を企画。

朝食を通して栄養や 健 康について

ポスターの制作や、商店街や行政と

考える中学生対象の講習会に参加。

の交渉など、教員にアドバイスを受

教材作成から協力し、ワークショッ

けながら、イベントを運営しました。

プの指導方法も学びました。

学校教育が抱える諸問題と
教員養成
国吉 恵一 准教授

2021年4月開講予定

ランニングの科学

運動技術を効率よく習得する
ための運動生理学的研究

小室 輝明 助教

スポーツ動作を科学する
髙梨 泰彦 教授

社会的なものとしてのスポーツ
浜田 雄介 講師

松永 智 教授
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国際関係学部

Faculty of International Relations

国際関係学科
詳細はWebで

世界の核心に、

踏み込んでいく。

伝統と革新の融合を重んじるフランスと京都のビジネスの
未来について、フランス総領事に尋ねる学生たち。世界の最
前線に立つ有識者との対話から新たな発見をする喜びも。
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国際関係学部

世界の課題をひもとき、立ち向かう学び
「challenges and opportunities」という言葉があります。日本語でいえば
「ピンチはチャンス」ですが、本来の用法では
「試練を恐れず、自らの成長の機会とせよ」といった
意味合いでしょうか。疫病や貧困、環境問題――、世界はさまざな課題に満ちています。
政治、経済、共生の分野から成る国際関係学の学びは広大かつ複雑で、
立ち向かう誰もが一度は
「１人ができることは限られている」という事実に打ちのめされます。
しかし、それを自覚することが学びの第一歩であり、自身と向き合う試練を果敢に受け止め、
「それでも」と立ち向かう力を得て成長していくのが、
国際関係学部での学びといえます。

国際関係学部長

3つの視点で国際社会の問題解決に挑む
国際社会の
諸問題

政治
国際政治、外交、
安全保障、国際法 など

経済

共生

詳細はWebで

3つの視点で
解決に挑む

国際経済、国際金融、
国際社会、国際協力、
国際貿易、国際開発 など グローバル・ガバナンス など

政治・経済・共生を切り口に、各国の実態を理解。国
と国がつながる際の課題を発見するとともに、さま
ざまな視点からその解決策を考えていきます。1年次
から海外で課題を調査するのも、大きな特徴です。

就職・進路未来像
◦国家公務員や地方公務員として外交や国際交流、
外国人受け入れなどの
国際業務に携わる

◦日本企業の海外事業部など
◦途上国の開発援助や国際文化交流などに関わる

◦大学院へ進学して専門性を高め、
国際機関などで国際公共政策に取り組む

◦国際協力に携わる公的機関、
民間団体、
企業、
NGOなどの職員

◦外資系企業やグローバルに事業展開する企業

◦増加するインバウンドに対応する観光、
運輸、
宿泊などのビジネス

日本企業の商品・サービスを海外でどのように展開してい
くか。海外進出で成果を挙げる企業や公的機関のリサー
チや視察を通じて、
「国際ビジネスの複眼的アプローチ」

フィールドワーク
植原 行洋ゼミ

を行います。在京都フランス総領事館へのフィールドワー
クでは、ジュール・イルマン総領事からレクチャーを受け
ました。京都とフランスの産業交流史、共通点、相違点を
総領事から直接学び、両国ビジネスの核心を思索しまし
た。国際関係の複眼的世界について、ゼミでのリサーチと
フィールドワークの両アプローチから探求します。
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学びの特色

国境を越えて「道」を見つける

詳細はWebで

海外を体感する
約3週間海外で学ぶ1年次の必修科目
「海外フィールド・リサーチ」
や、2年次以降に海外でインターンシップを行う「国際キャリア開
発リサーチ」など、海外で行うリサーチ科目が充実。海外実習で専
門領域の課題に取り組む他、NPOや開発援助団体での就業体験
を通して、異文化交流のダイナミズムを現場で体感します。

専門を深める
現代社会が抱える課題は、国や地域を越えてグローバル化してお
り、地球規模で取り組むことが求められます。そこで2年次からは
各自の関心や将来の進路に合わせたコース選択や、英語で授業
が行われる専門教育科目、専門性を深化させる演習科目などを通
して、専門知識と実践的な英語力を同時に身に付けていきます。

4年間の流れ

１年次は全員が海外へ、
２年次からはコース選択、
留学も

1年次

学びの基礎を築き、
全員が海外へ

3 年次

2 年次

約3週間、海外でリサーチ

海外フィールド・リサーチ

ゼミ（演習）

各自の関心や将来の進路に
合わせて、コースを選択

演習科目

3年次からは、1〜2年次の学びに基づき、
より専門的な学びを深めていきます。

「グローバル人材」の資質を磨く

国際関係学における政治・経
済・共生の基礎知識を修得。

基幹科目
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国際キャリア開発リサーチ

半年から1年の本格的な
「長期留学」

交換留学・派遣留学・認定留学

展開科目
入門科目

大学生活の集大成として
研究成果をまとめる

専門テーマの研究を開始。
自身の体験を深める学びも

関心のあるテーマを分析・考察する力を身に付けます。

実践科目

4 年次

詳細はWebで

※留学制度の内容については、
P.33に記載

3つのコースから選択。他コースの科目も履修しながら、横断的に学びを展開します。

国際関係・政治コース

国際関係・経済コース

国際関係・共生コース

「国際政治学」「外交論」などの授 「国際経済論」「国際貿易論」など 「国際社会学」「国際文化論」など
業を通して国家間の課題を発見し、 を学ぶことで、グローバル経済と国 の学びを通して、国際 社会の問題
内産業構造の変化を総合的に捉え、 をさまざまな視点から分析。課題の
その解決に取り組むのに必要な知
解決策や新たな可能性を探ります。
日本経済の将来を考えます。
識や分析力を獲得します。

「English for Academic Purposes」などの科目があり、英語のレベルでクラス分けされるため、
少人数授業の中で段階的に力を伸ばすことが可能です。

最大の特徴ともいえる必修科目。1年次末に英語圏・
アジア圏合わせて7カ国のいずれかに約3週間滞在し

「海外フィールド・リサーチ」

ます。各国のリサーチテーマに沿った実習プログラム
報収集や分析、発表の手法なども身に付けます。

実習の前後には講義を受け、事前の情報収集や分析、

海外フィールド・リサーチの流れ
出国前の
事前授業

国際関係学部

に参加する他、実習の前後には講義を受け、事前の情

発表の手法なども身に付けます。

帰国後の
事後授業

海外研修

・危機管理などの学習

・語学研修

・レポート作成

・研修国、訪問先の事前調査

・リサーチテーマの調査、資料収集

・プレゼンテーション

詳細はWebで

費用は大学が負担
学部が定める必修科目のため、個
人がプログラム費用を負担する必
要はありません。
※海外での保険費用や現地で自身が
使用するものなどに関する費用は除く。

・実践的英語運用の練習

リサーチテーマ
− 英語圏 −

アメリカ

カナダ

オーストラリア

ニュージーランド

テーマ：

テーマ：

テーマ：

テーマ：

「アメリカのビジネス」

「ボランティア・地域貢献」

「環境保護・多文化主義政策」

「文化的多様性・環境政策」

現地の企業訪問や工場見学を通し

ボランティア活動に実際に参加す

自然保護団体の代表による講義や、

森林を歩いて独自のエコシステムを

て、世界規模の経済活動を体感し

ることで、地 域住民の思いや企業

先住民の方から直接話を聞く体験

体感するなど、現地でのフィールド

ます。

の取り組みを学びます。

型授業などを通して学びます。

ワークを通して学びます。

− アジア圏 −

タイ

マレーシア

ベトナム

テーマ：

テーマ：

テーマ：

「日本とタイの経済関係」

「マレーシアの多様性と伝統」

「ベトナム経済と社会」

現地の公的機関や日系企業などを

現地の政府機関や企業、NGOを訪

現 地企業や日系企業を訪問し、調

見学し、日本とタイの経済関係や

れ、講義を受けるなどし、マレーシ

査を実施 。ベトナムの産業の特徴

ASEAN経済の現状について学び

ア社会の多様性と伝統について学

や最近の傾向などを学びます。

を深めます。

びます。

世界７カ国の
いずれかに
３週間滞在
※現地情勢によっては実施時期・方法が
変更となる場合があります。

国境を越えて／ベトナム編

1

年次の冬、海外フィールド・リサーチで訪れ
たベトナムで出会ったのは、底抜けに優し

い人たちでした。
「こんな人たちばかりの国がある
んだ」と感激する一方、日本で見聞きしたベトナム
の技能実習生の労働環境の問題を思い出し、ど
こか後ろめたくも感じていました。
帰国後、そんな課題に向き合いたくて、同じ社会
主義の背景を持つハンガリーへの留学準備を始
めました。今、世界で起きている問題は、必ず同時
多発的に起きている。視線は常に国境を越えて。
問題解決の鍵は必ず見つかると信じています。

視野を広く遠くへ。
世界の課題を解くカギは、
同じ世界のどこかにある。

国際関係学科 2年次

加藤 綾華
Ayaka Kato
大阪府立北千里高等学校出身
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国境を越えて／カナダ編

善しあしではなく、まず認める ――。
カナダで出会った景色が、自分の原点に。

1

年次に海外フィールド・リサーチで訪れた
のは、カナダのグローバル都市・カルガリー。

ホームステイ先は音楽好きのエチオピア人の家庭
で、学校や研修先でも多人種・多民族の人々が生
き生きと学び、働く姿に驚きました。
「文化が混じり合う世界って、本当にあるんだ」
この景色が忘れられず、帰国後の2年次からは、
「共生コース」を選択。学びを深める中で特に印
象的だったのは「評価せず承認する」ことの重要
性です。善しあしではなく、まず認める。
国際関係学科 2年次

金子 匠海
Takumi Kaneko
大阪府・浪速高等学校出身

国際キャリア開発リサーチ

そういえばカナダで出会った人たちも――、そん
なふうにあの景色は、いつまでも自分の原点とし
て、これからもあり続けるのだと思います。

途上国でのインターンシップや、開発援助団体での就業体験を通して、
実践的な課題の発見・解決能力、情報発信能力などを養います。

1

２年次以降に履修。
夏休みなどに約２〜３週間の海外実習を行う。

2

民間企業やNGOと連携し、海外で
インターンシップや問題解決型研究に取り組む。

3

国内
（学内や企業）で基礎的な事前研修を行い、
帰国後は成果を報告する。

「グローバル人材」に
求められる資質を身に付ける

詳細はWebで

積極性
自主性
インターンシップ

課題解決能力

問題解決型研究

情報発信能力
協働に必要な調整能力

目的と概要

国際キャリア開発リサーチＡ

国際キャリア開発リサーチＢ

国際キャリア開発リサーチC

プノンペン
（カンボジア）で
食品販売ビジネスの起業体験

援助とビジネスが融合した
新たな開発協力の取り組みに参加

日本企業の東南アジア展開や
政府開発援助の現場を体験

インターンシップ型の海外起業体験プログ

途上国の生産者の所得や労働環境の向上

ASEAN諸国でのビジネスや開発協力事業

ラム。カンボジアの首都・プノンペンで約２

を図る
「フェアトレード」に携わるプログラム。

を体験する、約3週間のプログラム。日本企

週間にわたって、企画・マーケティング・商

商品の生産から流通、販売に至るまでの一

業の東南アジア展開や政府開発援助の現

品開発・人事などの実務に携わり、販売ビジ

連の流れに触れることで、援助とビジネス

場に赴き実務に携わることで、日本ーアジ

ネスの起業を体験します。

が融合した開発協力を体感します。

ア間の貿易や開発援助の実態・課題などを
学びます。

※現地情勢により実施時期・方法が変更となる場合があります。

教員によるニュース解説

詳細はWebで

コロナ禍に直面した国際社会の対応、英国離脱後のEUのゆくえ、持続可能な社会の構築に向け
てーー。今、世界で起こっている出来事について、教員がリレー形式で紹介していくワークショップで
す。昼休みの時間を活用して定期的に開催し、それぞれの専門分野や研究に基づいた解説や、学生
同士のディスカッションを実施。誰でも参加が可能で、自由闊達に互いの意見を交わすことができ
るカジュアルな学びの場です。
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国際関係学部の

「研究演習」が始まります。担当教員から指導を受けながら、少人数クラスでグループ
ワークや討論など、参加型の学修方法を用いて専門的な学びを深めていきます。
国際関係学部

ゼミナール

3年次からは1〜2年次の学修に基づき、各自が関心のあるテーマを深く探究していく

詳細はWebで

Pick up ゼミ

「対立」から
「共存」に至る解決策を探す
ゼミテーマ

国際社会における対立と共存 正躰 朝香

教授

国際社会の課題に挑む力を身に付ける
「

国

際社会において文化的に異なる集団が

けるとともに、多様な価値に触れることで考え

治・経済・社会・文化・歴史など多様な切り口

いかに共存できるか」がテーマのゼミ。

を深めます。例えば、
「離脱後の英EU関係」
「ロ

で分析し、解決への糸口を探すこと。専門的な

民族紛争や、移民・難民問題、多文化主義など

ヒンギャ難民」
「コロナワクチンの分配」など、

知識に裏打ちされた分析力や発信力は、どの

に加えて、環境、人権、貧困などグローバルな課

世界的なニュースの背景にある「対立点」を多

ような進路を選択しようとも、多様な価値が衝

題の背景にある
「価値の対立」を考えます。また、 角的に分析し、
「協調・共存」への可能性を探

突する社会で直面する難題に挑む力になるは

学生が興味を持った最新のニュースを学びの

ります。

ずです。

題材に、プレゼンやディスカッションの力を付

国際関係の学びの本質は、複 雑な課 題を政

ゼミナールテーマ・担当教員一覧

（2021年3月現在）

持続可能性をめぐる
グローバル・ガバナンスの研究

現代のエスニック問題と
ナショナリズムの研究

ODA（政府開発援助）

井口 正彦 准教授

北澤 義之 教授

近現代東アジアの国際関係

三田 貴 教授

正義と和解をめぐる
紛争解決と平和構築の研究

須藤 瑞代 准教授

国際政治分析の論理的基礎構築と
AI分析への応用

国際ビジネスの複眼的アプローチ
植原 行洋 教授

相互理解に向けた
コミュニケーション研究

クロス 京子 准教授

ストレフォード パトリック ウイリアム 教授

20世紀のアメリカ外交史と
日米関係の歴史

国際社会における対立と共存

高原 秀介 教授

川島 理恵 准教授

正躰 朝香 教授

日本の安全保障

グローバル経済への
国際関係論的アプローチ

グローバル時代における
アイデンティティと世界共和国

河原地 英武 教授

鈴井 清巳 教授

グローバル化する
世界における国際協働・共生

山本 和也 准教授

持続可能な国際経済システムの
実現を目指す動向の研究
横山 史生 教授

マコーマック ノア ヨシナガ 教授

東南アジア諸国の政治経済

国際社会における法の支配

吉川 敬介 准教授

丸山 珠里 教授
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外国語学部
話す・聞く・書く・読む、

そして「動く」
。
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Faculty of Foreign Studies

英語学科
ヨーロッパ言語学科
アジア言語学科
詳細はWebで

外国語学部

人間の思考の根幹を学ぶ
言葉が違うとモノの捉え方や、何に価値を置くかも変わってきます。
違う言語を学ぶことは、比喩的にいえば「違う人間に生まれ変わる学び」ともいえるでしょう。
ただし、その道のりは平坦なものではありません。京都産業大学の外国語学部では、
専攻語を毎日、学内で留学しているのかと錯覚するほど徹底的に学びます。
その上で文学や芸術、メディア、教育など言語に関わる学びを専門的に探究します。
言語は単なるコミュニケーションツールではありません。学べば世界がまるで違って見えます。
ぜひ外国語学部で人生の景色を変える体験をしてください。
外国語学部長

学科紹介
世界で通用する高度な英語力を養う

詳細はWebで

英語によるレベル別のきめ細かい指導が行われる授業や充実した

英語学科

留学体験を通して、国際社会で役立つ高いコミュニケーション能力
を築きます。さらに、英語圏の文化を研究することで、豊かな教養と

英語専攻

イングリッシュ・
キャリア専攻

ドイツ語専攻

イタリア語専攻

フランス語専攻

ロシア語専攻

スペイン語専攻

メディア・
コミュニケーション専攻

中国語専攻

インドネシア語専攻

韓国語専攻

日本語・
コミュニケーション専攻

「話せる」以上の英語力の修得も目指します。

ヨーロッパ
言語学科

言語を通じて、ヨーロッパの歴史や文化を深く理解する
近年、
一つの地域として、
政治的・経済的なまとまりを強めているヨー
ロッパ。各国の言語だけでなく、歴史や文化、思想、経済、メディア技
術などについても横断的に学ぶことで、
その多様性に触れていきます。

言語を通じて、アジアの歴史や文化を深く理解する

アジア
言語学科

今や世界経済のけん引役となったアジア。その歴史や文化、政治、経
済などを幅広く学ぶことで、多様な分野でグローバルに活躍する人
材を育てます。また、
「日本語・コミュニケーション専攻」では、日本
とアジアの懸け橋となる人材を育成します。

2019年度就職率
（就職者数／就職希望者数）

96.6

（425人／440人）

%

取得を推奨
している資格

主な就職先
富士通

全日本空輸

任天堂

三菱食品

日本通運

JTB

シンガポール航空

国税専門官

◦TOEFL

®

◦TOEIC ®
ほか

◦IELTS™
詳細はWebで

日本語・コミュニケーション専攻の教職課程が充実

◦各専攻語の検定試験

取得可能な教員免許状
◦中学校教諭一種免許状
（英語／ドイツ語／フランス語／
※
中国語／国語）
◦高等学校教諭一種免許状
（英語／ドイツ語／フランス語／
※
中国語／国語）
※ ドイツ語、
フランス語、
中国語の教員免許状取

日本語・コミュニケーション専攻では中学校、高等学校教諭一種免許状(国語)の取得

得については、
各言語を専攻している場合に限
ります。
国語の教員免許状については、
日本語・

が可能。
「日本語学入門」
「日本語表現法」
「日本語教育入門」
「日本文学入門」といっ

コミュニケーション専攻のみ取得可能。

た講義科目や演習、専門セミナーを開講し、外国語学部ならではのグローバルな視点を
持った国語科教員を養成します。

異文化理解を深めることを目的に、全ての学科・専攻で海外留学を推奨しています。1年次末に各専攻ご

異 文化 交 流

とに実施される海外実習の他、2年次以降は短期・長期留学、海外インターンシップに挑みます。例えば
「海外を実際に経験」しながら「言語の教え方を学ぶ」など、異文化交流の中で、言語を学ぶだけでなく、
多様な学びにチャレンジ。アクティブに学ぶほど成長を加速させる環境が整っています。
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英語専攻

英語学科

グローバル社会で活躍できる
英語力を獲得
ディベートやロールプレイングなど多くが英語で行わ
れる授業を通して、
「話す」
「 聞く」
「書く」
「 読む」の４技
能を基礎から磨きます。加えて、時事英語やジャーナ
リズム、ツーリズムなどの実践的な英語の運用方法を
学ぶことで、国際社会で通用する英語力を獲得。卒業
生の進路は、エアラインや海外拠点のあるメーカーな

「夢見ることができれば、それは実現できる」

If you can dream it,
you can do it.

ウォルト・ディズニーの名言の一つ。
誕生日が同じなので、彼の言葉には
不思議な縁を感じています。

ど多岐にわたります。

世界の公用語、英語。

英語学科

全世界の人とのコミュ

英語専攻 3年次

森脇 大朗

ニケーションツールに
なるのはもちろん、あ

Taro Moriwaki
京都府・京都産業大学

らゆるビジネスシーン

附属高等学校出身

で必須です。

Pick up 科目

英文化概論Ⅰ
(Culture and Literature of English Speaking AreasⅠ)

イギリス映画を題材にした科目。シーンごとに注意深
詳細＆学生
インタビューは
Webで

く鑑賞した後に、ディベートやディスカッションを交

英

えて、英国人の伝統や価値観、ライフスタイルなどイ

いて何をするかが重要。教職の授業で、英語を使って教え

ギリスの文化的背景への理解を深めます。

語は、目的を成すための一つのツールです。読む・話
すだけでなく、情報を得る・物を売るなど、英語を用

方を学ぶ中で感じたことです。夢は英語教員。将来のため
にどう英語を学ぶべきか、その一端をつかめた気がします。

イングリッシュ・キャリア専攻

高度な英語運用能力を武器に、
エキスパートになる
高度で、かつ特化した分野の英語運用能力を養いま
す。卒業に必要な単位の大半を英語の授業で修得し、
英語力にとどまらず「英語で考える」能力を体得。現役
の通訳・翻訳者でもある教員の授業など専門的な内
容も多く、実践的な英語運用能力が身に付きます。卒
業後は、通訳や翻訳、外務省などの省庁、エアラインな
ど、より専門的な職種を想定しています。

「人は自分自身の幸せの考案者である」

Man is the
artificer of his
own happiness.
アメリカの思想家、ソローの言葉です。
自分で考え、動くことの大切さが伝わります。

「英 語で考える」能力
を備えた高 度な英 語
力をツールに、異文化
の多様な価 値 観を理
解できるグローバル人
材を目指します。

Pick up 科目

通訳実習Ⅰ

英語学科
イングリッシュ・
キャリア専攻 4年次

鶴田 リオ
Rio Tsuruta
兵庫県・
三田学園高等学校出身

（Practice of TranslationⅠ）

付けます。話し言葉を別の言葉に置き換えて説明す

英

る練習や、１対１で行う通訳のロールプレイングなど、

教育学部で出会った語学教育の考え方に感銘を受けまし

通訳の仕事における専門的な知識や実践力を身に
詳細＆学生
インタビューは
Webで

実践的なトレーニングを行います。

語教育に関心を持つようになり、2年次には教育先
進国のフィンランドへ長期留学に。現地の大学の

た。帰国後は「英語教育学」をさらに掘り下げ、英語指導の
プロフェッショナルを目指しています。
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ネイティブスピーカー教員と日本人教員が連携する授
業などで、ドイツ語を用いたコミュニケーション能力を
基礎から固めます。さらにドイツ語圏全般について総
合的知識を深め、哲学、法学、自然科学などの分野で

「大丈夫！」

Alles gut !

外国語学部

ドイツ語専攻

ヨーロッパ言語学科

ユーロ圏で最も多く使われる
言語を修得

留学当初、ドイツ語がうまく喋れず焦っていた私に、
友人がかけてくれた一言。
ドイツ人の寛容さに救われました。

重要な役割を果たしてきたドイツ語を通して幅広い教
養を体得。ユーロ圏で話者が最も多いドイツ語を学ぶ
ことで、世界での活躍の幅が広がります。

ドイツは世界4位の経

ヨーロッパ言語学科

済大国であり、芸術・

ドイツ語専攻 4年次

教育・環境・スポーツ

下村 明日香

の先進国。ドイツ語の

Asuka Shimomura
京都府・

重要 性も国 際 的に高

京都外大西高等学校出身

まっています。

Pick up 科目

ドイツ学入門Ⅰ
知っておくべき事柄を学びます。ドイツやドイツ語圏

ド

の地理、社会、歴史、また日本人の対ドイツイメージの

を想像するだけでワクワクしました。留学を経て会話がス

背景など、幅広い教養を身に付けます。

ムーズにできるようになりましたが、それでもまだ伸びしろ

ドイツ語圏の言語と文化を学ぶために、常識として
詳細＆学生
インタビューは
Webで

イツ語は濁点が多く堅苦しい印象ですが、それがと
てもかっこよくて。入学当初はドイツ語を話す自分

はある。一生かけて追い続けたい言語に出合えました。

フランス語専攻

実践型プログラムで
知識・教養も幅広く体得

「自由、平等、友愛」

ネイティブスピーカー教員による授業で、１年次から
４技能の基礎を固めた後、フランス語検定や留学を
視 野に入れた高度な運 用能力やコミュニケーション
能力を修得します。加えて、歴史や文学、文化、社会な
どについての学びにもアプローチ。世界各地で話され

Liberté, Égalité,
Fraternité

フランス共和国の理念を表す言葉です。
フランス語の響きがきれいです。

国際連合の公用語の1つでもあるフランス語を学べば、
グローバルな視点も自然と身に付きます。

ベルギーやスイス、ア
フリカの一部をはじめ
世界中で話されるフラ
ンス語。実は英語との
共通点が多く、学びや
すい言語です。
ヨーロッパ言語学科
フランス語専攻 3年次

日下 聡子

Pick up 科目

フランス学入門Ⅰ

京都府立
南陽高等学校出身

げながら、多角的に理解を深める科目。フランスの国

フ

民性をはじめ、料理、ファッション、映画、都市と文化

最初は戸惑いますが、読み方を覚えてしまえば、音読自体は

遺産などテーマは多岐にわたります。

それほど難しくありません。留学先で初めてフランス語が

フランス文化を形成しているさまざまな要素を取り上
詳細＆学生
インタビューは
Webで

Satoko Kusaka

ランス語は、オリンピックでも英語と並行して使用
される国際的な言語。英語とは発音が異なるので

通じたときはうれしくて。言語を学ぶ楽しさを実感しました。
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スペイン語専攻

ヨーロッパ言語学科

経済成長著しいスペイン語圏への
理解を深める
ネイティブスピーカー教員と日本人教員による授業を
通して、実践的な言語運用能力やコミュニケーション
能力を身に付けます。世界では４億人以上がスペイン
語を母国語としており、スペイン語圏はスポーツや食、

「さあ、行こう！」

¡Venga,vamos!

バスケットボールの試合中、よくチームメイトと掛け合った言葉。
この一言が、崖っぷちでも奮い立たせてくれます。

建築など、新旧の歴史・文化でも話題に事欠かないエ
リア。学生一人一人が興味を持った題材を入り口に、ス
ペイン語への理解を深めていきます。

ヨーロッパ言語学科
スペイン語専攻 ３年次

鈴木 椋祐

魅力的な文化や歴 史

Ryosuke Suzuki

を持つスペイン。経済

愛知県・名古屋国際高等学校出身

成長の面でも注目され
ています。

Pick up 科目

スペイン文学 A
なスペイン語で読みます。スペイン人の心象や文化を

ス

読み取るのはもちろん、多様な文化が混成する国が

でバスケットボールチームに入部。仲間と意思疎通がとれ

「ドン・キホーテ」などスペインの名作を、原文や平易
詳細＆学生
インタビューは
Webで

どう形作られてきたかを学びます。

ペイン語は情熱的で早口なので、最初はリスニング
すら困難でした。
「習うより慣れ」と、留学先の大学

た瞬間の喜びは忘れられません。
「さあ、行こう!」。何度も
聞いたその言葉が、今も僕の背中を押してくれています。

イタリア語専攻

伝統ある言語は、
欧州文化の理解への近道

「諦めない！ 前向きな人生を！」

現代社会で役立つ実践的なイタリア語を修得すると
ともに、14世紀からほぼ形を変えていないこの言語を
通じて、歴史や文化への理解も深めます。例えば、都市
国家の歴史や食文化、スポーツを切り口に語学を学
んだり、観光やビジネスなどの専門的な題材でコミュ
ニケーション能力を養ったり。修得した言語を社会で
役立てる視点や姿勢も身に付けます。

L’importante è
non arrendersi
mai.

前向きなイタリア人の生き方をそのまま表したような一言。
僕もこの考え方が大好きです。

古 代 ローマの ラ テン

ヨーロッパ言語学科
イタリア語専攻 ４年次

語から派生した、長い

松尾 仁

歴史をもつイタリア語。

Jin Matsuo

そこにはヨーロッパの

京都府・京都学園高等学校出身

文化のエッセンスが詰
まっています。

Pick up 科目

イタリア語専門セミナー（食文化）
Ⅰ
役立つ食文化の基礎知識をイタリア語で学びます。

歌

郷土料理や食材など、各自でテーマを決め、分析し、

で話しかけると大喜びしてくれます。それがうれしくて、人見

プレゼンテーションを行うことで理解を深めます。

知りだった私も進んでコミュニケーションを取るように。積

食品やレストランなどの業界でビジネスを行う際に
詳細＆学生
インタビューは
Webで

うように美しく、弾むようにテンポ良く。イタリア語
の魅力はその陽気さです。現地の人は、イタリア語

極的なイタリア人の気質が、私の中に芽生えた瞬間でした。
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「大好き！」

豊かな文化を学ぶ
文法、会話、講読など、ロシア語を段階的に学び、実践
的なコミュニケーション能力を体得します。将来的に
ビジネスでロシアと関わることも想定し、ディスカッ
ションを通して人間関係の構築法を学ぶ他、文化や風

Я люблю тебя

外国語学部

ロシア語専攻

多民族国家の言語、

ロシアでできた友人との恋バナ中に教わった、
ロシア語の「アイラブユー」。
友人同士でもよく使っています。

習を学ぶ科目も。100を超える言語と多様な文化が共
存するロシア語を究めれば、国際的な視野と豊かな人
間性も自然と培われます。
ヨーロッパ言語学科
ロシア語専攻 4年次

長島 千紘

国 連 公 用 語 の１つで

Chihiro Nagashima

もあるロシア語。独特

長崎県・

な形をしたロシア語の

聖和女子学院高等学校出身

アルファベット「キリル
文字」が使われます。

Pick up 科目

ロシア語情報リテラシーⅠ
インターネットを用いたロシア語による情報収集力・
詳細＆学生
インタビューは
Webで

処理能力を身に付けます。多様なメディアでの検索

ロ

手法を学ぶことから始め、最終的にはそのスキルを

させる格変化が無数にあり、それらを覚えなければ始まり

活用してプレゼンテーションを行います。

シア語は、世界一難しいといわれる言語。主語や目
的語といった格に応じて動詞や名詞の語尾を変化

ません。それでも机に向かい、諦めなかったのはロシアを知
るたびに好きになれたから。今でもロシアが大好きです。

メディア・コミュニケーション専攻

世界で生かす、

「全てうまくいくさ」

語学力とメディア実践力
言語とメディアの表現力を同時に学び、メディア業界で
生きる実践的なコミュニケーション能力を磨きます。語
学はヨーロッパ言語学科の専攻語の中から１言語を
修得。加えて、メディア業界出身の教員が指導に当たり、

留学中、度重なるハプニングにもめげなかった、
楽観的な自分にぴったりなイタリア語です。

メディア制作における一連の作業を実際に体験。イン
ターネット社会の今、メディアで求められるボーダーレ
スな視野と実践力を修得します。

イン ター ネット の 普
及で情 報にも国 境の
ない時代。メディア実
践力と異文化 理 解を
導く語 学 力の重要 性
が高まっています。

Pick up 科目

メディアと社会Ⅰ

ヨーロッパ言語学科
メディア・コミュニケーション専攻
3年次

八木 翔平
Shohei Yagi
京都府・京都産業大学
附属高等学校出身

と欠点を解き明かします。例えば「マスメディアはな

メ

ぜ批判されるのか？」などのテーマを毎回設け、ディ

業で番組制作に挑んだときは、海外のプロによる動画や記

スカッションを中心に理解を深めます。

事を参考にしました。常にあらゆる情報にアンテナを張っ

メディアと社会の相関関係を探り、各メディアの利点
詳細＆学生
インタビューは
Webで

Andrà tutto bene.

ディアと言語を学ぶ最大のメリットは、世界中の最
先端の情報にダイレクトにアクセスできること。授

て見識を広げながら、
“伝える”手段を模索しています。
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中国語専攻

アジア言語学科

語学力を磨き、
中国に関する
幅広い知識も修得
中国語の高い語学力と、将来の仕事につながる実践
的なコミュニケーション能力を同時に修得します。ネイ
ティブスピーカー教員や各分野の専門家による通訳・
翻訳や時事中国語の授業、また法律の知識を得るた

「はい・いいえ」

是 ·不是

中国語はとにかくＹｅｓ／Ｎｏが明快です。
この率直さはハマると癖になりますね。

めの司法外国語プログラムなどを通して、基礎から総
合的なコミュニケーション能力までを段階的に獲得し
ます。

アジア言語学科

中国の急 速な発 展と

中国語専攻 4年次

ともに、ビジネスシー

井上 優吾

ンにおける中 国 語 の

Yugo Inoue

需要も年々増加。中国

滋賀県・比叡山高等学校出身

語 の 修 得は多様な可
能性へとつながります。

Pick up 科目

中国文化論 AⅠ
理解が不可欠。中華人民共和国の建国後から1970

私

年代末までを取り上げ、人々の地理的・社会的移動

て、物事の可否や喜怒哀楽をストレートに表現する。留学

の観点から現代中国について学びます。

先でも濃密な人間関係が築けました。柔らかな日本語と率

現代の中国を深く理解するには、
「改革・開放前」の
詳細＆学生
インタビューは
Webで

にとって中国語は違う自分になれる言語です。歴史
の中で試行錯誤されてきた、ある種の
「強さ」があっ

直な中国語、両方使えれば視野がグッと広がります。

韓国語専攻

なじみ深い隣国の言語・文化を
深く掘り下げる
韓国語の修得に加えて、歴史、文化、社会などを広く学び、
総合的な韓国語コミュニケーション能力を身に付けま
す。K-POPや韓流ドラマなどの題材を積極的に用い
る授業では、興味から意欲が高まるだけでなく、文化

「桃」

복숭아
私の一番好きな食べ物です。
韓国語だと、発音がかわいくてなおさら大好き！

的背景や国民性などの理 解につながります。近年は
韓国の交流協定校との連携を強化。留学ではさらな
る文化理解と語学力向上が期待できます。

韓国語の修得で、韓国
の現代カルチャーもよ
り身近に感じられます。
日本 語との 共 通 点が
多く、学びやすいのも
ポイント。

アジア言語学科
韓国語専攻 4年次

久保田 真由
Mayu Kubota
大阪府・
大阪学芸高等学校出身

Pick up 科目

韓国語専門セミナー（時事韓国語）Ⅱ
言葉とともに、その事柄が起きた文化的背景を学ぶ

韓

ことで、韓国社会に対する理解を深めます。テーマは

マったK-POPグループがきっかけですが、言語を学ぶうち

観光、芸能、スポーツなどさまざまです。

に韓国の文化や歴史にも興味を持つように。言語の先にあ

韓国語のニュースを読み聞きし、メディアで使われる
詳細＆学生
インタビューは
Webで

国 語は発 音や文法が日本 語に近く、親しみやす
い言語です。この専攻を選んだのは高校時代にハ

る深い学びに気付けた4年間でした。
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「少しずつ時間をかけて丘になる」

多様な角度からアプローチ
インドネシアの言語と教養を同時に学び、生きたイン
ドネシア語を修得します。言語の基礎を固めた後、ネイ
ティブスピーカー教員との対話を通じてインドネシア
語のコミュニケーション能力を高めます。さらに、現地
の新聞や雑誌の記事、ネットのニュースなどを題材に
してディスカッションを行うなど、社会で役立つ実践
的な能力を身に付けていきます。

Sedikit-sedikit
lama-lama
menjadi bukit.

外国語学部

インドネシア語専攻

インドネシアへ、

コツコツやれば、いつか大きな成果につながる。
いつも自分の心の中にとどめている言葉です。

アジア言語学科

一見なじみの薄いイン

インドネシア語専攻 ４年次

ドネシア語ですが、実

長田 陸

は文法がシンプルで発

Riku Osada

音もしやすいため、修

愛知県立成章高等学校出身

得しやすい言語といわ
れます。

Pick up 科目

インドネシア文学・文化概論Ⅰ
多様で奥深いインドネシアの文化を、歴史、宗教観、
詳細＆学生
インタビューは
Webで

伝統工芸などさまざまなテーマで学び、多角的な知

イ

識を修得。実際の物（楽器、織物、食べ物）や映像を

高度経済成長の真っただ中のような現地の熱気です。日本

用いて理解を深めます。

ンドネシア語は世界一習得しやすいといわれ、歴史
的にも新しい言語です。２度の留学で驚いたのは、

ではまだマイナーな国であり言語ですが、確かな需要と可
能性を感じました。学ぶ価値は十分にあると思います。

日本語・コミュニケーション専攻

日本語・日本文学や日本を内・外から見つめ、
日本と世界の懸け橋に
日本語を一つの言語と捉えて学修し、日本の文化・社
会などの深い知識を身に付けることで、日本と世界を

「これは私の人生だから」
何か決断する時は、いつもこの言葉を思い出します。
「これは私の人生だから。私のやりたいようにする」
後悔のないように学び続けてきたいです。

つなぐ力を養成します。言語はアジア言語学科の専攻
語の中から1つを学修。専攻内に日本語教師養成プロ
グラムや国語教職課程を設置しており、日本語教師や、
中学校・高等学校の国語科教員を目指すことができ
ます。
日本とつながりを持ち、
さまざまな目的で日本
語を 学 んで い る人 が
国内外に多数います。
そして、日本語教育に
対 する社 会 的なニー
ズが高まっています。

アジア言語学科
日本語・コミュニケーション専攻
3年次

田中 倭子
Wako Tanaka
京都府・
京都市立日吉ヶ丘高等学校出身

Pick up 科目

日本語学入門
日本語学の音声・音韻、文字・表記、語彙、文法、表現
詳細＆学生
インタビューは
Webで

などに関する基本事項について学び、日本語を客観
的に見る目を養います。

人

に伝えるためには、まず相手の立場に立つことが
大切。留学生に日本語を教える実習を通して痛感し

たことです。日本語を客観的に捉え、これまでの当たり前を
疑うことで初めて気付くことがある。やりがいを感じると同
時に、日本語の面白さにどんどんのめり込みました。

92

学びの特色

「強固な語学力」を身に付ける
◆英語学科の場合

充実の専攻語＋副専攻語の学び

1

各専攻では1年次からぞれぞれの専攻語を集中的に履修してい
きます。加えて、副専攻語(主に英語)を習熟度に応じたプログ
ラムで学ぶなど、複言語での学習も充実しています。

主な科目
TOEIC®英語
コミュニケーション英語

専攻語

詳細はWebで

集中的に学ぶ言 語。実 践 的

英語の４技能を磨くとともに、

に運 用できる高度な語 学力

TOEIC®を活用して実践的な

を身に付けます。

英語力を培います。

特別英語

英語で学ぶ●●文化

リスニングやスピーキング強

専攻語と英語を組み合わせた

化、
留学準備まで、
目的別に

科目。専攻語圏の文化につい

英語科目を展開しています。

て英語で学びます。

…専攻語

…副専攻語(英語以外の外国語)

2

3

月

動物の社会入門

インテンシブ英語

火

インテンシブ英語

特別英語
（地域スタ
ディーズ・ヨーロッパⅡ）

水

インテンシブ英語

化学入門

木

インテンシブ英語

金

英語情報リテラシー

スペイン語エキスパート

特別英語
（英語
エッセイチャレンジ）

スペイン語エキスパート

イングリッシュ
スタディーズ入門

インテンシブ英語

スペイン語エキスパート

1

…専攻語

2

3

World Englishes

…副専攻語(英語)

4

5

専攻韓国語
（会話）

韓国学入門

経営学の世界
エスペラント語入門

火

専攻韓国語
（構造）

上級英語
（ＴＯＥＩＣ）

自己発見と大学生活

水

専攻韓国語
（会話）

数学史入門

特別英語
（IELTS
入門と留学準備）

木

専攻韓国語
（構造）
専攻韓国語
（総合）

上級英語
（プレゼ
ンテーション）

金

5

日本の社会と
言語の多様性

◆アジア言語学科 韓国語専攻の場合

月

4
スペイン語エキスパート

基礎演習

アジアの言語

大学生活の前半は、
語学力を徹底的に鍛えます。
１・２年次は、
1週間の授業のうち、
語学の授業が７〜９コマ以上。

※●●には専攻する所属名が入ります。

例えばアジア言語学科の場合、
専攻語が5コマ、
英語が３〜４コマを占め、専攻語プラス英語の修得に努めます。

広く、そして深く！

複言語統合型学習で

強固な語学力の修得

立体的に“ことば”を学ぶ

専攻科目

「そもそも“ことば”とは何か？」といった根源的な学びから、
ヨーロッパ圏、アジア圏など地域ごとの文化の理解まで、多彩
に展開します。このように言語に関わる広い知識を得る「学部
基幹科目」から、学科ごとに焦点を絞った「学科基幹科目」、そ
して「専攻科目」に至る段階的なカリキュラムが、強固な語学力

←専門的に
掘り下げる

学科基幹科目

←地域や文化を
掘り下げる

学部基幹科目

←言語を学ぶ

総合的な語学力を形成
グローバル化が進む現代では、複数の
言語を個人の中で統合し、異文化をつ
なぐコミュニケーション力が求められ
ます。そこで「イタリア文化を英語で学
ぶ」など、今までにない言語を統合した
科目を展開しています。

の修得を可能にします。

4年間の流れ

1年次は基礎と海外実習、
2年次からは専門を深め、
短期・長期留学も
3 年次

詳細はWebで

1年次
入門科目で学びの基礎を築き、
希望者は年次末に海外実習へ

基礎の学び +
海外実習へ
「話す」
「聞く」
「書く」
「読む」の4技能を
基礎から養成。また専門教育科目とし

2

年次

専門領域の探究を行う
研究演習(ゼミ)が始まり、
より実践的な学びにシフト

専攻語・専攻分野を
発展的に学修し、
留学に挑戦する学生も

4 年次

学びの集大成として
研究成果をまとめる

研究演習（ゼミ）
３年次から「ゼミ」が始まり、文学や演
劇、歴史、メディアなど、それぞれの専
門領域を研究します。そして４年次で

専門の学び

は学生時代の集大成となる、ゼミ論文
やゼミ制作に取り組みます。

学科・専攻ごとに専門性を高める学びが充実。少人数で学
ぶ「専門セミナー」ではジャーナリズムやビジネスライティ
ング、通訳など、関心や興味に合わせてより高度な専門知
識、
スキルを身に付けることが可能です。

特別英語プログラム

目的に合わせて英語力を強化するカリキュラム

て、1年次の3月に約3週間の「海外実
習」を行います。
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専門セミナー

少人数＆多彩なテーマで専攻語を学ぶ科目

１年次は

２年次からは

海外実習→留学に挑戦も

全専攻で、1年次終了前に海外実習を設けています（ロシア語専攻
は2年次の夏）。加えて、2年次以降は長期留学も推奨。現地の生
活・文化を通して実践的な語学力を向上させることで、段階的に高
外国語学部

度な言語運用能力とコミュニケーション能力を獲得していきます。

アジア言語学科
中国語専攻

茅原 唯之さんの場合

英語学科
イングリッシュ・キャリア専攻

海外実習・海外留学
海外実習

中国

堀内 綾乃さんの場合

イギリス

フランス

海外実習・海外留学

海外留学
アジア言語学科
インドネシア語専攻

アメリカ

津田 一輝さんの場合

ヨーロッパ言語学科
フランス語専攻

詳細はWebで

塩田 稜介さんの場合

海外実習 北京科技大学

インドネシア

留学 北京科技大学

海外実習・海外留学

アジア言語学科 中国語専攻 4年次

茅原 唯之

Tadashi Kayahara

三重県立津西高等学校出身

自分を「ブレイク」する体験を！
「

海

外実習で出会った友人と、また会いたい」。そんな
思いで長期留学でも同じ北京科技大学へ。

日本人とは違う価値観の友人たちと過ごした日々は、一生
の宝物になったと思います。几帳面だった自分の性格も、

海外実習先は
世界12カ国

いつの間にか図太いものに。それを成長と言えるかは分か
りませんが、新しい自分を見つけることができました。
留学はビリヤードに似ています。自分にガツンと留学とい
う「ブレイクショット」を打ってみる。すると固まっていた習
慣や思考が、急にバラバラになる。その先に新たな価値観
や、今までと違う自分が待っているのだと思います。

現地では、語学 研 修に加えて、実習先のテーマに沿った
フィールドワークやインターンシップに取り組みます。

英語学科

ヨーロッパ言語学科

英語海外実習

ドイツ語海外実習

スウィンバーン工科大学

（オーストラリア）

タンパ大学（アメリカ）
カンタベリー・クライスト・
チャーチ大学（イギリス）
ホアセン大学（ベトナム）

アジア言語学科
イタリア語海外実習

フライブルク大学（ドイツ）
ライプチヒ大学（ドイツ）

フランス語海外実習

スペイン語海外実習
ラ・リオハ大学

（スペイン）

充実の留学プログラム
世界31カ国に広がる交流協定校（2021年2月現在）

（イタリア）

ロシア語海外実習

アンジェ西部カトリック大学

（フランス）

シエナ外国人大学

国立プーシキン記念
ロシア語大学（ロシア）

中国語海外実習
北京科技大学（中国）
中国伝媒大学（中国）

韓国語海外実習
釜山大学校

（韓国）

インドネシア語海外実習
サナタ・ダルマ大学

（インドネシア）

海外留学を志す学生に向け、各種海外留学プログラムを用意。
世界31カ国86大学の交流協定校で学ぶことが可能です。
※留学プログラムについては、P.33を参照ください。
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外国語学部の

ゼミナール

3年次からは1〜2年次の学修に基づき、関心のあるテーマについて探究する
「ゼ
ミ」が始まります。担当教員から指導を受けながら、少人数クラスでのグループ
ワークや討論など、参加型の学修方法を用いて専門的な学びを深めていきます。
詳細はWebで

Pick up ゼミ

英語学科

ゲームを活用しながら、
英語を楽しく学び続ける

英

語を効率的に楽しく学ぶ方法を、学生と一緒に考えています。
中でも、ゲームはとても効果的。英語を活用しながら、読む・

聞くといったインプットを繰り返すことができます。言語学習、リス
ニング、そしてスピーキング、それぞれに効果的なゲームは数多く存
在します。そのすべを知ることは、自身の英語上達はもちろん、将来
英語教師になりたい人にも役立つでしょう。大学で英語を勉強でき
る時間は限られています。学生には効率的に楽しく学修する方法を
知ってもらって、卒業後も学び続けてほしいですね。
「Games for Learning」

ラボレット エリザベス ホリー パフ 准教授

ヨーロッパ言語学科

一次情報に触れることで、
ニュースの真実を捉える

メ

ディアの本質の一つは「切り取る」ことです。テレビや新聞、
ＳＮＳ、すべては限られた時間や枠の中で切り取られた情報

を手軽に受け取るために発達した形態です。その前提の上で、ゼミ
では、
「切り取られる前の情報」に触れる学びを展開します。例えば
「台湾人は親日的といわれるが本当か」
「不登校はマイナスのイメー
ジがあるが、プラスに転じた事例はないか」。常識を疑って一次情報
に当たっていく。情報が切り取られる前後を見ることで、ニュースや
世論の真の姿を捉えます。
「メディア・ニュースの世論形成力」
メディア・コミュニケーション専攻

堀川 諭 准教授

アジア言語学科

母国語ではない一つの言語として
日本語を深めていく
「

あ

っ、雨が降っているよ」と人に伝えるとき、なぜ「は」ではなく
「が」を使うのか、説明できますか。日本語を母語とする人た

ちには当たり前のことが、そうではない人たちには理解できないこ
ともあります。私たちの研究は、母語であるが故に見過ごしている
物事を、一つの言語として捉え直すことです。謝罪をするとき、日本
ではまず謝ることが何より大切。一方、理由の説明が重視される国・
地域もある。学生には、こういったコミュニケーションの違いも学ん
で、真の意味でのグローバル人材になってほしいと考えています。
「多言語・多文化社会と日本語・日本語教育」
日本語・コミュニケーション専攻

今西 利之 准教授
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ゼミナールテーマ・担当教員一覧

（2021年3月現在）

外国語学部

英語学科
Games for Learning

ラボレット エリザベス ホリー パフ 准教授

Western and Japanese
Popular Music

ギリス フルタカ アマンダ ジョアン 教授

Narratives and identity
クラフリン マシュー 准教授

異文化間コミュニケーション
小柴 健太 准教授

Cross-Cultural Theatre and
Translation in the globalizing
world（異文化交流としての演劇と通訳・翻訳)

ホスピタリティコミュニケーション
原田 由子 教授

鈴木 雅恵 教授

エドガー・アラン・ポーとアメリカ

談話の中の構文と表現：
日・英語比較

英語の学習者について深く知る

髙橋 眞理 教授

バイリンガリズムと
バイリンガル教育
難波 和彦 教授

心理言語学（母語獲得・第二言語習得）

宮澤 直美 准教授

大和 隆介 教授

Sociolinguistics
桜井 延子 准教授

第二言語の音声知覚・産出
瀧口 いずみ 准教授

鈴木 孝明 教授

ヨーロッパ言語学科
ドイツ語専攻
ヨーロッパの歴史・社会・文化
岩﨑 周一 准教授

Deutschland und Japan-Filme
verstehen, einen Kurzfilm
machen und kreativ schreiben
ヴァイヒャート カーステン 講師

ドイツ学研究への招待：
「ことば・
文化・社会」の研究入門
島 憲男 教授

文学を通してドイツ語力を
強化しよう
杉村 涼子 教授

フランス語専攻
ヨーロッパの芸術
長谷川 晶子 准教授

フランス語

平塚 徹 教授

20世紀フランス文学
伊ケ崎 泰枝 准教授

現代フランスの社会
井上 俊博 助教

スペイン語専攻
スペイン語圏の
言語ヴァリエーション
下田 幸男 教授

現代ラテンアメリカを知る
仁平 ふくみ 准教授

Los derechos humanos en
Latinoamérica.
フェルナンデス コボ
カルロス ビセンテ 教授

イタリア語専攻
世界遺産から
イタリアの諸相を見る
内田 健一 准教授

イタリア語教授法

ディオダート フランチェスコ 准教授

ロシア語専攻
日本語とロシア語の
翻訳論と分析方法
北上 光志 教授

海外のロシア文化

2021年4月開講予定

イタリア語・日本語・英語の
3言語間における異文化
コミュニケーションとしての
「翻訳」
[イタリア語専攻]
小林 満 教授

ドストエフスキーと
19世紀のロシアの思想や文学
[ロシア語専攻]
木寺 律子 准教授

社会とメディア・テクノロジー

[メディア・コミュニケーション専攻]
田畑 恒平 准教授

クツェレヴァ ジャメ アンナ 教授
メディア・コミュニケーション専攻

メディア・ニュースの世論形成力
堀川 諭 准教授

オーディオ制作（ラジオ番組・CM 等）
ヤスパゼン マルテ 教授

心理言語学、英語教育学
平野 亜也子 准教授

アジア言語学科
中国語専攻

韓国語専攻

中国近現代史の諸問題

韓国学の諸問題

美しい中国語を追求する

韓国の言語・社会・文化

言葉から見た現代中国事情

文化表現論

池田 昌広 准教授

関 光世 教授

中川 千枝子 教授

日中文化比較
畠山 香織 教授

現代中国社会

前田 比呂子 講師

中国語音韻史と漢字文化圏
澤田 達也 准教授

杉山 豊 准教授

朴 真完 教授

金 紋敬 准教授

インドネシア語専攻
インドネシアの食と文化
エディ プリヨノ 教授

インドネシアの言語、文化、
社会について
安田 和彦 教授

インドネシア・東南アジアの
文化・メディア・ジェンダー
澤井 志保 准教授

2021年4月開講予定

国際的な視点から考案する
日本文学・日本文化

[日本語・コミュニケーション専攻]
盛田 帝子 教授

日本語・コミュニケーション専攻

多言語・多文化社会と
日本語・日本語教育
今西 利之 准教授

日本語学・日本語史
玉村 禎郎 教授

日本語と日本語教育
渡辺 史央 准教授
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文化学部

Faculty of Cultural Studies

京都文化学科
国際文化学科
詳細はWebで

京都の「庭」は

時とともに移りゆく。
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文化学部

文化の
「つながり」を学ぶ
文化学とは、あらゆる事象・物事の「つながり」の学びです。
例えば町家一つにも、それが建てられた時代背景、当時の技術や思想などが必ず影響しています。
だからこそ、実際にその場を訪れてホンモノを見て、さらにその周囲を見渡すことに意味があるのです。
文化学部で1年次からフィールドワークや実習に力を入れるのは、そのため。
さらに学部独自の専門的な授業や海外研修により、京都と世界の「ホンモノ」に触れる学びを
徹底して行うことで、文化のつながりを実感し、新たな価値を生む力を育む。
それは、形のあるもの・形を持たないもの、さまざま。
まさに京都産業大学の「むすんで、うみだす。」という学びを実践していきます。
文化学部長

学科紹介
京都をフィールドに、文化の本質に迫る
京都文化の核心にアプローチする「京都文化コース」、持続可能な観光文

主な科目

化の創出・構築に向けて現代的課題に取り組む「観光文化コース」、京都

京都文化学科

の国際性に着目し世界へ京都文化の発信を目指す「英語コミュニケーショ
ンコース」の3つを展開。フィールドワークなどの体験型演習を重視し、高

観光文化コース

京都の文化財

京都観光論

伝統産業論

観光文化まちづくり論

度な専門性と幅広い教養を身に付けます。
京都文化コース

京都文化論

英語で京都文化

など

英語コミュニケーションコース

※1年次の秋学期からコースに分かれます。

世界の文化を理解し、多文化共生社会の推進に貢献する
思想・文学・芸術・歴史の切り口から文化を学ぶ「総合文化コース」とアジ

国際文化学科

ア・アメリカ・ヨーロッパの地域を軸に文化を学ぶ
「地域文化コース」を用意。
多様な視点から学ぶことで異文化を理解する力を身に付け、多文化共生社
会の推進に貢献できる人材を育成します。
総合文化コース

主な科目
文化学概論

キリスト教文化

社会思想

アメリカ文化論

異文化コミュニケーション論

など

地域文化コース

※2年次の春学期からコースに分かれます。

2019年度就職率
（就職者数／就職希望者数）

99.6

（231人／232人）

主な就職先

取得を推奨している資格

取得可能な教員免許状

村田製作所

◦学芸員

京都文化学科

コニシ

%

京都信用金庫
日本旅行

詳細はWebで

ウェスティンホテル大阪
高見（TAKAMI BRIDAL）
京都市役所

◦図書館司書

◦学校図書館司書教諭

◦中学校教諭一種免許状
（社会）

◦TOEIC®

◦高等学校教諭一種免許状
（地理歴史）

◦TOEFL®

◦京都市認定通訳ガイド

国際文化学科
◦中学校教諭一種免許状
（英語）
◦高等学校教諭一種免許状
（英語）

ほか

フランス出身のマレス エマニュエル准教授が率いるゼミのテーマは、
「京都の日本庭園を考える」。例えば、京都・西

フィールドワーク

陣の街にある京都産業大学の施設「町家 学びテラス・西陣」には、水場や台所代わりにも使われてきた
「通り庭」の他、
「前庭」
「奥庭」まで3種類もあるのです。京都の人々がどのように草花や季節を愛でてきたのか。ひいては人々の考え
方や生活文化そのものについて、
「庭」を通して対話する。そんな学びが文化学部にはあります。
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京都文化学科

詳細はWebで

日本文化の核である京都文化を深く掘り下げてその本質を探り、
新たな価値を創出・発信する人材の育成を目指します。

京都を舞台に

子

興味を掘り下げる学び

どもの頃に見た
『千と千
尋の神隠し』で日本に

憧れて進学しました。京都の街
でフィールドワークをしたり、嵐
山で観光客に取材したり。
「京

京都文化を歴史、文学、芸術、伝統、異文化理解の観点から探究します。その

都を体感する学び」の中で、故

最大の特徴は、実習・演習を通じた
「ホンモノに触れる学び」が豊富にあること。

郷のスウェーデンと日本、そし

1年次から積極的にフィールドワークに出掛け、教員の指導を受けながら実際

て世界をつなぐ知 識を身に付

に街並みを歩いたり、普段は足を踏み入れられない神社の拝殿や美術館・職

け発信力を磨いています。

人の工房で学びを深めたり。こうした京都文化の実体験が「物差し」となって、
京都文化学科 3年次

現代の事象を考える際にも歴史的背景や価値の本質などに思考が及び、物事

リ ティム ジョナサン

を判断する上での価値基準の一つとなっていきます。

Tim Jonathan Li
Curt Nicolin Gymnasiet
（スウェーデン）出身

世界に京都文化を発信したい。

Course
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1年次秋学期からは3つのコースに分かれて

京都文化の学びを専門的に深める3つのコース

日本文化の原点である京都文化をより本格的に探究します。

京都で京都文化・日本文化を
深く学ぶ

京都の文化や伝統を
未来へとつなぐ

京都文化コース

観光文化コース

京都文化・日本文化を
世界へ発信する
2021年度
新設コース

英語コミュニケーションコース

歴 史、文化 財、伝 統 工芸などを切り口に、京

京都の伝統と文化を「文化事象としての観光」

京都の歴史や文学、伝統産業などを深く研究

都文化の核心に迫ります。地の利を生かした

「地域社会と観光」
「文化財と観光」という３つ

し、その魅力を世界へ伝える力を養います。原

フィールドワークの機会を多く設けることで、生

のテーマから学術的に探究します。観光を文化

則として全員が3カ月以上の海外留学を行い、

きた専門知識を修得。伝統行事の運営や研究

創造の機会と捉え、持続可能な観光資源の保

英語でコミュニケーションが 取れる能力を修

にも取り組み、現代社会に残る文化の在り方を

存や活用、発信に取り組める人材の育成を目指

得。文化の学びと発信を中心とした授業・プロ

体験的に学びます。

します。

グラムで実践的な語学力を育成します。

Pick up 科目

Pick up 科目

Pick up 科目

京都の生活文化

観光文化まちづくり論

異文化コミュニケーション論

自然環境や歴史によって培われてきた

魅力ある観光地として人々が訪れるま

グローバル化が進む社会では、文化と

生活文化は、地域性豊かな姿を見せま

ちづくりには、どのような取り組みや施

文化の衝突は避けられません。文化や

す。四季折々の慣習や行事に込められ

策が必要なのか。文化政策・地域振興

コミュニケーションについての理 解を

た意味や精神性を学ぶことで、多様性

の視点を盛り込みながら、日本有数の

深め、異文化間で生じうる摩擦や誤解

に満ちた京都の生活文化に迫ります。

観光地である京都を題材に学びます。

を解決する方法を見いだしていきます。

国際文化学科
世界を見渡し

今

視野を広げる学び

文化学部

詳細はWebで

世界と日本の文化を探究し、豊かな教養や異文化受容力を身に付け、
世界で活躍できる人材を目指します。

研究してるのは「中国の
結婚・家族観」です。入

学 後、最初に世界の歴 史に芸
術、思想や地域の成り立ちまで、
あらゆる分野を浴びるように学

文学・芸術、思想、歴史、地域文化、異文化理解など、学びが多彩です。それぞれの

びます。その中で好奇心のアン

国の歴史的背景から文学の共通点を見いだしたり、他国の地域文化と日本文化

テナを張り巡らせ、自分だけの

を比較したりすることで、現代社会の諸問題に適切に対応できる幅広い教養や、

テーマを見つける。そこから本当

複眼的な思考力を養います。もちろん、世界の文化を学ぶために必要不可欠な英

の学びが始まります。

語教育も充実。文化を多角的な視点で捉えることで、異文化理解を深めるととも
に、
世界で活躍する意欲と能力を併せ持つ人材を育成します。

国際文化学科 3年次

常陸 仁美

Hitomi Hitachi
北海道・北海道札幌啓成高等学校出身

自分だけの学びを探究したい。

Course

多様な視点から文化を学び、
異文化理解を深める2つのコース

２年次春学期からは学びたい領域に応じてコースを選択し、
多様な視点を通して世界の文化を探究していきます。

歴史、思想、文学・芸術を
総合的に学びたい

アジア、アメリカ、ヨーロッパの
地域文化を深く学びたい

総合文化コース

地域文化コース

人文学の主要3分野（歴史、思想、文学・芸術）を軸にして、世界のさまざま

アジア、アメリカ、ヨーロッパなど、世界の多種多様な地域文化を他文化と

な文化にアプローチしていきます。資料の読解に加え、ディスカッションや

比較して考察します。古代より豊かな文明が花開いたアジア地域、多様な人

レポート作成なども交えて専門的な研究を実施。
「文化」そのものについて

種や文化が共存するアメリカ地域、時代をリードし新しい文化を生み出して

深く学ぶとともに、古今東西の先人たちの英知に触れることで高度な専門

きたヨーロッパ地域に見られる多種多様な文化事象を、他文化と比較して

性を身に付け、時代の変化に対応できるグローバルな視野や論理的思考力、

考察。宗教、思想、食文化などを軸に異文化への理解を深めることで、日本

幅広い教養を身に付けます。

の常識にとらわれない、世界で活躍できる人材を目指します。

Pick up 科目

Pick up 科目

現代思想

英語圏文化の基礎

現代思想の中でも注目すべきテーマであるジェンダー論について学

「理念の共和国」といわれるアメリカでは、伝統的に言葉が大きな影

びます。ジェンダーに関わる現在の主要な議論を関連テキストを基に

響力を持ってきました。特に17世紀～20世紀前半という、アメリカ史

して読み解きながら、前半ではジェンダー・アイデンティティに関する

の転換点で発せられた、さまざまなスピーチや説教、刊行物などの講

議論を中心に扱い、後半ではセクシュアリティを巡る議論に焦点を

読を行い、歴史を変えた「テキスト」を通してアメリカの文化的特徴を

合わせて考えます。

読み解いていきます。
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学びの特色

「京都」と「世界」をむすぶ

詳細はWebで

留学や資格取得など
「多彩なプログラム」を用意
将来の進路を見据えた多彩なプログラムを開設しています。特に
英語教育では、国際交流を推進するため、異文化体験を重視した
独自の留学プログラムを実施。また、学芸員や司書、学校図書館
司書教諭資格の取得に関する科目を開講するなど、全ての学生
の「やりたいこと」が見つかる充実した学びを提供します。

実社会にもつながる
「文化学部の学びとキャリア」
2年次からの必修科目「文化学部の学びとキャリア」では、異文
化理解やセルフ・カルティベーション（自己修養）をテーマに、文
化学部で学ぶ意味と将来とのつながりについて考えます。また、
社会で活躍する卒業生を講師として招き、話を聞くことで、より
充実した大学生活を送るためのヒントも得られます。

4年間の流れ

文化の奥深さと出合う
段階的な学び

1

年次

文化の捉え方や調査方法など、
学びの土台となる基礎を修得

導入教育
京都文化学科

詳細はWebで

2 年次

3

年次

各自の研究テーマに取り組み、
それぞれの専門領域に関する
より深い知見を身に付ける

4 年次

身に付けた専門知識を基に、
学びの集大成となる
卒業論文を作成する

興味・関心に沿ってコースに分かれ、
研究の基盤となる力を養成

コースでの学び

京都文化学科

国際文化学科

1年次の秋学期から3つのコースに分かれ

2年次から2つのコースに分かれて学び、

て学び、京都文化への興味・関心を高め

歴史や芸術、地域など興味・関心に沿っ

ていきます。

て学びを深めていきます。

入門科目
「京都文化論」などの座学と
「京
都文化フィールド演習」といった学外で
のフィールドワークで京都文化の基 礎
知識を培います。

国際文化学科

京都文化学科

国際文化学科

2年次の春学期から「演習科目」が開始。

2年次から自身の関心に沿った「演習科

入門科目
「文化学概論」や、
初歩的な文化

より専門的な研究に取り組み、
日本文化・

目」に取り組みます。専門領域に関するよ

研究に取り組む「入門セミナー」で、文化

京都文化へのより深い理解を目指します。

り深い知見を身に付けます。

を専門的に学ぶための基礎を育みます。
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演習科目（ゼミ）

文化学部

豊かな文化教養を養う多彩な学び
充実の留学プログラム
独自の海外体験プログラム

詳細はWebで

全学部共通の単位認定留学

※学校保健安全法施行規則に定める感染症の社会的状況などを受けて、
プログラムが変更となる可能性があります。

長期留学プログラム
交流協定校で学ぶ「交換留学」
「派遣留学」、
留学先を学生が選ぶ
「認定留学」の3種類を
用意。期間は半年～1年間で、留学先での修
得単位は卒業単位として認められ、4年間で
の卒業が可能です。

短期留学プログラム
文化学部海外異文化研修

国際文化研修

カナダとタイを研修先とする研修プログラムを実

インド・ムンバイ近郊の現地大学に赴く約2週間

施。語学(英語)スキルの集中的な学修に加え、関

の研修プログラム。語学実習(英語、ヒンディー語)

心のある分野でのフィールドワークを通して、文化

の他、現地学生との交流でインド文化への理解を

に関するより深い知識を修得します。

深め、国際相互理解の在り方を実践的に学びます。

京都市認定通訳ガイド
（京都市ビジターズホスト）
※京都文化学科生のみ受講可能

京都市観光協会と連携。外国人観光客に
京都の魅力を伝える、スペシャリストを育成
通訳案内士法に定められている「地域通訳案内士」に基づく制度であり、外国人

春季・夏季の長期休暇を利用して提携先の
交流協定校に留学し、言語を中心に学ぶ短
期語学実習。実習先での修得単位は、授業
時間数に準じて卒業単位に認定。短期間で
国際性や豊かな視野を身に付けます。

2022年、
学部独自の新たな
キャリア教育科目が誕生！
実社会との連携を通して、
自身の将来を思い描く

観光客に京都の魅力を紹介する通訳ガイドとして京都市が認定をしています。公

大学卒業後の進路や将来を早期に思

益社団法人京都市観光協会と連携し、認定に必要な研修科目として文化学部の

い描き、充実した学生生活を送ること

専門科目を開講。資格認定を目指す社会人と共に実践的なスキルを学ぶことが

を目的として、新たに学部独自の“実

できます。

践 的 ”なキャリア教育科目を開講し

□

に挑戦します。課題 解決能力
とチームで協働する力を身に
付けます。

ます。企業や行政機関と連携・協働し、

むすびわざブックマラソン

観光文化学 PBL1

担当教員から与えられる課題

観光文化学 PBL2

専門分野の学びが実社会にどう生か

□

されるのか、実体験することで理解を

企業などから課される観光文

深めます。課題解決型学習や企業など

化に関する課題に対して、チー

での一定期間の就業体験を体系的に

ムで課題解決に挑み、その結

構築。実社会との接触によって学生の

果を成果報告会で発表します。

個性や自主性を養い、将来に向けた気
付きにアプローチします。

□

観光文化学
インターンシップ

観光文化学を専門とする人材
として、社 会で 活 躍するには
何が必 要かを実感し、学習意
欲や就業意欲の向上を目的に、
企業・団体などで2週間程度
の就業体験を行います。

学部全体で取り組む
「知の持久走」
文化を学ぶためには体験も大切ですが、一方で読書は基本中の基本。年間25冊、
4年間で100冊読破を目標とする
「むすびわざブックマラソン」に取り組んでいま
す。ゼミ活動に必須の文献や関連書籍を中心に興味・関心のある図書を選び、読
了した書名や概要、感想をブックマラソン・シートに記載して提出。4年次修了時
には自分の読んだ本の詳細なリストが完成します。
「学生時代に何を学んできた
か」が形として残ることで大きな自信につながります。
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文化学部の

ゼミナール

ゼミは２年次の春学期から開始します。関心のあるテーマについて探究してい
く実践的な学びで、担当教員から指導を受けながら、少人数クラスでグループ
ワークや討論など、参加型の学習方法を用いて専門的な見識を深めていきます。

京都文化学科

Pick up ゼミ

文化や産業、観光から花街を深く知ろう

ゼミテーマ

京

都の古くからのシンボルである舞妓さ
んですが、彼女たちが活躍する花街は、

舞妓・芸妓、お茶屋などだけでなく、着物をは
じめとする伝統産業や日本舞踊の家元など
伝統文化に幅広く支えられています。まさに
京都の伝統世界の一つの結晶といえます。
このゼミでは、積極的に街に出てフィールド
ワークを行い、
“本物”の文化人や職人など
から話を聞き、花街が文化や産業、観光とど
うつながり、支え合っているのかを学びます。
本物といわれる作品や仕事に触れていると、
自分の中に
「なぜこうしたのか」
「どうしてこう
なったのか」という問いが生まれ、また本物
はその答えを持っているものです。
そうした学びの積み重ねで、学生には「問い
を生む力」と「問いに挑む力」を身に付け、自
らも地域の文化を継承発展させる当事者で
あるという意識を持ってほしいと思います。

平竹 耕三

教授
撮影協力／京都市京セラ美術館

ゼミナールテーマ・担当教員一覧

（2021年3月現在）

京都文化学科
京都の宗教(寺社)と文化財の過去・
現在・未来を総合的に考える
石川 登志雄 教授

こんにちの日本の観光を調査して
奥深くまで考えてみる
奥野 圭太朗 講師

京都を舞台とする古典文学
雲岡 梓 准教授

communication strategies,
intercultural communication
ゴーベル ピーター 教授

祇園祭の歴史について研究を進め、
それをもとに各自が京都文化に関する
研究に取り組めるように、準備段階
としての文献資料の扱い方を学ぶ
小林 一彦 教授
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幕末・維新を考える
ー坂本龍馬や新選組から学ぶ
幕末の京都ー
笹部 昌利 准教授

京都を支える伝統のものづくり文化、
祭礼コミュニティー文化
下出 祐太郎 教授

京都を中心に近現代史、
現代社会のトピックを深く掘り下げる
灘本 昌久 教授

日本建築史・日本庭園史
マレス エマニュエル 准教授

（京都の）
「日常」
「あたり前」を学問する
村上 忠喜 教授

平安京・京都の歴史
－史料分析と現地踏査による－
吉野 秋二 教授

日本の人物や社会を歴史的に考える
若松 正志 教授

伝統工芸と伝統意匠についての研究
成田 智恵子 助教

2021年4月開講予定

文化や産業、観光から花街を深く知ろう

多様な
「旅」の楽しみを知り、
観光の取り組みを考える

平竹 耕三 教授

Researching Kyoto Culture in English
ペレッキア ディエゴ 准教授

中野 宏幸 教授

国際文化学科

詳細はWebで

詳細はWebで

文化学部

京都文化学科

国際文化学科

Pick up ゼミ

ゼミテーマ

「

美

美術作品を正確に見て考えるために

術作品の見方」を学びのテーマにして
います。絵画や彫刻は「思いのままに

見て感じる」だけでなく、作品の時代背景や
歴史的なことを踏まえて「見る」と、より解像
度の高い見方ができるようになります。
例えば印象派という絵画動向は、写真が発
明されたことで「絵画でしかできない表現」
を模索して生まれたという理 解もあります。
それを知れば、印象派が「絵画でしかできな
い表現」のために
「何を取り入れたか」と考え
ながら見ることもできます。
ゼミでは、歴史や構図などテーマを区切って
美術品を見る練習をしたり、興味のある芸術
家の作品をレポートにまとめ、発表し合う学
びを通して「美術作品の見方」――、ひいて
は文化や歴史の捉え方にも関わるような「見
る力」を身に付けていきます。

礒谷 有亮

助教

国際文化学科
詩や歌詞を通して学ぶスペイン語
世界
（スペインとラテンアメリカ）
井㞍 香代子 教授

思想をどのように読むか

文学作品の読解と研究

倉科 岳志 教授

中西 佳世子 教授

美術作品を正確に見て考えるために

人文知
（歴史・哲学・宗教）を駆使して
現代社会の諸問題を読み解く

礒谷 有亮 助教

近藤 剛 教授

アメリカの歴史と文化

インド及び南アジアにおける
宗教・思想・文化

江尻 雅一 准教授

学びについて
大平 睦美 教授

桜とナショナリズム
鬼塚 哲郎 教授

中世に探るヨーロッパ文化の源流
梶原 洋一 助教

現代中国の事例をてがかりに
「当たり前」を疑う
久米 裕子 教授

志賀 浄邦 教授

「比較」から学ぶ文学研究の基礎
中野 永子 准教授

アメリカ人とアメリカ文化
ヒューバート ラッセル ポール 准教授

ジェンダー／セクシュアリティを考える
藤高 和輝 助教

西洋のバロック音楽を通して、
音楽のあり方、宗教と社会を見る
竹内 茂夫 教授

2021年4月開講予定

日本とアメリカの現代文学研究

エビデンスに基づいた外国語教育

中 良子 教授

小川 知恵 准教授

中国の歴史と宗教・文化
―ユーラシア史の中に位置づける―

文学・映画・オペラに描かれた
ヒロイン像を読む

中田 美絵 准教授

中川 さつき 准教授
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理学部

Faculty of Science

数理科学科
物理科学科

徹底した少人数体制
学生数

教員数

4 : 1

宇宙物理・気象学科
詳細はWebで

学生数に対して教員の数が多く、
学 生一人一人の習熟 度を見極め
ながら、きめ細かく指導のできる
教育環境を整えています。

こ

「自然界の当たり前」に目を凝らす。
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自然科学の根源を学ぶ
理学部

理学部で学ぶ価値とは、数学と物理学という、現代社会を構築する基盤となる学問を探究できることです。
自然科学の根源を学んだ人材は、世界がどれだけ揺れ動いたとしても、
新たな価値を生み出すことができる。そのために、少人数体制のクラス編成や、
体系化されたカリキュラムなど、学生が学びに没頭できる環境が整っています。
さらに各学科とも、教職やエンジニア、金融などのビジネス領域まで、さまざまな進路に
つながる科目を用意しています。その上で学生には、純粋に数学と物理学に向き合い、
何度も壁に突き当たる中で、
「困難を乗り越える学び」を重ねてほしいと思います。
理学部長

学科紹介
情報化社会のカギとなる
“生きた数学”を学修

数理科学科

マーケティングやWebの検索エンジン、感染症流行予測など社会で幅広く

集合と写像

４分野を組み合わせて体系的に学修。ビジネスをはじめ、さまざまな分野に

位相幾何学

応用の利く
“生きた数学”を身に付けます。

確率・統計

力学

理につながる基礎分野を段階的に学修。現代科学の基礎といわれる物理

解析力学

相対論

量子力学

統計力学

宇宙・大気の謎を解明し、人類の課題解決を目指す

100

%

（77人／77人）

特別研究

熱力学

物理学実験

など

主な科目
力学

ルの大きな物理現象を総合的に学修。国内私立大学最大の望遠鏡や最

天文学概論

新の観測装置を使用した専門性の高い実習を交えながら、宇宙の謎や地

ブラックホール天文学

主な就職先
ANA関西空港

取得をサポートする
科目を開講

JXアイティソリューション

◦アクチュアリー

NEC航空宇宙システム

◦気象予報士

みずほフィナンシャルグループ
大阪府教育委員会 ほか

宇宙物理・気象学科

佐川 英夫 研究室

詳細はWebで

など

電磁気学

物理学の基礎を身に付けるとともに、地球大気から宇宙空間へ至るスケー

球・惑星を取り巻く諸問題の解明に挑みます。

2019年度就職率

複素解析学
プログラムの数理

主な科目

ける社会において柔軟に対処できる研究者・技術者・社会人を育成します。

（就職者数／就職希望者数）

微分積分学

離散数学

20世紀に確立した分野や発展した新分野の中から、21世紀の最先端の物
学の原理、法則、実験と理論を理解し、科学的方法論を身に付け、変動を続

宇宙物理・
気象学科

代数学・幾何学

使われている数理科学を、代数学系、幾何学系、解析学系、応用数学系の

自然界の法則から科学の最先端にアプローチ

物理科学科

主な科目

データ科学基礎
気象物理学

大気物理学実験

相対論

惑星気象学

など

取得可能な教員免許状
数理科学科

◦中学校教諭一種免許状
（数学）
◦高等学校教諭一種免許状
（数学、情報）

物理科学科

◦学芸員

◦中学校教諭一種免許状
（数学、理科）
◦高等学校教諭一種免許状
（数学、理科）

宇宙物理・

◦中学校教諭一種免許状
（理科）

気象学科

◦高等学校教諭一種免許状
（理科）

地球を含む惑星の大気の観測をテーマとする研究室です。超小型コンピュータを用いた観測装置を独自
に開発し、気象庁でも一部は人の目で行われている「晴れ」と「曇り」の判別を、自動で行うためのデータ
収集に取り組むといった研究も行っています。理学部では命題の証明から、物理法則の探究、宇宙の成り
立ちや雲の流れまで
「自然界で当たり前に起きていること」のメカニズムを解き明かす学びに挑みます。

106

学びの特色

「基礎」から「専門」へ加速

詳細はWebで

講義と演習の両輪で
「基礎の学び」を徹底
1～２年次は「基礎」に注力。全ての学科で重視する「数学」は、講
義と演習の両輪で論理的思考力を鍛えます(物理科学科と宇宙
物理・気象学科では「物理学」の基礎も修得)。さらに1年次の早
い段階から演習や実習・実験科目を豊富に配置しており、高度な
理論を自ら立証することで学修効果を高めます。

「多彩な専門分野」で
ディープな学びにも対応
理学部では数学・物理学の「専門分野の幅が広い」特色があります。
例えば数学では「解析学」を学びますが、その内容は数理解析から
確率解析まで多彩です。物理学についても
「力学」
「電磁気学」
「量子
力学」といった基礎的科目から
「媒質中の電磁気学」
「惑星気象学」
など他大学ではあまり扱わない科目まで学べます。

「私立大学最大の望遠鏡」を活用

宇宙物理・気象学科

「物性物理」を扱う
研究室が充実

京都産業大学の

シンボル！

物理科学科

学内に設置された神山天文台を授業で活用します。私立大学では国内最大となる「荒木
望遠鏡（口径1.3ｍの反射式望遠鏡）」を用いて、学生自身が球状星団の観測実習を行う
など、実践的かつハイレベルな研究に携わることができます。

「新素材」の解明＆研究に注目！
物理学で今、最も重視されている分野
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数理科学科

「教員を目指す学生」を強力にバックアップ

質を研究する学問で、
「ソフトマター」

現役の高校教員などによる教員採用試験

や「カーボンナノチューブ」といった新

対 策セミナーや、教 員採用模 擬試 験を開

素材の解明や研究が注目されていま

催するなど、教 員を目指す学 生を強力に

す。京都産業大学には物 性物理学を

バックアップしています。また、教育現場で

扱う研究室が多数あり、大きな強みと

役立つ数学教育が学べる「数学教育コー

なっています。

ス」なども設けています。

数学の楽しさを
伝えるには！？

が、物性物理学です。これは、物質の性

数理科学科

理学部

詳細はWebで

金融工学、ディープラーニング、ビッグデータ……情報化社会で年々需要が高まる数学。
さまざまな分野に応用が利く数学を究めていきます。

基礎の学びの先に

社会で役立つ
“生きた数学”がある
数学に特化して学びを深めます。大学数学の基礎は線形代数と微分積分学からなり、
その先には、数の本質に迫る「代数学」や、図形や空間を扱う「幾何学」、微分積分学の
応用である「解析学」や「確率論」といった分野に展開します。また、基礎数理と応用
数理を基盤として、段階的に専門性を高めながらビジネスで即戦力となる数学も学修。
マーケティングやWebの検索エンジン、感染症流行予測など、幅広く応用され社会の
役に立つ
“生きた数学”を身に付けます。

4年間の流れ

１年次

詳細はWebで

「代数学・幾何学」
「微分積分
学」などの必修科目を通じ、大
学の数学に不 可欠な基 礎力
を身に付けます。

2年次

3年次

4年次

1年 次と同 様 に 必 修 科 目を
ベースにしつつ、
「解 析 学入
門」などのより専門的な科目
も学修していきます。

秋学期から研究室に所属。教
員の指導の下、自身が設定し
たテーマで理 論 研究や実証
研究に挑みます。

研究室に所属し、卒業研究に
取り組みます。

純粋に数学と向き合えます。

限

世界を数学で解き明かしたい。
「

られた時間内に正解に
辿り着く「受験 用の数

三

山崩し」というゲームの
戦術を数学的に考える

学」とは違い、大学での研究で

研究に取り組んでいます。必勝

は、いくつもある結論を検証し

法を導くために応用するのが、

たり、ベストの解法はどれかを

コンピュータなどに使われる2

考え抜くことが求められます。そ
んなふうに純 粋に数学と向き
合う学びに触れて、高校の頃以
上に数学が好きになりました。

進数。一見ただの遊びでも、実
数理科学科 3年次

は数学が 勝利の鍵を握ってい

Kenya Hiromatsu

ることを実感します。

る。世界が数学で成り立ってい

廣松 賢哉

滋賀県立米原高等学校出身

数理科学科 4年次

古嶋 唯
Yui Kojima

京都府・京都産業大学附属高等学校出身

Course

進路に合わせた2コースを用意
数学教育コース／BizMathコース

Pick up 科目

数学基礎セミナー

教員志望の学生のための「数学教育コース」と、ビジネスで数学を活用するこ
とを視野にいれた「BizMath（ビズマス）コース」の2コースを設置し、興味や進
路に合わせてコースを選択できます。

数学教育コース

BizMath
（ビズマス）コース

中学校・高等学校の数学教員を志望する

一般企業や官公庁などへの就職を目指す

学生のためのコースです。小中高12年間

学生のためのコースです。統計検定準1級

の教育課程を統一的に捉えることで、つま

合格を目指す「統計演習」、不確定な現象

ずきやすい部分の関連性や指導ポイント

について予想する「確率・シミュレーショ

の理解を深めるなど、生徒の力を着実に伸

ン」、金融数学や数理ファイナンスで用い

ばす教育スキルと高い専門性を持った数

られる「リスクの数理」などの専門教育科

学教員を育成します。

目を開講しています。

数学において最も重要な要素である論理
的思考と、それを正確に他者に伝えるスキ
ルを身に付けます。授業はセミナー方式で
行われ、毎回、教科書を輪読した上で、学
生が自ら解いた問題を黒板に記し、
「なぜ
そうなるのか」を解説していきます。
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物理科学科

詳細はWebで

物理学の歴史に沿って自然界の法則を学び、
高度な最先端の研究へとアプローチします。

数学をベースに

物理学を究める

物理学は全ての科学の基礎といえる学問であり、その知識やものの見方、考え方は、さ
まざまな分野で必要とされています。多彩な実験や演習を交えながら、力学や熱力学、電
磁気学といった物理学の基礎をしっかりと修得した後、量子論や相対論、物性物理など
の専門分野の学びへと段階的に移行。自らの興味・関心に応じて専門性を高めていき
ます。ミクロの観点から自然界の現象に迫る能力を養うと同時に、物理学の力を駆使し
て現代社会の課題に立ち向かえる力を身に付けます。

4年間の流れ

１年次

詳細はWebで

2年次

3年次

4年次

専門分野の学びがスタート。
実験技術を修得しながら、自
身の興味・関心を探っていき
ます。

興味を掘り下げ、専門性を高
める学びに移行します。併せ
て「スペシャリスト支援プログ
ラム」も始まります。

研究室に所属し、卒業研究に
取り組みます。

理論と実験を組み合わせて学
び、物理学を学ぶ上での基礎
力を身に付けます。

物理学の学びに没頭したい。

物

理が好きで入学しまし

研究は
「恋愛」に似ている。
「

たが、周りも「物理学を

我

々がなぜ 存 在してい
るか」を解き明かす鍵

真剣に学ぶ人」ばかり。一緒に

となる「二重ベータ崩壊」が、研

問題に挑み「分からない！」
「分

究テーマです。新たな発見に喜

かった!!」を繰り返す中で自然

んだり、うまくいかずに不安に

と問題解決力が養われます。こ

なったり、今は研究のことばか

こは「物理学が好き」という気
持ちがグングン加速する環 境
だと思います。

物理科学科 3年次

北村 彩香

Sayaka Kitamura

り考えている日々。その意味で
は、恋愛にも似た感 情で研究
に取り組んでいます。

滋賀県立高島高等学校出身

Program

高度な専門スキルの修得を目指す
スペシャリスト支援プログラム

物理科学科 4年次

三好 剛

Go Miyoshi
京都府・同志社高等学校出身

Pick up 科目

物理学演習・物理学実験

物理学の各分野のスペシャリストを目指す学生のための支援プログラム。高度
な計算を行う技術を修得する「コンピュータ物理学講座」や、新しい物質を実際
に作って性質を調べる「実験物理学講座」などの科目で、将来、理論と実験の専
門家として活躍できる人材を育てます。
Pick up 科目

コンピュータ物理学講座

1〜2年次の授業では、力学や熱力学などの

物理学の理論研究分野のスペシャリスト育成に必要な、計

理論を学ぶ講義と、理論を用いて問題を解い

算物理学の基礎を学ぶために、理論系教員の指導により、

ていく演習、そして講義で学んだことを実際に

標準的なプログラム言語である、Fortran言語を用いたプロ

体験する実験がセットになっています。特に演

グラム作成の技術と、数値解析の手法を集中的に学びます。

習と実験を組み合わせることで、物理学の基
礎を確実に身に付けることができます。
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宇宙物理・気象学科
数学・物理学を駆使して

詳細はWebで

理学部

スケールの大きな物理現象をさまざまな角度から探究。論理的な思考力と
データ解析能力を身に付け、宇宙の謎や地球・惑星を取り巻く問題の解明に挑む人材を育成します。

宇宙や気象現象を解明する

惑星大気から宇宙空間に至るスケールの大きな物理現象を総合的に学びます。学びの
ベースとなる数学と物理学の基礎を身に付けた上で、
「地球惑星環境観測学」
「惑星・恒
星・銀河誕生の物理学」などの各研究分野の専門教育科目へと移行。さらに、神山天文
台を使用した観測や、NASA
（アメリカ航空宇宙局）をはじめとした世界各国の研究者と
の連携による最先端の研究も行い、宇宙の謎や地球・惑星を取り巻く問題の解明に挑
む人材を育成します。

4年間の流れ

１年次

詳細はWebで

宇宙や気象の物理現象を、理
論立てて説明するために不可
欠となる物理学と数学を修得
していきます。

2年次

3年次

4年次

宇宙物理学と気象学の導入
科目を履修。双方の知見を得
ることで、多面的な研究が可
能となります。

実習と演習が始まります。神
山天文台での観測や気象 庁
のデータの解析などを通して、
学びを深めます。

研究室に所属し、卒業研究に
取り組みます。

いつか宇宙に手が届く。

災害発生の糸口をつかみたい。

全

突

ての学びが空の向こう
につながっています。最

発的に起きる下降気流
「ダウンバースト」の研

初に数学や物理を学ぶときも、

究をしています。災害を起こす

教壇に立つのは宇宙や気象が

ダウンバーストは「どんな条件

専門の先生たち。授業の中でも、

で発生しやすいか」といった解

たびたび宇宙に関わる解説が

明がされておらず、好奇心が刺

あったり。学ぶほど本当に宇宙
に近づいている実感が持てる
カリキュラムが最高です。

激される現象です。今後は国内

宇宙物理・気象学科

外の事例を分析し、事前予測の

3年次

糸口を探っていきます。

小牧 誠人

宇宙物理・気象学科
4年次

三枝 桃子
Momoko Saegusa
愛知県立春日井高等学校出身

Makoto Komaki
山梨県・日本航空高等学校出身

Professor

国際的研究に関わる教員から学ぶ
充実の実習・演習科目

Pick up 科目

ブラックホール天文学

多くの教員が、NASA（アメリカ航空宇宙局）やJAXA（宇宙航空研究開発機構）
のミッションに参加し、最先端の研究に携わっています。3年次以降はそんな世
界で活躍する教員の指導の下で研究に取り組みます。
Topics

在学中に気象予報士試験合格者も！
恒星進化の最終段階に形成される高密度天

気象科学の専門科目も幅広く展開し、気象に関わる

体(通称コンパクト天体)の物理とその観測的

仕事を志す学生も多く在籍しています。2020年には

特徴の理解を目指します。特にブラックホー

難関国家資格「気象予報士試験」に挑み、在学中に
見事合格を果たした学生も。資格保持者には気象庁
や民間気象会社へ進む道も開かれます。

ルに焦点を当て、それらが理論的にどんな天
3年次に気象予報士試験に合格し
た引地 慶さん

体か、どのような観測事実で検証されてきた
かを学修します。
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Pick up 研究室
数理科学科

物理科学科
詳細はWebで

研究テーマ

研究テーマ

微分方程式と変分法

ソフトマター物理学
渡辺 達也

「

111

な

詳細はWebで

岩下 靖孝

教授

ぜこんな形をしているのか」
「なぜこのような現象
が起こるのか」。世の中のさまざまな現象にまつわ

物

准教授

理学には「物の性質」を探究する
“物性物理学”と
いう分野があります。普段よく見聞きする「気体・

る疑問は、実は数学を使って説明することができます。私

液体・固体」という物質の三態は、実は非常に曖昧なもの。

の研究室では、微分方程式を用いて、身近な現象を数学

物性物理学ではさらに複雑な物質や状態に踏み込みま

的に解析していきます。

す。中でも研究が盛んな分野の一つが「ソフトマター」で

方程式といえば、一般的に未知の“数”を解として求める

す。難しくいえば「液体と固体の性質を併せ持つ柔らかい

ものですが、微分方程式では“関数”を求めます。状態は

物体」ですが、実際には液晶からゼリーまで日常の中に広

変化を伴い、関数で表されるので、微分方程式を解くこと

く存在する物質でもあります。

で、現象が「どのように変化するか」が見えてきます。

ソフトマター物理学では「中間のサイズの構造」が重要

例えば、やかんを火にかけるとどのくらいの速さで熱が

な役割を果たしています。分子・原子の「ミクロ領域」と、

伝わるかといった熱伝導や、物体が落下するときの空気

われわれが目で認識できる「マクロ領域」の中間を「メゾ

中の抵抗力、感染者数や実効再生産数からウイルスの広

スコピック領域」といいますが、物質の中にあるこの領域

がり方を算出するなど、おそらく皆さんが想像されるより

のサイズの構造がソフトマターの性質を特徴づけている

ずっと身近なところで微分方程式を活用できます。

のです。私の研究室では微粒子を手掛かりに、新たなソフ

さらに「変分法」を用いて、微分方程式の解の存在や安

トマターを生み出す研究を行っています。特に今、注目して

定性を示す試みにも挑戦していきます。変分法とは、汎関

いるのが「砂」です。具体的には「せっけんのような性質を

数(関数の関数)を最大・最小化する手法であり、微分方

持った新しい砂」をつくることができないか、試行錯誤を

程式を解くために有効なツールの一つです。変分問題に

しているところです。

書き換えることで、これまで解けなかった微分方程式の

そもそもせっけんでは界面活性剤という、水分子と油分

解を導き出すことができ、より複雑な現象を解析するこ

子がくっついたような性質を持つ分子が油を包み、水に

とが可能になります。

溶かし込んでいますが、同様のものが砂でつくれないか

大学で学ぶ数学は、
「限られた時間で正しい答を求める」

と考えています。研究が進めば、原油が流失した海にまい

ことを目的とする高校までの数学とはひと味違う面白さが

て海水と分離させることができたり、地震による地盤液

あります。真剣に取り組めば、数学に関心を寄せるみなさ

状化現象の防止に役立つようなものができるかもしれま

んが、これまで積み上げてきた学びの一つのゴールとなる

せん。原子や分子と違い、物質を構成する単位を自在に

はずです。方程式を解いた先には何があるのか――。

制御できる利点を生かし、新たな物質をつくり出せること

一緒にその答えを探しましょう。

がこの分野の醍醐味だと思います。

だい ご

み

研究室テーマ・担当教員一覧
理学部

（2021年3月現在）

数理科学科

宇宙物理・気象学科
詳細はWebで

数理ファイナンス

代数学とその応用

伊藤 悠 准教授

村瀬 篤 教授

数学と音楽

微分方程式の数学解析

牛瀧 文宏 教授

栁下 浩紀 教授

リーマン面の変形理論

確率論・確率過程論

志賀 啓成 教授

矢野 裕子 教授

確率解析

結び目理論

重川 一郎 教授

山田 修司 教授

多重ゼータ値、数論

微分方程式と変分法

田中 立志 教授

渡辺 達也 教授

可換環論、環の表現論
中嶋 祐介 助教

パターン形成の数理解析
西 慧 准教授

情報・計算の数理と
そこから生まれる新しい数学

2021年4月開講予定

数学教育・数学教員の養成
長瀬 睦裕 准教授

三好 博之 教授

研究テーマ

気象力学

物理科学科

高谷 康太郎

私

教授

が研究しているのは、
“日本の冬”です。よく「今年
の冬は暖かい(あるいは寒い)」という話がありま

すが、そのメカニズムを解明したいと考えたのです。
解明の手掛かりとなるのが「テレコネクション」。遠い(＝
テレ)ところが、つながって(＝コネクション)いる。
「エル
ニーニョ現象が起こると日本は暖冬になる」「ヨーロッパ
や北米で大雪になると数日後には日本にも寒波が来る」。
こんな現象もテレコネクションの一種です。ではなぜ遠
いところの天気が影響し合うのでしょう？それには「偏西
風」が大きく関わっています。世界のどこを探しても、日本
の上空ほど強い偏西風はありません。真冬は特に強くて

物質のNMR研究

炭素ナノ構造体の物理化学

伊藤 豊 教授

鈴木 信三 教授

ソフトマター物理学

トポロジカル物質の実験研究

岩下 靖孝 准教授

瀬川 耕司 教授

計算物質科学・
ナノサイエンス

原子核ハドロン物理

内田 和之 准教授

環境化学

ハドロンおよびハドロン多体系
に関する理論研究

大森 隆 教授

山縣 淳子 准教授

統計力学

f電子系化合物の電子構造の
理論的研究

齊藤 国靖 准教授

構造物性物理学

新山 雅之 准教授

山上 浩志 教授

下村 晋 教授

秒速70～80mにもなる。面白いのは、この偏西風が気温
の境目になることです。大まかにいえば、偏西風の南側は
暖かく北側は寒くなる。
そして、この偏西風がテレコネクションによって流れを大
きく変えるのです。例えば、エルニーニョ現象が発生する
ことで日本の南にある赤道付近の海面温度が上がると、
偏西風が北側に押し上げられます。すると偏西風の南側

宇宙物理・気象学科
地球型惑星大気の
電波掩蔽観測
安藤 紘基 助教

にある暖かい気温に浴する地域が増える。これが「エル

火星の砂嵐

ニーニョ現象が起こると日本は暖冬になる」仕組みです。

小郷原 一智 准教授

このように気象の研究を行うことは、地球規模のつなが

銀河系の物質化学進化と
太陽系の起源

りを考えることでもあります。それだけに何に注目して研
究に取り組むかの発想も重要です。学生が卒業研究で扱

河北 秀世 教授

うテーマはそれこそエルニーニョ現象や、台風の発生件

さまざまな銀河の中心に
潜む巨大な
ブラックホールの観測

数の違いと理由、京都盆地の空気の流れなど。時々、固く
なった頭ではとても思いつかないようなテーマを持ってく
る学生がいて、すごく面白いですね。

岸本 真 教授

惑星気象学
髙木 征弘 教授

気象力学
高谷 康太郎 教授

光学とその応用
谷川 正幸 教授

一般相対性理論、
および宇宙論
二間瀬 敏史 教授

重力の望遠鏡を利用し、
宇宙物理学の諸問題に取り組む
米原 厚憲 教授

惑星大気観測
佐川 英夫 教授
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情報理工学部

Faculty of Information Science and Engineering
徹底した少人数体制
学生数

情報理工学科

教員数

5.3 : 1
詳細はWebで

私立大学の中でもトップクラスの
少人数教育を実施。的確なサポー
トにより、深い知識と確かな技術
が身に付きます。

高度に発達した科学は、

魔法と見分けがつかない。
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情報理工学部

情報科学の理論と実践を学ぶ
世の中の様々な
「こと」を情報化し、コンピュータ上で扱うことで、
人類は圧倒的に高速で精密な分析やサービスを行う力を手にしました。
京都産業大学では、そんな情報科学を駆使するための理論と実践を学びます。
カリキュラムでは専門領域を10コースに体系化し、それらを自由に組み合わせることで、
新たな分野、関心のある分野に挑戦しやすい環境を整えています。
また、実験や実習に注力し、ファブスペースや実験住宅なども活用して、
情報科学を扱うプロフェッショナルとして活躍する人材を育成します。
情報理工学部長

組み合わせ自由な
10コース

情報セキュリティ
コース

ネットワーク
システムコース

変 化のスピードが 非常に速い
ITの世界で最新の技術に対応

データ
サイエンスコース

情報システム
コース

するため、一般的な大学の「学
科」に基づくカリキュラムでは
なく、コース制を採用していま
す。10コースの中から、コース

多彩な10コースを
自在に組み合わせ、
自分だけの研究を

メディア処理
技術コース

を1つ選んで専門分野を深めた
り、複 数 選んで知 識と技 術の

ロボット
インタラクション
コース

幅を広げたり。基礎をしっかり
学びながら、実践的なスキルを
身に付けられる10コースを用

コンピュータ
基盤設計コース

脳科学コース

意しています。

デジタル
ファブリケーションコース

2019年度就職率
（就職者数／就職希望者数）

95.3

%

（81人／85人）
※コンピュータ理工学部の実績

組込みシステム
コース

主な就職先

取得を推奨する資格

ユーシン精機

オプテージ

◦基本情報技術者

◦ネットワークスペシャリスト

京セラ

サイバーエージェント

◦応用情報技術者

◦データベーススペシャリスト

バッファロー

NTTネオメイト

◦エンべデッドシステムスペシャリスト

ほか

◦情報処理安全確保支援士

Sky
詳細はWebで

など

※授業では、試験で要求される知識を得ることが可能。
資格は、該当検定試験に合格することで取得可能。

最新デジタル工作機器を備えた「ファブスペース」には、多くの学生が授業や研究のために訪れます。3Dプリンタやレーザー
カッターを駆使してソフトウェア上で設計、デジタル工作機器で実体化。短期間で試作・調整を行い、高速でプロダクトを生

ファブスペース

み出す様子はまさに
「魔法」です。学生たちは自由な発想・想像力で、このファブスペースを活用しています。
ファブスペースで
生まれた
「コノジ」です。

学生グループが考案した受験生用学習支援グッズ「コノジ」もファブスペースで生まれました。分厚い参
考書などを開いたまま固定するブックオープナーなど複数の機能を備えています。試行錯誤の末に開発
された
「コノジ」は評判を呼び、日本経済新聞全国版など多くのメディアにも取り上げられました。
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学びの特色

選んだ「道（ルート）
」を究める

詳細はWebで

「入門スキル」を一気に取得
パソコン操作に慣れていない学生でも、すぐに情報技術の学び
に進めるよう、1年次にはプログラミングなどの基礎演習や、情
報技術の全体像が分かる概論についての科目が充実しています。
その他、2年次以降の専門の学びで必要となる知識を得る科目
など、初心者へのサポートも万全です。

「豊富な実験・演習」で学びを定着
スピード感を持って効率よく知識を習得していくため、講義で学
んだ内容をすぐに実験・演習で実践するカリキュラムを展開して
います。情報理工学における基礎段階、専門技術を習得する発
展段階、個々のテーマで研究に取り組む完成段階と、各ステージ
で講義＋実験・演習を行い、学びの定着を促します。

4年間の流れ

１年次は基礎を徹底、
２年次からは
専門を深める

1

年次

コンピュータの基礎を学び、
秋学期からコースを選択

基礎カリキュラム

3 年次

研究室

専門領域をより実践的に
深く掘り下げていく

3年次秋学期からは研究室で情報通信や情報セキュリティ、ロボッ

専門領域への
基礎力を身に付ける

10コース

「特別研究」で研究を深め、
卒業論文をまとめる

トなど、幅広い分野から自分のテーマを探究。担当教員の指導を受
けながら自らが設定したテーマについて特別研究に取り組みます。

1年次秋学期からは、コースを選択。本格的な専門教育の学びがスタート。各自の
興味や将来像に合わせてコースを選び、それぞれのコース要件科目を履修します。

ネットワークシステムコース

情報セキュリティコース

情報・通信技術の根幹と

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

なる数学や、コンピュータ

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

に関する知識を修得。10
コース全ての基礎となる
土台をつくります。
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2

年次

4 年次

詳細はWebで

コース選択と学び方
詳細はWebで

専門知識を身に付けるために必須の「コース要件科目」と、その分野・領域を幅広く学ぶための
補強となる
「コース推奨科目」を通して、段階的に学びを深めていきます。

情報理工学部

1年次の秋学期にコースを選択します。コースは最大3つまで選択可能。各コースの分野・領域の

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
脳科学コース
で複合的に学びたい

情報セキュリティコース
デジタルファブリケーション
コース

コンピュータ基盤設計コース

で専門性を深めたい

で複合的に学びたい

情報セキュリティ
コースの
コース要件科目

デジタルファブリ
ケーションコースの
コース要件科目

学部必修科目
コース推奨科目 など

コンピュータ
基盤設計コースの
コース要件科目

学部必修科目
コース推奨科目 など

コース間の
重複科目

データサイエンス
コースの
コース要件科目

ロボット
インタラクション
コースの
コース要件科目

脳科学コースの
コース要件科目

学部必修科目
コース推奨科目 など

コース間の
重複科目

さまざまなデータを解析できれば、
アスリートのサポートも夢じゃない。
「

失

敗してもいい、やりたいことをやろう」。
1年次の冬に参加した海外サイエンス

キャンプの講演で聞いたその言葉が、私の心
を動かしました。
帰国後、自分が好きなスポーツに関わる学び
はないかと考え、元々選んでいた2つのコース
からデータサイエンスコースに変更。学びの基
礎であるデータ解 析を応用すれば、スポーツ
選手の育成方法やチームの戦略を導くことも
可能になります。考えただけでワクワクして。
あえてコースを一つに絞ったことで、この分野
の奥深さが実感でき、
「データサイエンティス
ト」という職業があることも知りました。将来
の夢がようやく具体的になってきた気がします。
コースの組み合わせ
データサイエンス
コース

情報理工学科 2年次

大小あらゆるデータから
傾向と対策を導き出す

須山 瑠万

Ruman Suyama
島根県立大東高等学校出身
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「情報技術」と
「芸術」をむすび、
今までにない表現を見つけたい。

中

学生の時、地元の山に映し出された巨
大なプロジェクションマッピングに心

を奪われました。
「情報技術と芸術をむすびつ
けて、今までにない表現を見つけたい」。そん
な思いから、情報理工学部に進学しました。
私が選択した2つのコースは、メディアの発信
(＝メディア処理技術）と、人間の受け取り方
(＝脳科学）を探るもの。例えば両コースに共
通する科目
「ヒューマンインタフェース」という
授業は、スマホや自動販売機などの最適な操
作方法の事例を学んでいます。
「0と1のマシン語で動く機械と、人間の感情は
どこまで近づけるのか」。卒業までにその答え
となる研究に取り組みたいと思います。
コースの組み合わせ
脳科学
コース

メディア処理技術
コース

情報理工学科 1年次

執行 亜美
Ami Shigyo

佐賀県立武雄高等学校出身

「生体情報」をキャッチし、
ゲームや医療に生かしたい。

高

校の頃にゲームやVR(仮想現実)の世
界に憧れて。情報理工学部では3つの

コースを組み合わせて学んでいます。特に3年
次から取り組んでいるのは
「筋電」といって、人
の筋肉が動くときに発 生する電流を計 測し、
その生体情報を応用する技術です。
例えば、腕の筋肉を動かすとゲーム内のキャラ
クターが同じ動きをする技術や、今後は背骨
の神経活動を読み取る技術も修得したいと考
えています。この研究が進めばゲームだけでな
く、身体が不自由な人の助けにもなる。
「今までにない分野」は「今ある分野」を組み
合わせて生み出す。これがコースを組み合わせ
る学びの真骨頂ではないでしょうか。
コースの組み合わせ
データサイエンス
コース

脳科学
コース

メディア
処理技術コース

情報理工学科 3年次

計測＋生体情報＋メディア
活用の道筋
117

福岡 凜

Rin Fukuoka
兵庫県立淡路三原高等学校出身

人間＋機械の
発信・受信の仕組み

施設紹介

最先端機器を設置したさまざまな施設があります。最新のデジタル工作機器を備
えた創作スペースや、新しいインタフェースが日常生活でどう役に立つのかを検証
できる実験住宅、プロダクトの発表や撮影が可能なメディアスタジオなど、充実し
詳細はWebで

創造力が刺激される空間

情報理工学部

た施設が、研究の幅と可能性を広げています。

ファブスペース
最新のデジタル工作機器を使ってものづくり
に取り組める、実践的な学びの場です。授業
や研究、課外活動など、学生は自由に利用で
きます。3Dプリンタやレーザーカッターなど
の機器を使ってオリジナルのパーツやグッズ
を作ったり、さまざまなセンサと連動したプロ
グラミングを行うためのコンピュータや、電子
回路の設計に必要な器具を使って、電子的な
玩具やアクセサリなども製作できます。機器
の扱いに習熟したスタッフのサポートも万全。
自分で考え、手を動かし、生み出していくこと
で、クリエイティブな発想が磨かれていきます。

ゼロから立体を作り出す

素材を精密＆自在に切り出す

あらゆる素材にプリントできる

3Dプリンタ

レーザーカッター

UVプリンタ

3Dデータを入力すれば、樹脂などの素材を薄く

アクリルや木などの素材を、レーザー光を使っ

ＵＶ硬化型インクで印刷し、直後に紫外線を照

重ねて、データ通りの立体物を造形できる。

て高精度な切断加工、彫刻加工ができる。

射することで、さまざまな素材にプリント可能。

最新技術をリアルな家で
実証実験

プロクオリティの
バーチャル画像を制作

脳活動測定で
人間の思考をデータ化

実験住宅 ΞHome（くすぃーほーむ）

メディアスタジオ

BMI実験室

特別研究実験室内に、マンションの一室

音声や動画といった実験用コンテンツを

脳の活動をさまざまな機器で計測・解析し、

のように実際に住める実験住宅として建

制作できます。映像や音響のプロフェッ

その情報を応用する設備がそろっていま

築。新しいインタフェースが日常の暮らし

ショナルが使う本格的なビデオカメラや

す。例えば、事故で腕を失った人が機械で

の中でどのように役立つのかを、実験を

照明、音声ミキサーなどを完備し、実験や

その機能を補うなど、コンピュータが人の

通じて実証できます。

発表に活用できるハイレベルな作品づく

活動をダイレクトに補助できないかといっ

りに挑戦できます。

た研究を行っています。
BMI (Brain-Machine Interface)：脳活動とコンピュー
タ・機器を直接つなげる技術
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研究

3年次の秋学期から、研究室に所属。さまざまなテーマの中からそれぞれの
興味・関心に応じてテーマを選び、その分野を専門として取り組む担当教員
の指導を受けながら研究を進めていきます。
詳細はWebで

Pick up 研究室

音

教授

を加工して、人の役に立つものにする研
究を行っています。例えば、雑音だらけの

音声データから必要な音だけを取り出したり、複
数人が同時に話している音声を1人ずつ切り分け
るような芸当も、現代の情報科学では可能です。
こうした技術を応用していくと、将来的にはワイ
ヤレスイヤホンのような形で、騒がしい店でも一
緒にいる人の声だけが聞こえたり、目の前に人が
いないのに人が話しているように聞こえる「立体
音響」の技術も、より一般的にすることができる
はずです。そうなれば映画館での音声、ゲームや
遊園地のアトラクションも、今よりさらに臨場感
のあるものにできるでしょう。
アナログな人の感覚を、デジタルな情報技術でど

「 音 」を 自 在 に 操 っ て

川村 新

豊かな生活環境をつくり出す

聴覚を支援・拡張する
次世代ハードウェアデバイス

こまで楽しませることができるか。そのあたりが、
だい ご

み

この研究の醍醐味かもしれません。

研究室テーマ・担当教員一覧

（2021年3月現在）

ソフトウェアの
可視化・可聴化・可触化

計算知能手法と
その応用に関する研究

(1)知的活動を支援するソフトウェア
(2)数理論理学とその応用

青木 淳 教授

岡田 英彦 教授

小林 聡 教授

行列計算の理論と
アルゴリズムの開発

デザインに対する
人の感性をモデル化する研究

センサネットワークとその有効活用

メディア知能
～人に寄り添うAI応用

瀬川 典久 准教授

宮森 恒 教授

赤岩 香苗 准教授

荻野 晃大 准教授

ヒトと機械をつなぐ技術の
応用研究

ソフトウェアアーキテクチャの
構築手法に関する研究

脳視覚系の解明から
コンピュータビジョンへ

人間と人工物との
持続的なインタラクション

田中 宏喜 准教授

棟方 渚 准教授

赤﨑 孝文 教授

荻原 剛志 教授

ソフトウェアセキュリティ

インターネットミドルウェア
技術の研究開発

人間の脳認知情報処理

新しいネットワーク
システムの設計

秋山 豊和 教授

デジタルファブリケーションと
社会的デザイン
伊藤 慎一郎 講師

脳の情報処理および
学習の神経メカニズムの探求
伊藤 浩之 教授

インターネットを活用した
情報システムの開発
大本 英徹 教授

奥田 次郎 教授

画像・映像処理技術の研究
蚊野 浩 教授

嗜好と思考に基づく情報分析技術
河合 由起子 教授

聴覚を支援・拡張する
次世代ハードウェアデバイス
川村 新 教授

制御システムセキュリティ、
インターネット工学
小林 和真 教授

玉田 春昭 准教授

Webマイニングおよび情報推薦技術
中島 伸介 教授

超感覚インタフェース
永谷 直久 准教授

コンピュータアーキテクチャ
および並列処理に関する研究
新實 治男 教授

耐故障分散システム
林原 尚浩 准教授

近未来スマートハウスと
インタラクティブメディア
平井 重行 准教授
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メディアインタラクション
水口 充 教授

安田 豊 准教授

安全安心なコンピュータ
に関する研究
吉村 正義 准教授

2021年4月開講予定

組込みシステムの
セキュリティ技術の研究開発
井上 博之 教授

課外活動

常に進歩し続ける情報技術の分野。授業以外にもさまざまな課外活動が盛んです。
授業で学んだことを基に、それぞれの課外活動で実践経験を積むことで新たな発見
と成長につなげていくことが可能です。

アイデアを

最先端技術の

カタチに！

紹介も！

メイカーズ

クラブ

MAKERS CLUB

情報理工学部

詳細はWebで

ランチタイムトーク

レゴブロックやさまざまなマイコンなどを使って
実際に動くものを
「作る」スキルの習得や経験を積む

IT業界最先端の情報の入手や学生自身が発表できる交流の場

モットーは「情報技術を利用して、自分たちのアイデアを実物として作成でき

次々と新しい技術が誕生するITの世界において、授業だけでは伝えきれない

るクリエイターになる！」。LEGO社のMINDSTORMS®やArduino、3Dプリン

情報を提供する場。教員が最新のトピックを解説したり、学外から日本を代表

タや電子工作機器を用いて人の生活を豊かにする機器の設計と、C、Javaや

するものづくりやIT企業の第一線で活躍するゲストを招いて講演を行ったり

Python言語などを駆使した制御プログラムの作成を通して、授業で学んだ技

と、さまざまなイベントを実施。近年は学生発表の回が半分以上を占めていま

術を自主的に実践できます。また、メンバー同士で共同作業を行うことで、コ

す。1年次生から大学院生まで幅広い年次の学生が集まる場でもあります。

ミュニケーション能力や協調性を養います。

女子学生を中心に

先輩が学びを

学部を盛り上げる

幅広くサポート

アイエスイー

寺子屋

ガールズ

ISE girls
女子学生を中心に新しい視点で情報理工学を考える

学生同士の学び合いの場

ISE※ girlsは、学部の中で人数が少ない女子学生を支援したいという思いか

学生が授業で感じた疑問や不安に対して、先輩サポーターが中心となって個

らスタートした、有志の学生による公認団体です。学部全体をけん引するリー

別指導を行います。毎週開催し、履修登録や学修の進め方から、講義内容、プ

ダーとしての成長を促すことを目的として定期的にミーティングを行い、新入

ログラミング演習のアドバイス、レポートの書き方まで、修学について幅広くサ

生歓迎会やオープンキャンパスでの“研究室ツアー”などのイベントを企画、

ポート。学生同士で気軽に相談でき、悩みも解決できます。また「１行プログラ

運営。学年を越えたメンバー同士の活動でチームマネジメントの基本も実践

ミングコンテスト」
「パソコンを組み立ててみよう」など、学生が企画した取り組

の中で学んでいます。

みも開催しています。

※ISE:(Information Science and Engineering)
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生命科学部

Faculty of Life Sciences
徹底した少人数体制

先端生命科学科
産業生命科学科

学生数

教員数

3.7 : 1
詳細はWebで

他大学に例を見ない徹 底した少
人数教育を実施 。手厚い学 修支
援体制で、学生一人一人の能力を
引き出します。

直径
マイクロメートル

㎛の巨大工場、

「細胞」の謎に迫る
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20

生命科学部

生命のメカニズムと活用を学ぶ
分子レベルの遺伝子やゲノム構造から、地球規模の生体系まで
生命のメカニズムと活用のアプローチを学びます。
特に京都産業大学は最先端の機器をそろえ、第一線の研究者が教鞭を執り、
さらに企業との連携によって今までにない授業を展開するという
全国でも指折りの
「教員」
「設備」そして
「カリキュラム」を誇っています。
生命科学が花開く現代、生命科学部で学ぶ意義や価値は十分にあります。
ぜひ存分に研究し成長を遂げ、生命の最先端と産業をむすぶ人となってください。
生命科学部長

学科紹介

知識と技術を深め、社会に生かす
専門性を深化させ、
生命科学の最先端に挑む

実験研究から
課題を探究

「今」そして
「これから」の社会で
生命科学に期待されることは何か？

先端生命科学科

医療・健康

生命医科学コース

Well Health

世界が直面する問題、
課題の解決に取り組むと

詳細はWebで

食料資源学コース

き、そこには様々な要因が絡んでいます。そこで

環境・生態学コース

社会における諸問題を「健康・医療」
「食料・資
源」
「環境・生態」の3領域に集約。従来の学問

食料・資源

環境・生態

分野での縦割り教育ではなく、
生命科学を社会

Well Resource

Well Ecosystem

生命科学×社会科学で
課題解決力を育成する

との接点から見つめ直し幅広く学ぶことで、課
題を解決し、さらなる社会の発展に貢献できる

社会と暮らしを

人材の育成を目指します。

網羅する３領域

研究成果を
社会に活用

産業生命科学科
医療と健康コース
食と農コース

異なる2つの視点から
生命科学を学ぶ

2019年度就職率
（就職者数／就職希望者数）

100

%

（76人／76人）
※総合生命科学部の実績

「実験科学」に重点をおいた
「先端生命科学科」と、
「社会科学」の思考・視点を取
り入れた「産業生命科学科」の2つの学科を設置。共通の科目で「生命科学の基

環境と社会コース

礎知識」を修得しながら、
さらなる専門性を身に付けます。

主な就職先

取得可能な資格

日本クレア

日本中央競馬会

フジパングループ本社

国家公務員一般職

UHA味覚糖
中北薬品
アークレイ

（先端生命科学科のみ）

◦実験動物１級技術者

（財務省税関）
ほか

◦ペット栄養管理士
詳細はWebで

◦食品衛生監視員
（任用資格）

取得可能な教員免許状
◦中学校教諭
一種免許状
（理科）
◦高等学校教諭
一種免許状
（理科）

◦食品衛生管理者
（任用資格）

３年次の秋から研究室に所属し、学生はそれぞれの研究活動に取り組みます。中でも潮田研究室が

特別研究

先端生命科学科

行っているのは「細胞の品質管理のメカニズムの解明」です。例えば、細胞内の小胞体にはどんな役割

潮田 亮 研究室

があるのか？ 直径20µmというミクロの世界でありながら「巨大工場」のようにさまざまな機能を持
つ細胞。
その小器官にまで注目し、
最新の研究手法でまだ見ぬ生命の謎に挑んでいます。
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先端生命科学科

詳細はWebで

生命科学の時代といわれる昨今。高度な実験研究の下、
生命科学の深い知識と高度な専門性を備えた研究者・技術者の養成を目指します。

高度な専門性を携えて

生命科学の最先端に挑む学び
「生命科学の時代」ともいわれる今日、その研究成果はさまざ
まな分野で応用され、社会を根幹から支えています。より豊か
な社会を構築するためには、最先端の研究を推進し、生命科
学を発展させることが求められています。約30年にわたり京都
産業大学が培ってきた生命 科学分野における基礎研究を継
承し、十分な学識と実績を持つ教員の指導の下、研究活動を
行います。高い専門知識と技術、倫理観を兼ね備えた生命科
学の先端研究を推進できる人材を育成します。
詳細はWebで

4年間の流れ

１年次

2年次～3年次春学期

3年次秋学期～4年次秋学期

学部共通で履修する生物学や化学など、生命
科学の基礎となる科目を履修します。秋学期か
ら実験科目が始まり、実際に手を動かしながら
実験技術を身に付けるための実践的な学びに
取り組みます。1年次終了時に関心のある分野
に応じて主コースを選択します。

自分の主コースに沿って、関心のある科目を履
修。並行して数多くの実験・演習科目を積みか
さね学ぶことで、高い専門知識の修得を目指
します。海外の研究にも対応できるよう、生命
科学に必要な専門英語の学習も行います。

自分が学びたい分野の研究室に所属し、これ
まで学んだ知識を全て使いながら卒業研究に
向けて取り組みます。
卒業論文の執筆に加えて
口頭発表を行い、自らの研究内容を発信する
力も養います。

カリキュラムの特色
Pick up 科目

成長のカギとなる
豊富な実験・演習

先端生命科学実習1・2

先端生命科学科では豊富な講義科目に

タンパク質やD N Aをはじめ、

加えて、1年次から実験・演習の授業を

植物、昆虫、酵母菌など幅広い

開講しています。繊細な研究対象を扱うことが多い生命科学の分野では、
実験において正確な結果を出すことが求められます。実験器具の扱いに
慣れ、定期的な実験と計測を繰り返し、時間をかけて精度を上げていく

実験試料を用いて実験・研究
を行います。充実したさまざま
な研究設備を生かして実験結
果を分析・解析しながら、生命

ことで研究が進んでいきます。1人に1台が行き渡る顕微鏡などの豊富な

科学に関する種々の授業から

器具と、きめ細かな指導ができる少人数教育によって、授業で学んだ内

得た知識の理解を深めます。

容を確実に身に付けながら卒業研究に向けたステップアップを図ります。

研究室テーマ・担当教員一覧
がん幹細胞を標的とした
新規がん治療法の開発と
アンチエイジング技術の創成

（2021年3月現在）
詳細はWebで

心と体をつなぐ
情動系神経回路のしくみ

植物が持つDNAレベルでの
変異の維持機構の解明

内臓器官が左右非対称に
できるしくみ

環境微生物と植物の
相互作用システムに関する研究

神経発生に関わる
糖転移酵素の機能解析

神経系疾患とがんの分子メカニズムの
解明と創薬に向けて

細胞が死ぬしくみとその意味を探る

ストレスによる脳機能障害と
修復機構の解明

鳥インフルエンザウイルスの
生態と病原性発現機構の解析

加藤 啓子 教授

河邊 昭 教授

白鳥 秀卓 教授

板野 直樹 教授

“タンパク質の一生”を見守る
品質管理のしくみ
潮田 亮 准教授

細胞がミトコンドリアをつくるしくみ
遠藤 斗志也 教授

金子 貴一 教授

川根 公樹 准教授

黒坂 光 教授

齋藤 敏之 教授
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瀬尾 美鈴 教授

髙桑 弘樹 教授

専門分野の学び

1年次では生命科学の基礎となる科目を履修した後、3つの主コー
スから1つを選択。2年次春学期から、コースに沿った専門的な分野
の学びがスタートします。選んだコース以外の科目も履修すること
関心のあるものを柔軟に学ぶことができます。

詳細はWebで

主コース

ヒトや動物の医療・健康に
貢献できる専門性を養う

生命科学の手法で食料問題などの
解決方法を探究する

生命科学をマクロに捉え、
生命と環境に関わる

生命医科学コース

食料資源学コース

環境・生態学コース

核酸（DNA、RNA）・タンパク質などの生

農業関連の動 植物の生物学的特 性や、

環境とヒト・動植物の相互作用や生物の

体高分子の構造や機能、オルガネラや細

食料資源の持続的な生産と利用に関す

進化など、生命科学の中でもマクロな視

胞の働きといった生命科学の基盤となる

る専門知識を修得。食品の安全を守る検

点を持つ専門分野を扱います。生態系を

知識を修得。ヒト・動物の医療や健康、病

査技術の開発や、作物などの品種改良に

適切に維持する方法、生態系と生物多様

気の治療法の開発につながる教育・研究

よって食料問題の解決に貢献できる人材

性の解明を通じて、環境と生態系の保全

を行います。

を育成します。

について学びます。

植物の仕組みを
分子レベルで
追究する。

未知なる人体の
仕組みを解明する。

が

生態系から
種の起源を追う。

先端生命科学科 2年次

先端生命科学科 2年次

先端生命科学科 2年次

Midori Iguchi

Mana Yonezawa

Kyosuke Irie

香川県立高松桜井高等学校出身

京都府・京都文教高等学校出身

兵庫県立尼崎西高等学校出身

井口 碧

米澤 舞那

ん細胞のメカニズムや細胞内で起こる
現 象など、人体の 仕組みを深く学べる

昔

から図 鑑を眺めるのが好きで、将 来も
植物や農業に関わる道に進めたらと思

生命科学部

ができるので、選択したコースの科目を軸に豊富なコース科目から

入江 杏輔

昔

から動物が好きで、生き物の進化を促し
てきた環境に興味を持ち、このコースを

コースです。現代の医療は進歩していると思い

い、このコースを選択しました。なぜ葉の色が変

選びました。例えばDNAデータベースをたどる

がちですが、実はまだ発展途上。自分の体でさえ

わるのか、植物はどのようにして栄養を摂るのか。

と、蜂の近縁種などが見つかりますが、それは何

知らないことだらけです。3年次以降は抗がん剤

動物とは異なる特有の生体機能を掘り下げるた

が原因で枝分かれが起きたのか。生態系から生

治療の研究に関わることが目標です。

び、植物の面白さに引き込まれています。

命の成り立ちを追う学びに引かれています。

副コース
主コースで学修した専門性を生かして資格などの取得を目指す副コースを用意。志向や卒業後の希望進路に応じて選択できます。

グローバルコース

教職課程コース

実験動物技術者養成コース

食品衛生管理者養成コース

生命 科学の知識や技 能を生かし

理科の教員免許状取得に向け、科

「実験 動 物1級技術 者」の資格取

食品衛生管理者、食品衛生監視員

た英語運用能力を修得します。

学的な思考方法や教授法を学修。

得を目的に実践的な学びを展開。

に必要な資格取得を目指します。

遺伝子情報をもとに
刺さないミツバチをつくる

タンパク質の形から
迫る二成分毒素の作用機構

生命がRNAを制御する
原理の解明

腸管の運動制御
メカニズムの解明

臓器形成・がんの増殖・運動における
ゴルジ体の役割の解明

昼夜の環境変化に対応する
植物のしくみ

タンパク質の合成と
機能発現の仕組みの解明

ウイルス感染による
発病のしくみを探る

ATPシステムの機能・構造生物学

高橋 純一 准教授

棚橋 靖行 准教授

千葉 志信 教授

津下 英明 教授

中村 暢宏 教授

三嶋 雄一郎 准教授

本橋 健 教授

横山 謙 教授

西野 佳以 准教授
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産業生命科学科

詳細はWebで

現代社会に欠かすことができない生命科学の研究成果。
教育やビジネス、福祉など、さまざまな分野において、最先端の研究成果を社会で生かせる人材を育成します。

文系科目でも受験可能

生命科学と社会をむすぶ学び
現代社会において生命科学は欠かせない存在であり、その影
響は幅広い分野に及びます。社会の発展と課題解決には、生
命科学の知識や最先端の情報を正しく理解し、社会に伝える
力が必要です。生命科学と社会科学を融合させた学びを展開
させ、両分野の知識の学修を促進。生命科学に関わる課題を
正しく理解し、課題探究を通じて身に付ける課題解決能力や
協調性を活用して、社会のニーズと生命科学をむすび、生命科
学の研究成果を社会で生かす人材を育成します。産業生命科
学科では、文系で勉強した方の入学も可能です。
詳細はWebで

4年間の流れ

１年次

2年次～3年次春学期

3年次秋学期～4年次秋学期

学部共通で履修する生物学や化学など、生命
科学の基礎となる科目を履修します。秋学期に
は生命科学を理解・活用し、伝える力を身に付
けるためのアクティブ・ラーニング授業にも取
り組みます。1年次終了時に、関心のある分野
に応じて主コースを選択します。

自分の主コースに沿って、関心のある科目を履
修。実験科目の他、生命科学に必要な専門英
語の科目が始まります。社会で役立つ実践力
をつけるにはPBL／インターンシップ科目、社
会科学の知識を深めるには他学部の専門科目
を履修できます。

自分が学びたい分野の研究室に所属。研究活
動や社会と連携した課題探究活動に取り組み
ます。卒業論文を執筆し、4年間で培った「伝え
る力」の集大成として口頭発表も行います。

カリキュラムの特色

Pick up 科目

幅広い学びを経て、
実践的な科目に挑む

生命科学インターンシップ
生命科学がどのように社会と
関わるか、解決すべき課題にど

生命科学の基礎を学んだ上で、経済・経

のように取り組むか、
医療、
食農、

営などの社 会 科 学分野の知 識も修 得。
生命科学の研究成果を社会で活用するには、研究技術以外の幅広い見
識が必要です。研究成果を伝える効果的な手法や考え方を学びながら、
生命科学にまつわる社会問題に対処できる力を養います。また、社会と
向き合う実践力を磨くため、PBL(課題解決型学習)やインターンシップ
を学科の専門科目として開講。生命科学を活用してイノベーションを生
み出す企業や組織と提携し、課題を発見・解決する能力を身に付けます。

研究室テーマ・担当教員一覧
生命科学と社会をむすぶ
サイエンスコミュニケーションの研究
川上 雅弘 准教授

植物と環境の関係についての研究/
サイエンスコミュニケーション・理科教育
木村 成介 教授

おける就業体験を通じて学び
ます。この就業体験に加え、事
前事後の学内のフォローアッ
プの機会を通じ、実社会で専
門性を生かせるコミュニケー
ション能力を強化します。

（2021年3月現在）

卵細胞のバイオロジー、
生命科学と社会の対話
佐藤 賢一 教授

地域の食農システムは
どのようであり
いかにあるべきかを考える
三瓶 由紀 准教授
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環境分野をけん引する企業に

詳細はWebで

動物にも人にも感染する
細菌の生態と病原性
染谷 梓 准教授

高等植物のオルガネラゲノム
ならびにオルガネラ遺伝子に
関する研究
寺地 徹 教授

グリーンインフラによる自然を活かした
防災減災・地域活性化を促す政策
西田 貴明 准教授

盲導犬を効率よく生産する
ラブラドールレトリーバーの
系統の作出
野村 哲郎 教授

専門分野の学び

1年次では生命科学の基礎となる科目を履修した後、3つの主コー
スから1つを選択。2年次春学期から、コースに沿った専門的な分野
の学びがスタートします。自分が選んだコース以外の科目も履修す
目から関心のあるものを柔軟に学ぶことができます。

詳細はWebで

主コース

未来の健康を
支える人材へ

「食べる」
「作る」を学び、
食の専門性を社会で生かす

身近な環境問題を捉え、
暮らしを築く

医療と健康コース

食と農コース

環境と社会コース

医薬系の生命 科学の研究成果が、医療

農業に関連する動 植物を対象とした生

里山生態学などの学びを通して、地域を

や医薬品関連 産業とどのように結び付

命科学の研究成果が、社会とどのように

取り巻く環境問題を発見・理解するとと

いているのかを学びます。創薬に関する

結び付いているのかを探究。
「食べる」
「作

もに、その解決策を考察します。環境分

知識や製薬医療情報などの社会科学的

る」ことを多彩なアプローチで学修し、現

野に関連した生命科学の研究成果と、環

な素養も高め、進路に直結した学びを展

代社会の農業や食品関連産業が抱える

境関連ビジネスとの結び付きについても

開します。

課題を考察します。

学びます。

先端医療を
正しく活用する。

「食」の課題に
科学で切り込む。

産業生命科学科 2年次

若野 泰子

山下 笑佳

富岡 瑠加

Taiko Wakano

Emika Yamashita

療における最先端の研究を社会に還元
するにはさまざまな問題が立ちふさがり

Ruka Tomioka

大阪府立阿倍野高等学校出身

大阪府立茨木高等学校出身

医

「科学＋経済」で
環境を守る。

産業生命科学科 2年次

産業生命科学科 2年次

食

生命科学部

ることができるので、選択したコースの科目を軸に豊富なコース科

料廃棄をなくしたい。その思いを実践で
きる学びを期待してこのコースを選びま

大阪府立山田高等学校出身

環

境を守ることにどんなメリットがあるの
か、そのために必要な資金をどう集める

ます。例えば遺伝子を操作して、胎児の容姿や能

した。先進国の供給過多から、飢餓に苦しむ国

かといった環 境保全に関する課 題に、生命 科

力に手を加える「デザイナーベビー」は、どこま

の支援、昆虫食の賛否まで、政治やビジネス中

学・経済学の両面からアプローチしています。身

で許容されるのか。医療の発展と倫理的な考察

心の課題に、生命科学の視点から一歩踏み込

近な課題に「あらゆる手を尽くして」挑めるのが、

は、今後の大きな課題になると考えます。

んだアプローチができればと思います。

このコースの面白さだと感じます。

副コース
主コースで学修した専門性を生かして資格などの取得を目指す副コースを用意。志向や卒業後の希望進路に応じて選択できます。

グローバルコース

教職課程コース

生命 科学の知識や技能を生かした英語運用能

理科の教員免許状取得に向け、科学的な思考方

力を修得します。

法や教授法を学修します。

脳機能を生み出す
シナプスの構築機構
浜 千尋 教授

節足動物が伝達する
感染症は如何に起こるか
前田 秋彦 教授
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研究

３年次秋からは本格的な研究が始まります。自身が関心のあるテーマ
の研究室に所属。教員の指導を受けながら専門分野の学びを深め、学
びの集大成としての卒業研究に取り組みます。
詳細はWebで

Pick up 研究室
植物と微生物、
共生を可能にするDNAの正体は？

ク

マノミとイソギンチャク、人間と腸内細菌な
ど、異なる生物が同じ環境の中で互いに利

益をもたらして生きることを共生関係と呼びます。
この研究室では、主に植物と微生物の共生の仕組
みをDNAのゲノム解 析から解き明かしていきたい
と思っています。例えば植物との共生において最も
メジャーな根粒菌は、ある遺伝子を獲得することで
共生可能な菌になることが、ゲノム研究で明らかに
なっています。これを遺伝子の
「水平伝播」と言いま
すが、私の研究で特に注目しているのは、獲得した
DNAのうちどれが共生に関わるのかという点。
世界的にもまだ謎が多い「共生
を可能にする遺伝子」を追い求
め、日々実験を重ねています。

研究テーマ

環境微生物と植物の相互作用
システムに関する研究

先端生命科学科

実験では根粒菌を使って共生関

金子 貴一

係が成立する条件を整え、植物

教授

の成長を観察。

シナプスのメカニズムを
探求していく

脳

は五感を通して外 界から得た情 報を、8 0 0
億個もある神経細胞のネットワークに取り

込んで行動に結び付けます。この細胞同士をつな
ぐ接続部分を
「シナプス」と呼び、私の研究室では、
神経細胞間に生まれる隙間
「シナプス間隙」を研究
しています。
シナプス間隙は、まだ解明されていないことが多く、
かつては単なる「空白」と捉えられていましたが、私
は25年以上前に間隙に存 在する特定のタンパク
質（ＨＩＧタンパク質）を発見し、それを失うことで
ショウジョウバエの寿命が縮む、もしくは死に至る
ことを明らかにしました。人間の場合、シナプスの
異常は統合失調症やアルツハイマー病につながる
ことも。

研究テーマ

脳機能を生み出す
シナプスの構築機構

こうしたシナプス機 能の 解 析
産業生命科学科

が神経異常に関わる疾病の早

浜 千尋

期発見や治療につながるとみて、

教授

研究を進めているところです。
ＨＩＧタンパク質が欠損したハエを
生み出し研究を行う。
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大学院進学の道も

「研究を究めたい」
「より専門性が必要な仕事に就きたい」という学生に
は、高度な専門知識を有する技術者、研究者を養成する大学院への進
学を推奨しています。

「

も

し選択肢が2つあるなら、面白い方を選べ」
4年次で就職か研究か迷っていたとき、先

生命科学部

詳細はWebで

生にかけられたこの一言が忘れられません。
企業で働くことも、大学で研究を続けることも、中
途半端な気持ちでは続かない。
「じゃあ、心から面

世界初の実験に成功！
より高度な研究の先に、

白いと思うのは何だ？」そう突き付けられて、研究
が何より好きだと自覚しました。
今は学部時代から続けている「タンパク質の品質
管理」に関わる研究を行っています。大学院へ進

自分だけの景色が広がる。 学してすぐに、世界で初めて成功した実験があり、
その結果を手掛かりに研究を進めているところで
す。大学院ではより高度な実験にも挑むので、正
直、失敗ばかりの日々ですが、学部の頃とはスケー
ルの違う成功もある。そこには覚悟を決めた人だ
けが見られる景色が広がっています。

生命科学研究科

和田 匠太
Shota Wada
大阪府・東大谷高等学校出身

生命 科学部で学ぶ
先輩の1日

しんちょく

午前中は進 捗 確認や実験準備。午後は実験に没頭。
最新の機器が使える環境で、研究がはかどります。

スケジュール

9:30

総合生命科学部
動物生命医科学科 4年次

沖野 舜

10:30

12:30

13:30

16:00

20:00

大学に到着。
「安全

午後の実験の準備。

研究室の仲間と「研

実験開始。細胞の成

高感度でサンプルの

帰宅。データ解析や、

キャビネット」で前日

細胞内のタンパク質

究談話室」で休憩。

分を分離する電気泳

検出が可能な「化学

翌日の実験準備をし

に準備した細胞培養

を分離するための、

炊飯器でご飯を炊い

動を行い、データの

発 光 撮 影 装 置 」を

て、研究室を出る。

の進捗を確認する。

ゲル作成などを行う。 て皆で食べる日も。

収集・解析を行う。

使って実験を続ける。

しんちょく

Shun Okino
新潟県・新潟明訓高等学校出身

研究室で経過をチェック

ウイルスの研究に取り組む

充実の機器で研究効率を向上

3年次秋学期から所属する研究室。学生そ

ダニを媒介とするトゴトウイルスを研究。ウ

学生が1人1台 使える豊富な顕微 鏡や、高

れぞれにデスクが提供され、指導教員や同

イルスを感染させた細胞を培養し、電気泳

精度の機器を用途に合わせて使用し、効率

じ研究室の仲間と研究活動に励みます。

動槽で分離・検出していきます。

よく研究を進めることが可能です。
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内定者 に聞く
学部 での学び

経済学部
経済学科 4年次

経済学部

浅越 くらら
Kurara Asagoe
京都府・京都産業大学附属

内定を獲得した先輩は、学部での学びを通して、

高等学校出身

どのように卒業後の進路を決定したのか。

内定先

それぞれの実体験を基に、各学部の学びの魅力や、

阪和興業株式会社

進路選択について語ってもらいました。

海 外と関わる仕事がしたいと、鉄
鋼から食品までを扱う商 社へ。専
門教育科目だけでなく、英語で経
済を勉強したり、ワークライフバラ
ンスを考えたり、幅広く学べたおか
げで、進 路の選択肢を広げること
ができました。

経営学部
経営学科 ４年次

経営学部

法学部 法律学科 4年次

法学部

根岸 由季

平岡 孝祥

Yuki Negishi

Kosho Hiraoka

岡山県立玉島高等学校出身

京都府立
京都すばる高等学校出身

内定先

内定先

厚生労働省
労働基準監督官

亀田製菓株式会社

(任官予定)
〈国家公務員〉

お菓子メーカーで働くのが中学時

高 校 の 頃に見たドラマの 影 響で

代からの夢でした。何でも吸収して

憧れた職業でした。この仕事に就

やろうと夢中で学んだ経営学。現

くことを目標に学んできた4年間。

在進行形で動いている経営の事例

「じゃあ、こんな授業はどう？」と

や最 新の理 論も追う中で、
「学ぶ

教えてくれる先生や先輩方との出

面白さ」に目覚めたことが最大の

会いなど、
「求めればかなう」環境

収穫でした。

現代社会学部
現代社会学科 4年次

が私を成長させてくれました。

現代社会学部

外国語学部
国際関係学科 4年次

南 有香

佐藤 友梨香

Yuka Minami

Yurika Sato

兵庫県立豊岡高等学校出身

京都府立城南菱創高等学校出身

内定先

内定先

裁判所職員
家庭裁判所調査官補

山九株式会社

〈国家公務員〉
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家事事件、少年事件などに関わる

学部での海外研修や、日本を訪れ

「調査官」の道へ進みます。複雑な

る留学生をサポートする学びの中

課題と向き合い、解決に導く社会

で見えてきたのは、日本と世界の

学の学びを生かして、離婚家庭の

「つながり」でした。卒業後は国際

親権問題や、非行少年の生活環境

物流の最前線へ。輸出入という「つ

などの調査から対象者の方に寄り

ながり」で、日々の暮らしを支える

添う仕事ができればと思っています。

仕事ができたらと思います。

国際関係学部

外国語学部
ヨーロッパ言語学科
4年次

外国語学部

文化 学 部

文化学部
京都文化学科 4年次

上田 致聖

足立 充毅

Tomomasa Ueda

Atsuki Adachi

滋賀県・光泉高等学校出身
（現・光泉カトリック高等学校）

京都府・大谷高等学校出身

内定先

内定先

株式会社ロッテ

高見株式会社
(TAKAMI BRIDAL)

「伝える」ことに焦点を当てた学び

文化学部の学びの終着点は、やは

や長期留学を経て、自身の将来像

り「人」なのだと思います。京都の

が見えてきました。内定先はアジア

夏の風物詩、祇園祭を研究する中

を中心に展開するグローバル企業。

で、伝 統行事を後世に残そうとす

国籍や文化が混じり合う職 場で、

る町衆の懸命な姿が、ブライダルと

新たな価値観を吸収しながら、成

いう「家族の一生の思い出を残す

長できればと思っています。

仕事」と重なりました。

理学部
宇宙物理・気象学科 4年次

理学部

コンピュータ理工学部
ネットワークメディア学科 4年次

引地 慶

矢部 沙也加

Kei Hikichi

Sayaka Yabe

三重県立松阪高等学校出身

京都府立桂高等学校出身

内定先

内定先

一般財団法人
日本気象協会

凸版印刷株式会社

3年次に「気象予報士」の資格を取

私が研究室で取り組んだのは「コ

得。学部で学んだ気象の知識を生

スメのレビュー比較のシステム」。

かす道に進みます。
「天気を楽しめ

自分が本当に欲しい仕組みを、自

る人は、人生を楽しめる」。日常の

分の手で作り出せるのが情報理工

不思議を解き明かす理学部での学

学部の魅力です。内定先も「新しい

びを軸に、天気の楽しみ方を伝え

ことに挑 戦できる」という企業姿

ていきたいと思います。

勢が何より魅力的に映りました。

総合生命科学部
生命システム学科 4年次

茂山 将市
Shoichi Shigeyama
京都府立城南菱創高等学校出身

内定先

生命 科学部

内定者経験談の
詳しい話は
こちら
詳細はWebで

東和薬品株式会社

医 師 や 薬 剤 師 の 方 々と 関 わ る
MR(医薬情 報担当者)として働く
予定です。教員やチーム間での情
報共有が実験の成否につながる生
命科学の学び。そこで培ったコミュ
ニケーションの力を生かして、医療
の現場を飛び回りたいです。

情報理工学部

卒業生の
インタビューは
こちら
詳細はWebで
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就職実績

経済学部

就職率

98.2%

教育・学習支援業 1.2 %
飲食店・宿泊業 1.2 %
医療・福祉 1.4%
複合サービス事業 2.0 %
建設業 3.0 %
公務 4.4%

学部別

農・林・漁・鉱業 0.2 %
電気・ガス・熱・
水道供給業 0.2 %
その他

卸売・小売業

運輸業 5.1%

（2019年度実績）

25.2%

不動産・物品賃貸業 6.3 %

最新情報はWebサイトで

法学部

就職率

97.4%

医療・福祉 0.6 %
複合サービス事業 1.2 %
教育・学習支援業 1.6 %
飲食店・宿泊業 1.6 %
運輸業 4.3 %
建設業 4.3 %
不動産・物品賃貸業

その他

3.1%

卸売・小売業

23.3 %

5.1%

情報通信業 5.1%

サービス業

14.7%

公務 9.8 %

製造業

13.1%

金融・保険業 12.2 %

97.9%
電気・ガス・熱・
水道供給業 0.2 %

0.6 %
0.8 %
教育・学習支援業 1.5 %
飲食店・宿泊業 2.5 %
公務 2.7%
運輸業 3.3 %
建設業 4.1%
医療・福祉

複合サービス事業

その他

卸売・小売業

26.5 %

金融・保険業 10.8 %

製造業

14.1%
サービス業

情報通信業 11.6 %

13.5 %

3.5%

13.2%

伊藤ハム、凸版印刷、積水樹脂、日本新薬、マキタ、東芝、ニチコ
ン、島津製作所、関西電力、近畿日本鉄道、ＪＲ東海、ＪＲ西日本、
日本通運、阪急電鉄、ANA関西空港、興和、タキイ種苗、イオンリ
テール、ジェイアール西日本伊勢丹、セブン–イレブン・ジャパン、
カインズ、阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、関西みらい銀行、
紀陽銀行、京都銀行、滋賀銀行、静岡銀行、中国銀行、百十四銀行、
福井銀行、北國銀行、みずほフィナンシャルグループ、京都中央信
用金庫、大樹生命保険、明治安田生命保険、京セラコミュニケー
ションシステム、富士通エフサス、日本旅行、全国健康保険協会、
ＪA岡山、日本郵便、日本年金機構、阿南市役所、有田市役所、淡
路市役所、宇和島市役所、大野市役所、菊川市消防本部、警察庁、
長浜市役所、
柳井市役所

積水ハウス、大和ハウス工業、ミサワホーム、大京アステージ、伊
藤ハム、
山崎製パン、
伊藤園、
タカラスタンダード、
大塚製薬、
太平
洋セメント、京セラドキュメントソリューションズ、東芝エレベータ、
日本精工、不二越、ニチコン、ＨＯＹＡ、ローム、ダイハツ工業、マ
ツダ、
東京ガス、
近畿日本鉄道、
ＪＲ東海、
ＪＲ西日本、
アルフレッ
サ、大塚商会、キヤノンシステムアンドサポート、ファミリーマート、
京都銀行、福岡銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀
行、
りそな銀行、
ＳＭＢＣ日興証券、
三菱UFJモルガン・スタンレー
証券、日本生命保険、明治安田生命保険、アルファシステムズ、日
立システムズ、ソフトバンク、エイチ・アイ・エス、ＪＴＢ、日本郵便、
高見、ＮＴＴネオメイト、大阪府警察本部、大阪府庁、京都市消防
局、
坂井市役所

外国語学部

文化学部

就職率

96.6%
電気・ガス・熱・
水道供給業 0.2 %
その他 3.3 %

複合サービス事業 0.9 %
医療・福祉 1.4%
公務 1.6 %
建設業 2.1%
不動産・物品賃貸業 2.8 %
教育・学習支援業 3.8 %
金融・保険業

卸売・小売業

4.7%

23.4%

情報通信業 4.9 %
飲食店・宿泊業

サービス業

6.6 %

製造業

運輸業 12.9 %

16.4 %

15.0 %

就職率

99.6%
農・林・漁・鉱業

複合サービス事業 0.9 %
教育・学習支援業 1.3%
医療・福祉 2.2%
公務 2.2%
不動産・物品賃貸業 3.0 %
建設業 3.5%
金融・保険業 3.5%

0.4%

その他 3.5%

卸売・小売業

31.6 %

飲食店・宿泊業 4.7%
情報通信業 5.6 %
運輸業 7.8 %

サービス業

製造業

%
10.8% 19.0

五洋建設、住友林業、積水化学工業、大和ハウス工業、長谷工コ
ミュニティ、フジパングループ本社、ユニチカ、ワコール、レンゴー、
大日本印刷、
ＴＨＫ、
キーエンス、
スズキ、
ＪＲ東海、
ＪＲ西日本、
Ｊ
Ｒ東日本、ヤマト運輸、ＡＮＡ関西空港、興和、日本アクセス、ス
ズケン、伊藤忠プラスチックス、セブン–イレブン・ジャパン、大垣
共立銀行、
京都銀行、
三井住友銀行、
野村證券、
日本生命保険、
あ
いおいニッセイ同和損害保険、アルファシステムズ、ＮＴＴ西日
本、日本郵便、綜合警備保障、トランスコスモス、日本年金機構、
国家公務員一般職（厚生労働省）、防衛省自衛隊、法務省専門職
員（人 間 科 学）、愛知県警察本部、北九州市役所、岐阜県警察本
部、
京都市消防局、
滋賀県警察本部、
島根県庁、
東京消防庁、
奈良
市役所、
浜松市役所、
広島県警察本部

積水ハウス、大和ハウス工業、コーセー、日本新薬、京セラドキュ
メントソリューションズ、ダイキン工業、キーエンス、村田製作所、
富士通、スズキ、日野自動車、任天堂、近畿日本鉄道、ＪＲ東海、
西日本鉄道、日本通運、シンガポール航空、スターフライヤー、全
日本空輸、日本航空、ＡＮＡ大阪空港、ＡＮＡ関西空港、ＡＮＡ成
田エアポートサービス、ＣＫＴＳ、良品計画、日本食研ホールディ
ングス、三菱食品、北陸銀行、京都中央信用金庫、第一生命保険、
日本生命保険、明治安田生命保険、サイバーエージェント、エイ
チ・アイ・エス、近畿日本ツーリスト中国四国、ＪＴＢ、東武トップ
ツアーズ、日本郵便、高見、国税専門官、国家公務員一般職（厚生
労働省）、防衛省陸上自衛隊、京都府警察本部、警視庁、新見市
役所、
守山市役所

住友林業、大和ハウス工業、上村工業、コニシ、ＮＯＫ、長府製作
所、東洋シヤッター、村田製作所、近畿日本鉄道、ＪＲ西日本、丸
和運輸機関、ＡＮＡ大阪空港、ＪＡＬスカイ大阪、ニチモウ、加藤
産業、三笑堂、シークス、渡辺パイプ、京都生活協同組合、エディ
オン、コスモス薬品、伊予銀行、四国銀行、京都信用金庫、岩井コ
スモ証券、住友生命保険、第一生命保険、ディップ、ネクシィーズ
グループ、ＪＴＢ、日本旅行、近鉄・都ホテルズ、京阪ホテルズ＆
リゾーツ、ウェスティンホテル大阪、中の坊、ホテルニューアワジ、
ルートインジャパン、
日本郵便、
ＳＧホールディングス、
ビジネスブ
レイン太田昭和、
ユー・エス・ジェイ、
高見、
ダスキン、
トランスコス
モス、
防衛省航空自衛隊、
朝来市役所、
京都市役所、
警視庁

理学部

情報理工学部

生命科学部

就職率

1.3 %
建設業 1.3 %
運輸業 2.6 %
公務 3.9 %

飲食店・宿泊業

金融・保険業

9.1%

卸売・小売業 11.7%

製造業 13.0 %

100%

就職率

95.3%

飲食店・宿泊業 1.2 %
医療・福祉 1.3%
電気 ･ ガス･ 熱・水道供給 1.2 %
その他 1.3%
不動産・物品賃貸業 2.5 %

サービス業

22.0 %

教育・学習支援業

18.2%

情報通信業

教育・学習支援業 1.2%
その他 2.5%

金融・保険業 2.5 %
卸売・小売業 4.9 %

1.3 %
1.3 %
不動産・物品賃貸業 2.6 %
公務 3.9 %
農・林・漁・鉱業 4.0 %

製造業

9.9 %

情報通信業

45.7%

サービス業

28.4 %

ハウスドゥ、ユーシン精機、堅田電機、キオクシア、京セラ、バッファ
ロー、関西みらい銀行、共栄火災海上保険、ＮＳＤ、ＮＴＴコムウェ
ア、京セラコミュニケーションシステム、コア、システムディ、Ｓｋｙ、
日本システム技術、
オプテージ、
サイバーエージェント、
ＮＴＴフィー
ルドテクノ、
綜合警備保障、
アルトナー、
アルプス技研、
ＮＴＴネオメ
イト、
クロス・マーケティンググループ、
ビーネックスグループ
※コンピュータ理工学部の実績

就職率

100%
金融・保険業 1.3%

運輸業

建設業

教育・学習支援業

14.3 %

小松ウオール工業、
堅田電機、
星和電機、
ローム、
ＡＮＡ関西空港、
大塚商会、ネットワンシステムズ、京都銀行、滋賀銀行、第三銀行、
みずほフィナンシャルグループ、京都信用金庫、近畿労働金庫、イ
ンテック、京都電子計算、ＪＸアイティソリューション、NEC航空
宇宙システム、ホテルニューアワジ、徳島県教育委員会、浜松市教
育委員会、広島市教育委員会、大阪府教育委員会、ＮＴＴフィー
ルドテクノ、アルプス技研、パーソルＲ＆Ｄ、メイテック、明石市役
所、
京都市消防局、
京都市交通局
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17.5 %

製造業

サービス業 9.7%

就職率

不動産・物品賃貸 4.6 %

金融・保険業

情報通信業 7.1%

進路統計

2.0 %

経営学部

その他

1.3 %

卸売・小売業

4.0 %

23.7%

医療・福祉 5.3 %
情報通信業 7.9 %

サービス業
製造業

19.7%

23.7%

日本クレア、ハウスドゥ、神戸屋、フジパングループ本社、宝酒造、
ＵＣＣ上島珈琲、
糸川産業、
大塚化学、
さかえ、
ニプロファーマ、
ニ
チアス、マキタ、トーホー、東都水産、ＵＨＡ味覚糖、中北薬品、ナ
カライテスク、日本ベーリンガーインゲルハイム、アークレイ、サカ
タのタネ、ドギーマンハヤシ、滋賀銀行、日本中央競馬会、日本年
金機構、
小泉アフリカ・ライオン・サファリ、
国家公務員一般職
（財
務省税関）、
洲本市役所、
舞鶴市役所 ※総合生命科学部の実績

現代社会学部

国際関係学部

【参考】現代社会学部 4年次生の内定先

【参考】外国語学部国際関係学科
（現：国際関係学部）卒業生の過年度就職実績

積水ハウス、オリエンタルベーカリー、永谷園、フジッコ、ノーリツ、村田製作所、任天堂、阪急電鉄、京
都銀行、四国銀行、南都銀行、広島銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、日本生命保険、中小企業
基盤整備機構、日立ソリューションズ、UNITED PRODUCTIONS、JTB、国立病院機構 大阪医療セ
ンター、
京都清水メディケアシステム、
社会保険診療報酬支払基金、
JAアグリあなん、
JA大阪北部、
JA
紀州、日本郵便、JA東びわこ、非破壊検査、高知県教育委員会、ALSOK香川、京都商工会議所、アイ・
ケイ・ケイ、裁判所職員 家庭裁判所調査官補、綾部市役所、淡路市役所、斑鳩町役場、大津市役所、
隠岐の島町役場、岐阜市役所、京都府庁、滋賀県警察本部、新温泉町役場、兵庫県警察本部、福知山
市役所、
和歌山県警察本部

愛知製鋼、伊藤園、江崎グリコ、エスペック、京セラ、京都ホテル、近鉄エクスプレス、グローリー、鴻池
組、
鴻池運輸、
サイバーエージェント、
サカタインクス、
三協立山、
ＪＫホールディングス、
ＪＴＢ、
島津製
作所、スズキ、全日本空輸、ソフトバンク、第一生命保険、ダイキン工業、大日本住友製薬、大和証券グ
ループ、
大和ハウス工業、
タカラスタンダード、
タキイ種苗、
ＤＭＧ森精機、
ＴＯＷＡ、
東リ、
日新、
日本航
空、日本精工、日本通運、日本電産、任天堂、ノーリツ、野村証券、日置電機、東日本旅客鉄道、日野自
動車、フジキン、不二越、星野リゾート、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、三井住友建設、
三菱ＵＦＪ銀行、
ヤフー、
山九、
雪印メグミルク、
国家公務員一般職
（厚生労働省）、
市役所 他
※国際関係学部は2019年4月に開設した学部のため、
2019年度の就職率は算出していません。

※現代社会学部は2017年4月に開設した学部のため、2021年3月卒業予定者の内定先を掲載しています。

業種別
農・林・漁・鉱業
農業
タキイ種苗
雪印種苗
漁業
日本水産
マルハニチロホールディングス

建設業
総合（土木・建築）
安藤・間
大林組
鹿島建設
鴻池組
清水建設
大成建設
竹中工務店
戸田建設
三井住友建設
土木・橋梁・
造園・鉄骨
ジャパンパイル
建築・建設
きんでん
生和コーポレーション
大東建託
設備工事・プラント・内装
NECネッツエスアイ
かんでんエンジニアリング
関電工
吉忠マネキン
住宅
一条工務店
住友林業
セキスイハイム近畿グループ
積水ハウス
大和ハウス工業
パナソニックホームズ
ミサワホーム
三井ホーム

製造業
食品・食料
味の素
伊藤ハム
エースコック
江崎グリコ
ヱスビー食品
エバラ食品工業
おやつカンパニー
カゴメ
キッコーマン
キユーピー
敷島製パン
宝酒造
東洋水産
ニチレイフーズ
日清食品
日本ハム
日本食研ホールディングス
ネスレ日本
ハウス食品
フジッコ
フジパン
ブルボン
丸美屋食品工業
明治
森永製菓
森永乳業
山崎製パン
ヤマザキビスケット
雪印メグミルク
ロッテ
飲料・たばこ・飼料
アサヒビール
伊藤園
キリン
月桂冠
サッポロビール
サントリーホールディングス

日本たばこ産業
ヤクルト本社
繊維工業
倉敷紡績
グンゼ
セーレン
帝人
東洋紡
東レ
日清紡ホールディングス
日東紡績
三菱レイヨン
ユニチカ
繊維製品・衣料
川島織物セルコン
住江織物
ワコール
木材・木製品
ウッドワン
永大産業
王子製紙
大建工業
中越パルプ工業
家具・装備品
イトーキ
オカムラ
クリナップ
コクヨ
タカラスタンダード
立川ブラインド工業
パルプ・製紙・紙製品
ザ・パック
大王製紙
東罐興業
日本製紙
リンテック
印刷・印刷関連サービス
大日本印刷
凸版印刷
NISSHA
化学・医薬・化粧品
アース製薬
旭化成
アステラス製薬
アルビオン
EAファーマ
エーザイ
エスケー化研
エステー
MSD
大塚製薬
小野薬品工業
花王
科研製薬
カネボウ化粧品
杏林製薬
協和発酵キリン
コーセー
小林製薬
サンスター
塩野義製薬
資生堂
昭和電工
ゼリア新薬工業
第一三共
大正製薬
大日本住友製薬
大日本除虫菊
武田薬品工業
中外製薬
ツムラ
DIC
東ソー
東洋インキSCホールディングス
日本新薬
日本特殊塗料
ノエビア
ノバルティスファーマ
久光製薬
ファイザー
フジシールインターナショナル

P&G
マルホ
マンダム
三菱ケミカル
Meiji Seika ファルマ
ライオン
ロート製薬
石油製品・石炭製品
アロン化成
NOK
コスモ石油
昭和シェル石油
積水樹脂
ゴム製品
東洋ゴム工業
豊田合成
横浜ゴム
皮革・毛皮製品
良品計画
プラスチック製品
アキレス
カネカ
JNC
信越化学工業
住友ベークライト
積水化成品工業
ダイセル
ニフコ
日立化成
窯業・土石・
セラミックス・ガラス
TOTO
ニチアス
日本特殊陶業
日本板硝子
ノリタケカンパニーリミテド
鉄鋼業
神戸製鋼所
JFEスチール
新日鐵住金
日立金属
三菱製鋼
非鉄金属
住友電気工業
日立金属
フジクラ
三菱マテリアル
リョービ
金属製品・金属加工品
スガツネ工業
東洋製罐
日本軽金属
日本発条
ノーリツ
日之出水道機器
LIXIL
リンナイ
YKK
一般機械・産業機械
アマノ
NTN
カシオ計算機
川崎重工業
キャタピラージャパン
キヤノン
京セラドキュメントソリューションズ
クボタ
栗田工業
グローリー
KYB
コニカミノルタ
小松製作所
SCREENホールディングス
住友重機械工業
セガホールディングス
ダイキン工業
大和冷機工業
DMG森精機
THK
日本精工
日本製鋼所
日立建機
日立造船
フジキン
不二越
富士ゼロックス
フジテック
ホソカワミクロン

マキタ
三菱重工業
ミネベアミツミ
村田機械
ヤマザキマザック
ヤンマー
湯山製作所
電気機械・照明
IDEC
アズビル
岩崎電気
キーエンス
GSユアサ
シンフォニアテクノロジー
スタンレー電気
住友電装
デンソー
東芝
パナソニック
日立製作所
富士通
富士通ゼネラル
富士電機
マクセルホールディングス
三菱電機
明電舎
横河電機
電子・デバイス
イビデン
FDK
オプテックス
京セラ
太陽誘電
TDK
ニチコン
日東電工
日本シイエムケイ
日本電気硝子
日本航空電子工業
日本電産
HOYA
ミツミ電機
村田製作所
ルネサスエレクトロニクス
ローム

島津製作所
セイリン
寺岡精工
ニプロ
日本光電工業
堀場製作所
その他製品
河合楽器製作所
サクラクレパス
ジーシー
任天堂
ヤマハ
ヨネックス

電気・ガス・熱供給・
水道業
電気・ガス・熱・
水道供給業
アイテック
大阪ガス
関西電力
九州電力
中部電力
電源開発
東京電力ホールディングス
東北電力

情報通信業
出版・新聞
朝日新聞社
ゼンリン
ベネッセコーポレーション
ソフトウエア・情報処理・
情報サービス

アルファシステムズ
インテック
SCSK
NECソリューションイノベータ
NSD
エヌ・ティ・ティ・データ
カプコン
シーイーシー
Sky
スミセイ情報システム
情報通信機械器具
TIS
TKC
オムロン
帝国データバンク
シャープ
シュナイダーエレクトリックホール 東京商工リサーチ
日本アイ・ビー・エム
ディングス
日本総合研究所
セイコーエプソン
バンダイナムコエンターテ
ソニー
インメント
デンソーテン
日立システムズ
東芝テック
富士ソフト
日本電気
富士通エフサス
日本NCR
富士通マーケティング
日本ヒューレット・パッカード
マイナビ
日本無線
リクルートホールディングス
能美防災
通信業・同関連
PFU
ブラザー工業
エヌ・ティ・ティ・
自動車・輸送機器・
関連

IHI
アイシン・エィ・ダブリュ
アイシン精機
いすゞ自動車
エクセディ
サンデンホールディングス
ショーワ
スズキ
SUBARU
ダイハツ工業
トヨタ自動車
豊田自動織機
日産自動車
日野自動車
本田技研工業
マツダ
三井造船
三菱自動車工業
三菱ロジスネクスト
モトーレンティーアイ
ヤマハ発動機
精密・光学・
レンズ・医療
イシダ
オリンパス
シスメックス
シチズン時計

コミュニケーションズ
NTT西日本
NTT東日本
KDDI
ソフトバンクグループ
日本電信電話
ヤフー
楽天

放送業
（TV・ラジオ・有線）
朝日放送
NHK
テレビ金沢
毎日放送
映像・TV番組・
音楽 製作配給
東宝

運輸業
海上
東海運
JFE物流
日本郵船
郵船ロジスティクス
陸上
小田急電鉄
近畿日本鉄道

京阪電気鉄道
鴻池運輸
佐川急便
JR東海
JR西日本
JR東日本
東京急行電鉄
東京地下鉄
名古屋鉄道
西日本鉄道
日本通運
阪急電鉄
阪神電気鉄道
日立物流
福山通運
ヤマト運輸
航空
エールフランス航空
カタール航空
キャセイパシフィック航空
全日本空輸
日本航空
倉庫・物流・
運輸附帯サービス
ANA大阪空港
近鉄エクスプレス
JALスカイ
住友倉庫

卸売・小売業
総合
伊藤忠商事
稲畑産業
兼松
三共生興
住友商事
ニッセン
丸紅
三谷商事
三井物産
三菱商事
繊維製品・衣服・
身の回り品
イトキン
オンワード樫山
三陽商会
ジャヴァグループ
スタイレム
蝶理
東京スタイル
ファイブフォックス
ワールド
食品・飲料
アサヒ飲料
旭食品
加藤産業
くらこんホールディングス
国分
サントリーフーズ
トーホー
日本アクセス
三菱食品
医薬・化学・
化粧品・ゴム・
プラスチック
アストラゼネカ
アルフレッサ
アルフレッサホールディングス
花王カスタマーマーケティング
ケーエスケー
スズケン
大正富山医薬品
ノボノルディスクファーマ
ポーラ
メディセオ
持田製薬
ユニ・チャーム
金属・鉱物・
金属製品
伊藤忠エネクス
岩谷産業
JFE商事
TOKAIグループ
機械器具・OA製品
因幡電機産業
内田洋行
エレコム
大塚商会

キヤノンマーケティングジャパン
コネクシオ
ダイワボウ情報システム
たけでん
たけびし
東京エレクトロン
日商エレクトロニクス
日本ユニシス
ブラザー販売
丸文
モリタ
矢崎総業
リコージャパン
渡辺パイプ
建材・木材・再生資源
アドヴァン
豊田通商
家具・インテリア・
什器・陶器
サンゲツ
その他の製品
アシックス・ジャパン
デサント
日本紙パルプ商事
日本出版販売
バンダイ
ミズノ
百貨店・総合スーパー
イオンリテール
イズミヤ
イトーヨーカ堂
近鉄百貨店
J.フロントリテイリング
そごう・西武
ダイエー
髙島屋
東武百貨店
阪急阪神百貨店
丸井グループ
三越伊勢丹
飲食料品・食品スーパー
ジャパンビバレッジホール
ディングス
セブン-イレブン・ジャパン
ファミリーマート
マツモト
ローソン
繊維・衣服・靴・
身の回り品
青山商事
アデランス
サンエー・インターナショナル
フェリシモ
ユニクロ
家具・建具・
什器・家電
ホームセンター
大塚家具
コーナン商事
コジマ
上新電機
ニトリ
ビックカメラ
ヨドバシカメラ
その他（メガネ・薬局・
書籍・スポーツ等）
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
スギ薬局
マツモトキヨシ
三城

金融・保険業
銀行・信託銀行
あおぞら銀行
青森銀行
秋田銀行
阿波銀行
池田泉州銀行
岩手銀行
愛媛銀行
関西みらい銀行
京都銀行
近畿大阪銀行
熊本銀行
佐賀銀行
山陰合同銀行
滋賀銀行

四国銀行
静岡銀行
十六銀行
常陽銀行
新生銀行
親和銀行
スルガ銀行
千葉銀行
栃木銀行
名古屋銀行
南都銀行
日本銀行
肥後銀行
百十四銀行
広島銀行
北陸銀行
北國銀行
みずほフィナンシャルグループ
三井住友銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
宮崎銀行
山口フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
りそなグループ
信用金庫・
信用協同組合
尼崎信用金庫
大阪シティ信用金庫
大阪信用金庫
岐阜信用金庫
京都信用金庫
京都中央信用金庫
証券業
いちよし証券
SMBC日興証券
岡三証券
大和証券
東海東京証券
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券
生命保険
アフラック生命保険
かんぽ生命保険
住友生命保険
大同生命保険
日本生命保険
明治安田生命保険
メットライフ生命保険
損害保険
あいおいニッセイ同和損害保険
AIG損害保険
全労済
損害保険ジャパン日本興亜
東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
協同組織
政府系金融機関
日本政策金融公庫
消費者・クレジット・
投資・他
オリエントコーポレーション
クレディセゾン
ジェーシービー
三井住友カード
三菱UFJニコス

不動産業
不動産取引業
（建物・土地）
エイブル
住友不動産
東急リバブル
三井不動産

飲食店・宿泊業
レストラン・外食・給食
サイゼリヤ
すかいらーく
日清医療食品
日本マクドナルド
ホテル・旅館
ジェイアール西日本ホテル開発
帝国ホテル
ロイヤルホテル

医療・福祉
病院・医院・医療・
保健衛生
日本医学臨床検査研究所
日本赤十字社
労働者健康安全機構
福祉・福祉施設
スーパー・コート
全国健康保険協会

複合サービス事業
協同組合・郵便局
日本郵便
税理・会計・特許・
経営コンサルタント
AOKIホールディングス
ソニー・ミュージックエンタテインメント
船井総合研究所

サービス業
広告代理業
アイデム
大広
電通
東急エージェンシー
博報堂
旅行代理店
エイチ・アイ・エス
近畿日本ツーリスト
京王観光
JTB
東武トップツアーズ
日本旅行
阪急交通社
非営利団体
（学術・開発研究機関）
宇宙航空研究開発機構
京都微生物研究所
メンテナンス・保守・修理
オムロンフィールドエンジニアリング
三菱電機システムサービス
レジャー・娯楽・スポーツ
施設・フィットネスクラブ
オリエンタルランド
コナミグループ
日本中央競馬会
吉本興業
理美容・エステ・
洗濯・浴場
白洋舎
警備保障
ALSOK綜合警備保障
セコム
物品レンタル・
物品リース
オリックス
高見
ダスキン
三井住友ファイナンス&リース
ワタキューセイモア
その他
NTTネオメイト
NTTマーケティングアクト
日本水処理工業
ミキハウス
非営利団体
（政治・
経済・文化団体）
JAF
冠婚葬祭
Plan・Do・See

公務員
国家公務員一般職
国税専門官
労働基準監督官
裁判所事務官一般職
刑務官
防衛省自衛隊
各都道府県庁
各市区町村職員
各都道府県警察
各都道府県消防
各都道府県教員

※企業・団体の名称は入社当時のものによる。
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Student Voice

Q.

経済学部

学生の将来を気にかけてくれる

もし1つだけ挙げるなら

あなたの学部の
いいところは？

将来につながるか」というのは先生と話すとき
によく出る話題なのですが、いつも学生の将来
を気にかけてもらえているんだなと実感します。
先輩から「経済学部は就職がいい」と聞いてい
ましたが、そんな先生のサポート
も影響していると思います。
経済学部
経済学科 2年次

柳原 理冴
Risa Yanagihara
福岡県立伝習館高等学校出身

京都産業大学に関するさまざまな疑問に

先輩たちが答えます！

経営学部

法学部

現代社会学部

経営の仕組みを体感できる

先輩・後輩のつながりが濃い

高め合える仲間ができる

きっと、どこよりも先輩・後輩の交流が盛んな

「自分を成長させる仲間に恵まれる」というのが、

TVプロデューサーの卒業生との共同プロジェ

学部です。これはカリキュラムに理由があって、

私の考えるいいところ。問題を議論する授業

クトに参加。チーム対抗で学食メニューのCM

2年次以上の先輩が「スチューデント・アシスタ

やグループワークをする機会がとにかく多くて、

を作って、売り上げUPバトルをしました。経営

ント」として1年次の授業をサポートする仕組み

毎回、本音をぶつけるので高校のときとは違っ

学の本質の一つである、企業が扱う人や物やお

があります。自分が先輩になると、同じように後

た密度で仲良くなる。切磋琢磨する循環が出来

金の流れを体 感でき、社 会に

輩の学びを助けるので、自然と

上がっているという印象です。

出る前に自分事として考える

つながりが濃くなるんです。

きっかけになりました。

法学部

経営学部 経営学科 4年次

法政策学科 3年次

上野 京梧

浦岡 由布

企業や行政と連携した実習が面白い!!

私は

Kyogo Ueno

Yufu Uraoka

現代社会学部
健康スポーツ社会学科 4年次

角谷 宗一郎
Soichiro Kakutani

大阪府・常翔学園高等学校出身

石川県・遊学館高等学校出身

福井県・福井工業大学附属
福井高等学校出身

国際関係学部

外国語学部

文化 学 部

ハードに鍛えられる

世界への入り口が、ここにある

“究めたい学び”に出合う

一言でいえば、
「忙しいけど充実！」ですね。国

授業内でのやりとりは全て英語なので、気付け

「深く学ぶ」
「広く学ぶ」、両方できるのが魅力で

際関係学って、英語の他に経済や政治など、学

ば毎日外国語漬け。まるで大学の中に「どこで

す。私は以前、授業で「お墓」について掘り下げ

ぶべき範囲がすごく広いんです。あとは1年次

もドア」があって、世界とつながっているような

たんですが、このテーマにかなり引かれて「コレ

末に全員が海外研修に行く実習が必修科目な

感覚です。海外留学も経験しましたが、留学先

を究めるのもいいな」と思ったり。手当たり次

ので、自然と勉強にも力が入ったり。その意味で

と遜色ない環境が学内に整っている。努力した

第に学んで、思いも寄らなかったテーマが心に

は学ぶ 機 会も、動 機も、成

分だけ成長を実感できる厳

果も、十分な学部です。

しさと面白さがあるんです。

国際関係学部
国際関係学科 2年次

外国語学部
英語学科 4年次

文化学部 国際文化学科 3年次

嶋田 花奈

北野 耕太郎

Ryui Hakata

Kana Shimada

Kotaro Kitano

大阪府・大阪夕陽丘学園高等学校出身

滋賀県立石山高等学校出身

大阪府・東海大学付属
大阪仰星高等学校出身

理学部

情報理工学部

生命 科学部

理解できた瞬間の快感にハマる

どんな願いもかなえる世界へ

先生は世界レベルの研究者

理学部には「定番の景色」があるんです。仲間

現代科学の力でやりたいことが実現できちゃい

すごいなと思うのは、先生たちが「世界的な研

が集まってホワイトボードに数式を書いて、
「こ

ます。ゲームなどのプログラムはもちろん、
「こ

究者」でもあること。研究室に所属するのは3

の問題、どう考える？」っていつも熱心に話し込

ういう便利なモノを作りたい」と思い付いた

年次の秋なのですが、私も含め1年次の頃から

んでいる。理学部の学びって理解できないとき

ら、すぐにファブスペースで作ることができます。

興味のある研究室を覗きに行く人もいます。先

は全くの暗闇だけど、何かをつかんだ瞬間、雷

「やりたいことをやってやる」という欲望に忠

生や先輩たちが1年次の私の疑問にも耳を傾

に打たれたみたいに「分かったー!!」ってしびれ

実な学生がたくさんいるところが私は好きです。

けてくれたり、刺激的で探究心に火が付く環境

刺さる。そんな学びとの出合いが

だい ご み

醍 醐味かなと。

博田 龍惟

が整っています。

るような感覚があるんですよね。
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「先生の面倒見の良さ」です。
「どういう学びが

理学部
物理科学科 4年次

情報理工学部
情報理工学科 3年次

生命科学部
先端生命科学科 2年次

瀬戸 さやか

村田 みちる

川西 一佳

Sayaka Seto

Michiru Murata

Ichika Kawanishi

大阪府・履正社高等学校出身

京都府・京都産業大学附属高等学校出身

大阪府立北千里高等学校出身

Q. 各学部の拠点はどこ？
見晴らしのいい高台にある

キャンパスの中心部にそびえる

万有館

サギタリウス館

理学部

万有館

現代社会学部

外国語学部

2020年に完成した
最新スポット

サギタリウス館

真理館

真理館

法学部

国際関係学部

５号館
11号館

15号館

14号館

最先端の設備や
テクノロジーが集結

ライフサイエンスの発信地
15号館

生命科学部

14号館

情報理工学部

最も多くの学生が
行き交うエリア
５号館

経済学部

キャンパスの
最深部に佇む

経営学部

11号館

文化学部

Q. キャンパス内の自慢のスポットは？
キャンパスの広さは、実に631,609㎡。甲子
園球場16個分以上の広大な敷地には、さま
ざまな施設・景色が広がります。ここでは、学
生それぞれが愛してやまない自慢のスポット
を聞いてみました。

夕日が映える
“大階段”
サギタリウス館の大階段です。暖かい時期は
ここに友人と集まったり、昼食を食べたりし
ています。晴れた日の夕方は、ガラス張りの
壁全体が光を反射して金色に光ることも。階
段の一番上から眺める夕日が沈む景色もキ
レイで。これを友人と一緒に見ていること自
体が「青春」という感じがします。

俺たちの
“壱馬力”

外国語学部 2年次

ランチタイムの大行列でもおなじみ、並楽館
1階のらーめん壱馬力。京都産業大学の学生

見上げればそこに
“神山天文台”

充実の環境
“ワンキャンパス”
ワンキャンパスであることです。他大学の
キャンパスに比べて施設が充実しているし、

なら必ず一度は食べる油そば(300円)が名

やはり神山天文台でしょう。大学に天文台が

学食も多い。一度大学に来たら、ちょっとし

物です。ラー油やマヨネーズ、魚粉など十数

あることを入学してから知り、テンションが上

た空き時間で外に出るのも面倒なので、皆

種類の調味料を好みでかけて味を作るスタ

がりました。しかもキャンパスのてっぺんに

が大学にいるんです。そのおかげで大学にい

イルで、どの学生も「自分用のカスタマイズ」

位置していて、どこからでも見える。私はいつ

る間は、いつも誰かと話しているか、課題を

があるはず。店の前に広がる屋根付きのテラ

も空を見上げるんですが、それも神山天文台

やっていました。大学にいる時間が長かった

ステーブルは、晴れた日など風が抜けて気持

があるおかげかもしれません。図書館の東の

せいか、学費分のモトは取れたというか、こ

ちいい。まさにベストスポットです。

小道から見上げる景色がお薦めです。

のキャンパス自体に愛着が湧いています。

法学部 3年次

理学部 3年次

経済学部 4年次
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学生の出身都道府県は？

Q.

全国47都道 府県から学生が集まる京
都産業大学。それぞれの出身地に関わ
る声を集めてみました。

Q. 英語を学ぶならどの学部？
すべての学部で習熟度別・少人数編成の英語教育科目を展開し、どの学部でも
「話

順位

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

都道府県

す」
「聞く」
「書く」
「読む」の4技能を大きく伸ばすことが可能です。その上で「特に英

学生数

京都府

大阪府
兵庫県

語学習に力を入れたい学生」が多い3学部の声を集めました。

3,517人
3,084人
1,395人

滋賀県
奈良県

“語学に漬かる”外国語学部

1,025人

週に5コマの専攻語、つまりほぼ毎日

526人

語 学にどっぷりと漬かるカリキュラ

岡山県
香川県

453人

ム。これが少なくとも2年間続きます。

315人

おそらく多くの高校 生が想 像する通

和歌山県
石川県
広島県
福井県
三重県

286人
281人
276人
261人
238人

り、
「語学の修得」に特化した学びで
す。理系の学生が最初に数学をガンガ
ン学ぶように、まずは語学を集中的に
やって、その延長に文学や芸術、異文
化コミュニケーションなど専門の学び

一緒に京都に詳しくなろう！

が広がっています。

京都出身だからといって、必ずしも名所や

外国語学部 3年次

神社仏閣に詳しいわけではありません。で
も京都以外から来た友人と京都の街を回
るうちに、最近やっと地元が好きになりま

“じっくり向き合う”文化学部

した。友人たちの新鮮な反応に気付かされ
ることも多いです。

経営学部 3年次

文化の理解と発 信がテーマの一つで

“必要に迫られる”国際関係学部

ある文化学部。そのため個人的には最

特に1年次は、政 治 や 経 済などの幅

初は「インプット」が多めで、年次が上

広い学びの中に英語での授業があっ

がるにつれて「アウトプット」の比重が

たり、英語でのプレゼンテーションが

富山県出身です。自分が意識して見ている

大きくなるイメージです。どちらかとい

あったり。必要に応じて英語が身に付

せいかもしれませんが、北陸出身や広島な

うと、英語と
“じっくり向き合う”という

いていく。率直にいえば、周りを見ても

ど中国地方の出身者は、Uターン就職希

感じ。英語の文献や資料を読み解いた

語学力には偏りがあります。でも英語

望の割合が多い気がします。京都で暮らす

り、レポートを仕上げたり。文化を学ぶ

そのものは拙くても、内容や視点に筋

中で、地元の良さが見えてくるのかもしれ

ためのツールとして英語力を高めてい

が通っていて目新しければOK！ とい

ません。

く印象です。

う雰囲気です。

Uターン就職が意外と多い？

経済学部 4年次

文化学部 3年次

Q. 他学部の友人ができる授業は？
文系・理系10学部が一つのキャンパスに集まる京都産業大学では、学部を越えた交流も盛んです。
どんな授業や学びの中で出会いがあるのかを聞いてみました。

2年間続く仲に⁉
「英語教育科目」
英語の授業は学部ごとではなく、英語習熟
度別のクラスです。
英語の伸び方次第でクラ
スが変わることもあり、基本は2年間続くク
ラスなので、私はこの授業で他学部の知り合
いができました。

気が合う人が？
「〇〇入門」
「〇〇の世界」

友人というより戦友‼︎
「O/OCF-PBL」

文化学部 3年次

名物授業
「自己発見と大学生活」

共通教育科目の「音楽史入門」や「映画論入

「O/OCF-PBL」の授業で一緒だった他学部

京都産業大学の名物授業ともいえるのが1

門」などには、同じ分野に興味のある学生が

の友人たちと、一番仲がいいです。企業から

年次の春学期に受ける「自己発見と大学生

集まります。学部混合のクラスなので、他学

提供される課題に取り組むキャリア形成支

活」です。テーマは「大学でどう過ごすか？」

部の友人ができやすいですね。私は「生命・

援教育科目では、お互いが率直に意見を出

で、先輩方のお話を聞いたり、自分の目標を

環境科学の世界」がお薦めです。専門の先生

し合い、それぞれの深い部分を知れるためか

発表したり。学部混合でいろいろなタイプの

が分かりやすく解説してくれるし、終わった

もしれません。今は授業でチームを組んでい

学生がいるので、各自のプレゼンも楽しいで

後に「面白かった！」
「すごかった」と他学部

た5～6人で集まって遊びに行ったり、就職

すし、
気が合いそうな友人も見つかるし。
まさ

の子と盛り上がって仲良くなりました。

活動の情報交換などもよくしています。

に大学生活の第一歩に最適な授業です。

経済学部 3年次
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国際関係学部 2年次

法学部 3年次

情報理工学部 3年次

大学院

9研究科(うち2つは通信教育課程)を設置。
「専門性を究めたい」
「高度な職業能力を身に付けたい」という学生に、
ハイレベルな学識と最先端の研究環境を提供しています。
詳細はWebで

経済学研究科

博士前期課程・博士後期課程

理学研究科

博士前期課程・博士後期課程

さまざまな専門領域を持つ教授陣の下、最新の理論と分析方法を追究。

理学とは科学的真理を求めて未知の領域を切り開き、新技術の開発に

大学院生1人ないし2人に対して教員1人が指導を行う徹底した少人数

結び付ける学問です。
「数学専攻」と「物理学専攻」を設け、幅広い研究

教育によって、近代経済学をベースにした多面的なアプローチで経済的

テーマに対応。新技術開発を推進する意欲ある研究者や専門家を育て

諸問題を分析・考察できる人材を育成します。

ます。

マネジメント研究科

先端情報学研究科

博士前期課程・博士後期課程

博士前期課程・博士後期課程

企業のみならず、社会のどのような組織においても高度なマネジメント

情報関連技術の発展により、情報科学の応用分野は多種多様に広がっ

能力が要求される現代社会。戦略、組織、マーケティング、会計など、幅

ています。急速な社会の変化に対応する高度な専門知識と技術・研究

広い学問領域を網羅したカリキュラムによって、レベルの高い専門職業

能力をバランスよく修得し、先端的産業分野をリードする、応用力とシス

人の養成を目指します。

テム開発能力を持つ人材を育成します。

法学研究科

生命科学研究科

博士前期課程・博士後期課程

博士前期課程・博士後期課程

法律学の研究者や税理士・公務員を目指す「法律学専攻」、政治学・政

急速に進歩する生命科学をより深く、総合的に学べる教育課程を編成。

策学の研究者や公務員・NPO職員を育成する
「法政策学専攻」を設置。

幅広い研究テーマを持つ教員による少人数教育の下で、希望に合った研

国内外問わず活躍できる専門職業人の育成を目指します。

究を行うことができます。高度な専門知識と技術を備え、さらにグローバ
ルな視点と正しい倫理観を持ち合わせた人材の育成を目指します。

ジョイント・プログラム
（税務エキスパート）
マネジメント研究科と法学研究科法律学専攻の連携による税理士資格取
得支援プログラムです。入学試験で優秀な成績を修めた上で高い税務の知
識を修得すれば、最短3年で2つの学位を取得可能。さらに、税理士試験で
3科目
（会計学1科目・税法2科目）の免除申請も行えます。

経済学研究科（通信教育課程） 修士課程
通信教育で「修士（経済学）」を取得できます。実社会で実務の経験が2
年以上ある社会人を対象としており、メールによる指導と年2回のスクー
リングによって、担当教員がマン・ツー・マン体制でキャリアアップをサ
ポートします。

外国語学研究科

京都文化学研究科（通信教育課程） 修士課程

修士課程

英語教育学をはじめ、多彩な科目を開講する「英米語学専攻」、中国語

国内外から注目される京都文化を京都の歴史・文学・文化財・伝統産業

学の体系的知識に基づいて東アジアの言語文化を考察する「中国語学

という4つの切り口から深く学ぶための視点・方法・知識を修得。これか

専攻」、言語に関する理論や原理、音韻や文法を探究する
「言語学専攻」

らの地域社会・国際社会で生かすことができる知恵や技能を身に付け

を設置しています。

ます。

大学院進学
大学院
進学者数
※2019年度実績

73

学部での学びを経て、さらに研究を深めたいという学生には大
学院への進学を推奨しています。京都産業大学では９研究科
(うち2つは通信教育課程）を設置し、修士課程、博士課程の学

人

びを展開しています。本学の専門教育を探究した上で、他大学
の大学院に進む学生もいます。

他大学の大学院進学例
・京都大学大学院

情報学研究科

・大阪大学大学院

生命機能研究科

・九州大学大学院

理学府

・名古屋大学大学院

国際開発研究科

・大阪市立大学大学院

経営学研究科
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研究所・研究実績
研究所

独創的な基礎研究の他、社会問題を解決するための研究活動に尽
力。学内外の専門機関や研究者との共同研究を推進・支援する一方
で、高度な研究成果を社会に広く還元する活動にも注力しています。

神山天文台

高い専門性を誇る6つの研究所では、学際的・総合的な共同研究を実

「建学の精神」を具現化するシンボル。学内外の研究者や学生による

施しています。さらに研究調査に必要な資料や参考文献の収集・管理、

天文学における第一線の研究・教育の場として活用しています。また、

国内外の大学や研究機関との学術・研究交流、学術誌の刊行、講演会

※
「近赤外線高分散分光器 WINERED（ワインレッド）
」など、独自の

およびシンポジウムの開催などの事業も行っています。

観測装置の開発にも注力。世界最高水準の研究拠点として、世界の天
文学をリードしています。

世界問題研究所

社会安全・警察学研究所

現代 社 会に存 在する多様な問 題を

「社会生活の安全のために政 府、地

探求し、それらについての研究を融合

方自治体、コミュニティはどのように

して、日本と世界の将来の在り方に

協働すべきか」、
「社会安全確保の核

対する提言を行うことを目的としてい

となる警 察はどうあるべきか」につ

ます。

いての理論的基盤に基づき、多領域、

※WINERED
（近赤外線高分散分光器）
京都産業大学神山天文台の研究プロジェクトが、他大学や民間企業と協働で開発した近赤
外線高分散分光器。2013年11月から荒木望遠鏡に設置し、本格的なサイエンス観測を開始。
2017年からはチリ共和国の天文台へ移設し、サイエンスのさらなる拡大を目指して観測を
行っています。

多機関の連携をコーディネートする
場としての機能を果たすことを目的と
し、研究を進めます。

日本文化研究所

タンパク質動態研究所

日本の文化、経済・産業、社会等を重

生命活動を担う最重要分子であるタ

点とする学際的、総合的な共同研究

ンパク質の合成・分解および他の因

調査を推進し、地域活性化に貢献す

子との相互作用の解析などを通じて、

るとともに、学術の進歩発展に寄与

学術の進歩発展に寄与し、その成果

することを目的としています。

を社会に還元するとともに、人類の
抱える多くの病態解明とその克服を
目指すことを目的としています。

先端科学技術研究所

総合学術研究所

先端科学分野の研究を推進し、学術

各専門領域および学際領域における

の進歩発展に寄与することを目的と

プロジェクト方式による研究を推進

しています。

し、研究活動の強化および教育研究

▪感染症分子研究センター
広く
“感染症”に関する寄生虫、細菌、
真菌、ウイルス等の病原体を対象とし

分野への展開に資するとともに、学
術の進歩発展に寄与することを目的
としています。

て、感染症を分子レベルで研究する

▪ことばの科学研究センター

ことで、予防と治療法開発につなが

日本を含む世界の言語と文学にかか

る基礎研究を進めます。

る諸問題を研究し、未来におけるこ

▪植物科学研究センター
植物の多様性に着目し、植物が持つ
多彩な能力をゲノム解 析、生化学的
解析、分子生物学的解析などを通じ
て解明することで、学術の進歩発展

とば学の新たな可能性を追究すると
ともに、言語と文学に関する多元的
な研究を展開して、学術の進歩発展
に寄与し、社会に研究成果を還元す

2010年４月から運用を開始。私立大学では国内最大の「荒木望遠鏡（口径1.3mの
反射式望遠鏡）」を有しています。

ることを目的としています。

に寄与するとともに、その成果を社
会に還元することを目的としています。
▪ヒューマン・マシン・データ
共生科学研究センター

神山天文台では、一般の方向けの

急速な情 報化社会への変革に対応

公開イベントも実施しています。天

して、さまざまな研究分野の研究者

体観望会では、荒木望遠鏡を用い

が連携することにより、人間、情報機

て季節ごとにさまざまな天体を職

器、データの調和的な共生の実現に
向けた基盤研究を展開して、学術の
進歩発展に寄与し、研究成果の還元
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天体観望会・天文学講座

員の解説付きで見ることができま
す。また、学内外の研究者による天

を通して社会へ貢献することを目的

文学の最前線についての講演会も

としています。

年4回程度開催しています。

学生主体の神山天文台サポートチームがイベント
の運営を支えています。

詳細はWebで

研究実績
研究所や神山天文台をはじめ、キャンパス内では日夜、
さまざまな世界最先端の研究が行われています。
研究実績は、各分野の学会や学術雑誌などにも取り上げられ、
社会と連携をとりながら広く活用されることが期待されています。

タンパク質研究

コメット・インターセプター彗星探査計画

ミトコンドリアにバレル
（円筒）型
膜タンパク質を組み込む仕組みを解明

太陽系小天体の観測的研究が

ミトコンドリアにバレル（円筒）型

2019年、神山天文台の研究チー

膜タンパク質を組み込む、新規の

ムが参加する彗星探 査計画が 欧

仕組みを解明しました。ミトコンド

州宇宙機関の新しい探査計画に

リアの膜タンパク質組み込みやβ-

選ばれました。この計画では、あら

バレル型膜タンパク質に関連する

かじめ探査機を打ち上げ、彗星を

病気の治療法の開発などにつなが

待ち伏せすることで、始原的な小天

ることが期待されます。

体を効率的に探査し、太陽系形成

欧州宇宙機関の探査計画に選出

の謎を明らかにします。

「もやもや病」の責任遺伝子の働きを究明

コメット・インターセプター計画のイメージ画像
（©Thales Alenia Space社）

「警察の説明責任の国際基準化」に関する研究

脂肪代謝の新たな
制御メカニズムの発見

欧州との社会科学分野における
国際共同研究プログラムに採択

タンパク質動態研究所の共同研究

社会安全・警察学研究所の「警察

で、難治性脳血管疾患「もやもや

の説 明責任の国際 基 準化」に関

病」の責任遺伝子が、脂肪代謝の

する研究が、日本学術振興会の欧

制御因子であることを突き止めま

州との 社 会 科 学分 野における国

した。この研究成果は、脂肪代謝

際共同研究プログラム（ORAプロ

の新たな制御メカニズムの発見と
しても注目を集めています。

グラム）に採択されました。欧州な
赤色に染色されたものが、もやもや病の責任遺伝
子とされるミステリン

ど4カ国との共同研究を通して、警
察だけに焦点を当てるのではなく、
社会、政治（政策）との関係性、社
会文化に着目し、研究を行います。

Point

掲載論文数『ネイチャー』
全国私大３位
2010年～2019年の累計、
朝日新聞出版
『AERA MOOK 大学ランキング 2021』より、
本学独自集計。

京都産業大学には世界トップレベルの教員・研究者が多数在籍しています。科学界で最も権威の
ある学術雑誌『ネイチャー』への論文数（執筆者の所属大学）も、私立大学で３位になるなど、国内
で有数の研究拠点となっています。
また、大学の研究力を計る指標の１つである、国内における学術研究の支援を目的とした科学研究
費助成事業
（科研費）の獲得金額は、３億3,098万円
（2019年度実績）。西日本の私立大学で８位
にランクインする潤沢な研究費を、さまざまな先端的研究に有効活用しています。
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学生生活サポート

京都産業大学は全ての学生が意欲的に修学に励む
ことができるよう、より良い環境づくりを進めてい
ます。勉学や進路に関する悩みはもちろん、心身の
不調やけが、病気などに対するサポートも万全です。

詳細はWebで

学生が安心してキャンパスライフを過ごせるように

PCR検査センター
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、株式会社
島津製作所と包括的連携協力に関する協定を締結し、学内にPCR
検 査センターを設置。無症状者を対象に、必 要に応じて、学内で
PCR検査を受けることが可能です。感染防止への意識向上や感染
予防についての啓発活動も行い、より安全・安心なキャンパスライフ
の実現を目指します。

生活サポート

「勉強が思うようにはかどらない」
「友人ができない」
「健康に不安が……」など、どんなささいな
悩みも気軽に相談してください。各分野の専門家と教職員が、学生生活を支えます。

何でも相談できるカウンセラー、ほっと一息つける空間がここに

突然の体調不良、けが、健康不安に、安心のメディカルサポート体制

学生相談室

保健管理センター

勉強や友人、人間関係、進路・就職への不安など学生生活における悩み

医師・看護師が、健康面の相談から万一の際の応急処置まで、健康で安

について臨床心理士（カウンセラー）が親身に話を聞き、共に解決方法

全な学生生活をサポートします。保険医療機関に指定された保健診療

を考えます。もちろん、相談内容は秘密厳守。

所を併設しているため、一般医療機関と同様の受診が可能。気分がすぐ
れないときに利用できる静養室も設置しています。
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修学サポート

入学後に生じがちな新入生のさまざまな悩みに、先輩学生や教職員が対応。
何でも気軽に相談し、安心して支援を受けられるよう、話しやすい環境を整えています。

新入生の悩みや疑問に先輩学生が親身に応えます

ピア･サポーター
ピア・サポーターは「学生による学生のためのサポート活動」を行ってい
る学生団体です。例えば、入学して間もない頃の「履修登録をどうやる
か」
「友達ができるかな」など、ちょっとした悩みや不安にも、
ピア・サポー
ターが窓口で相談に応じます。
「ピア
（peer）」は
「仲間」という意味があり、
教員や職員には話しづらいことも、同じ学生の立場で対応します。

障害のある学生の学びを
「学生サポーター」と共に支えます

障害学生教育支援センター
障害のある学生も、ない学生も平等に学べるよう、支援の必要がある学
生には障害学生支援コーディネーターによる修学相談・面談に加え、
「学
生サポーター」が支援します。例えば、授業中の音声情報をパソコンを
使って文字情報として伝えるパソコンテイク、授業内容を補助的にまと
めるポイントテイクなどのサポートを実施しています。

ボランティア活動

環境保全、地域活性化、災害救援など、今、ボランティアの力が求められています。
ボランティア活動に参加するきっかけづくりをはじめ、さまざまな取り組みを行っています。

学生の社会貢献活動を
積極的にサポート

ボランティアセンター

詳細はWebで

より良い社会を目指すため、自ら行動できる人材育成を目的とし、ボラン
ティア活動への参加を後押ししています。地域から寄せられた情報の発
信や、未経験者でも参加しやすい１日体験プログラム、ボランティアに関
する講座などを実施。これから活動を始めたいと考えている方から、すで
に活動中の方まで、幅広く相談や支援を行っています。
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寮生活・一人暮らし

各種セキュリティー機能を完備した女子寮（葵
寮）、日本人学生と留学生が共に暮らす居住施
設「I-HOUSE（国際交流会館）」があり、安心
して学びに打ち込めるよう、サポート体制も充
詳細はWebで

実しています。また、一人暮らしに関する情報も
提供しています。

葵寮

女子寮

定員

100人
（女子学生のみ）
20,000円
（入寮時）

入寮費

舎費および光熱水費
年額180,000円
（前期・後期分納）
食費

朝夕２食１日1,085円
（4期分納）

※休講日・長期休暇中は食事がありません。

１カ月の生活費

北大路駅近くの好立地
賀茂川のほとりに建つ葵寮は、大学まで自転車やシャトルバスで約30分の便利な立地です。完全個

舎費
（光熱水費込み）

15,000円

食費
（朝夕２食）

25,250円

食費
（上記以外）

10,000円

日用品

5,000円

交際費

10,000円

合計

65,250円

※金額には個人差があります。
※食費
（朝夕２食）は食堂の営業日数によって異なります。

室でセキュリティーも万全。全寮室にはWi-Fiを完備。24時間利用可能なシャワー室や自由に使える
パソコンルームなどの設備も充実しています。

間取り
※右図の押入・エアコン
が付帯設備であり、
その他の家電などは
持ち込み物です。

窓
エアコン

机
冷蔵庫

玄関はオートロックで安全面

収納
（押入）

の配慮も万全。食 堂は24時

入口

間開放されており、寮生の憩
いの場となっています。

京都産業大学国際交流会館
（International House／I-HOUSE）

交換留学生が多く入居し、日常生活を通じて異文化交流を図ることを目
的に設置しています。I-HOUSEに住む本学学生を「I-HOUSEアシスタン
ト」と呼び、留学生の日常生活のサポートや皆で楽しめるイベントの企画
などを行っています。留学生との協同生活を通して、異文化理解を深める

詳細はWebで

ことができます。

一人暮らしの情報はこちらから
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本棚

※掲載している情報は2021年3月現在の情報であり、定員や各種費用などは変更になる場合があります。
2022年度の男子寮（追分寮）の入寮募集はございません。

ナジック学生情報センター

専用冊子でサポート

Webサイトでサポート

学内（並楽館）にある「ナジック

効率よく住まい探しができる

お部屋探しは、

学生情報センター」では、指定宅

よう、部屋探しの方法や本学

建業者による物件紹介を学内で

指定宅建業者による物件 情

受けられて便利。

報を掲載した冊子を配布。

こちらのサイトから。
https://www.kyoto-su.ac.jp/
campuslife/shien/geshuku.html

京都産業大学

住みやすい
エリアは？

北山・松ヶ崎エリア

北大路・御薗橋エリア

一乗寺エリア

京都産業大学の

学生が多く住む

一人暮らし
３大エリア

京都駅

「住めば納得」の利便性

「都会と自然」が調和する

「京都の学生生活」を満喫！

北大路・御薗橋エリア

北山・松ヶ崎エリア

一乗寺エリア

大学に通うにも、街中に出るのにも便利なエ
リアです。スーパーが併設された大型商業施
設も使い勝手がよく、賀茂川沿いにはお洒
落なコーヒーシップもあって、気分転換に散
歩したりするのも楽しい。楽しみが多いだけ
に、他のエリアよりも生活費がかかってしま
うことも。ただし周りを見ると、1年間の寮
暮らしを経て、このエリアを選ぶ友人も多く、
納得の住み心地だと感じます。上賀茂神社
まで自転車で向かうと、無料のシャトルバス
が利用できて便利です。
経済学部 3年次

お洒落で洗練されたカフェやべーカリーが
並ぶ街として知られていますが、住宅地に足
を踏み入れると緑が多く住みやすいエリア
です。地元に根差したスーパーもあって自炊
がしやすく、大学にもアクセスしやすい。実
は京都を代 表する有名 店がそこかしこに
あって、そこでアルバイトをしている友人も。
決して派手ではありませんが、手入れの行き
届いた街路樹など都会っぽさと自然が適度
に調和し、
「京都のいいとこどり」ができるエ
リアだと思います。
情報理工学部 3年次

京都を代表する
「学生の街」です。ラーメン街
道が有名ですが、お洒落な書店や雑貨店も
多いので、観光スポット的な感覚になること
も。スーパー、薬局、家電量販店など生活に
必要な店がそろっていて物価も安いです。昼
夜問わず多くの学生が行き交う街は活気が
あり、賀茂川につながる高野川沿いを散歩
すれば豊かな四季を感じられるのも魅力で
す。他のエリアに比べて、大学への通学には
少し時間がかかりますが、
「これぞ京都の学
生生活」を満喫できます。 現代社会学部 2年次

大学へのアクセス

大学へのアクセス

大学へのアクセス

地下鉄北大路駅から市バスまたは京都バスで15分。
御薗橋エリアからは、無料の上賀茂シャトルバスで
直通7分。

東元町／上賀茂橋バス停より市バスで13～15分。
北山駅から自転車で20分。上賀茂神社から、無料
の上賀茂シャトルバスで直通7分。

叡山電鉄
（鞍馬線）一乗寺駅より二軒茶屋駅で下
車、無料の二軒茶屋シャトルバスで大学まで直通。
計20～30分。
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学食案内
詳細はWebで

「よく学び、
よく動き、
よく食べる」
学生がエネルギッシュなのは
「食」の充実も理由の一つかもしれません。
ワンキャンパスの利点を生かし、
キャンパス内には12もの食堂を設置。
それぞれにファンが付く“名物”を目当てに、
お腹を空かせた学生が列を成します。

12の学食に名物がある。

らーめん壱馬力
京都・千本丸太町にある「麺屋しゃかりき」の2号店。
名物の「油そば」は、一度食べれば独特のコシが病み
ていがく

つきに。
実はこの店の麺は、
知る人ぞ知る
「麺屋棣鄂」
謹製。
他では食べられない1杯です。
油そば 300円 味玉80円

143

全国のラーメンファンがうらやむ。
「らーめん壱馬力」の油そば

フライ専門店の看板を背負う。
「ふじカツ」のふじカツ

ふじカツ
カツ専門店の
「ふじカツ」
では、京都産業大学が誇る
“名物定食”
の1つ、
「ふじカツ
（豚ロースカツ）」の他、
チキンカツ、魚の白身カツなど、揚げたてのカツ定食
が勢ぞろい。
ふじカツ
（味噌汁付き）490 円
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はんなり食堂

MIYAKO 製麺

LIBRE (リブレ)

「焼肉」などメインのおかずに、味噌汁やたき

本場の讃岐うどんのように、自家製麺の釜玉

平日は朝8時半から夜8時まで営業する学食

こみご飯を追加するなど、自分好みの定食が

やぶっかけに、揚げたての天ぷらをセルフサー

です。150円で提供される「あさイチ定食」の

つくれる学食です。手軽に食べられる「はいか

ビスで添えるスタイルのお店。
「きつねうどん」

他、唐揚げのクオリティーに定評あり。その他、

らうどん」といった麺類も人気。特に理学部の

のような関西風のだしの味もぬかりなし。期

「天津飯」
「チキン南蛮」など熱心なファンを

学生に愛されています。

間限定メニューにも力を入れています。

持つメニューがいくつもあります。

焼肉 270円

きつねうどん 260円

鶏塩サラダ丼 430円

ラウンジふるさと

BABY FACE PLANET’S

ラーニングコモンズの一部が、昼食時のみ学

少人数のパーティーも開催できる落ち着いた

関西地区を中心に約100店舗を展開している、

食として利用できます。ソースが沸き立つ「鉄

雰囲気のレストラン。和 洋中がそろうバラエ

通称「ベビフェ」がなんとキャンパス内に。京

板ハンバーグランチ」の他、オムライスやパス

ティー豊かなメニューは、どれも上質。真っ先

都の街並みを眺めながら食べるオムライスが

タなどメニューが華やか。丼は腹ペコの学生に

に売り切れる「松華堂弁当」を狙って、11時の

看板メニューです。デミグラスソースとホワイト

うれしい
“メガ系”もそろいます。

開店直後に訪れるのもお薦めです。

ソースを合いがけにした欲張りメニューも。

鉄板ハンバーグランチ 560円

松華堂弁当 540円

ふわふわ帽子のオムライス 400円

cosmic bakery cafe

すき家

スガキヤ

昼時に向けて次々と焼かれる自家製パンは、

チーズやキムチ、ねぎ玉などトッピングも豊富

老若男女に幅広く愛される名古屋めしの代表

カレードーナツやメロンパンなど約60種類。

ですが、スタンダードな牛丼も大人気。ミニか

格の一つ、スガキヤの京都唯一の店舗。定番

ティータイムには、
「プリンパフェ」などのス

ら特盛、さらにメガまで学生の旺盛な食欲に

のラーメンや五目ごはんの他、クリームぜんざ

イーツと有機栽培のコーヒー豆を使った大学

応えます。とん汁とサラダを付ければ、栄養バ

いやソフトクリームなどの人気スイーツを大学

オリジナルの
「神山ブレンド」をぜひ。

ランスもバッチリです。

特別価格で味わえます。

プリンパフェ 220円

牛丼
（並盛）ランチセット 500円

ラーメン
（並）260円 半熟玉子 40円

むすびキッチン
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コレが楽しみでキャンパスへ⁉
「キッチンサン」の週替わり丼

キッチンサン
「お野菜摂れて、おなか一杯に！」を合言葉に、具
だくさんの豚汁が付くボリューム満点の丼セット
を提供。定番人気の照りマヨチキン丼や変わり種
のヤンニョムチキン丼など、週替わりで2～3種類
のメニューが登場します。
ヤンニョムチキン丼セット 480円

146

キャンパスマップ
４年間を過ごす舞台となるキャンパス。学部ごとの学び舎から、
絶景スポット、恋の名所までじっくり予習してから訪れてみて！

詳細はWebで
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大学の365日

Event

4月

学年始め・春学期始業
入学式
新入生オリエンテーション
履修ガイダンス・履修登録
新歓祭

5月

（４日）
創立記念日

7月

春学期定期試験

8月

夏期休業
（～９月）
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四季折々の表情を見せる自然に囲まれた京都産業大学のキャンパス。
学びや課外活動に積極的に参加して、
充実したキャンパスライフを過ごしてください。

Event

9月

春学期卒業式
秋学期始業
履修ガイダンス・履修登録

11 月

神山祭
（学園祭）

12 月

冬期休業
（～１月）

1月

秋学期定期試験

2月

春期休業
（～３月）

3月

卒業式
学年終了・秋学期終了
履修ガイダンス

詳細はWebで
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「世界遺産」が彩る
青春のワンシーン
賀茂別雷神社
通称「上賀茂神社」。近隣の人々には「上賀
茂さん」の呼び名で親しまれる、京都最古の
神社の一つです。実は京都産業大学のキャ
ンパスは、この神社の御祭神である賀茂別
雷大神が降臨された「神山（こうやま）」の地
にあります。ユネスコ世界文化遺産にも登録
されている境内の鳥居前には、大学行きの
無料シャトルバスの発着場も。京都産業大
学の学生にとって、最も所縁の深い神社と
いえます。
京都三大祭の葵祭をはじめ、行事の際
にスタッフとして参加してくれたり、境内
の芝生でくつろいだり、天体観測をして
いる学生も見かけます。神社との関わり
が学生の青春のワンシーンになってい
ることがうれしいですね。
宮 司の 田中

会 いに

安比呂さん

来 て！

学生を支える
京都が誇る洋菓子店で
「自分へのご褒美」を

1976年のオープン以来、地元で親しまれてき
たプレイスポットです。京都産業大学の学生が、
クラブやサークルの新入生歓迎コンパなどで
訪れにぎわう様子は、春先の風物詩となって
います。また併設された「パルケ上賀茂」では、
フットサルやビリヤード、
卓球、
カラオケなどボ

新入生歓迎コンパが
春先の風物詩

MKボウル上賀茂

マールブランシュ
京都北山本店
京都産業大学の学生が多く住む北山エリア
にある、常に地元客や観光客でにぎわう洋
菓子店です。今や京土産の定番となった「茶
の菓」の 他 、洗 練されたいちごのショート
ケーキや、本店のサロンでしか味わえないス
ペシャリテ「モンブラン・オートクチュール」
が人気。試験明けに「自分へのご褒美に」と
食べにくる学生や、店に通ううちにアルバイ
トをするようになった学生もいるそうです。

ウリング以外のレジャー設備も充実。学生同
士の親交を深める場となっています。

一緒に働いている京都産業大学の学生
たちは皆、素直で明るく根が真面目。誕
生日には当店でケーキを、帰省の際には

今では珍しくなったワンフロアに42ものレーンが並

手土産を買ってくれる卒業生もいました。

ぶ、本格仕様のボウリング場です。過去には、全日本
大学選手権で11連覇を達成したこともある京都産
業大学ボウリング部の練習場所にもなっています。入
学されたら、ぜひ一度遊びにきてください。
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支 配 人の

南 隆史 さん

特別な日を彩るお菓子をぜひ食べに来
てくださいね。

もう一つ“故郷”が増える
ホッとする“さば煮”
今井食堂
上賀茂神社のすぐ隣で長年営業を続ける行列店です。名
物は３日間以上かけてじっくり煮込んだトロトロの“さば
煮”。40年以上も前に、京都産業大学の学生から「ホッと
する家庭の味が食べたい」というリクエストを受けて誕
生したメニューです。部活動に励む学生にもファンが多く、
メジャーリーグでも活躍した平野佳寿選手をはじめ、歴
代の屈強な部員たちの健康と胃袋を支えてきました。

平野君は毎年必ず食べに来てくれるし、うちの味を懐
かしんで顔を見せにくる卒業生もいて本当にありがた
いね。京都産業大学の学生は、在学中にどんどん成長
していくから、それを見守るのも楽しみの一つです。

店 主の

今井 加代司さん

卒業生も足しげく通う
祇 園・路 地 裏 の 名 店

京都産業大学周辺には、学生行きつけの店や
スポットがたくさんあります。学生を
見守ってくれている街の人にインタビューしました。

京の人々

大将 のあぶさんこと

原田 啓史さん

あぶさん
かつてキャンパスのすぐ近くで、長年にわたって営業して
いたお好み焼き店です。開店当初からお客さんやスタッ
フは、ほぼ京都産業大学の学生。食事はもちろん、部活
動や進路の相談で店を訪れる学生もいたそうです。祇園
に移転した今も、大将を兄とも父とも慕う卒業生たちが
集ったり、うわさを聞いた在学生が食べに来たり。京都産
業大学の関係者が通う路地裏の名店です。

今では企業で部長さんや課長さんになった卒業生も
顔を見せにきてくれます。皆、学生時代と変わらず元
気良く、真っ直ぐで義理堅い。これからも、そんな熱
い学生たちが育つ姿を見守っていきたいです。

支 配 人の 大坪

明人さん
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学費・奨学金制度
入学金・学費 など

大学独自の奨学金制度を数多く設けています。

詳細はWebで

下表は、
2022年度入学生の学費一覧です。
本学では、
入学年度の納入金
（入学金＋学費など）の負担を軽減するため、
学費など
のうち入学年度の教育充実費を低額とすることで、入学から4年間の各年度における納入額がおおむね均一になるよう配分し
ています。
なお、
2年次以降の学費などについては、
入試ガイドおよび入学試験要項で確認してください。
（単位：円）

入学年度
納入額合計

学部
（学科）

経済学部／経営学部／法学部

1,092,500

現代社会学部

1,155,500

国際関係学部

1,255,500

外国語学部／文化学部

1,185,500

理学部（数理科学科）

1,453,500

理学部（物理科学科／宇宙物理・気象学科）／
情報理工学部／
生命科学部（産業生命科学科）

生命科学部（先端生命科学科）
注1
注3
注5
注6
注7
注8

皆さんが充実した学生生活を送れるよう、

1,523,500
1,619,500

入学年度納入額内訳

納入学期

学期別
納入金

入学金

授業料

春学期

652,750

200,000

372,500

−

64,000

4,000

2,250

10,000

秋学期

439,750

−

372,500

−

64,000

2,000

1,250

−

春学期

684,250

200,000

387,000

−

81,000

4,000

2,250

10,000

秋学期

471,250

−

387,000

−

81,000

2,000

1,250

−

春学期

734,250

200,000

437,000

−

81,000

4,000

2,250

10,000

秋学期

521,250

−

437,000

−

81,000

2,000

1,250

−

春学期

699,250

200,000

402,000

−

81,000

4,000

2,250

10,000

秋学期

486,250

−

402,000

−

81,000

2,000

1,250

−

春学期

833,250

200,000

502,500

33,500

81,000

4,000

2,250

10,000

秋学期

620,250

−

502,500

33,500

81,000

2,000

1,250

−

春学期

868,250

200,000

504,000

62,000

86,000

4,000

2,250

10,000

秋学期

655,250

−

504,000

62,000

86,000

2,000

1,250

−

春学期

916,250

200,000

525,000

75,000

100,000

4,000

2,250

10,000

秋学期

703,250

−

525,000

75,000

100,000

2,000

1,250

−

実験実習費 教育充実費 教育後援費

学生健康保険 同窓会終身会費
互助会費
予納金

入学金については、入学年度のみ徴収します。 注2 学費などは、春学期分・秋学期分の２期に分割して徴収します。
教育後援費については、入学年度は6,000円
（年額）を、次年度以降は4,000円
（年額）を徴収します。 注4 学生健康保険互助会費については、入学年度は3,500円
（年額）を、次年度以降は2,500円
（年額）を代理徴収します。
同窓会終身会費予納金20,000円のうち、10,000円を入学年度に代理徴収し、残り10,000円は4年次学費納入時に代理徴収します。
法学部は、入学金・学費など以外に法学会費として、入学年度のみ14,000円が別途必要になります。
文化学部京都文化学科英語コミュニケーションコースは、長期留学を卒業要件としていますので、入学金・学費など以外に留学費用
（50万〜100万円程度）が別途必要になります。
情報理工学部は、学部が指定したノート型パソコンを1人1台持つことを前提に演習・実験などを行いますので、入学金・学費など以外にノート型パソコン購入費用
（20万円程度）が別途必要になります。
詳細はWebで

奨学金制度

給 ＝ 給付

貸 ＝ 貸与

Ⅰ. 成績優秀者
奨学金名

給

入学試験成績
優秀者奨学金

学部

採用人数

全学部
全学部合わせて 約100名
現代社会
経済
経営

対象
一般選抜入試
［前期日程］
［中期日程］スタンダード
3科目型において各学部で成績上位3％の合格者
次世代型リーダー選抜入試において選考結果が
極めて優秀な合格者。
ただし上限2名とする
学業成績優秀者

5万円

2〜4年次の各年次 10名

学業成績優秀者

3万円・記念楯

2〜4年次の各年次上位者 10名

TOEIC®試験で750点以上取得者

2万円・記念楯

2〜4年次

奨励する資格等取得者

資格により決定

3年次 10名

現代社会
国際関係

給 各学部奨励金

外国語

文化

2万円
学業成績優秀者

4年次 5名

6万円
奨励する資格等取得者

毎年度総額上限10万円

2〜4年次

優秀な成果を上げた演習等

1件あたり20万円以内

2〜4年次の各年次 10名

学業成績優秀者

5万円

年次を問わず 6名
（件）

学部の奨励に値する活動・業績を収めた者・団体

5万円

2〜4年次の各年次 12名

学業成績優秀者

5万円

2〜4年次の各年次 10名

学業成績優秀者

5万円

全年次を通じて 若干名

学部の奨励に値する活動を収めた者

審査により決定

2〜4年次の各年次 10名

学業成績優秀者

4万円

年次を問わず上位者 10名

英語の資格取得者および英語試験の高得点取得者

4万円

年次を問わず 若干名

学部の奨励に値する活動・業績を収めた者

審査により決定
1位8万円、
2位5万円、
3位3万円、
4位以下２万円

物理科学科
2〜4年次の各年次 8名

学業成績優秀者

生命科
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2〜4年次の各年次 6名
先端生命科学科
2〜4年次の各年次 4名
産業生命科学科
2〜4年次の各年次 2名

1位7万円、
2位5万円、
3位3万円、
4位以下1万円
1位7万円、
2位5万円、
3位3万円、
4位以下1万円

宇宙物理・気象学科
2〜4年次の各年次 8名
情報理工

4万円

2〜4年次

数理科学科
2〜4年次の各年次 5名
理

所属学部の
半期学費額を給付

2〜4年次の各年次 12名

2年次 30名
法

金額

学業成績優秀者

1位20万円、
2位15万円、
3位10万円、
4〜6位5万円

学業成績優秀者

10万円

期間
入学年度から2年間
（2年次進級時に
学業成績の審査あり）

Ⅱ.
「サギタリウス基金」による給付奨学金
奨学金名

本学創立50周年記念事業募金の寄付金による
「サギタリウス基金」を活用した給付型奨学金です。

採用人数

金額

給 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または修学の継続
が困難な下宿生
（自宅外通学生のうち京都市内に居住する者）

対象

100名

20万円（大学の学生寮に入寮している場合は10万円）

給 2世代・3世代支援奨学金

祖父母または父母のいずれかが
京都産業大学の学部卒業者である学部新入生

対象者全員

兄姉が京都産業大学の学部または大学院に
同時に在籍する弟妹の学部新入生

対象者全員

10万円

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

対象者全員

フィールドワーク参加費用として給付（上限５万円）

本学が単位認定を行う短期留学プログラム
（期間は８日～３カ月）に参加した者

当該年度までの通算の
学業成績ＧＰＡの上位100位

渡航費の実費の2/3（上限12万円）

TOEIC®またはTOEIC® IPのスコアを在学中に取得した者

対象区分ごとに
成績上位15位まで

5万円

給 同時在学支援奨学金
給 熊本・山鹿フィールド支援奨学金
給 グローバル人材育成支援奨学金

（学部学科・スコアの基準あり）

Ⅲ.課外活動参加者

課外活動に精いっぱい励む学生を支援する奨学金。課外活動で優秀な成績を収めた学生や経済的理由で課外活動の継続が困難な学生をサポートします。

奨学金名

対象

給 課外活動優秀者奨学金

金額

採用人数

公認団体に所属する学部生
（外国人留学生を除く）

期間

選考基準

若干名

所属学部の半期学費額を給付

当該年度限り

各クラブ部長の推薦により
対象者を決定

毎学期50名以内

体育系クラブ上限30万円、
文化系クラブ上限15万円を貸与

（毎年出願可能）

当該学期限り

−

全学部生

貸 課外活動奨励貸与奨学金

Ⅳ.海外留学者

（1）祖父母のいずれか、
かつ父母のいずれかが本学学部卒業者の場合 20万円
（2）父母のいずれかが本学学部卒業者の場合 10万円
（3）祖父母のいずれかが本学学部卒業者の場合 5万円

在学留学制度を利用して海外に留学する学生が対象。留学資金を援助するため、支援金を支給します。

奨学金名

対象

採用人数

金額

期間

交換留学・派遣
留学する学生

全員

文系学部年額55万円、
理系学部年額75万円を支給

留学期間中

給 外国留学支援金（認定留学）※

認定留学する学生

全員

文系学部年額45万円、
理系学部年額55万円を支給

留学期間中

給 海外留学特別奨学金

交換留学する学生

年間3名以内

100万円（年額）

1年間

給 外国留学支援金（交換留学・派遣留学）

※

※他の学費減免制度、奨学金制度の適用を受けている場合、授業料相当額を限度とします。

Ⅴ.海外インターンシップ履修者

インターンシップ４
（海外）を履修している学生に対して、実習で海外に行く際の負担を経済的に支援します。

奨学金名

給 海外インターンシップ支援金

対象

金額

期間

「インターンシップ4（海外）」履修者

往復航空券費用（渡航先により上限あり）
およびビザ申請費用

当該インターンシップ期間

Ⅵ.経済的な支援を必要とする者

経済的な負担を抱えている学生をバックアップする奨学金。

奨学金名

対象

給 京都産業大学むすびわざ支援奨学金

全学部生

（外国人留学生を除く）

全学部生

給 応急育英給付奨学金

（外国人留学生を除く）

給 教育ローン利子給付奨学金

全学部生

（外国人留学生を除く）

全学部生

貸 貸与奨学金

（外国人留学生を除く）

全学部生

貸 特別貸与奨学金

（外国人留学生を除く）

貸 短期貸付金

Ⅶ.被災者

金額

期間

選考基準

年間学費額または半期学費額

2年次から3年間

毎年進級時に学業成績等の審査あり※2

家計状況等を精査の上、
半期学費分を上限に給付

（在籍期間内1回）

当該学期限り

入学後において、
主たる家計支持者の死亡、
失職または廃業等の理由により、
家計が急変し、
学費納入が困難になった者

当該年度限り

金融機関の教育ローンを利用して
学費等を納入した者

当該学期限り

日本学生支援機構第二種奨学金に出願し、
基準を
満たしているにもかかわらず不採用になった者

採用人数

全学部生

21名以内

※1

特に定めず

上限5万円を給付
100名以内 （当該年度に負担した利子合計額）

（毎年出願可能）

20名以内

自宅生月額4万円、
自宅外生月額5万円を貸与

（毎年出願可能）

100名以内

所属学部の
半期学費相当額内を貸与

（在籍期間内1回）

当該学期限り

卒業見込みがあるものの学費納入が
困難になった者

−

上限3万円※3

3カ月以内の分割返済または
1カ月以内の一括返済※4

−

※1 2021年3月現在 ※2 入学後の成績により学力基準の審査をしますので、高等学校での成績や入学試験の成績は審査に影響しません。
※3 就職活動・インターンシップに要する経費に限り、上限10万円。 ※4 離籍または休学時には未返済金を全額返済しなければなりません。

自然災害により被災した学生を支援する奨学金。

奨学金名

対象
全学部生

給 災害給付奨学金

（外国人留学生を除く）

Ⅷ.私費外国人留学生への支援

採用人数

金額

期間

特に定めず

被災状況に応じ、
所属学部の
半期授業料を上限に給付

当該学期限り

備考

給 私費外国人留学生授業料減免（所定単位修得者）

奨学金名
高等教育の

給 修学支援制度

災害救助法適用地域に在住する学費支弁者が
被災し、
学費納入が困難になった者

私費外国人留学生の日本での学習をサポートする奨学金。

奨学金名

学外の奨学金

選考基準

詳細は
「2022年度入学試験要項
（特色入試)」で確認してください。

応募条件を満たしている学生なら、学外の奨学金を受け取ることができます。日本学生支援機構以外にも地方公共団体、民間育英団体の奨学金もあります。

対象

期間

定められた４つの要
件を満たす全学部生

採用年度から４年次まで
（毎年継続審査あり）

奨学金名
日本学生支援機構

貸 奨学金

対象
全学部生

（外国人留学生を除く）

期間
採用年度から4年次まで
（毎年継続審査あり）
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あなたにとっての
京都産業大学の魅力を
見つけてみよう！

京 都 産 業 大 学の雰 囲 気を体 感する

オープンキャンパス
京都産業大学って
「どんな大学？」と思ったら、まずはオープンキャンパスヘ。

大学の雰囲気を感じたり、在学生と話したり、模擬授業を受けたり、研究室を見学したり。
新型コロナウイルス感染予防対策を講じた上で、今年は来場型で開催します。

3

27・28
S AT.

SUN.

10:00～16:00
事前申込・来場型

大学紹介・入試説明

事前申込および詳細は、
入試情報サイトにてご確認ください。
京都産業大学

オープンキャンパス

検索

個別相談

京都産業大学ってどんな大学？ ワンキャンパスならではの学びや学生生活の

学部の教員や先輩学生に個別に詳しく相談できます。また、入試制度や大学で

魅力を紹介します。入試制度やその特徴についてもポイントを確認しよう。

の生活など、気になることは何でもお聞きください。

学部イベント

キャンパスツアー

教員や先輩学生による学部紹介、研究室の施設ツアーなど、来場型ならではのイ

学生スタッフとウォーキングで、甲子園球場16個分の広大なキャンパスを堪能

ベントを学部ごとに実施します。

しよう。特に見学したい場所があれば、遠慮なく学生スタッフにお伝えください。

※学部イベントの詳細は入試情報サイトのオープンキャンパス情報にてご確認ください。
なお、開催日によって実施学部が異なるのでご注意ください。

［ 開催学部 ］
3/27 経済学部・経営学部・法学部・現代社会学部・国際関係学部
3/28 国際関係学部・外国語学部・文化学部・理学部・情報理工学部・生命科学部
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高校生の方はもちろん、保護者の方もお気軽にお越しください。

学生スタッフ企画
学生スタッフが企画・運営する特別イベント。京都産業大学での学生生活はも
ちろん、一人暮らしやアルバイトのことなど気になることはなんでも相談しよう。
※イベント内容は変更する場合があります。詳細は入試情報サイトでご確認ください。

ACCESS

オンラインでも
同時開催!!

京都産業大学の学びの舞台は、豊かな自然と伝統
文化に彩られた京都市内。関西主要都市からのア
クセスもスムーズです。

CH
EC
K

WEBオープンキャンパス
WEBオープンキャンパスでは、京都産業大学の学
部・学科、キャンパスライフ、入試内容をオンデマンド

・京都駅から
29分
58分
・大阪駅から
から
1時間7分
・なんば駅
1時間1分
・京橋駅から
1時間20分
・三ノ宮駅から
から
38分
・大津駅
1時間18分
・近鉄奈良駅から

動画で視聴できます。大学ならではの研究や学問の
魅力を紹介する学部ごとのプログラムを、オンライン
で配信します。気になる学部のプログラムを視聴し、
学びのイメージを大きく広げてください。

・最寄り駅から
地下鉄

京都バス９分

国際会館駅

来 場 型 オープンキャンパス年 間 日 程

6 月 6 日（日）10：00～15：00

北大路駅

叡山電車（鞍馬線）

7 月 31 日（土）10：00～16：00

二軒茶屋駅

8 月 1 日（日）10：00～16：00

上賀茂神社

8 月 7 日（土）10：00～16：00
8 月 8 日（日）10：00～16：00
9 月 5 日（日）10：00～15：00

市バスまたは京都バス15分

二軒茶屋シャトルバス5分

京都産業大学前

地下鉄

上賀茂シャトルバス7分

※所要時間は最短時間で算出しています。

バス停の混雑状況を確認できる

Webカメラ
京都産業大 学前のバスプールに
Webカメラが設置してあり、
バス停

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、開催日時を変更する、
もしくは中止とする場合があります。参加前には必ず入試情報サイトをご確認ください。

（市バス、京都バス、シャトルバス）
の帰路の混 雑状 況をスマホで確
認できます。
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