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広報部

  LINEの「友だち追加」から
「ID検索」を選択して、登録してください。
 上の2次元コードからも登録できます。
 オープンキャンパスや入試対策講座などの
 受験生向けのイベント情報を配信します。
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「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15,000人を擁する総合大学では珍しい、

「文系・理系問わず学生が集まるキャンパス」は、

いつしか大学に 独自の世界観 をもたらしました。

京都・上賀茂の地に広がる631,640㎡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。」 ための拠点であり、

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。
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むすんで、

北山 亘基
振り返れば、そこにある。

Kitayama KokiNo. 1

共通教育科目

学部を超えた仲間

3

むすんで、

月尾 美彩樹
本物は、語りかける。

Tsukio MisakiNo. 3

福井 唯花
自分の未来を変えるコツ。

Fukui YuikaNo. 2

グローバル・
サイエンス・コース

世界の広がり

フィールドワーク

京都の街
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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

挑
む
学
生
た
ち
の
物
語

北山 亘基

京都府・京都成章高等学校出身

経済学部 経済学科 
4年次

Kitayama Koki

つてエースとして、チームを甲子園へ導いたにもかかわ
らず、高校でのプロ入りは叶わなかった。そんな北山に

とって、京都産業大学で始まった学生生活は挫折からのスタート
だったと言っていい。

「自分には足りないものばかり」。大学ではこれまで以上にスト
イックに野球に没頭する一方、授業での学びは自身の将来像を
見直す機会にもなった。さらに文系・理系１０学部が一つに集ま
るワンキャンパスでは、学部を超えた仲間ができる。英語や共通
教育の授業で知り合った他学部の友人は、程なく球場にも足を
運び、素直な試合の感想を聞かせてくれる仲になった。

「そんな視点もあるんや」と、北山が外の声にも耳を傾け始めた
のは、こうした仲間の声を聞くようになったからだ。

「大学では野球の技術だけを磨くことはやめました。それよりも
将来、長くプロとして戦っていくための、“自分の芯”が欲しかっ
た。調子が悪かったり、ケガをしたときに、思い出せるものが。こ
ういうことは高校の頃なら想像もしなかったと思います」。
そして迎えた大学４年次の秋。プロ野球ドラフト会議で北山は
北海道日本ハムファイターズから８位指名を受ける。
その後、大学で行われた記者会見で、これからの目標を記す色
紙に、北山は「恩返し」と書いた。今までいなかったタイプの友人、
一緒に戦った仲間、たとえ勝ち筋の見えない試合も声を絞り出
してくれた人たちの顔。北山が４年間で出会い、つくられた芯は、
過酷なプロの世界で戦う彼を、これからも長く支えていくだろう。

振り返れば、そこにある。

No. 1 No.

詳細はWebで

か
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福井 唯花

三重県立伊勢高等学校出身

生命科学部 産業生命科学科 
2年次

Fukui Yuika

井は得意なこと不得意なことが極端に分かれるタイプだ。
高校の頃も物理など理系科目は得意だったが、英語や社

会など文系科目は最下位に近かった。
「思い返すと高校受験の頃から英語の不足分を他の科目でカ
バーするような状態でした。でも大学に入ってからは海外の論文
を読むなど、研究を進めるために英語は必要。理系を言い訳にし
て英語から逃げるのはやめようと覚悟を決めました」。
京都産業大学には理工系３学部を対象にした英語スキル向上
のための「グローバル・サイエンス・コース（GSC）」がある。そこ
で学生は英語漬けの３日間を過ごすサマーキャンプや、月に一度
の英語交流会に参加する。１年次から加入した福井も、今では交
流会で取り組む英語の課題を作るリーダー役だ。
１年次の春、自身が受ける授業を決める履修登録で、福井が驚
いたのは学びの世界の多様さだった。文系・理系１０学部を擁す
る京都産業大学の共通教育科目では、心理学、経営学から宇宙
科学まで、あらゆる学びが可能である。

「あのとき受験を終えてやっと立ち止まって、初めて自分の周りを
眺めたんだと思います。今までの自分だったら絶対にやらなかっ
た分野も、今ならできるかもと」。
今まで触れなかった場所に手を伸ばす。たったそれだけのことが
福井にとって大きなターニングポイントになった。

「実際、英語力はまだ胸を張れるものではないですが、“もう逃げ
ない”と決めた瞬間、世界がバーッと開けた感じがします」。

自分の未来を変えるコツ。

No. 2

福

うみだす。

大な阿蘇山の麓に広がるのどかな町、熊本県・大津町が
月尾の故郷だ。子どもの頃から歴史が好き。中学の修学旅

行で訪れた京都の街並みを見て、「大学は京都で」と心に決めた。
現在、月尾が学ぶ文化学部・京都文化学科は、神社仏閣などを
訪れて行うフィールドワークや、祇園祭をはじめとする伝統行事
への参画など、実践的な学びが特長だ。夜の平安神宮でかがり
火をたいて行われる美しい薪能、学部の授業のやりとりが縁で
始めた上賀茂神社の巫女のアルバイト。想像していた以上の出
来事が次 と々叶う中で、月尾は京都の暮らしがさまざまな行事や
伝統文化と結び付くことを知る。

「例えば上賀茂神社の“葵祭”も地域に住む人たちの協力があっ
て成り立っています。文化は単独で存在するわけではなく、行事、
建物、文化財、人の全てがつながっているんです」。
例えばゼミのフィールドワークで訪れた妙満寺で、月尾が目にし
た数百年前の掛け軸には、一目で分かる筆圧の強さや紙の種類
など、本物にしかない“何か”があった。それは掛け軸が描かれた
過去と、現代をつなげるような“何か”だ。
こうした本物を手に取る機会を得るたびに、月尾は「自分自身が
歴史の流れの一つになるような」感覚になるという。目で見て、耳
を澄まして、問いかける。本物を通して、人や地域を理解する。は
るか昔の歴史そのものと対話する。
月尾にとって京都での学びとは、つながりに思いをはせること。
彼女はいま世界でここでしか得られない本物の力を磨いている。

本物は、語りかける。

No. 3

月尾 美彩樹

熊本県・熊本学園大学付属高等学校出身

文化学部 京都文化学科 
3年次

Tsukio Misaki

雄
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学長メッセージ

京都産業大学 学長 黒坂 光

学章

「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。

「産業」を冠した大学だからこそ、全国に先駆け

てキャリア教育や進路・就職支援を充実させて

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ー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

担う人材の育成に注力していきます。

「産業」の名を冠する大学として

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。

沿革

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
世界問題研究所 設置
経営学部／法学部／外国語学部 設置
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
大学院 経済学研究科 経済学専攻 博士課程 設置
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
大学院 法学研究科 法律学専攻 博士課程 設置
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
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
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
日本文化研究所 設置
文化学部 設置
先端科学技術研究所／総合学術研究所 設置
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
大学院 外国語学研究科 英米語学専攻 修士課程 設置
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
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
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
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
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
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
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
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
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
大学院 現代社会学研究科 現代社会学専攻 修士課程 設置
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1966
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1989
1993
1995

2000
2001
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2004
2005
2007

2008

2009

2010
2011
2013

2014

2015

2016

2017
2018

2019

2020

2022
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	 学部を越えてむすびつく

　ワンキャンパス
	 挑む学生たちの物語 … p.３
	 学長メッセージ／沿革 … p.7
	 Colorful	one	campus … p.9	

	 データで見るワンキャンパス … p.11
	 図解・ワンキャンパス … p.13
	 学生座談会 … p.15

 学部案内　… p.29

	 京都から広がる10学部の学び … p.31
	 学部選びの決め手は？ … p.33
	 卒業生に聞く学部での学び … p.35

Contents 京都産業大学　
大学案内 2023

京都産業大学といえば

	 大学院・研究所 … p.117

	 研究実績 … p.119

 教養教育 … p.121

 キャリア教育 … p.125

 国際交流・留学 … p.129

 施設 … p.137

 学食案内 … p.141

 クラブ・サークル … p.145

	 学生生活サポート … p.149
	 寮生活・一人暮らし … p.151
	 大学の365日 … p.153
	 京都の学生生活といえば？ … p.155
	 学生を支える京の人々 … p.157
	 学費・奨学金制度 … p.159

	 京都産業大学の雰囲気を体感する

	 オープンキャンパス … p.161
※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。
※以下の学部・学科は、新設や学科再編を行ったため、新設・学科再編前の募集学部・学科
　の学生も掲載しています。
　・経営学部：2019年学科再編（2018年度以前の募集学科の学生も掲載）
　・国際関係学部：2019年4月開設（外国語学部国際関係学科の学生も掲載）
　・情報理工学部：2018年4月開設（コンピュータ理工学部の学生も掲載）
　・生命科学部：2019年4月開設（総合生命科学部の学生も掲載）

	 “就職に強い”理由とは？

 進路・就職支援　… p.17

	 確実に夢に近づく就職サポート … p.19
	 データで見る「就職に強い京都産業大学」 … p.20
	 学生就職アドバイザー … p.21
	 就職活動を支える多彩なプログラム … p.22
	 内定者座談会 …	p.23

	 就職実績（学部別・業種別） …	p.25
	 教員・公務員志望者のサポート … p.27

大学での学びの先に

視野を広げる学びと環境

大学での毎日を応援！

「ワンキャンパス」のいいところ、教えてください！

いま夢中になっていることは？

「進路・就職支援」のよかったところ、教えてください！

	 経済学部 … p.37
	 経営学部 … p.43
	 法学部 … p.49
	 現代社会学部 … p.57
	 国際関係学部 … p.65
	 外国語学部 … p.73
	 文化学部 … p.85
	 理学部 … p.93
	 情報理工学部 … p.101
	 生命科学部 … p.109

多彩な専門分野の学び
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京都府・立命館高等学校出身

岸 晴香 Kishi Haruka

外国語学部 アジア言語学科 2年次

大阪府・桃山学院高等学校出身

白神 丈大 Shiraga Takehiro

理学部 物理科学科 2年次

三重県立宇治山田高等学校出身

中西 桃香 Nakanishi Momoka

現代社会学部 現代社会学科 1年次

大阪府・浪速高等学校出身

鈴木 悠真 Suzuki Yuma

経営学部 マネジメント学科 2年次

Colorful 
one campus

ワンキャンパスに集まる学生たちは、一体どんな日々を過ごしているのか。
それぞれの「夢中になっていること」から見えてくる京都産業大学のキャンパスライフとは――。

いま夢中になっていることは？

福島県立安積高等学校出身

佐藤 麗奈 Sato Reina

情報理工学部 情報理工学科 4年次

9

愛媛県立松山中央高等学校出身

金森 秀人 Kanamori Shuto

国際関係学部 国際関係学科 3年次

神戸市立葺合高等学校出身

舩津 拓生 Funatsu Takumi

生命科学部 先端生命科学科 3年次

滋賀県立八日市高等学校出身

廣瀬 真依 Hirose Mai

経営学部 マネジメント学科 3年次

静岡県立富士東高等学校出身

渡邉 優華 Watanabe Yuka

法学部 法政策学科 2年次

福岡県立伝習館高等学校出身

柳原 理冴 Yanagihara Risa

経済学部 経済学科 3年次

岡山県立岡山城東高等学校出身

青山 詩歩 Aoyama Shiho

文化学部 京都文化学科 1年次

福井県立若狭高等学校出身

堀口 宜泰 Horiguchi Norihiro

法学部 法律学科 1年次
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約115万冊 約2,000人受講全国
私立大学3校採択

図書館蔵書数 科研費大型研究種目・
新規採択（2020年）＊

シェアできるから“設備が充実”
膨大な本の蔵書はもちろん、自習スペースなど、ワンキャンパスは「み
んなでシェアできるモノや設備」が充実。図書館以外にも、グループ
ワークや英語学習など目的ごとに使い分ける“コモンズ”や、最新工
作機器がそろう“ファブスペース”を存分に活用してみてください。

“知”の集積で大規模な研究も
大学の研究力を測る指標となる「科研費大型研究種目」で新規採択
された全国の私立大学３校のうちの１つが京都産業大学です（他は慶
応義塾大学・早稲田大学）。ワンキャンパスによるそれぞれの専門分
野の連携や知の集積によって、高いレベルの研究活動が実現してい
ます。　※文部科学省「令和2年度科学研究費助成事業の配分について」より引用

1万4511人 349ゼミ・研究室150団体
文系・理系10学部の学生数 クラブ・サークル数

多彩な個性が集い、刺激し合う
1つのキャンパスに、全ての学生が集結する“一拠点総合大学”として
は国内最大級を誇ります。文系・理系10学部の学生数は約1万5000
人。教員を含めさまざまな専門分野、個性を持った人材が集うキャン
パスは、刺激やシナジーを生み出し、成長を促す場としての役割を果
たします。

一生付き合う“仲間”と出会える
多くの個性や才能が集まる京都産業大学では、150を超えるクラブ・
サークルが活動を行っています。ずっと続けてきたスポーツから、初め
ての文化活動まで“やりたいこと”“打ち込めること”が見つかりやすい
ワンキャンパスでは、一生付き合える仲間との出会いも待っています。

データで見るワンキャンパス

one
campus

11

“ワンキャンパス”だからこその
出会い、設備、カリキュラム――。

約2,000人受講 12カ所
＋コンビニ２カ所

名物授業
「自己発見と大学生活」

キャンパス内の学食

伝統の名物授業は“絆”でもある
京都産業大学に入学した学生のほとんどが受講する名物授業があり
ます。学部混合で他学部の友人をつくるきっかけにもなる授業として
知られ、さらに同じ授業を受けてきた先輩・卒業生たちとも話のきっ
かけになる、年次や世代を超えて学生をつなげる授業です。

自分だけの“お気に入りランチ”を
広いキャンパスの中には、学食がなんと12カ所。さらに買い物に便利
なコンビニも２カ所あります。昼休みは店内でゆったりするもよし、お
弁当をテイクアウトして、景色のいい場所で食べるもよし。いくつもの
選択肢の中で自分だけの“お気に入りランチ”が見つかります。

349ゼミ・研究室150団体 421科目
ゼミ・研究室数 全学部の学生が履修可能

「共通教育科目」の開講数

多彩な研究活動を展開
学生が主体となって取り組む「ゼミ・研究室」の数は実に350近く。
学部・学科での専門分野の学びを具体的に掘り下げて、企業や自治
体と連携したプロジェクトを進めたり、独自の最先端研究に取り組ん
だり。ゼミ・研究室の数だけ、新しい挑戦が生まれています。

学部を超えて“友人”ができる
文系理系の区別なく受けられる「学部横断型」といわれる授業が多
いのも京都産業大学の特徴の一つです。特に語学や体育の授業など
は、習熟度ややりたい競技別に編成されて実施。日々の学びの中に
も、さまざまな学部の友人とつながる環境が整っています。

12



詳細はWebで

これが
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理系1

0学部
、

学生
約１万

5000
人が
集結
する

キャン
パスの

全貌
だ！

one
campus
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なると、やっぱり頼れますよね。

古田　授業で出てきた経営論的な話を、経

営学部の友人にチラッと聞いたら、５倍くら

いの情報量になって返ってきた。

中野　私は理学部だけど、理系はだいたいプ

ログラミングが必須になります。でも情報理

工学部の人はさすがにプロ。課題で悩んでた

ら、あっさり解決してくれて。

山田　実は自分もこのあいだ「宅地建物取

引士」っていう、わりと難しめの国家資格を

取ったんだけど……。

一同　おお、すごい！

山田　法律関係の勉強をするとき、法学部

の友人に解説してもらったりして、めちゃく

ちゃ助けてもらった。法律の条文の「甲」とか

「乙」とか、訳が分からなくて。

山本　「法律の条文が読める」って、ある種

の特殊能力ですもんね。

古田　個性が多彩だと、得意分野を生かせ

一番の魅力は「人との出会い」

山本　高校生の頃は「ワンキャンパス」と言

われても今ひとつピンと来なくて。「文系・

理系10学部、１万5000人が集まるキャンパ

ス」と言われても、正直「学生が多いんやな」

くらいにしか思えなかった。

中野　そうそう。でも入学してみると「あ、こ

ういうことか」って思いました。大学で出会う

人にいろいろなタイプがいて驚く。

古田　１年次の時は特にね。英語とか学部

横断の授業が多いから、他学部の友人がで

きる。もちろんサークルや学生プロジェクト

でも「こんな人いるんだ」っていう知り合いが

できる。大学生活がいきなり面白い（笑）。

山田　なんとなくだけど、同じ学部の人は

「似たタイプで気が合う感じ」。他学部の人

は「違うタイプで面白そうな感じ」がする。

中野　あとは、それぞれの専門分野の話に

るのがなんだかうれしい。前に神山祭（学園

祭）で店を出した時も、全体に指示を出す

リーダー、補佐役、現場で動く人……それぞ

れが役割を理解して気持ちよく動けた。

山田　「集団」って実は個性がはっきりす

る。京都産業大学の学生が就活のときによく

「キャラが立ってる」とか言われるけど、それ

はワンキャンパスの洗礼というか、いろんな

個性の中で試行錯誤するうちに、自然と「自

分のキャラ」を確立したからだと思う。

「できること」が一気に増える

古田　あとワンキャンパスは単純にスケー

ルが大きいメリットもあると思う。１年次の

ときに「初心者限定のフットサルサークル」

を立ち上げたんだけど、最初は同じ学部の友

人を集めて、せいぜい10人くらい。でも「他学

部の学生にも声をかけよう」って勧誘を始め

たら、一気に40人くらい集まって。

 

憧
れ
の
キ
ラ
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大
学
生
に
な
れ
る
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「
こ
の
指
と
ま
れ
」が 

　
　
　
　
　

 

や
り
や
す
い
。 

学生座談会

京都府・京都成章高等学校出身

好きな学食：「むすびキッチン」の

鉄板ハンバーグランチ

山本 真実 Yamamoto Mami

文化学部 国際文化学科 ２年次

大阪府立牧野高等学校出身

好きな学食：「壱馬力」の油そば

山田 晃平 Yamada Kohei

経営学部 経営学科 ４年次

one
campus
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山本　すごいですね。

古田　人数がいれば、広いコートを借りたり、

できることが一気に増える。

山田　そういう意味ではワンキャンパスは

「この指とまれ」がやりやすい。「ヒッチハイ

クで旅したい」みたいな、自分だけなら絶対

にやらないことも「おお。やろうぜ」っていう

ヤツが出てくると後に引けなくなる。

中野　え、ホントにやったんですか？

山田　やったよ。２年次のときに広島とか香

川とかを回った。経済、経営、情報理工学部

の学生で３人旅。情報理工学部の友人は理

論派で、道の交通量を見て「車がこう走って

るから、ここで座って待とう」と提案するのに、

文系の２人は「とにかく目立つように立って

待とう」と根性論で。

中野　めちゃ面白い。

山田　でも結局、どっちも正解で。両方組み

合わせたら、すぐに車が止まってくれた。

山本　多様性が良い方向に発揮されるとい

うか。旅って意外とワンキャンパスの本質が

出るのかもしれないですね。

夢を叶える場所はココだ

古田　あとはとにかく施設が良い。

中野　ワンキャンパスだと全学生が使うか

ら無駄がなくて、大学が施設にたくさんお金

を使えるって意味ですか？

山田　うん、実際のところは分からないけど、

新しくてカッコいい建物は多いでしょう？

山本　私、高校の頃からキラキラした大学

生に憧れていて。新しい「天地館」で授業を受

けたとき、「夢を叶える場所はココだ！」と。

中野　教室はおしゃれだし、ガラス張りだし、

京都の街が一望できるし、コンビニもある。

山本　１階はカフェみたいで素敵だし、どの

学部の学生も使えるし、いいよね。

山田　僕は「サギタリウス館」の大階段かな。

古田　確かに。あそこは街中のスタバにない

開放感とカッコよさがありますよね。

山田　そう、あの最上段のウッドデッキの

テーブルにパソコンを置いて課題をやったり、

本を読むとイケてる大学生になれる（笑）。

山本　ほどよく人通りもあって、集中できる。

だらけるとカッコ悪いですもんね。

中野　一人のときと、何人かで集まるときで

は、けっこう場所が変わりますね。

山田　たぶん、うちの大学の人間関係が良

いのは、ワンキャンパスの居心地がよくて、単

純に一緒にいる時間が長いからだと思う。授

業が１コマ空いても、大学にいて人と話すか、

グローバルコモンズで映画を見てるし。

山本　そうですね。ワンキャンパスの良さっ

ていうか、そもそもワンキャンパスっていう場

が面白いから、学生がずっといる。結果、学

生同士が集まって、面白いことをやってい

るって面はあるかもしれないですね。

 

そ
れ
ぞ
れ
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専
門
分
野
で
頼
れ
る
。 

「ワンキャンパス」のいいところ、教えてください！

 

集
団
の
中
で 

　

 

得
意
分
野
を
生
か
せ
る
。 

岡山県立津山高等学校出身
好きな学食：「MIYAKO製麺」のマヨから丼

古田 真訪 Furuta Matoi

国際関係学部 国際関係学科 ３年次

静岡県立韮山高等学校出身

好きな学食：「キッチンサン」の週替わり丼

中野 瑛理香 Nakano Erika

理学部 宇宙物理・気象学科 １年次
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京都産業大学は「 就職に強い大学 」として

 高い就職率 を誇ってきました。

その背景には専任スタッフによる個別面談や、

先輩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。

 就職率 では、卒業生2,000人以上の大学で

 全国６位 ＊を誇っています。

これまで「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。

進路・
就職支援

※朝日新聞出版『AERA MOOK 大学ランキング2021』より。 18



京都産業大学だけの特別な進路・就職支援とは？

充実のサポート体制

高校や大学までのような進学と、大学か
ら先の進路決定は実は大きく違います。そ
こで「就職活動はいつ、何から始めればよ
いのか」という基本から、選択肢の広げ方
や絞り方などを話し合い、一緒に将来を
考えることが私たちの仕事です。
特に大切にしているのは、「学生」と「企
業」の双方をよく知ることです。進路・就
職支援センターでは年間１万回を超える
個別面談を行っており、学生一人一人の話
をじっくりと聞くことを大切にしています。
また、毎年約500社の企業を訪問。就職
に関わるプロとして企業の人事担当者と

お会いして、業界の動向やその企業で
活躍する先輩の話などを収集し、学生に
フィードバックしています。
その他、業界ごとの専門的なガイダンス
や説明会の開催、個別面談など支援内容
は多岐にわたりますが、全ては皆さんが心
から納得できる進路を見つけるためのサ
ポートです。
学生が自身の就職活動にまい進するマラ
ソンランナーなら、私たちは一緒に走る伴
走者。京都産業大学で一緒にあなたの夢
を叶えましょう。

進路・就職支援センターにはいくつもの個別ブー
スを設置。就職活動を前に多くの学生が訪れ、ス
タッフとの個別面談を通して「就活の進め方」や

「志望業種の絞り込み」などのアドバイスを受ける。

学生とのコミュニケーションを大切にして進
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を誇り、経験豊
かなスタッフが常駐。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
イスしています。
その他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。

「就活支援のプロ」が
寄り添う

確実に夢に近づく
就職サポート

詳細はWebで

進路・
就職支援

専任スタッフが学生一人一人と面談し、
希望の進路に合わせてアドバイス D

ata

19

大学が“ワンチーム”になってスクラムを組む

京都産業大学の進路・就職支援に対する高い評価を支えるのが、産業界と連

携・体系化した「キャリア教育」と、進路・就職支援センター、先輩・卒業生がワ

ンチームで支える「サポート体制」です。その他全国に1,700社以上に広がる

卒業生のネットワークや都道府県との就職協定の締結、地元へのUIJターン就

職支援など、きめ細かな取り組みの結果がデータにも表れています。

96.9% 

約1,300回 

100% 

1,700社以上

全国

21府県 

全国6位

33.1%

（2020年度実績）

（2020年度実績） （2020年度実績）

（2,560人／2,643人） （卒業生2,000人以上）

（2019年度実績）

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。

（2020年度実績）

協定締結先　
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/兵庫県/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（2022年3月現在）

※朝日新聞出版『AERA MOOK 大学ランキング
2021』より。

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。 （2020年度実績）

就職率 （就職者数／
 就職希望者数）

学内就職支援
行事開催回数

学生の卒業後
進路把握率

就職実績

就職協定の締結

就職率ランキング

Uターン就職率

データで見る「就職に強い京都産業大学」

巨大企業
（1,000人以上）
40.7 %

巨大企業
（100億以上）
14.5 %

大企業
（500人以上〜
1,000人未満）
10.8 %

大企業
（10億以上〜
100億未満）
14.1 %

中企業
（100人以上〜
500人未満）
24.7 %

中企業
（5千万以上〜
1億未満）
14.5 %

中堅企業
（5億以上〜
10億未満）

3.5 %

中堅企業
（1億以上〜5億未満）
18.3 %

小企業
（100人未満）
18.1 %小企業

（5千万未満）
24.3 %

公務員
5.9 %

資本金規模別就職状況 従業員数規模別就職状況
その他

（資本金規模不明）
その他

（従業員規模不明）4.9 %

5.7 %

D
ata
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進路・
就職支援 学生就職アドバイザー

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

先輩から後輩へ、
ノウハウの引き渡し
就職活動のコツから、業種ごとの採用の流れまで、
内定を獲得した先輩が「就職アドバイザー」として
後輩の進路・就職相談に応じます。
その他就職活動が本格化する冬には「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な
どさまざまな企画が行われます。中でも社会で活
躍する「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、多くの学生が参加す
る人気企画になっています。

「先輩にしてもらったことを、後輩たちへ」。こうした
サポート、ノウハウの引き渡しが「就職に強い京都
産業大学」の伝統の一つです。

同じ大学・学部だからこそ
得た経験の全てを伝えたい。

都産業大学には、「先輩が後輩の
就職活動を支える」伝統があります。

卒業生アドバイザーという制度は、そんな
サポートの在り方を象徴するものかもし
れません。
特に就職活動を控えた3年次生向けに行
われる「就活祭」では、後輩に送るエール
のつもりで率直に話をします。社会に出て
どんな仕事をしているか、やりがいやどん
な基準で就職活動を進めたのか、今振り
返って学生時代にやっておいて良かったこ
となど、同じ大学・学部で学び、就職活動
に臨んだからこそ、参考にしてもらいたい
経験を伝えます。
その一方で学生の質問に、こちらがハッと

させられることも。印象的だったのは「自
分が何に向いているか分からない」という
ものでした。かつて自分も同じように悩み、
それでも学生だった当時は「向き不向きは
自分で決めることではない」と開き直って
100社ほど応募し、30～40社の面接を受
けたことを話しました。
社会に出て分かったのは、京都産業大学
は卒業生とのつながりが特に強いこと。
卒業生による会合も頻繁にあります。私は
学生時代にそんな場で出会った、同じ会
社の先輩に今も良くしていただいています。
基本的に「先輩は全員、後輩の味方」。進
路を考えるようになったら、遠慮なく先輩
を頼ってください。全力で応援します。

2019年 経済学部卒業

山下 岳
Yamashita Gaku

卒業生アドバイザー

Interview

京

※2021年度には、約40人の学生就職アドバイザーと約40人（約35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。

アサヒビール株式会社

大学
WEBサイトで
公開中！

Pick up
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就職活動を支える多彩なプログラム
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 就職活動に関するガイダンス

ミニ就職ガイダンス（少人数指導）

スタッフによる個別面談

目的別に特化した個別支援

就職登録面談会

学生就職アドバイザー

就活祭

学内企業セミナー

卒業生による勉強会

京産ナビ（就職支援システム）

メールなどによる情報配信

UＩJターン就職支援

公務員就職支援

業界別専門セミナー

筆記模擬試験・対策講座

模擬面接

教育懇談会

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

企業選考の対策

保護者の方へ

Pick up

Pick up

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

Pick up

公務員を志望する
学生をサポート
公務員就職支援

公務員を志望する学生には、公務員を取り
巻く現状や求められる考え方など、採用現
場の最新情報を盛り込んだセミナーを実
施。併せて、公務員（国家公務員・各府県庁
および各市職員・警察官・消防官）の人事担
当者を招き、仕事内容や各官庁・自治体が抱
える課題についての理解を深めます。その他、
年々難易度が上がる面接試験の突破を目指
し、面接対策や集団討論対策も行っています。

先輩から受け継がれる
オリジナル教材

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
体験レポートです。
これから就職活動を始める学生にとっては、
これ以上ないほど貴重な情報を本学独自の
ナビサイト「京産ナビ」で公開しています。

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ン
パクトに集約。就活生に
は手放せない1冊です。

『就職活動体験記』

『就職活動まるわかりブック』

秘

Pick up

出身学生が多い
地域と連携
UIJターン就職支援

UIJターン就職希望の学生に対し、企業や地
方公共団体と連携して就職活動を支援して
います。各自治体の担当者を学内に招いたり、
希望者を無料バスで各地方に送迎し、現地
企業との業界勉強会を実施したり、企業との
出合いの場を提供。出身学生が多い自治体
とは就職支援協定を締結し、企業の情報提
供や説明会なども開催。UIJターン就職を促
進する取り組みを積極的に行っています。

協定締結先（2022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/兵庫県/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

22



学内に「就職活動のプロ」がいる

青木　考えてみると自分が高校生だった

ら、「進路・就職支援って何してくれるの？」

「そもそも就職活動は自分でやるものじゃな

い？」ってところから疑問に思うかも。

片山　そうだよね。確かに就職活動は自分

でやるものなんだけど、一人でなくてもいい。

「世の中にどんな業界があるか」「自分が何

の仕事に向いているか」とか、そういう基本

から教えてくれたり一緒に考えたりしてくれ

るのが、京都産業大学の進路・就職支援。

波多野　私は、「就活って何からやればいい

んですか？」っていうレベルからだったので、

ホントにそのあたりから始まった。

片山　ほとんどの人が「人生初の就職活動」

だから、同じような人は多いと思う。だからこ

そ大学のサポートで視野が広がるし、結果も

かなり違ってくるんじゃないかな。

奥東　この大学の進路・就職支援がいい

と思ったのは、やっぱり担当してくださった

方が、「就職活動のプロ」だったこと。エント

リーシートの添削も「こういう言い回しもい

いんじゃない」とか、「昨年の人はこういう書

き方で書類が通った」とか。ノウハウの蓄積

がスゴかった。

波多野　私も初めて進路・就職支援セン

ターに相談に行って担当になってくださった

方と二人三脚で就活したようなものなので

本当にお世話になった。面接の練習とか、志

望企業に送る自己紹介のＰＲ動画のつくり

方も指導してくれて。あと、担当の方それぞれ

に専門にしている業種もある。

奥東　進路・就職支援センターのスタッフに

は各業界の勤務経験がある方もいて、いろ

んな意味でプロフェッショナルなんだと思う。

片山　面接の練習で「いま君が志望してい

る官庁は、前に先輩が受けたときにこういう

質問をされたらしいから、同じようにやってみ

ようか」と言われて、「そういう情報まで受け

継いでるんだ！」ってとても驚いた（笑）。

青木　そこまでやってたら、さすがに「就職

に強い大学」って言われるよね。

奥東　思い返すと「就職活動のスタートがス

ムーズ」というのは、実はすごく大事だったな

 

公
務
員
志
望
者
に
も 

     

　 

手
厚
い
サ
ポ
ー
ト
。 

 

知
識
ゼ
ロ
の
状
態
か
ら 

　       

　 

助
け
て
く
れ
た
。 

内定者座談会
進路・
就職支援

京都府・京都学園高等学校
（現・京都先端科学大学附属高等学校）出身
内定先：トランスコスモス株式会社

波多野 沙耶  Hatano Saya

外国語学部 ヨーロッパ言語学科 4年次

滋賀県立大津商業高等学校出身

内定先：金融庁（国家公務員一般職）

片山 尚樹  Katayama Naoki

経営学部 会計ファイナンス学科 4年次
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と。就職活動って「意外と最初が大変」。自己

己分析とか、どういうスケジュールでやるかと

か、業界のことも知らなきゃいけない。だか

ら「最初に背中を押してもらえた」のは、当時

は気付かなかったけど、かなり助かった。

波多野　電動自転車みたいに初めのひとこ

ぎだけグンとパワーを貸してくれるみたいな。

「先輩が後輩のために」という伝統

片山　私はずっと公務員志望だったけど、公

務員試験は筆記試験と同じくらい人物（面

接）試験も重要だから、進路・就職支援セン

ターにはめちゃくちゃお世話になった。「昨

年の先輩はこういう勉強してたよ」とアドバ

イスをもらえたし、自己分析も雑談の中でう

まく質問してくれて「自分はこう考えてたん

や」と気付かせてくれたり。

青木　私の場合、理系で大学院まで行くと、

研究内容とか実は話すネタはいっぱいある。

それでも就活前には「自分なんて……」と思っ

て悩んでいて。そのタイミングで進路・就職

支援センターに行ったら、スタッフの方が「ま

ずは、ピンとくる企業を探そう」と前に踏み

出す勇気をくれたのがうれしかった。

奥東　ホントにそう。最初に寄り添ってくれ

るのはありがたいよね。

波多野　私は「一度話を聞いてみたら」と卒

業生の方を紹介してもらって。そういうネット

ワークがしっかりしてるんだって驚いたな。

奥東　あとになって分かったけど、４年次生

で内定先や進路が決まると「将来、後輩から

連絡が来てもＯＫ？」ってアンケートで聞か

れるんだよね。自分自身、先輩たちにお世話

になったから「ＯＫ」って返したけど、そういう

「先輩が後輩のために」っていう伝統がいろ

んなところで残ってる気がする。

片山　内定した４年次生が務める「学生就

職アドバイザー」（Ｐ.21参照）もそういうサ

ポートの一環だしね。

波多野　就職に関して、こういうプラスの循

環が何十年も続いているのはスゴい。部活

の強豪校みたいに、そういう伝統のシステム

になっているのかも。

奥東　実際に就職活動をやると、京都産業

大学の「伝統的な強さ」を感じるよね。
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「進路・就職支援」のよかったところ、教えてください！

滋賀県立草津東高等学校出身

内定先：センコー株式会社

奥東 走  Okuhigashi So

経営学部 経営学科 4年次

三重県・皇學館高等学校出身

内定先：フジテック株式会社

青木 菜華  Aoki Nabana

理学研究科 物理学専攻 2年次
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大東建託、フジパングループ本社、東海染工、ブリヂストン、長府
製作所、日本発条、ホシザキ、日本ヒューレット・パッカード、モリ
タ製作所、大阪ガス、鴻池運輸、日本通運、阪急電鉄、ＪＲ東海、
タキイ種苗、日本食研ホールディングス、阪和興業、日本出版販
売、京都銀行、トマト銀行、みずほフィナンシャルグループ、南都銀
行、北國銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、京都信用金庫、
広島信用金庫、明治安田生命保険、東京コンピュータサービス、
日本年金機構、三井住友ファイナンス＆リース、国家公務員一般
職（財務省税関）、国税専門官、大阪府庁、亀岡市役所、京都府警
察本部、京都府庁、湖南市役所、袋井市役所、奈良県庁

大和ハウス工業、ハウスドゥ、ジェイ・エス・ビー、タマノイ酢、山
崎製パン、キッコーマンソイフーズ、月桂冠、タカラスタンダード、
ノーリツ、松栄堂、ＪＲ東海、福山通運、阪神国際港湾、良品計画、
タキヒヨー、ナカライテスク、マツシマホールディングス、平和堂、
万代、ヨドバシカメラ、中国銀行、京都信用金庫、京都中央信用金
庫、日本生命保険、明治安田生命保険、サイバーリンクス、近鉄・
都ホテルズ、ホテルニューアワジグループ、日本年金機構、日本ア
イ・ビー・エムデジタルサービス、高見、藪内燕庵、ＮＯＶＡホール
ディングス、太宰府天満宮、大阪市役所、京都府警察本部、島根
県庁、豊中市役所

セキスイハイム不動産、フジパングループ本社、ロッテ、タカラスタ
ンダード、グラフィック、ノーリツ、THK、ＴＯＷＡ、村田製作所、Ｊ
Ｒ西日本、ＪＲ東海、奄美航空、日本トランスシティ、興和、加藤産
業、東海澱粉、たけびし、トラスコ中山、平和堂、ファーストリテイ
リング、ヨドバシカメラ、名古屋銀行、北國銀行、三井住友銀行、横
浜銀行、明治安田生命保険、クラブツーリズム、加賀屋、中の坊、
ホテルグランヴィア大阪、日本年金機構、東京電力ホールディン
グス、大阪府教育委員会、横浜市教育委員会、日総工産、京都商
工会議所、警視庁、徳島県警察本部、松山市役所

北陸電気工事、積水ハウス、永谷園、フジッコ、立川ブラインド工
業、グラフィック、ノーリツ、村田製作所、バッファロー、テルモ、任
天堂、阪急電鉄、平和堂、南都銀行、広島銀行、京都信用金庫、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、国
立病院機構 大阪医療センター、日本郵便、高知県教育委員会、 
裁判所職員 家庭裁判所調査官補、綾部市役所、淡路市役所、 
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

ジェイ・エス・ビー、日本新薬、太平洋セメント、THK、村田機械、
関西電力、ＪＲ東海、ＪＲ西日本、阪急電鉄、丸和運輸機関、日本
アクセス、たけびし、渡辺パイプ、百十四銀行、りそな銀行、京都信
用金庫、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、明治安田生
命保険、日本ユニシス、富士ソフト、マイナビ、三井不動産ホテル
マネジメント、国立病院機構、国家公務員一般職（厚生労働省）、
国家公務員一般職（財務省税関）、国税専門官、労働基準監督官、
防衛省 海上自衛隊、茨木市消防本部、京都市消防局、京都市役
所、京都府庁、警視庁、滋賀県警察本部、高槻市役所、東京消防庁
徳島県庁、鳥取県庁、兵庫県警察本部、和歌山県庁

小岩井農牧、土木管理総合試験所、シノブフーズ、日清シスコ、山
崎製パン、東和薬品、日東工業、ソニーミュージックグループ、阪急
電鉄、モリタ屋、東海澱粉、ナカライテスク、不二化学薬品、ＯＳＧ
コーポレーション、平和堂、コーナン商事、香川銀行、三重県農業
共済組合、平成動物病院、奈良県教育委員会、トーテックアメニ
ティ、日本食肉格付協会、海上保安庁、兵庫県庁

※総合生命科学部の実績

大東建託、プリントパック、キオクシア、パナソニックプロダクショ
ンエンジニアリング、大阪ガス、ジンズ、ＺＯＺＯ、百五銀行、京都
中央信用金庫、トヨタシステムズ、日本気象協会、日立システムズ、
放送衛星システム、伊豆保健医療センター、ＴＯＫＡＩホールディ
ングス、日本アイ・ビー・エムデジタルサービス、岐阜県教育委員会、
京都府教育委員会、ウイルテック、エスユーエス、メイテック、国家
公務員一般職（気象庁）、京都府庁

経済学部 就職率  97.8%

文化学部 就職率  95.6%外国語学部 就職率  97.0%現代社会学部 就職率  95.2%

法学部 就職率  97.2%

生命科学部 就職率  96.6%理学部 就職率  97.3%

学部別
（2020年度実績）

清水建設、セキスイハイム東海、積水ハウス、大和ハウス工業、伊
藤ハム、亀田製菓、レンゴー、中山製鋼所、パナソニックシステム
ソリューションズジャパン、富士通、スズキ、ＪＲ東海、ゴディバ
ジャパン、シャープマーケティングジャパン、ブリヂストンタイヤソ
リューションジャパン、リコージャパン、ニトリ、京都銀行、滋賀銀
行、十六銀行、南都銀行、福井銀行、ゆうちょ銀行、京都信用金庫、
京都中央信用金庫、日本生命保険、北陸労働金庫、帝国データバ
ンク、住友電工情報システム、富士通エフサス、NTTドコモ、日本
年金機構、国税専門官、大阪府警察本部、大阪府庁、京都市役所、
京都府警察本部、名古屋市役所

経営学部 就職率  97.6%

日本ハムファクトリー、凸版印刷、ニチコン、任天堂、ＪＲ東海、シス
テナ、たけびし、三菱電機インフォメーションネットワーク、ヨドバシ
カメラ、オプティム、カプコン、システムサポート、システムディ、Ｓｋ
ｙ、スミセイ情報システム、チームラボ、日新システムズ、三菱電機
コントロールソフトウェア、ドリコム、ＮＴＴネオメイト、トランスコ
スモス、ジェイテック、メイテック、大阪府庁、三重県庁
　　　　　　　　　　　　　　   　※コンピュータ理工学部の実績

情報理工学部 就職率  93.8%

就職実績

飲食店・宿泊業 1%
教育・学習支援業 1.4%
複合サービス事業 1.8%

医療・福祉 2.8%
情報通信業 4.8%

卸売・小売業
21.2%

公務
16.5%

サービス業
12.7%

製造業 8.1%

不動産・物品賃貸業 5.6%

建設業 5.2%

運輸業 5%

教育・学習支援業 1.3%
複合サービス事業 2.1%

公務 2.5%
飲食店・宿泊業 2.9%

不動産・物品賃貸業 3.3%

その他 3.8%

卸売・小売業
31.4%

サービス業
10.9%

製造業
10.9%

金融・保険業 8.4%

情報通信業 6.3%

運輸業 5.4%

医療・福祉 5%

建設業 5.9%

サービス業
11.9%

サービス業
17.3%

卸売・小売業
29.7%

卸売・小売業
25.9%

製造業
11.9%

製造業
10%

運輸業 6.4%情報通信業 9.3%
情報通信業 5.3%

金融・保険業 6%
飲食店・宿泊業 5%

教育・学習支援業 5.6% 教育・学習支援業 5%

建設業 4.4%

金融・保険業 4.2%

公務 5.6%

不動産・物品賃貸業 4.2%
不動産・物品賃貸業 5.3% 

複合サービス事業 1.1%
公務 1.4%

医療・福祉 3.3% 

飲食店・宿泊業 1%
複合サービス事業 1.7%

運輸業 2.3%
建設業 3.7%

医療・福祉 4% 

その他 5.6%その他 2%

電気・ガス・熱・ 
水道供給業 0.6%

電気・ガス・熱・ 
水道供給業 0.3%

運輸業 1.4%
電気･ガス･熱・水道供給業 1.4%

公務 2.7%
金融・保険業 2.7%

情報通信業
17.8%

卸売・小売業
16.4%

サービス業
24.7%

製造業 13.7%

教育・学習支援業 12.3%

建設業 4.1%

医療・福祉 1.4%

不動産・物品賃貸業 
1.4%

卸売・小売業
32.8% 

製造業
24.1%

サービス業
13.8% 

情報通信業 6.9% 

建設業 5.2% 

農・林・漁・鉱業 1.7% 
公務 3.4% 

教育・学習支援業 3.4% 
金融・保険業 3.4% 

運輸業 3.4%

医療・福祉 1.7%

複合サービス事業 0.6%
医療・福祉 1.5%

教育・学習支援業 1.5%
飲食店・宿泊業 1.9%

運輸業 2.7%
公務 3.2%

電気・ガス・熱・ 
水道供給業 0.4%
その他 4.2%

電気・ガス・熱・ 
水道供給業 0.2%
その他 2.4%

製造業
12.8%

サービス業
13.7%

卸売・小売業
26.7%

金融・保険業 10.3%

情報通信業 7.3%

不動産・物品賃貸 7.1%

建設業 6.1%

情報通信業
40.8%

サービス業
21.1% 

卸売・小売業
15.8% 

運輸業 1.3%
公務 2.6%

製造業 10.5% 

建設業 2.6%

その他 5.3%

金融・保険業 11.1%

複合サービス事業 1.3%
教育・学習支援業 1.8%

飲食店・宿泊業 1.8%
医療・福祉 3.6%

建設業 3.6%

その他 2.9 %

電気・ガス・熱・ 
水道供給業 0.4%

卸売・小売業
25.5%

金融・保険業
13.6%

サービス業
12.8%

情報通信業 7.6%

製造業 10.3%

不動産・物品賃貸業 5.1%

公務 4.5%

運輸業 5.1%

25 ※企業・団体の名称は入社当時のものによる。

業種別

【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

鴻池組、三井住友建設、大和ハウス工業、江崎グリコ、雪印メグミルク、伊藤園、タカラスタンダード、サ
カタインクス、大日本住友製薬、東リ、愛知製鋼、三協立山、ノーリツ、グローリー、ダイキン工業、DMG
森精機、ＴＯＷＡ、日本精工、フジキン、不二越、日本電産、日置電機、福井村田製作所、京セラ、スズキ、
日野自動車、エスペック、島津製作所、任天堂、鴻池運輸、山九、日本通運、JR東日本、全日本空輸、日
本航空、近鉄エクスプレス、日新、タキイ種苗、加藤産業、大塚商会、JKホールディングズ、みずほフィ
ナンシャルグループ、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、大和証券グループ、野村証券、証券保管振替機構、
第一生命保険、ソフトバンク、サイバーエージェント、ヤフー、JTB、京都ホテル、星野リゾート、国家公
務員一般職（厚生労働省）、各都道府県市役所

国際関係学部

※国際関係学部は2019年4月に開設した学部のため、2020年度の就職率は算出していません。

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

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
産業経済新聞社
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
TIS
TKC
帝国データバンク
東京商工リサーチ
日本アイ・ビー・エム
日本総合研究所
バンダイナムコエンターテ
インメント
日立システムズ
富士ソフト
富士通エフサス
富士通マーケティング
マイナビ
リクルートホールディングス
 通信業・同関連 

エヌ・ティ・ティ・ 
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

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

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

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
 情報通信機械器具 

オムロン
シャープ
シュナイダーエレクトリックホール
ディングス
セイコーエプソン
ソニー
デンソーテン
東芝テック
日本電気
日本NCR
日本ヒューレット・パッカード
日本無線
能美防災
PFU
ブラザー工業
 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
島津製作所

コネクシオ
シーメンスヘルスケア
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
アクセンチュア
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
財務専門官
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

進路統計
最新情報はWebサイトで　

進路・就職支援

公務
16.5%
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 小学校教諭一種免許状も取得できる

その他の資格課程　※課程登録については、選考を行います。

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。正課授業に加えて独自の教員採用試験対策講座を用意し
ており、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。

図書館司書課程
生涯学習社会における中核施設とされる図書館。
人々の学びを支える図書館の専門職員である司書を
養成します。全学生が取得可能で、毎年多くの学生が
資格取得を目指しています。

学校図書館司書教諭課程
「学校図書館法」に定められた専門的知識を持った
教員である司書教諭。教職課程と併せて専門科目を
履修し、所定の単位を修得することで資格を取得す
ることができます。

学芸員課程
博物館（美術館、動物園、植物園、水族館、科学館な
ど）の業務に従事する専門職員である学芸員。本課
程では、研究能力や業務遂行能力の向上のため、実
務実習にも取り組みます。

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
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
とで、小学校教諭一種免許状を取得できます。

中学校教諭／高等学校教諭免許課程

※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。

※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。

（通信教育課程）
小学校教諭免許課程

教員・公務員志望者のサポート
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。

京都産業大学 佛教大学 or 聖徳大学

学部・学科別取得可能教員免許状

経済学科

マネジメント学科

法律学科

法政策学科

現代社会学科

健康スポーツ社会学科

英語学科

ヨーロッパ言語学科※1

アジア言語学科※1

京都文化学科

国際文化学科

数理科学科

物理科学科

宇宙物理・気象学科

先端生命科学科

産業生命科学科

社会

社会

社会

社会

保健体育

英語

英語・ドイツ語・フランス語

国語※2・英語・中国語

社会

英語

数学

数学・理科

理科

理科

理科

地理歴史・公民・商業

商業

公民

公民

公民

保健体育

英語

英語・ドイツ語・フランス語

国語※2・英語・中国語　

地理歴史

英語

数学・情報

数学・理科

理科

理科

理科

中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状

経済学部

経営学部

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

詳細はWebで

進路・
就職支援
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※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。

教員・公務員志望者のサポート

資格講座一覧
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。

開講講座一覧

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
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。

基礎力養成

実力養成（行政事務系）（警察官・消防官）

受験対策（警察官・消防官）

受験対策（国家一般職・国家専門職・地方上級・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）

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））

簿記検定講座（1級）

ビジネス会計検定試験®︎講座

公認会計士講座

税理士講座（簿記論・財務諸表論）

MOS（Microsoft Office Specialist）講座

ITパスポート講座

基本情報技術者講座

証券外務員講座（二種・一種W受験）

社会保険労務士講座

行政書士講座（標準）（速習）

宅地建物取引士講座（標準）（速習）

旅行業務取扱管理者講座（国内・総合W受験）（総合）

貿易実務検定®講座 C級（初級）

秘書検定講座（2級）

色彩検定®講座（3級・2級W受験）

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

講座名 内容

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/AFP（3級講義セット））

就職適性検査基礎力養成講座

「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、
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
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
開講。会計の専門家を育成します。

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
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
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
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
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
のニーズに応じた多彩なコースを開講しています。

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。

あらゆる職種で役立つ“配色”を学ぶ「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。

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。

公務員

会計・税務

情報処理

教養

就職

語学

ビジネス・
法律

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。

進路・就職支援

28



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

経済学部

経営学部

法学部

現代社会学部

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

経済学科

マネジメント学科

国際関係学科

情報理工学科

国際舞台にも通用する、
各界で活躍できる経済人

実社会で発揮できる、
高度なマネジメント能力を
持つ人材

法と社会をむすぶ、
紛争解決能力と実践力を
有した人材

社会を「研究」するだけで
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

高度な語学力と異文化
理解力を備え、国際社会で
活躍できる人材

国内外の文化現象を考察し、
京都、日本、そして世界を
むすぶ人材

素粒子・原子核から宇宙まで、
自然の真理に迫る人材

情報技術×理工学で、
未来をデザインする人材

研究成果の「探究」と「普及」、
2つの切り口から
生命科学を生かす人材

※１	 在学生数・専任教員数は2021年５月１日現在、
	 就職率は2020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

法律学科
法政策学科

学部 学部データ※１学科／専攻 育成する人材

現代社会学科
健康スポーツ社会学科

京都文化学科
国際文化学科

在学生数／	 2,590人
専任教員数／		 39人
就職率／	 97.8％

在学生数／	 2,688人
専任教員数／		 38人
就職率／	 97.6％

在学生数／	 2,417人
専任教員数／		 48人
就職率／	 97.2％

在学生数／	 1,669人
専任教員数／		 38人
就職率／	 95.2％

在学生数／	 579人
（2019年設置／1〜３年次生の数字）

専任教員数／		 18人

在学生数／	 598人
専任教員数／		 30人
就職率／	 93.8％※２

在学生数／	 1,754人
専任教員数／		 57人
就職率／	 97.0％

在学生数／	 1,127人
専任教員数／		 39人
就職率／	 95.6％

在学生数／	 508人
専任教員数／		 35人
就職率／	 97.3％

数理科学科
物理科学科
宇宙物理・気象学科

先端生命科学科
産業生命科学科

在学生数／	 409人	
（2019年設置／1〜３年次生の数字）

専任教員数／		 31人
就職率／	 96.6％※３

英語専攻／イングリッシュ・キャリア専攻

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

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

英語学科
ヨーロッパ言語学科
	
アジア言語学科

P. 37

P. 43

P. 49

P. 57

P. 65

P. 73

P. 85

P. 93

P. 101

P. 109
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広報活動を実施

三
条
大
橋
の

日本酒の海外展開についてプレゼンテーションを実
施。伏見で最も古い歴史を持つ蔵元を訪問し、海外の
食文化に合わせた展開や、日本酒の歴史と造り手のこ
だわりを伝えるアプローチを提案しました。

京都市から依頼を受け、鴨川に架かる三条大橋の広
報活動を実施。橋の補修・修景事業のために作成した
ふるさと納税を利用した寄付を呼び掛けるポスターは、
京都市営地下鉄の駅構内などに掲出されました。

京都で人口流出が進む舞鶴市に都市農村交流プログ
ラムを提案。市の観光資源や条例を調べ、提案をまとめ
る中で、「社会を支えるルールと仕組みを学ぶ」という
法学部の本質を体験的に学びました。

10京都

現代社会学部 国際関係学部

法学部

から広がる    　　　    学部の学び
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。

フィールドワーク

人気店の新

舞鶴市に

蔵元の海外

商
店
街
で

メ
ニ
ュ
ー
開
発

政
策
案
を
提
出

進
出
策
を
提
案

経済学部のゼミ活動では、京都の都市部と郊外の店
舗で「取扱商品や価格がどう変わるか？」を調査する
フィールドワークを実施。経済の視点で見渡せば、な
にげない街の風景も学びの対象になります。

経済学部

経営管理がテーマのゼミ活動で、新商品の開発プロ
ジェクトを立ち上げ。京都の人気ドーナツ店の協力を
得て、コンセプトから季節感の演出まで試行錯誤。約
半年の時間をかけて、ついに商品化に至りました。

経営学部

学部選びのヒント

何を学ぶか
迷ったら
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アプリをリリース

「底冷え」を研究

番組を制作

バ
ス
の
時
刻
表

京
都
の

ラ
ジ
オ

フィールドワークの一環で京都の歴史ある町家を訪
問したり、時代や政治背景まで垣間見える美術鑑賞を
したり。ホンモノに触れる学びを通じて文化の「つな
がり」を実感し、新たな価値を生み出す力を養います。

京都のコミュニティーFM放送局で、実際にオンエア
されるラジオ番組を制作。国際色豊かなコンテンツを
目指し、母語が違っても伝わる言い回しを考えるなど、
「言葉」や「伝えること」の本質を探究しました。

「底冷え」と形容される冬の厳しい寒さはどのような
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。

10

外国語学部 文化学部

理学部

から広がる    　　　    学部の学び

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
の学生に利用されました。ITと京都の学生生活をつな
ぐアプローチを実践の中で学びました。

情報理工学部

「五山の送り火」の左大文字で有名なアカマツ林の保
全に取り組む産学協働プログラムに参加。山に登り、
自らの手で成長を妨げる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。

生命科学部

京都のホンモノ

アカマツ林蔵元の海外

か
ら
学
ぶ

の
環
境
保
全
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学部選びの決め手は？Q.
銀行・金融への
就職を希望

ビジネスの
基礎を
学びたい

お菓子メーカーで
商品企画を！

やりたいことを
探したくて

NGOで
貧困の
連鎖を解く

世界を見て
回りたい

いつか地元で
地域のために

日本唯一の
リーダーシップ
科目！！

スポーツ指導者を
目指して

メディアで働く
力を磨く自分がぼんやりと考えていた将来の仕事は銀行・

金融関係。「これに就きやすい学部は？」と調べ
て決めたのが経済学部でした。２年次以降で入っ
たゼミは、先輩の多くが銀行・証券の道に。自分
のように学部選びで迷ったら「学部ごとの就職実
績（P.25）」も参考になるかもしれません。

高校時代からの夢がベンチャーの立ち上げ。ただ
本気でやろうと思って調べるほど、経験も勉強も
足りなくて。せめて財務系くらいは勉強しようとい
う思いで、今は会計をメインに勉強中です。やるこ
とが多すぎて大変ですが、少なくともビジネスの
基礎を学べるのはありがたいです。

大好きなお菓子メーカーで、商品企画やマーケ
ティングに携わりたい。経営学部には地元企業
の商品開発に挑戦できるゼミがあると知って進
学しました。まだゼミに入れない今は、友人と企
業主催の学生コンペに参加。企画することが好
きな仲間ができたのが何よりの収穫です。

大げさに言ってしまえば、将来の選択肢が一番多
いと感じたのが経済学部でした。地元・京都の産
業も含め、広く学べるのが経済学部のいいところ。
実際、学部の先輩の就職先も、業種は幅広いです。
「やりたいことを探す」ために、この学部に来る
のも面白いと思います。

経済学部 経済学科 ３年次

経営学部 マネジメント学科 ２年次

経営学部 マネジメント学科 １年次

現代社会学部 現代社会学科 ３年次

現代社会学部 現代社会学科 ３年次

現代社会学部 健康スポーツ社会学科 ３年次

国際関係学部 国際関係学科 ２年次

国際関係学部 国際関係学科 ３年次

法学部 法政策学科 3年次

経済学部 経済学科 3年次

「貧しさってなんだろう」。経済状態？ 心の持ち
方？ 誰かとの比較？ 長年の疑問について学ぶ
ために今の学部へ進学しました。世界の貧困を救
うというと大げさに聞こえますが、少しずつ改善
に取り組む国外内のNGOもある。この学部では
そんな貧困と闘う手がかりやヒントを学べます。

世界を飛び回るYouTube動画を見て、絶対に私
も海外へ行こうと決めました。国際関係学部は１
年次末の海外実習がマストなのが魅力。私の場
合はさらに半年間の長期留学も経験。忙しいです
が、世界との接点を多く持てる学部だと思います。

将来は生まれ育った福井県の水がきれいな里山
で、地元のために働きたいと思っています。法学
部は公務員志望者も多く、早くから公務員試験を
意識できるのがメリット。また一般企業の志望で
も法学部で学ぶ法務の知識はどの分野でも（特
に地元の企業とかなら）使いやすい気がします。

自分でも進路選びのときにかなり調べたのです
が、この学部の本格的な「リーダーシップ科目」に
引かれました。将来どの分野に進むにしろ、人と
人をつなぐリーダーの素養は絶対に必要だから。
あとリーダーシップは先天的な才能ではなく、ス
キルの一つだと捉えているのが面白いです。

部活でサッカーに熱中したこともあり、高校の教
員になってスポーツ指導ができればと思っていま
す。自分がケガで苦労したので、体の仕組みのこ
とを勉強できるのが面白い。筋肉や骨の構造な
ど、科学的な知識を持った上で、生徒にアドバイ
スができるような先生になれたらと思っています。

メディアで働くために役立つ勉強ができると考え
て進学しました。実際、動画編集やＳＮＳを使う
ゼミなど「今どきのメディア」に関わることは、一
通り身に付けられたと思います。周りにも「マニ
ア」と言えるくらいメディア好きが多いので、勝手
に情報がどんどん入ってきます。

どうやって選んだの？ なぜ？ どんな思いでこのキャンパスに？
先輩たちの進学理由を聞きました。

警察官になる
夢を叶える

法学部 法律学科 2年次

高校の先生と進路相談をして選んだのがこの学
部でした。周りを見渡しても警察官になりたくて
京都産業大学・法学部に入学してきた人は意外
と多い。京都や関西圏の警察関係者には、法学
部卒業生も多いとか。授業には「警察学概論」と
いう珍しい専門的な科目もあるくらいです。
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NGOで
貧困の
連鎖を解く

大好きな京都を
学びたい

世界の街を
巡りたい！

一生に
一度の
留学がしたい

英語＋１の
語学力を身に付ける

最先端技術で
起業したい

難病の
治療薬の
開発が夢

外国語学部 ヨーロッパ言語学科 フランス語専攻 ４年次

外国語学部 アジア言語学科 中国語専攻 ２年次

文化学部 京都文化学科 ３年次

理学部 宇宙物理・気象学科 ２年次

生命科学部 先端生命科学科 ２年次

生命科学部 産業生命科学科 ２年次

情報理工学部 情報理工学科 1年次

情報理工学部 情報理工学科 ２年次

理学部 数理科学科 ２年次

文化学部 国際文化学科 ２年次

中学生の頃から「USJより京都に行く」くらい京
都好き。仲の良かった先輩が進学したこともあっ
て追いかけるように今の学部へ入りました。普段
は入れない美術館の保存室や、神社の奥まで連
れて行ってもらえたり。何より今まで希少だった
「京都好きの友人」ができたのがありがたいです。

その国の言語というより、そこに住む人の考え方、
美術・建築など文化面に関心がありました。今の
学科では「学生それぞれが自分の好きなテーマを
見つけて、掘り下げる」という自由度の高いスタイ
ルが自分に合っている感じです。そして来年こそ
留学にも挑戦してみたい！

大学選びのとき「留学のチャンスが多い」と聞い
たのが、今の学部に進むきっかけでした。どうせ
なら一生に一度のことがしたいと、物価は高かっ
たですが、思い切ってフランスのリヨンへ長期留
学。これがあまりにも楽しくて。今はフランスと関
わる仕事に就くため、ワインなどを扱う食品商社
を目指して就活を進めているところです。

「英語と中国語ができれば、世界のほとんどの人
と話せる」。高校時代の恩師の言葉に影響されて、
今の専攻を選びました。英語は自分で勉強するつ
もりでしたが、学部では意外と英語もメインで学
んでいます。「勉強」と称して、ネットで英語や中
国語の動画を見るのも楽しいです。

「生命科学と社会をむすぶ学び」に興味があっ
て入学しました。自分は理系ですが、どちらかと
いうと技術の話をかみ砕いて人に伝えるのが好
き。バイオ技術の企業の広報や、最先端の研究の
芽を見つけて、必要とする企業同士をつなぐベン
チャーができないかと勉強しています。

祖父をガンで亡くしたのがきっかけで、将来は薬
の研究などの道に行けたらと思っています。まだ
自分は履修できませんが、今の学部には「薬理学」
のような授業があって、実際に新薬の研究に携
わっていた先生も。研究職は難関ですが、今のう
ちから準備をしていこうと思います。

ゲーム制作に携わりたい

神アプリを
開発する

自分が夢中になったゲームを、遊ぶ側から作る側
になってみたい。情報理工学部は脳科学やリアル
なものづくりにリンクした勉強ができるので、新し
い分野のゲームにも挑戦できるかもしれないと期
待して進学しました。とはいえ、今はプログラミン
グの初歩から頑張っています。

自分でアプリを作る技術を覚えたい。そして趣味
で作ってリリースして、もし何かのきっかけでヒッ
トすれば、お金に困らないのでは……という不純
な動機で勉強しています。でも不純な動機の方が
勉強がはかどりますし、「じゃあもう不純な方がい
いじゃん」と開き直っています。

純粋に
数学に没頭する

宇宙の研究がしたい

数学としっかり向き合いたくて今の学科へ。自分
のような志望動機はそんなに多くはないだろうと
思っていたのですが、クラスの友人に聞いたら「オ
レも」「私も」という話になって笑っちゃいました。
この学科は特にかもしれませんが、似た者同士が
集まっているみたいです。

昔から星が好きで、宇宙に関わる勉強ができる大
学を探して進学しました。最初は数学と物理ばか
りで「宇宙…どこだ？」という感じでしたが、神山
天文台サポートチームなどの課外活動もあって、
意外と宇宙に関わっている実感があります。

なぜ？ どんな思いでこのキャンパスに？
先輩たちの進学理由を聞きました。
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それぞれの学部で専門性を磨き、今は社会に出て活躍する卒業生たち。
そんな先輩たちにとって、今の仕事に生きる学生時代の学びは何だったのか。
最も印象に残っている学部での授業や取り組みはどのようなものだったのか。
現在の仕事の面白さや魅力も含めて、幅広く語ってもらいました。

経済学部 経営学部

法学部 現代社会学部

数字に基づく
客観性がカギに

主体的に考える
姿勢が身に付く

複眼的思考で
トライ＆エラー

「場」のデザインで
課題を読み解く

現在の職場では、「お客さまの大切な資
産を守り、次の世代に受け継ぐサポート」
が主な仕事内容となっています。
安心して資産管理をお任せいただくため
には、提案や説明の際、常にしっかりとし
たエビデンスを示すことが重要です。
経済学は数字やモデルで世界を可視化
する学びですが、中でも私が所属してい
た金融をテーマとするゼミでは発表の際
に「根拠となる数字や資料を添えながら
伝える姿勢」が徹底的に鍛えられました。
こうした「独りよがりにならない客観性」
は、経済学を学ぶことによって培われる
重要な素養の一つだと思います。

法律を学ぶ面白さは、物事を多面的に見
る力や論理的思考力に長けることです。
学生時代、私が所属するゼミでは肯定派
と否定派に分かれて行うディベートが学
びの中心でした。そこで重要になるのは、
自分の意見を主張するだけでなく、「相手
の意見をよく聞くこと」。その上で互いが
納得し、全ての人にとってメリットのある
解決策や仕組みを探っていく。
現在、私が担当する主な業務は契約の
管理。「これは誰にとっても使いやすい
か？」など、かつてゼミのディベートで培っ
た複眼的思考は、今も試行錯誤を重ねる
上での出発点になっています。

学生時代に得た一番の財産は、「アウト
プットすることの大切さ」に気付けたこと。
中でも2年次から始まるゼミでは、積極的
な発言が求められました。常に学生に問
いかける先生のおかげで、「自分の頭で考
えながら課題に取り組む姿勢」を身に付
けられた気がします。
現在、人材採用に携わり多くの学生と話
をしますが、主体的に学んできたか、アウ
トプットしてきたかによって、大きな差が
出るものだと改めて実感しています。

「自発的に発言することは今後の長い人
生で役立つ」。そんな先生の言葉は、今も
ずっと心に残っています。

社会学はとても間口が広い学問です。そ
のため、自らの関心に応じた課題を見つ
け出し、その解決に挑むという手法で1年
次から専門性を深めていきました。
特に印象に残っているのがゼミ活動です。
「全ての場には本来のあるべき姿があり、
現状とのギャップをいかに埋めるか」。そ
こで学んだ課題解決のプロセスは、今の
仕事にも通じるところがあります。
お客さまが困っている場があれば、問題
を一つ一つ解決し、理想とするところに
近づけていく。そんな「場のデザイン」か
ら考えていくアプローチを、今も銀行員
の業務の中で実践しています。

みずほ信託銀行株式会社

川上 大貴
Kawakami Daiki

経済学科 2015年卒業
岡山県立岡山南高等学校出身

三菱食品株式会社　

藤本 悠太
Fujimoto Yuta

ソーシャル・マネジメント学科
2018年卒業　
沖縄県・沖縄尚学高等学校出身

ローム株式会社

古田 咲　
Furuta Saki

法政策学科 2017年卒業
高知県・高知高等学校出身

株式会社京都銀行

奥坂 友希　
Okusaka Yuki

現代社会学科 2021年卒業
滋賀県立守山北高等学校出身

卒業生に聞く
学部での学び

詳細はWebで
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文化学部 理学部

国際関係学部 外国語学部

情報理工学部 生命科学部

文化をつなぐ
想いに触れる

交渉の場で生きる
論理的思考

現場体験を通して
多様な価値観に出会う

多分野の学びで
世界の課題に挑む

“ものづくり”の
技術が身に付く

試行錯誤の中で
突破力を養う

文化学部では「人や歴史をつなぐ力」が
養われました。特に印象に残っているの
は、祇園祭の山鉾を運営する団体の活
動に参加した時のこと。そこには、地元の
方々が脈々と受け継がれてきた地域の文
化を次代へと伝えることに誇りを持ち、何
よりそれを心から楽しむ姿がありました。

「私も京都の文化を紡ぐ一員になりた
い」。石清水八幡宮への奉職を決めたの
も、現場での実践的な学びを通して、そん
な人々の思いに触れることができたから。
神社という日本固有の文化に深く関われ
るきっかけを与えてくれた文化学部の恵
まれた環境には、とても感謝しています。

総合エネルギー会社でコージェネレーショ
ン（ガス発電機）のメンテナンス契約等を
担当しています。取引先は大規模な工場
や病院、大学が中心。取引金額が高額に
なるため、いかに説得力のあるプレゼン
テーションをできるかがカギになります。
学生時代を振り返ると、例えば論述形式
の課題に取り組んだ経験は、契約書の記
述や論理的な根拠の説明に生かされて
います。また、グループディスカッションで
身に付けた「自分を押し付けず、相手の言
葉に真摯に耳を傾ける姿勢」も交渉では
不可欠。どちらもお客さまと信頼関係を
築く上で大きな強みとなっています。

国際関係学部の学びの本質は、多角的な
視点で世界のさまざまな問題を見ること。
私の場合、1年次の「海外フィールド・リ
サーチ」で訪れたカナダで、ボランティア
活動が盛んな街の在り方に驚き、1カ月
間旅したウズベキスタンでも、それまで漠
然と抱いていたイスラームの国のイメー
ジが大きく変わりました。
現在、勤務する会社は、海外シェア70％
の空調メーカー。大学での経験で得た「国
が違えば文化や国の在り方が違うのは
当然」という気付きのおかげで、先入観
や偏見を持たずに、さまざまな国の方と
フラットに向き合うことができています。

大学では専攻のドイツ語に加え、さまざ
まな分野の授業を受けていました。今の
仕事に興味を持ったのも、２年次に出
会った授業がきっかけです。
国の安全という最優先事項において、利
害が異なる国同士が関わる中、より良い
安全保障環境を目指してさまざまな可能
性を検討する「正解のない学び」は、真剣
に取り組むほど面白く、将来は日本の安
全保障に携わりたいと考えました。
ワンキャンパスならではの「言語＋分野を
超えた学び」によって得た多角的な視点
は、新たな防衛政策に挑むこれからの仕
事にも確かに生きてくると感じています。

最初に衝撃を受けたのが、1年次のプロ
グラミングの授業。自分で1つのゲームを
作り上げる課題に取り組んだのですが、
パズルを組み立てるような感覚と自分が
思い描いた通りに動いた時の達成感が
とにかく新鮮で。ゼロからものづくりがで
きる技術を手に入れたことが、メーカー
への就職を志すきっかけにもなりました。
現在の会社では、入社して飛行機の誘導
を行う航空管制官を支援するシステムの
制作に携わりました。完成後、空を飛ぶ飛
行機を見て、大学での学びが社会の役に
立ったと実感できたときの感動は、今も
忘れられません。

生命科学は「なぜ？」「どうして？」という
疑問を延々と問いかけていく学問です。
研究では、まず仮説を立てて実行し、実
際の行動を見てなぜこうなったのかを考
える。１つのメカニズムを解明するために、
それを何度も繰り返します。
こうした学部での学びは、総合食品メー
カーで問題解決型の営業に取り組む、今
の仕事のベースです。お客さまへの提案
をいくつも用意することからはじめ、デー
タを分析し、納得していただける結果を
一緒になって考える。同じように試行錯
誤を繰り返して考え抜いた大学での日々
は、今の私を支える力になっています。

石清水八幡宮

益谷 祈
Masutani Inori

京都文化学科 2019年卒業

大阪ガス株式会社

御子神 智之
Mikogami Tomoyuki

物理科学科　2016年卒業
京都府・京都産業大学
附属高等学校出身

防衛省（国家公務員一般職）

岡田 悠　
Okada Haruka

ヨーロッパ言語学科 
2019年卒業
広島市立舟入高等学校出身

三菱電機株式会社

山口 由莉子
Yamaguchi Yuriko

先端情報学研究科
先端情報学専攻 2018年修了
佐賀県・東明館高等学校出身

日本食研株式会社

大崎 薫
Osaki kaoru

総合生命科学部 
動物生命医科学科
2017年卒業
滋賀県立石山高等学校出身

学部での学び
ダイキン工業株式会社

星山 雅
Hoshiyama Miyabi

外国語学部 国際関係学科 
2020年卒業
京都府立桃山高等学校出身
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フィールドワーク 

経済学とは、お金やモノの動きから法則・動向を見
いだして社会課題の解決につなげる学問です。
国家や産業の現状を分析したり、消費者や企業の
動きを研究したり、マクロ(巨視)とミクロ(微視)の2
つの視点で社会の動き(未来)を捉えます。
京都産業大学では特に実践の学びを重視し、地域
でのフィールドワークや論文コンテストへの応募、
英語との連携科目や独自の留学プログラムを展開。
学生が自ら動いて経済を肌で感じることで、実社
会で生きる問題解決能力を身に付けます。

優れた経済人
として、
人生100年時代を

取得を推奨している資格

取得可能な教員免許状

◦マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト

◦証券アナリスト   ◦日商簿記検定   
◦ファイナンシャル・プランナー　◦宅地建物取引士　
◦公認会計士　◦税理士　◦TOEIC®

 （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）

◦中学校教諭一種免許状（社会）
◦高等学校教諭一種免許状（地理歴史／公民／商業）

経済学部の授業やゼミナールでは現地に赴いて
調査を行う「フィールドワーク」が盛んです。例え
ば京都の街も「観光経済学」の視点から探れば
立地による料金の違いなど、隠れた企業戦略が
見えてきます。「目に見えないものが見えてくるの
が経済学の醍醐味。頭の中にもう１つのリアル
な街の姿が広がっていく感覚です」（北川さん）

就職率

Faculty of Economics 詳細はWebで

経済学部 経済学科

１年次からキャリア・意識
醸成のため、授業内でガイ
ダンスを実施。２年次以降
のゼミでの個別サポート
など、４年間を通して就職
支援体制を整えています。

（2020年度実績）

97.8%
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野村證券 
クラブツーリズム
京都新聞社 
西日本旅客鉄道 
月桂冠
京都銀行　など

主な協力企業
（2021年度実績）

「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幹を知ることができます。自分の
将来や進路を考える上で役立つ貴重な機会です。

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。

最前線で活躍する経済人から学ぶ

「２年次からのゼミ」で実践力を育む

学びの特色

経済学で「未来」を見通す
詳細はWebで

 
目
に
見
え
な
い
、

 
も
う
一
つ
の
リ
ア
ル
。

京都の街で研究テーマに即したフィールドワー
クを行う齊藤愛奈さん（左）と北川紗良さん（右）。
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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。そのため1年次では「基礎を集中的に学ぶカリキュラム」を展開。ビジネスや地方財政な
ど、２年次以降の「発展の学び」に対応できる力を段階的に身に付けていきます。

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。

経済学入門

基礎の学び　 発展の学び

経済史入門

 企業経済論
 地方財政論
 国際経済学　など

 西洋経済史
 日本経済史
 地域経済史  など

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

経済学の背景にある歴史を学
び、学問への理解を深める

特別プログラム

データサイエンスプログラム

基礎導入教育

4年間の学び

１年次は基礎導入教育、
２年次からは専門コース+ゼミ

経済学を学ぶための土台をつくる。

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。

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。

経済学を学ぶ上でデータ分析は必要不可欠。基礎から学ぶ包括的なプログラムで、
「分析ツールを駆使して経済を読み解く力」を身に付けていきます。

ゼミナール
２年次秋学期からゼミ（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。

基礎導入教育
１年次は「基礎導入教育」を通じて、
経済学の基礎知識、レポート作成や
データ分析の手法を身に付けます。

1年次

3年次

2 年次

4 年次

経済学の基礎知識と
学ぶための技法を手に入れる

コースの学びがスタートし、
秋学期からゼミに所属

研究手法や知識を生かし
専門の学びに注力

学びの集大成として
卒業論文をまとめる

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

奈良県・奈良大学附属
高等学校出身

武田 陸人  
Takeda Rikuto 

経済学科 3年次

P
rogram

P
rogram

文
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１年次生に向けた導入科目

英語で「ミクロ・マクロ経済学」を学修

独自の研究テーマを英語で学修

上級英語プログラムⅠ

上級英語プログラムⅡ

上級英語プログラムⅢ・Ⅳ

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「グローバル経済フィール
ドワークⅠ」で中国を訪れ、刺激を受けました。

3年次以降

2年次

1年次

経
済
学
部

経済の「現場」で知見を広げる世界で活躍する力を身に付ける 活躍する経済人の思考を学ぶ

 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　など

 上級英語プログラムⅠ〜Ⅳ　　
 経済学英語講義　など

 現代証券市場論　  経済人特別講義
 地域づくり人 特別講義
 WLBセミナー　など

P
rogram

P
rogram

地域活性化フィールドワークⅠ上級英語プログラム 現代証券市場論

兵庫県たつの市主催の「地域創生アイデ
アコンテスト」に参加。現地でのフィー
ルドワーク調査を基に、同市が抱える諸
問題についての解決策を提言します。

グローバルな人材を育成するため、「上
級英語プログラム」を実施。経済学を英
語のテキストで学修することで、語学力
と経済学的思考力の向上を図ります。 

金融業界で活躍する実務家を招き、証券
市場の現状と将来について学びます。証
券市場の仕組みや証券会社の業務を学
びながら、多様な視点を養います。

経済学プラスαとなる実践的な学びを修得するプログラムを用意。英語力を高める「上級英語プロ
グラム」や実務家を招く「経済人特別講義」「地域づくり人特別講義」の他、近年注目を集める「ワー
ク・ライフ・バランス（WLB）」など、将来的にも役立つ力を身に付けることができます。

現代 社 会ではデジタル・トランス
フォーメーション（DX）が急速な勢い
で進んでいます。今や多くの企業で基
本的な情報通信技術（ICT）の知識や
技能が求められる時代になりました。
また、人工知能（AI）の汎用的な活用
も広範囲にわたる企業活動でみられ
る中、経済学部では基礎レベルから
学べる包括的なデータサイエンスプ
ログラムを導入して、「分析ツールを駆
使して経済を読み解く力」を身に付け
ていきます。

特別プログラム

プラスαの学びでステップアップ。

情報データ分析のスキルを段階的に修得

兵庫県立
豊岡高等学校出身

小林 礼夏  
Kobayashi Reika 

経済学科 4年次

経

データサイエンス
プログラム

応用的理論や技能の習得

基礎的理論や知識の習得

コンピュータ実習

経済社会統計の応用的な
分析能力の習得

統計学の基礎理論や
ICT、AIの知識の養成

基本的な統計データの
処理能力の養成

 計量経済学A
 計量経済学B

 統計学A、統計学B
 情報経済論（開講予定）

 データ分析セミナー

 データ処理セミナー
 入門セミナー
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ビジネス経済
コース

現代経済
コース

地域経済
コース

グローバル経済
コース

世界経済の
「つながり」を
感じる学び。

専門を深める学び

つか海外で働くことも視野に、グローバ

ル経済コースを選択しました。このコー

スの特長は経済を最も広い視野で捉えられる

こと。昨今の国際情勢や政治課題を絡めなが

ら学べます。

例えば為替相場の動きで各国の経済活動が

浮き沈みするし、アメリカと中国の関係が悪化

すれば世界全体に悪影響を及ぼします。あるい

は貧しい国に経済支援をしている国の方が、結

果的に経済の恩恵を受けやすかったりする。つ

まり経済は「世界を覆う1枚の布」のようなもの

で、どこかで強く引っ張ったりすれば、別のどこ

かで緩むところができたり。景気の良しあしも、

どこか似ている気がします。

こんなふうに経済の視点から、世界の「つなが

り」を感じられることが、グローバル経済コース

で学ぶ醍醐味なのかもしれません。

い

広島県立三次高等学校出身

天野 愛子  
Amano Aiko 

経済学科 ３年次

 財政学
 労働経済学
 公共経済学

主な科目

 ビジネスエコノミクス
 西洋経済史
 国際金融論

主な科目

 マーケティング
 企業経済論
 ファイナンス論

主な科目

 地域づくり人特別講義
 地域経済学
 京都産業論

主な科目

少子高齢化、社会保障、地球温
暖化など現代社会が抱える諸
問題の原因や解決策を、経済
学の視点から考えていきます。

貿易や金融など国際取引に関
する問題をグローバルな視点で
分析。その解決策や「世界の中
の日本経済」の動向を考えます。

社会問題や保障政策など、
幅広く関心がある人

国家公務員や教員を目指す人

海外でのものづくりや、貿易取引
に関心がある人

国際協力事業や、海外展開する
企業での活躍を目指す人

こんな人におすすめ こんな人におすすめ

経済環境の変化が産業に与え
る影響をビジネスの視点で分析。
企業活動や経済政策の事例か
ら日本の未来を考察します。

銀行などの金融関連、企業の
経済活動に関心がある人

ビジネスモデルの創出や、
産業の仕組みに興味がある人

こんな人におすすめ

地域社会が直面する課題の解
決方法を考察。自治体・企業・
住民それぞれから見た豊かな
地域経済の在り方を探ります。

地域経済の活性化や、自治体の
財政問題に関心がある人

地方公務員を目指す人

こんな人におすすめ

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。各自の進路や興味に合わせ、「ビジネス」や「地域経済」
など専門分野を定めて学びを深めていきます。

C
ourse

学部
WEBページで

 公開中！

…専門科目

3年次の時間割例

財政学

ファイナンス論

英語

労働経済学

マーケティング

1

2

3

4

5

月 火 金

国際金融論

京都産業論

演習Ⅲ

家計の経済学

公共経済学

中級英語（TOEIC）Ⅲスポーツ科学実習Ⅰ
（柔道の科学）

水 木
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世界経済の
「つながり」を
感じる学び。

企

Pick up ゼミ

国内屈指の観光地である京都の街には、経営戦略を分析するためのヒントが多数。

北村 紘 教授

ゼミテーマ ビジネス・エコノミクス

統計学と経済実験 
小田 秀典 教授

企業行動の経済分析 
加茂 知幸 教授

グローバリゼーションが 
もたらす経済・社会問題 
大川 良文 教授

公共と厚生の経済学 
飯田 善郎 教授

労働市場・教育・社会保障の 
実証分析 
梶谷 真也 准教授

ビジネス・エコノミクス 
北村 紘 教授

アジアの成長と経済協力 
大坂 仁 教授

超高齢社会の社会保障 
福井 唯嗣 教授

豊かな社会の意味と 
その構築 
田中 寧 教授

都市と地域の経済分析 
寺崎 友芳 教授

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

比較社会経済史 
齊藤 健太郎 教授

Excelによる現実経済分析 
岑 智偉 教授

日本経済と第4次産業革命 
塩津 ゆりか 准教授

日本経済と金融 
坂井 功治 教授

貿易政策の経済学的分析 
川越 吉孝 准教授

わが国の経済問題と政策 
松尾 美紀 准教授 「貧困」の発見 

玉木 俊明 教授

地域経済学を学ぶ 
広田 茂 教授

日本の金融・ 
資本市場について 
西村 佳子 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

データから経済を分析する 
吉村 有博 助教 食と農をめぐる問題 

並松 信久 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

Master of Life 
（Data Litetacy） 
沈 政郁 教授

「自由か平等か」 
-戦後世界経済史で学ぶ- 
後藤 富士男 教授

経済政策を身近な 
問題で考えてみよう 
八塩 裕之 教授

マクロ経済データの 
分析・調査 
寺井 晃 教授

地域の社会経済史 
山内 太 教授

マーケティング 
潘 聡 助教

エネルギー経済と 
持続可能な発展 
藤井 秀昭 教授

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　(2022年３月現在)

公共政策 日本経済 地域経済 産業・金融経済 国際経済

国際金融とマクロ経済学 
池田 晃彦 助教

京都の街でリサーチ力を身に付ける

業の経営戦略を経済学の視点で考察

するゼミです。例えばコンビニにおける

プライベートブランドの展開やファッション通

販サイトの販売方法、キャッシュレス化の現状

など、学生が扱うテーマは多岐にわたります。

このゼミでは市場調査に重点を置き、フィール

ドワークを積極的に実施。どんな客層をター

ゲットにした価格設定か、広告出稿率の高い

店舗はどのような立地に店を構えているか。現

場はインターネットでは拾えないリアルな情報

の宝庫です。情報を常にアップデートしてデー

タ化することで、企業の実態が可視化できるよ

うになります。フィールドワークを通してあらゆ

る分析手法が身に付くのも強みです。

フィールドワークを通して
企業の戦略を可視化する

 駐車場の料金設定 
   　 その差の理由は？

 駅チカの店舗は 
 　 広告出稿率が高いね。

2年次の秋学期からゼミ活動がスタート。専門知識を深め、フィール
ドワークなどを通して、論理的思考力・問題解決能力を身に付けます。

学部
WEBページで

 公開中！

ゼミナール
経済学部の

アジアにおける 
持続可能な開発・成長 
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

まちづくりや地域活性化を 
経済学で考える 
倉本 宜史 准教授

地方自治体の財政問題に 
ついての研究 
菅原 宏太 教授

京都における 
経済・社会問題の分析 
関田 静香 准教授
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　ゼミナール活動 李 為ゼミ
ゼミテーマ：ソーシャルリサーチ

経営学とは企業など「人が集まる組織」をどのよう
に維持、発展させるかを考える学問です。
特に京都産業大学では実際のケース分析や企
業と取り組む学びを重視。京都の老舗企業やス
ポーツチームなどの課題解決に挑む中で、経営者
やマネジャーの思考・分析・企画力を身に付けま
す。近年は新たにデジタルトランスフォーメーション
（DX）に関わる科目で、マネジメントと最先端技術
を融合する学びを展開。産業にイノベーションを起
こす人材を育成・輩出していきます。

組織をまとめ、
導くための
知恵を学ぶ

取得を推奨している資格

取得可能な教員免許状

◦税理士 ◦日商簿記検定 
◦公認会計士 ◦中小企業診断士 
◦証券アナリスト ◦国税専門官

◦高等学校教諭一種免許状（商業）

「ソーシャルリサーチ」をテーマに経営学を「統計
学」の視点から読み解くゼミです。例えば「あるブ
ランドの服が売れる」という現象には景気や地域、
社会課題（コロナ禍など）も大きく影響していま
す。そうした背景を統計学で切り取っていく。「さ
まざまな角度から光をかざして宝石を鑑定するよ
うな面白さがあります」（松吉さん）。

教員による指導や自習室
の活用など、経営学部は
「公認会計士」を目指す
学生へのサポートが充実。
2021年は３名の現役合
格者を輩出しました。

（2021年度）

現役学生による
公認会計士合格者数

3 名

Faculty of Business Administration 詳細はWebで

経営学部 マネジメント学科
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学生の洋服購買行動を調査する
アンケート分析の研究を行った
李ゼミの松吉未空さん。

京都産業大学の経営学部では「３つの領域（ドメイン）」を横断しながら学びを
深めます。その過程では、３つ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。興味関心や将来のキャリアプランに合わせてカリキュラムを組
むことができ、「自分だけの学び」を作り出して専門を深めることが可能です。

一般的に大学のゼミは3年次から始まりますが、経営学部では2年次からスタート
します。少人数クラスで教員と学生のコミュニケーションが活発＆学生同士のディ
スカッションも白熱したものに。個性あるカラフルなゼミで3年間、１つのテーマを
掘り下げることで、高度な専門知識と論理的思考力を身に付けます。

領域にこだわらない「自分だけの学び」を

「カラフルなゼミ」で２年次から学ぶ

学びの特色

「組織と人」をむすぶ
詳細はWebで
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・１年次は３つの領域の導入科目を履修し、基礎を学ぶ。
・２年次は３つの領域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つの領域を軸に科目を履修し、専門性を深める。

領域を横断した履修イメージ

CHOICE CUSTOMIZE

１つの領域 　　に集中。

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

１年次は基礎を徹底、
２年次からは
横断的な学び＋ゼミ

ゼミナール
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
を学びながら、主体的に取り組む姿勢を身に付けます。

基盤科目
1年次には「社会・歴史・論理」の観点
から、経営学の基礎を学びます。

1年次

3年次

2 年次

4 年次

ベースとなる知識を修得

領域を横断して学び
ゼミ活動も開始

   専門の学びを深め、
ゼミ活動も本格化

学びの集大成として
「卒業論文」に取り組む

3つの領域を横断し、
視野を広げる

3年次からは１つの領域
を軸に専門性を深める

　Strategy &Organization 
　戦略と組織

　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

知識領域
（ドメイン）

軸となる領域（ドメイン）を決め、3つの領域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。

4年間の学び

学生は３つの領域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。

経営学部の３つの知識領域（ドメイン）

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

企業をはじめとする組織が社会的責任
（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。

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つの領域の導
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。

消費者行動の分析や市場ニーズに応える製
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。

社会や企業経営において重要なファク
ターとなる組織について学びます。併せて
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。

目指す将来に合わせて
独自のカリキュラムを設計

知識領域
（ドメイン）

基盤科目
＋

導入科目

Strategy &
Organization

Marketing &
Innovation

Accountability &
Governance
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履修モデル
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経営学部では多彩な科目を3つの領域（ドメイン）に編成。これらを組
み合わせ、目的に合わせたカリキュラムを作り上げることができます。先輩の履修モデル

３つの領域 　　を幅広く。

１つの領域 　　に集中。

関心や進路に合わせて学ぶ

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。企業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。
今は基礎的な経営戦略論から、データ分析の手
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に至るまで、幅広く科目を受
講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つの領域
の学びは全て必要不可欠。最初は興味のある科
目から、次第に関連のある科目へと段階的に履
修していく予定です。

が関心を持った領域は「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１つでした。
「組織」に関わる科目を受講する中で特に興味
深かったのは、組織の捉え方が人によって違うこ
と。例えば「ミドルマネジャー（中間管理職）の役
割」についても「部下の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」まで人によっ
て答えが全く違ってきます。なぜならミドルマネ
ジャーの役割は「組織が何を目的とするか」で大
きく変わってくるためです。
こんなふうに１つのキーワードに注目することで
新たな気付きや発見があることも、領域を絞って
学ぶメリットの１つかもしれません。

3つの領域を
横断しながら
段階的に学ぶ

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

佐藤さんの
履修モデル

経営学入門

経営組織論

経営管理論

経営戦略論

経営戦略論

経営管理論

イノベーション
概論

日本経営史

会計学概論

経営史入門

マーケティング
入門

マーケティング
戦略

社会調査法

消費者行動論

経営統計Ⅰ

CSR

財務管理論
基礎

ファイナンス

企

私

香川県立観音寺第一高等学校出身

林 崇裕 
Hayashi Takahiro 

マネジメント学科 3年次

京都府立山城高等学校出身

佐藤 聖佳  
Sato Kiyoka 

マネジメント学科 3年次

マーケティングとイノベーション

（ドメイン）

（ドメイン）

学部
WEBページで

 公開中！
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2年次からは少人数クラスのゼミ活動がスタート。3年間にわたって
テーマを掘り下げることで、高度な専門性を身に付けます。

「チョロＱ」の新たな使い方を提案する

専門研究に没頭する

私にとってゼミは

4年間の流れ

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022年3月現在）

経営管理（モチベーション理論、 
コーチング論、 
リーダーシップ論等） 
赤岡 広周 准教授

グローバリゼーション・ 
国際経営 
井口 衡 准教授

企業戦略と財務諸表 
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 
伊吹 勇亮 准教授

デザイン思考 
井村 直恵 准教授

統計と株式投資 
岩城 秀樹 教授

歴史と理論を学ぶ／ 
立派な文章が 
書けるようになること 
上野 継義 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

組織コミュニケーション 
岡部 曜子 教授

日本企業のグローバル戦略と 
マネジメント 
北原 敬之 教授

会社経営とアントレプレナー 
具 滋承 准教授

グローバル・アジアの 
イノベーション・企業戦略 
具 承桓 教授

企業が存続・成長 
するための戦略 
久保 亮一 教授

CSR、 
ソーシャル・イノベーション 
古村 公久 准教授

管理会計と業績評価 
近藤 隆史 教授

持続可能な開発目標 
SDGsと企業経営 
在間 敬子 教授

グローバル競争力と 
雇用関係 
篠原 健一 教授

組織・個人・社会の 
リスクマネジメントと保険 
諏澤 吉彦 教授

新規事業創造と 
ビジネスプラン 
中井 透 教授

サプライチェーン・ 
マネジメント 
中野 幹久 教授

簿記および 
財務会計の研究 
橋本 武久 教授

マーケティング・リサーチと 
コンテンツ制作 
福冨 言 教授

経営組織論など 
舟津 昌平 助教

会計理論の基礎と応用 
松下 真也 准教授

キャリアデザイン 
松高 政 准教授

歴史的＝長期的に 
日本企業・企業家・ 
地域の発展を学ぶ 
松本 和明 教授

戦略的思考法 
箕輪 雅美 准教授

持続可能な発展と 
ソーシャル・ガバナンス 
宮永 健太郎 准教授

デザイン・シンキングの実践 
森永 泰史 教授

会計制度とリスク管理を学ぶ 
行待 三輪 教授

財務会計、財務諸表分析 
吉岡 一郎 教授

自分の言葉で 
マーケティングを語る 
吉田 裕之 教授

ソーシャルリサーチ 
李 為 教授

娯楽における消費と 
マーケティング 
涌田 龍治 教授

2022年４月開講予定

組織行動論 
シン ハヨン 助教

マーケティングと 
質問紙調査設計 
須賀 涼太 助教

「熱くなれる場」です。

滋賀県・光泉カトリック高等学校出身

筬島 大貴 
Osajima Taiki

マネジメント学科　３年次

３つの領域
（ドメイン）

ゼミナール

基盤科目

1年次

3年次

2 年次

4 年次

学んできた知識を
「実践」で使う！

業で得た知識を実践で使って
みるのがゼミの学びです。

企業と連携して行う商品開発コンテス
トに参加した時は、マーケティング手
法や経営理論などあらゆる“道具”を
使って挑みました。
ゼミは私にとって「熱くなれる場」。部
活に打ち込む感覚にも似た「やりがい」
を学びの領域で感じられるのは、大学
ならではだと思います。

授

学部
WEBページで

 公開中！ゼミナール
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部「チョロＱ」の新たな使い方を提案する

ザイン・シンキングとは物事の
本質を捉えて創造的な解決策

を導くことです。ありのままを捉えて必
要な情報を選択し、新しいものを創り
出す。いわゆるデザイナーのようにクリ
エイティブな問題解決能力を持つ人材
を育てることを目標としています。
例えばオモチャの「チョロＱ」で新しい
使い方を提案できないか？ 日常にあ
るモノの価値観を変える“横道にそれ
る学び”によって、社会に出た時に役
立つ柔軟性を養います。

既存の価値観にとらわ
れず、ものごとを多方
面から観察することが
問題解決への第一歩。

ものづくりコンペで出された「ナンセンスなものを作りなさい」という課題に対して、学生たちは「チョロＱの新しい使い
方」をベースに提案。絵の具をつけて紙の上を走らせることで、チョロＱに本来とは違う新たな価値を生み出した。

既存のイメージを捨て、
新しい価値を生み出す

デザイン・シンキングの実践ゼミテーマ 森永 泰史 教授

Pick up ゼミ

 ものの見方を変えてみよう。

 チョロＱに絵の具をつけて 
 走らせてみたら？

 新しいアートの手法が
　　　　　 誕生するかも。

2022年４月開講予定

組織行動論 
シン ハヨン 助教

マーケティングと 
質問紙調査設計 
須賀 涼太 助教

岡山県立西大寺高等学校出身

久山 菜々子 
Kuyama Nanako 

マネジメント学科　２年次

永ゼミでは複数のプロジェクト
が進行していて、私は「ゼミの

SNSアカウントを運用する」活動に携
わっています。このゼミならではの情
報発信とは何か、どんなアプローチを
すればフォロワーが増えるか。企画から
構成、目的の再定義までグループ8人で
ディスカッションを繰り返す日々です。
ゼミとは、学生に与えられた実践の場
です。ただ講義で学んだことをアウト
プットするにしても、「知る」と「行う」
では大違い。例えば、市場分析という
最初にやるべき工程を後回しにした結
果「あ、この情報が足りない」と途中で

行き詰まることもあります。
頭の中では分かったつもりになってい
ても、実際に動いて初めて基本的なア
プローチの重要性に気付いたり、「そ
うだ、経営学はリアルと直結する学問
なんだ」と改めて実感したりする瞬間
でもあります。
知る「講義」と実践する「ゼミ」。この両
輪の学びによって、社会で役立つ力を
身に付けていけるのだと感じています。

森

経営学は「実践」で身に付く。

デ
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スチューデント・アシスタント

S
A
の
取
り
組
み
イ
メ
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ジ

導入科目などでの
学びをサポート

気軽に質問

１年次 SA
（2〜4年次）

取得を推奨している資格

取得可能な教員免許状

◦司法書士	 ◦行政書士	
◦社会保険労務士	 ◦弁理士	
◦税理士	 ◦不動産鑑定士	
◦弁護士

◦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）

法学部では実践の中で
学ぶ科目が充実。193ある
専門科目のうち約37％と
なる71科目がアクティブ・
ラーニング科目です。

アクティブ・ラーニングの
科目数

法学部で学ぶのは法律や政治、政策など「社会を
支える仕組みと働き」です。
中でも京都産業大学では、学生が現場に赴き活発
に議論を行ったり（アクティブ・ラーニング科目）、
先輩と後輩が共に学ぶ科目など、学部独自の取り
組みが充実。このような学びで身に付く「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です。
学生の多くが志望する公務員・警察官の道も、そ
んな学びの特色が生きる進路の１つといえます。

社会の
インフラを
支える人に

「先輩が後輩の学びを支援する」。そんな法学部
独自の取り組みがスチューデント・アシスタント
（ＳＡ）です。専門のトレーニング科目を受講し
た先輩がＳＡとなって、新入生が受ける授業にサ
ポート役として参加します。「気軽に質問できる
ことはもちろん、先輩後輩の仲が良くなる。ＳＡ
は”法学部らしさ”が生まれる、最初のきっかけ
になる取り組みだと思います」（髙﨑さん）。

Faculty of Law 詳細はWebで

法学部 法律学科　
法政策学科

71科目
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法
学
部

気軽に質問

専門＋教養＋特別プログラムで専門性を高める

公務員支援など学生同士が刺激し合う独自の仕組み

学びの特色

社会を支える「しくみ」と「はたらき」を学ぶ
詳細はWebで

 
“
仲
間
”
は

 
同
級
生
だ
け
じ
ゃ
な
い
。

法律の専門職、企業・自治体での仕事、あるいは在学中の留学など、法学部には
さまざまな未来につながる学びがあります。法律学・政治学・政策学を深める専
門科目はもちろん、英語力や論理的思考を磨く科目から、目的に特化した独自プ
ログラムまで、多彩な学びを組み合わせて独自のカリキュラムを完成させます。

地方公務員や警察官など公務員志望者が多い法学部では、そうした学生を支援す
るコミュニティ「公務研究会」や、試験対策のガイダンスといった取り組みが充実し
ています。また先輩が後輩の学びをサポートする授業があるなど、学生同士が互い
の成長を促す仕組みがあり、学部の大きな特色となっています。

法学部SAのメンバー。「ＳＡは先輩と後輩が一
緒に成長する仕組み」と話す髙﨑洸さん（左端）。
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人の痛みに“論理で”寄り添いたい。

社会安全コース 政治・国際コース法律総合コース

１年次秋学期に受講する少人数授業で
す。２年次以降の専門的な科目に取り
組む土台作りを目的に、レポートの書
き方やロジカルシンキングの基礎などの
「アカデミックスキル」を学びます。
授業のスタイルは担当教員ごとに異な
り、学生は刑法や民法など関心ある分
野・教員を選んで学ぶことも可能です。

Pick up 科目

ファンダメンタル・セミナー憲法学習の基礎知識を修得。国家・
主権・個人の尊重など立憲主義の
基本原理を考察し、統治機構の仕
組み、組織、権限について学びます。

国家の刑罰権の成立要件と効果を
規定する刑法について学びます。判
例・学説を交えつつ、犯罪類型に共
通する成立要件を探究します。

依存症、ストーカー、DVなどをテー
マにした講義を通して、犯罪の諸要
因を解明。犯罪捜査や犯罪者の更
生、社会復帰について追究します。

国際社会を規律する国際法の基本
を学びます。国際法の歴史や国内法
との関係などを掘り下げながら、国
際社会の仕組みを理解します。

憲法概論

主な科目

刑法総論 

犯罪心理学 国際法Ⅰ（総論）

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。

C
ourse

憲法、民法、刑法はもちろん、商法、行政法、労働
法、社会保障法など、社会や生活に直結する法
律を幅広く学びます。法律とその考え方を学ぶ
ことで、社会における法の働きを理解し、法的判
断力を身に付けることを目指します。

政治や国際関係を法の観点から学びます。日本
と世界の政治の現実や歴史、外交や安全保障
に関わる国際政治とそれを律する国際法などを
扱う授業を通して、異なる国家や文化間の紛争
を発見・解決できる柔軟な思考力を育成します。

３つのコースで専門の学びを深める

警察、検察、裁判、矯正・更生（刑務所）の段階に
分けて、犯罪者の逮捕から社会復帰、再犯の予
防といった一連の刑事司法の流れを体系的に
学びます。「安全」を実現していくための仕事に
必要な法的・政策的な実践力を養います。

法律学科

T
opics

C
ourse

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、改めて感じるのは

「論理的思考力の大切さ」です。
裁判や民事調停など、法律で物事を解決する以
上、誰もが「その通りだ」と思う論理が重要。そこ
に法律知識を組み合わせれば「人を安心させるコ
ミュニケーション」ができるはず。
社会の営みの中で傷ついた人に、感情だけでは
なく、「法律と論理」で寄り添う。私にはそれが法
律学科で学ぶ醍醐味ではないかと感じます。

大

滋賀県立石山高等学校出身 

布施 杏奈 
Fuse Anna 

法律学科 3年次

法律学・政治学の分野を幅広く学びます。特にゼミなど実践の場で法を使いこなす力
を身に付け、社会のさまざまな問題に対して公正な手続きで解決を図る力を養います。

法的な解決力につながる学び
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「見えない課題」を読み解くために。

地域公共コース

法
学
部

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提言をコーディネートするなど、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。
公共の職場・プロジェクトにおいて、法学的知識・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
 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。

※このプログラムは、京都の９大学が共同実施し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。

T
opics

「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

主な構成科目

C
ourse

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。

コースに所属し、
専門の学びを深める

地域の課題解決を支える資格取得を目指す

その歴史と成り立ちから、民法の全体像を
学びます。未成年者をめぐる民法、所有権
や不動産物権まで、民法の基本的な考え方
と法的な思考能力を身に付けます。

1990年代の選挙制度改革は、なぜ日本の
政治を変えたのか？　改革のモデルとなっ
たイギリスや、欧米諸国の選挙制度と比較
しながら、要因を掘り下げていきます。

産業、財政、環境などに関する多様な政策
から具体例を取り上げ、公共政策の理論や
概念を学びます。政策を公共性の観点から
考察し、冷静な政治観察眼を養います。

傷病や失業で安定した生活ができない場
合に、一定の所得やサービスを提供する社
会保障制度。ここでは年金、医療、介護の3
つの保険を軸に、基礎理論を修得します。

民法概論

主な科目

政治学入門

公共政策概論 社会保障法Ⅰ

法政策学科

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。

例えば「法政策基礎リサーチ」は、学外に出て法
律が使われる現場（社会)を体感する科目です。
この学科では社会のリアルな事例を学ぶ授業が
多く、京都の商店街や、亀岡市のサンガスタジア
ムなど学外に出て学ぶことも珍しくありません。

「見えない課題」を見つけるにはそこで暮らす人
と気持ちを通わせること。今は実践の中で法律の
「つながり」を意識しながら学んでいます。

法

岡山県立西大寺高等学校出身

田片 晃基 
Tagata Kouki 

法政策学科 4年次

安心・安全な社会を築くため、法学や政策学を学びます。学外でのリサーチ科目など現
場で学ぶ科目も充実しており、政策提言など新たなルールを生み出す力を養います。

政策実践力につながる学び

52



先輩が後輩をサポートする法学部独自の「スチューデント・アシスタント
（SA）」として活動するためのトレーニングを行う演習です。課題解決
型のグループワークなどで論理的思考力や積極性を磨き、学習意欲を
高める教え方や、教員との橋渡しを担うためのスキルを身に付けます。

実際に現地を訪れ、
調査・取材を行う。

調査手法やプレゼン
テーションの手法を学び、
事前調査を実施。
仮説を立てる。

実際に調査を行った
結果を基に
仮説検証や報告の
振り返りを行う。

現地調査を基にポスター
セッションなどで報告を行う。

キャンパスの外に出て、学生自身が関心のある現場を実際に調査する授業です。警察や自衛隊、
福祉関係の現場や先進的な取り組みを行っている企業など、訪問先はさまざま。学外での体験
や、法のルールを使って社会に貢献する人たちとの交流を通じて、社会や環境、地域や安全保
障に関する問題点や解決方法を発見・考察する力を養います。

法教育演習

現地調査

事前学習事後学習

報告

フィールド・リサーチ科目

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

法律が使われる現場を体感し、社会に生かす術を学ぶのがアクティブ・ラーニン
グ科目です。少人数クラスで学生同士の議論や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。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
科
目
の
流
れ

自ら考える

調査する表現する

取材協力／京都リサーチパーク株式会社

詳細はWebで

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

コースの学び 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。

ゼミナール
2年次から演習（ゼミ）を開始し、3年次でより専門的な研
究を展開。現場経験の豊富な教員の下、法律を仕事に役
立てるための実践的なスキルを磨きます。

導入
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、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。

　　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

　　地域公共コース

　　アクティブ・ラーニング科目

法政策学科

1年次

3年次

2 年次

4 年次

導入科目でベースとなる
知識を修得

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

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

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

2学科4コースの
横断的な学びを展開

4年間の学び

学部
WEBページで

 公開中！
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“先輩のノウハウを受け継ぐ”公務員試験対策。

法
学
部

調査手法やプレゼン
テーションの手法を学び、
事前調査を実施。
仮説を立てる。

地方政治の担い手である政治家、地方議員、行政職
員など日々実務に当たっている方々に、地方自治の問
題点や今後の方向性について話を伺います。地方自
治の現場の立場から率直な意見を聞くことで、地方
と日本の未来を考察していきます。

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
将来のキャリア形成につながります。

事前学習

地方自治未来論 人材育成のための協定を警察と締結

授業でサポート 協定でサポート

法学部には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、京都府・滋賀
県警察本部との協定や、公務員志望者向け
の研究会など、同じ目標に向けて努力する仲
間と切磋琢磨できる環境が整っています。

29.3%

47.5%

地方公務員
（警察）

地方公務員
（行政職）

地方公務員
（消防） 国家公務員

11.1% 12.2%

授業外でもサポート

公務研究会
2019年度に発足した国・地方の公務員志望者を支援
する学生コミュニティーです。公務員を目指す学生同
士の情報交換の場であり、市町村職員・公務員として
働く卒業生との交流会、前京都府知事である山田啓
二教授による模擬面接なども行っています。

公務員への就職状況
2020年度実績

（2021年3月卒）

 都市と法政策　  地域ガバナンス論
その他の授業

公務員志望者をサポート

務員志望者向けコミュニティー「公務研究会」では、
学生が主体となって多彩なサポートを行っています。

すでに国家・地方公務員に内定した学生が、後輩の受験
資料の作成を手伝ったり、座談会を開催したり。
中でも４年次生の山際さんと保田さんは「試験までのス
ケジュール感をつかめたのがよかった」と声を合わせます。

「自分は３年次の秋から本格的に勉強を始めたのですが、
どの時点でどこまで進めればいいのかなど、同じ環境に
いる先輩の体験談を聞けたのは大きかった」（山際さん）。

「もともと法学部は先輩後輩のつながりが強いことも
あって、面識のある先輩から直接もらえるアドバイスやエ
ピソードは参考になるし、やる気も出ます」（保田さん）。
その他法学部には京都府知事や、警察大学校長などの
キャリアを持つ教員も在籍し、「採用側から見た欲しい人
材の解説」や「仕事内容の説明会」も人気。

「後輩には法学部の先輩や先生たちのノウハウを受け継
ぎ、活用してほしいです」（山際さん）。

公

三重県立宇治山田高等学校出身
三重県庁 内定

山際 倫太郎
Yamagiwa Rintaro 

法律学科　４年次

京都府立福知山高等学校出身
京都府庁 内定

保田 和希
Yasuda Kazuki 

法律学科　４年次

学部
WEBページで

 公開中！
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発表のための
リサーチ＆資料づくり

ゼミ内の
ディスカッション

キャンパス外での
フィールドワーク 模擬法廷の開催も

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022年3月現在）

労働法の諸問題 
岩永 昌晃 教授

国際法 
岩本 誠吾 教授

民法の思考様式 
上野 達也 准教授

行政法理論研究 
太田 照美 教授

刑法演習 
岡本 昌子 教授

契約法 
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

国際法模擬裁判 
戸田 五郎 教授

刑法解釈の研究 
中村 邦義 教授

会社法とコーポレート・ 
ガバナンス 
木俣 由美 教授

租税回避問題 
木村 吉孝 准教授

法と文化・アメリカ法 
・国際取引法 
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

憲法 
中山 茂樹 教授

刑事訴訟法 
成田 秀樹 教授

租税法研究 
野一色 直人 教授

消費者契約から 
民法(契約法)を学ぶ 
坂東 俊矢 教授

裁判外紛争処理 
久保 秀雄 准教授

日本法制史の基礎的研究 
久禮 旦雄 准教授

国際取引法 
佐藤 育己 准教授

会社法事例演習 
佐藤 誠 教授

憲法 
須賀 博志 教授

民事手続法 
日渡 紀夫 教授

刑事法事例研究 
深尾 正樹 准教授

民法の判例研究 
古谷 貴之 准教授

法社会学 
朴 艶紅 助教

刑法 
増井 敦 准教授

 法学分野

法学部では学科を越えてゼミナールの履修が可能。学生の興味関心
に合わせ、それぞれの専門分野を持つ教員の下で学んでいきます。

私にとってゼミは

「学びの全てをぶつける場」です。

長野県立松本深志高等学校出身

林 航輔 
Hayashi Kousuke 

法律学科　４年次

1年次

3年次

2 年次

4 年次

法律を「知る」から
「使う」「体験する」へ。

ミは講義で得た知識を総動員
する学びです。研究テーマに

よっては警察や県庁に伺うことも珍し
くありません。そこではこれまで学んで
きた法律を、リアルな現場に照らし合
わせて「知識を体験」します。

「ああ、そういうことだったのか！」とう
なるような感覚。自分にとっては「学び
の全てをぶつける場」です。

ゼ

学生同士のディスカッションは、
ゼミで頻繁に行われる活動の1
つ。法律・判例に対する解釈など
を議論し、理解を深めます。

個人やグループに割り当てられ
たテーマに関して、文献や公的
文書を調査。プレゼンテーショ
ン用に資料をまとめます。

県庁や市役所、警察など実際に
法律が使われている現場に赴き、
見聞きする中で、法律を知識だ
けでなく体験として学びます。

刑法・民法などをテーマとする
ゼミでは模擬法廷も開催。弁護
側・検察側に分かれ、論理と知
識を駆使して意見を競います。

コースの学び導入

２年次に始まり、3年次はより専門的に。
実践の中で法律を扱う力を身に付けます。ゼミナール

２年次から始まる
学部

WEBページで
 公開中！

ゼミナール
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比較研究とその方法 
芦立 秀朗 教授

政治学研究 
有吉 弘樹 准教授

ナショナリズム研究 
植村 和秀 教授

政治の根本構想 
川合 全弘 教授

民事手続法 
日渡 紀夫 教授

刑事法事例研究 
深尾 正樹 准教授

民法の判例研究 
古谷 貴之 准教授

法社会学 
朴 艶紅 助教

刑法 
増井 敦 准教授

3人が関係する民法 
山本 宣之 教授

保険法 
吉澤 卓哉 教授

行政法判例研究 
若狭 愛子 准教授

民法の基本問題から 
考える 
渡邉 泰彦 教授

国際政治 
滝田 豪 教授

現代日本の政治過程 
中井 歩 教授

政治・政策研究 
中谷 真憲 教授

被害者学・被害者政策研究 
新 恵里 准教授

社会安全学 
浦中 千佳央 教授

比較地方自治体研究 
喜多見 富太郎 教授

社会保障・雇用政策企画立案 
芝田 文男 教授

環境問題と公共政策 
焦 従勉 教授

「社会安全政策」と警察行政 
田村 正博 教授

少年法・矯正社会学 
服部 達也 教授

公共政策 
山田 啓二 教授

 政策学分野 政治学分野

法学部では学科を越えてゼミナールの履修が可能。学生の興味関心
に合わせ、それぞれの専門分野を持つ教員の下で学んでいきます。

ゼミ発のＮＰＯと提携し、リアルな「まちおこし」に挑む

Pick up ゼミ

中谷 真憲 教授ゼミテーマ 政治・政策研究

りよい国をつくるための政策を民間から提案
する。「まちおこし」などを題材に、現場とグ

ローバルな視点から改善点を考えていくゼミです。
中でも一番の特徴は、ゼミから誕生したNPO「グ
ローカル人材開発センター」と連携していることです。
ゼミ生は行政や企業との分厚いネットワークを使っ
て、さまざまなプロジェクトにチャレンジしています。
話し合いの中で、「それ、おもしろいね」と盛り上がっ

たアイデアが形になる。政策を立案するノウハウが
身に付くとともに、具体的に変革を起こしていく手ご
たえを感じられます。こうした経験を経て実際に起業
したゼミ出身者もいるほどです。
フィールドワークで役所の人たちと関わった学生か
らは「行政のイメージが変わった」という声も。このよ
うに行政や企業と連携できる貴重なチャンスを生か
し、社会で役立つ実践力を培っていきます。

「それ、おもしろいね」を形にする。

 継続性を出す 
 アイデアはある？ 

 ＮＰＯの 
 ワークショップを 
 提案するのは？

 関係人口を 
　 増やす提案を 
 考えたい。

よ
京都府・
京都外大西高等学校出身

清水 ヒカリ 
Shimizu Hikari

法律学科　３年次

もともと「まちおこし」に関心があっ
てゼミに参加した清水さん。行政や
ＮＰＯとの真剣なやり取りは、自身
の成長にもつながったという。

私
た
ち
の
〝本
気
〟に
答
え
て
く
れ
る
ゼ
ミ
で
す
。
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   ゼミナール活動   次世代の
リーダーシップを
学ぶ

ポピュラーカルチャーとジェンダーを読み解くゼミです。例えば「女性的な男性」ほど
「男性的な女性」をメディアで見かけないのはなぜか。その背景には何があるのか？ 
多彩なテーマを通じて次世代型リーダーの素養を磨いていきます。「ジェンダーは現
代の多様性の1つの象徴。人の個性と向き合う力になる学びです」（早坂さん）。

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
プの養成」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。

取得を推奨している資格

得られる受験資格

取得可能な教員免許状

現代社会学科  ◦社会調査士　◦学芸員　◦図書館司書　◦児童指導員（任用資格）  
 ◦日本スポーツ協会公認スポーツ指導者　など

健康スポーツ社会学科　
 ◦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

現代社会学科 　◦NSCA-CPT受験資格　
健康スポーツ社会学科　◦NSCA-CPT受験資格　◦JPSU-スポーツトレーナー受験資格

現代社会学科 
◦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）
健康スポーツ社会学科
◦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）

Faculty of Sociology 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

現代社会学科 東 園子ゼミ
ゼミテーマ：ポピュラーカルチャーとジェンダー
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学びの特色

「次世代型リーダー」の素養を磨く
詳細はWebで

 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
学
び
が

 

気
付
か
せ
る
こ
と
。

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です。この学部独自の「リーダーシップ科目」では、課
題解決に必要な「思考法」や「人を引きつける話し方」などのスキルを磨きます。

１年次では「社会学」の幅広い基礎を身に付けるカリキュラムを展開しています。
学びのベースとなる知識や教養を修得する「講義」と、グループワーク等を通して
他者に伝えることで知識や教養の定着を図る「演習」。２つの授業を連続して受
講することで、学びを掘り下げると共に、柔軟な課題解決力を養います。

「社会学」の基礎を体系的に修得

学部独自の「リーダーシップ科目」

さまざまな「生きづらさ」の要因
を、性の不一致の観点から探求
する東ゼミの早坂 駿太さん。
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広告は“人の気持ち”を映し出す。

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

現代社会学科

C
ourse

T
opics

地域の特色を学ぶだけでなく、地域社会で今起
きている社会現象を理解し、地域の人々と連携
して多面的に課題解決策を考えていきます。

家族・男女・教育・心理・労働環境などの幅広い
視点で、現代社会における人と人との多様な関
係性と新しい可能性にアプローチします。

テレビ・広告・マンガ・インターネットなど、人や
社会を動かす力を持つメディアの変わらない本
質と、変わりゆく方向を見極めます。

観光社会学 ジェンダー論 広告メディア論
観光をテーマに、パッケージツアーなど
のマスツーリズムが生まれた背景、それ
らがもたらす問題点を学びます。学生は
自身の地元を想定しながら議論を進め
ることで、実践的な思考を身に付けます。

社会の中での性別の在り方が個人や社
会にもたらす影響や、家族、労働、セク
シュアリティ等に関する現代的な社会
問題について、「ジェンダーの視点」か
ら学んでいきます。

日本と海外の広告を比較すると、そこに
は作り手の思考を通して、文化の違いや
多様な価値観が見えてきます。この講義
では「宣伝」だけでなく「文化」として広
告を捉え、その見方を学びます。

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。

Pick up 科目 Pick up 科目 Pick up 科目

公務員志望者のための
「公共政策研究会」

社会の課題に挑む現代社会学部の学びは、
「行政や自治体の仕事と親和性が高い」こと
も特長の1つです。

実際、公務員志望の学生も多く、国家公務員や、
県庁・市役所の地方公務員を目指す人も。
そこで現代社会学部では「公共政策研究会」を
発足。週に1度の勉強会の他、行政の現場に赴
くフィールドワークなどを行っています。
また、本研究会に参加した１期生が家庭裁判
所調査官補（国家公務員）に採用されています。

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。

３つのコースで専門の学びを深める

広島県立呉三津田高等学校出身

藤井 香乃 Fujii Kano

現代社会学科 メディア社会学コース　２年次

詳細はWebで

学生の頃から興味のあった広告の世界。
現在は念願が叶い、メディア社会学コース

で広告の役割や事例を中心に学んでいます。
特にＳＮＳなどを分析すると、現代では「斬新な
発想」よりも「正直さ」「誠実さ」など、広告で重視
される要素が変わってきているのを感じます。
よく「広告は社会を映す鏡」といわれますが、こう
した事例をひもとくと“現代に生きる人の気持ち”
まで見えるような気がしてワクワクします。

中

社会学の基礎知識と調査手法を修得した上で、３つの専門コースから１つを選択。
現代社会の課題を自ら発見し、実際に変えていく素養を身に付けます。

社会の本質を探り、行動する
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木ゼミでは「場のデザイン」をテーマ
に研究や実践を行っています。日常で

関わる地域、商店街、学校などの「場」を居
心地よくする方策とは何か。「まちづくり」か
ら「働き方改革」まで、常に複数のプロジェク
トチームが活動しています。
こうした「場」にはメディアも含まれます。以
前には絵本を出版したチームもありました。
「居場所がない」という子どもには没頭して
読む絵本が１つの「場」になるかもしれない。
そんな思いを込めて「子どもが読んで元気に
なる絵本」を制作・出版したのです。
現代社会学部は、社会を変える人材を育成
する学部です。このゼミで、「変えたい」とい
う志を具体的なアクションにつなげるための
道筋を、論理的・実証的に学んでください。

絵本も「場」になるかもしれない

宮

宮木 一平 教授ゼミテーマ 場のデザインとソーシャル・イノベーション

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022年３月現在）

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  
足立 薫 准教授 

社会的排除と 
社会的包摂 
伊藤 理史 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 

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  
金光 淳 教授 

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

小説・文学から社会を考える 
菅原 祥 准教授 
卒論を書く  
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・仕事・ジェンダー 
などにおける 
社会問題の発見・ 
分析・解決を探る 
藤野 敦子 教授 
文化・マーケティング 
としての広告 
ポンサピタックサンティ  
ピヤ 教授 
異文化の他者と共に 
歩むには？ 
前川 真裕子 准教授 

いろいろな地域を 
選んで社会の歴史と 
哲学を考える 
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 
（多様なメディア表現・伝達）  
脇浜 紀子 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  
加藤 敦典 准教授 

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  
木原 麻子 准教授 

「小豆島 島鱧®　」のブランド化推進  
塩谷 芳也 准教授 

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

水がむすび「新たな価値」を 
生み出す社会  
鈴木 康久 教授 

　　 … 学科横断型ゼミ（プロジェクト演習）

ゼミナール Pick up ゼミ

4年間の学び

2 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 

3つのコースに分かれて、
学びはより専門的な領域へ

ゼミが本格化。現代社会の
課題を解決する力を磨く

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

基礎の徹底→コースの学び＋ゼミ

コースの学び

ゼミナール

基盤科目

導入科目

リーダーシップ科目

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。
各コースの展開科目を中心に専門をさらに深めます。

「社会学入門」と「入門演習」の
講義を連続して受講し、社会学
の知識と理解を深めます。

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

学科横断型の「プロジェクト演習」と学科特化型の「演習」で
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。

学部
WEBページで

 公開中！

1年次

3年次
4年次

2 年次
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「スポーツが好き」だからこそ。

健康スポーツ社会学科

筋力の機能を測定する装置。ここで得
るデータは、トレーニング効果を測る
基準となり、運動処方に活用します。

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。

カロリーや栄養素などを自動で計算す
るシステム。アスリートの目的に合わせ
た食生活に活用します。

呼気ガスの流量と濃度をリアルタイムで
分析する装置。呼吸代謝機能に関する
さまざまな指標を得ることができます。

あらゆる運動時における全身の動作を
三次元的に解析。改善点を把握し、運
動能力の向上につなげていきます。

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

最先端の設備が充実

社会学

社会現象・問題

健康・
スポーツ科学

社会に生かされる健康スポーツ社会学の例

・超高齢化社会における健康保持増進
・心身を健やかにする教育プログラムの開発
・子どもや高齢者でも楽しめるスポーツ
  エンターテインメントの創出

・諸外国との国際親善を深める場の創生
・健康増進や健康維持につながる体験が
  できる旅行（ヘルスツーリズム）の構築

保健体育の教員志望者のためのサポート体制
を整えているのも、この学科の特長の1つです。
学科の専門教育科目では「学校保健」や「公衆

衛生学」など、中学・高校の教員免許状取得に
必要な科目が履修可能です。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、ダンスなど）」を開講しています。
また「教員採用試験」の仕組みと内容をテーマ
にしたセミナーなども開催しており、教員志望
者の進路を力強く後押しします。

「教員志望者」を
強力サポート

詳細はWebで

く競技チアダンスを続けた経験から、体の
ケアを学びたくて選んだ学科です。

でも実際に学び始めると、社会と健康の相関や
スポーツ社会の成り立ちなど、自身の競技人生
を振り返る学びが多いことにも気付きました。今
では教育指導者、メーカー、医療関係、公務員と
選択肢がグンと広がり、勉強に打ち込む日々です。
この学科はスポーツが好きな人や、没頭してきた
人にこそ響く学びがあるように感じます。

長

「社会学」＋「健康・スポーツ科学」で高齢化や地域活性化など現代社会の解決に
挑みます。最新機器を駆使した実験・実習で高度な専門性も身に付けていきます。

活力ある社会をつくる

大阪府立高津高等学校出身

河瀬 穂乃加 Kawase Honoka 

健康スポーツ社会学科　２年次

T
opics
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三次元動作解析装置

はなぜスポーツをするのか？ 
なぜ楽しいと感じるのか？

その答えを探るため、浜田ゼミで取り組むのは
「新たなスポーツをつくり出す」試みです。
例えば「鬼ごっこ」のようなスポーツを考えて
みましょう。奪い合うタグを追加したり、チー
ムの人数や動ける範囲を制限したり、ルール
を変更するだけで駆け引きが生じます。
実際にゲームを行ったら「何がどう楽しかった
か」「ゲームが成立する要素は何か」などを話
し合います。言葉にして表現することで、ルー
ルの在り方やスポーツの成り立ち、さらには
「楽しさ」の理由が見えることも。
多様な社会の中でスポーツが受け入れられる
ために、大事なことは何か。スポーツから得ら
れる喜びや充実感を体験しながら、その本質
的な魅力を探っていきます。

新たなスポーツをつくり出す

人

浜田 雄介 准教授ゼミテーマ 社会的なものとしてのスポーツ

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022年３月）

運動の原理原則に基づいた  
スポーツコーチング  
石飛 博之 准教授

身体活動が体組成へ 
及ぼす影響 
小川 まどか 助教

障がいのある人のスポーツと 
「インクルージョン」 
奥田 睦子 教授 

スポーツパフォーマンスの 
向上に向けた測定評価 
加藤 えみか 准教授 

学校教育が抱える諸問題と 
教員養成  
国吉 恵一 准教授 

ランニングの科学  
小室 輝明 助教 

体育・スポーツに関する 
人文科学系の諸課題 
佐々木 究 教授

スポーツを科学する  
髙梨 泰彦 教授 

社会的なものとしてのスポーツ 
浜田 雄介 准教授 

体育科教育学・スポーツ教育学  
廣瀬 勝弘 教授 

運動生理学 
松永 智 教授

競技力向上・健康と食生活 
吉岡 美子 教授 

「地域の課題解決」を目指す  
濱野 強 教授 

　　 … 学科横断型ゼミ （プロジェクト演習）

Pick up ゼミゼミナール

4年間の学び

1年次

3年次
4年次

2 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 

3つの分野を横断し、
専門の学びを深める

ゼミが本格化。スポーツの
可能性と価値を追究する

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

基礎の徹底→分野の学び＋ゼミ

分野の学び

ゼミナール

基盤科目

リーダーシップ科目

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学びを深めます。

学科横断型の「プロジェクト演習」と学科特化型の「演習」で
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。

現代社会学分野 健康スポーツ社会分野 健康スポーツ科学分野

学部
WEBページで

 公開中！

導入科目
「社会学入門」と「入門演習」の
講義を連続して受講し、社会学
の知識と理解を深めます。
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2年次の秋学期からはゼミがスタート。学科横断型の「プロジェクト演習」では社会の
課題解決に挑み、学科特化型の「演習」では専門分野を深める研究に取り組みます。

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。学科を超え、
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。

学科横断型ゼミ（プロジェクト演習）

小冊子では「初めて地域に目を向ける学生」の
視点を生かして、集落の魅力を紹介している。

ゼミナール

Pick up プロジェクト演習

「水源の里」のチャームポイントは⁉

ロナ禍の影響もあり、近年移住者を増や
している綾部市。中でも過疎高齢化が進

む集落「水源の里」の活性化に挑むのが、滋野ゼ
ミのプロジェクト演習です。
ゼミでは毎年、水源の里の1～2集落を選んで
フィールド調査を重ね、住民のインタビューや、
集落の歴史的な成り立ちなどを情報収集。地域

の現状と課題を捉え、解決策を模索します。
これまでの活動では、地域の魅力や受け継ぐべ
きことを「AからZまでの26のキーワード」で紹介
した小冊子『水源の里AtoZ』を制作。
綾部市の行政や地域住民に向けた活動報告や、
地元の子どもを対象としたイベントを行うなど、
地域の人たちと活性化に取り組んでいます。

コ

滋野 浩毅  教授ゼミテーマ 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

学部
WEBページで

 公開中！

T
opics
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ゼ
ミ
以
外
に
も
多
彩
に
活
動
中
！

現
代
社
会
学
部

学生が関心のあるテーマで自主的に行うの
が「ラボ活動」。教員が掲げるテーマに共感
した学生が参加して取り組むのが「コラボ活
動」です。いずれも主体は学生ですが、「ラボ
活動」は教員が専門分野からサポート、「コ
ラボ活動」は外部団体など教員のネットワー
クも生かした規模の大きな活動も可能です。

「社会を変えていく力」を育む

その他の
プロジェクト演習

「ラボ活動」と「コラボ活動」

滋野 浩毅  教授

大城 友萌 
Oshiro Yume

現代社会学科　２年次

ギタリウスレビュー（現代社会学部書評大賞）とい
うコラボ活動に取り組んでいます。

これは本学の学生を対象に行う書評審査会で、学部には
２・３年次から始まるゼミ活動以外にも、このような自主
的なラボ活動・コラボ活動がいくつもあります。
私にとってこうした活動の１番のメリットは「１年次からで
も主体的な活動に関われること」。面白そう、と思ったら
手を上げてみる。すると楽しみながら、いつの間にか成長
している。そんな現代社会学部の環境が最高です。

サ

地域を理解し、課題を考え、解決に挑む
プロジェクトを企画・実施する等、地域と
の共同による活動を展開します。
（健康スポーツ社会学科 濱野 強 教授）

京都の水と人、社会の関わりを探求。特
に鴨川に架かる「三条大橋」の価値を、広
く伝えるPR活動に取り組みます。

（現代社会学科 鈴木 康久 教授）

ベトナム村落でのフィールドワークをもと
に地域の課題を明らかにし、住民とプロ
ジェクトの立ち上げに挑みます。

（現代社会学科 加藤 敦典 准教授）

「地域の課題解決」
を目指す

学部独自の取り組み！

水がむすび「新たな価値」
を生み出す社会

ベトナム村落 における

地域課題の解決にむけた
プロジェクトの立案

「学ぶ」と「働く」をつなぐ場として、社会
で活躍する人と出会い、自分らしい生き
方や働き方を模索します。徳島県で関係
人口創出プロジェクト等に取り組みます。

（現代社会学科 木原 麻子 准教授）

香川県の小豆島・土庄町で捕れる「小豆
島 島鱧（しまはも）」のブランド浸透、メ
ニュー開発や販路拡大に取り組みます。

（現代社会学科 塩谷 芳也 准教授）

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

「小豆島 島鱧®」の
ブランド化推進

T
opics
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  ゼミナール活動 

世界中に散らばる諸問題の構造を読み解き、解決
策を探すのが国際関係学部の学びです。
京都産業大学では全ての学生が1年次に海外に出
る「体験」と、学内での活発な「リサーチ・議論」を
学びの柱としています。
実際に国境を越えてみて自身の目標を見据え、
日々の授業での膨大なインプットとアウトプットで
情報分析力や論理的思考力を養成。
あわせて政治・経済・共生という幅広い分野の中
から自分だけの専門知識を磨き、広大かつ複雑な
国家間の問題・課題に挑みます。

世界の課題を
ひもとき、
立ち向かう学び

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
◦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
◦外資系企業やグローバルに事業展開する企業
◦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
◦国際協力に携わる公的機関、民間団体、企業、
　NGOなどの職員
◦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　など

先進的な日本企業や外国公館など、京都から世
界につながる現場に赴き、最前線の動きをリサー
チ。それらを基にした活発な議論の中で、複雑な
国際社会におけるビジネスの役割を考えます。

マザーハウス本店で途上国
から世界に通用するブランド
をつくる意味を学ぶ植原ゼミ。

教員との
距離感が近い

Faculty of International Relations 詳細はWebで

国際関係学部 国際関係学科

植原 行洋 ゼミ
ゼミテーマ：国際ビジネスの複眼的アプローチ

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
め細かく指導ができる教
育環境を整えています。

学生数 教員数

11 : 1
（2021年５月現在）
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3つの視点で
解決に挑む

国際社会の
諸問題政治

経済 共生

国際政治、外交、
安全保障、国際法 など

国際経済、国際金融、
国際貿易、国際開発 など

国際社会、国際協力、
グローバル・ガバナンス など

 

〝世
界
の
核
心
”に

 
踏
み
込
ん
で
い
く
。

3つの視点で国際社会の問題解決に挑む

世界を取り巻く状況は、政治・経済・社会分野で起こ

るさまざまな現象が相互に影響を及ぼし、刻一刻と変

化していきます。国際関係学部では、そういった世界を

取り巻く変化や国際社会の諸問題について、政治・経

済・共生などの幅広い学術的視点から分析し、その現

象や実態について理解していきます。

国
際
関
係
学
部

授業の論点を確認し合うなどコミュニケー
ションが絶えない植原ゼミの学生たち。
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１年次は全員が海外へ、
２年次からはコース選択、留学も

科目一覧

詳細はWebで

基幹科目

演習科目

実践科目

入門科目 展開科目

ゼミナール
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。関心のあるテーマを分析・考察する力を身に付けます。

社会、文化、経済などのトピックを題材に国際関係の学びや実践に必要な英語での情報収集や議論、プレゼン
テーションなどの力を伸ばす科目を用意。英語の習熟度別の少人数クラスで効果的に力をつけることが可能です。

約3週間、海外でリサーチ

国際関係学における政治・
経済・共生の基礎知識を修得。

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。

1年次

3年次

2 年次

4 年次

学びの基礎を築き、 
全員が海外へ

各自の関心や将来の進路に
合わせて、コースを選択 

専門テーマの研究を開始。
自身の体験を深める学びも 

学びの集大成として
研究成果をまとめる

国際関係・政治コース

海外フィールド・リサーチ

国際関係・経済コース

交換留学・派遣留学・認定留学

国際キャリア開発リサーチ

国際関係・共生コース

半年から1年の本格的な「長期留学」

「グローバル人材」の資質を磨く

4年間の学び

※留学制度の内容については、P.131に記載

T
opics

コース 科目区分
入門科目

基幹科目

演習科目

実践科目

地域研究
科目

コース
科目

1年次 2 年次 3 年次 4 年次

全コース共通

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

国際関係入門（政治・経済・共生領域）

English for Academic Purposes Ⅰ・Ⅱ

English for Professional Purposes Ⅰ・Ⅱ

Theory of Knowledge Ⅰ・Ⅱ

基礎演習Ⅰ・Ⅱ

海外フィールド・リサーチ

English for Academic Purposes Ⅲ・Ⅳ

English for Professional Purposes Ⅲ・Ⅳ

Theory of Knowledge Ⅲ・Ⅳ　

発展演習Ⅰ・Ⅱ

国際キャリア開発リサーチ A・B

国際関係リーディングⅠ・Ⅱ

北米論Ⅰ・Ⅱ

中南米論Ⅰ・Ⅱ

国際政治学Ⅰ・Ⅱ

国際政治史Ⅰ・Ⅱ

外交論Ⅰ・Ⅱ

国際経済論Ⅰ・Ⅱ

国際貿易論Ⅰ・Ⅱ

国際金融論Ⅰ・Ⅱ

国際社会学Ⅰ・Ⅱ

グローバル・ガバナンス論Ⅰ・Ⅱ

国際社会と開発Ⅰ・Ⅱ

Issues in International Relations Ⅰ・Ⅱ

研究演習Ⅰ・Ⅱ　

インディペンデント・リサーチ

国際キャリア開発リサーチ C

ロシア・東欧論Ⅰ・Ⅱ

ヨーロッパ論Ⅰ・Ⅱ

Contemporary Asian History

平和構築論Ⅰ・Ⅱ

国際法Ⅰ・Ⅱ

Japan’s International Relations

国際開発論Ⅰ・Ⅱ

地域統合論Ⅰ・Ⅱ

Development Studies

国際協力実務論Ⅰ・Ⅱ

国際文化論Ⅰ・Ⅱ

Globalization Case Studies

研究演習Ⅲ・Ⅳ　

東アジア論Ⅰ・Ⅱ　南アジア論Ⅰ・Ⅱ

中東論Ⅰ・Ⅱ　アフリカ論Ⅰ・Ⅱ　他

Modern Japanese History

Introduction to Politics

International Politics Case Studies 他

International Environmental Politics

Introduction to Economics

International Business Case Studies 他

East Asian International Political Economy

Introduction to Sociology

International Communication 他

Human Security

展
開
科
目
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国
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関
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学
部

詳細はWebで

教員による
ニュース解説

世界の最前線を知る
（ゲストスピーカーによる講演）

コロナ禍に直面した国際社会の対応、ロシアとウクライナの関係性、持続可能な社会
の構築など、今、世界で起こっている出来事をテーマに、教員がリレー形式で登壇する
ワークショップです。昼休みの時間を利用して定期的に開催され、教員それぞれの専
門分野や研究に基づいた詳しい解説や、学生同士のディスカッションを実施。誰でも
参加できるカジュアルな学びの場です。

国際関係学部の授業では、外交、ビジネス、国際協
力の現場で活躍する実務家を招き、世界の最前線
の知識や実情を学びます。

詳細はWebで

世界を取り巻く状況を理解し、「国際社会の発展と平和に寄与できる

グローバル人材」を育てるために、４つの科目体系を展開。それぞれの

科目体系が互いに影響を与え合い、知識や理解が深まるカリキュラムを

構成しています。

・独立行政法人国際協力機構（JICA） 松岡純子氏　「多様なアクターが実施する国際協力」
・元文民警察隊長　山﨑裕人氏　「カンボジアPKOとはなんだったのか？」
・駐日ラトビア大使 トレイヤ＝マスィ閣下　「日本と100周年目の外交関係を築くラトビアとは？」
・駐日ハンガリー大使 パラノビチ閣下　「発展し続ける日本とハンガリーの関係を知る！」
・自然エネルギー財団・上級研究員 大久保ゆり氏
　「気候危機を乗り越えるために：再生可能エネルギーへの転換の意義と課題」  など

（2021年度実績）

学びの特色

４つの科目体系
から世界を学ぶ

１年次から海外に出る（必修科目：海外
フィールド・リサーチ）など、現場で体感
したことを通して学びを深めます。

英語でも日本語でも必要な情報の収集・
議論・発表ができるような学びを通して、
専門的学びと実務の道具としての英語
力を鍛えます。

国際社会の発展と平和に寄与できる
人材を育成する教育プログラム

英語をツールとして使いこなす

入門・展開科目 演習科目基幹科目 実践科目

政治･経済･共生の３つの
領域から国際関係を学び、
個別テーマや地域について
の講義を通して専門知識や
理論を深める。

少人数クラスでのアクティ
ブ･ラーニング型授業を展
開。問題意識をもって主体
的にテーマ研究に取り組む。

国際関係を英語で理解し、
他者と協働する英語力を養
い、専門的学びと実務の道
具として鍛え上げる。

国際関係の知識と多様な
価値の理解、コミュニケー
ション能力の現場での実践
を通して新たな課題を発見
し、解決への道を模索する。

T
opics
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ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022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 
井口 正彦 准教授 

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 
川島 理恵 准教授

日本の安全保障 
河原地 英武 教授

現代のエスニック問題と 
ナショナリズムの研究 
北澤 義之 教授

正義と和解をめぐる 
紛争解決と平和構築の研究 
クロス 京子 准教授

国際社会における対立と共存 
正躰 朝香 教授

グローバル経済への 
国際関係論的アプローチ 
鈴井 清巳 教授

ODA （政府開発援助） 
ストレフォード パトリック ウイリアム 教授

近現代東アジアの国際関係 
須藤 瑞代 准教授

20世紀のアメリカ外交史と 
日米関係の歴史 
高原 秀介 教授

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 
マコーマック ノア ヨシナガ 教授

国際社会における法の支配 
丸山 珠里 教授

グローバル化する 
世界における国際協働・共生 
三田 貴 教授

国際政治分析の論理的基礎構築と 
AI分析への応用 
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

東南アジア諸国の政治経済 
吉川 敬介 准教授

英語でも日本語でも必要な情報の収集・議論・発表ができるような学生を育

てるため、国際関係学部のカリキュラムの中核には、1年次から4年次まで続く、

少人数クラスでのアクティブ･ラーニング型授業である「演習科目」があります。

さらに選択科目として、個人が国内外で行った活動を学術的に見つめ直して

論文をまとめる「インディペンデント・リサーチ」があります。

これらの演習科目を通して、主体的に問題に関わる姿勢と他者と協働する力

を養います。

学部の学びの前提となるアカデミック・スキル（プレゼン

テーション、ディスカッション、レポート作成など）や国際

関係学の基礎的知識を学ぶ

国際社会の多様な問題を分析、ディスカッション、プレゼ

ンテーションを通して専門性を高める

学部の学びの中で見つけた問題意識を研究テーマとし、学

びの集大成としての成果論文にする

基礎演習

発展演習

研究演習

演習科目・ゼミナール
主体的学びと４年間の演習：段階的に専門化、高度化

ゼミ選択

１年次 ２年次 ３年次／４年次

基礎演習 発展演習

インディペンデント・リサーチ
（選択）

研究演習
（ゼミナール）

学部
WEBページで

 公開中！学びの集大成に向けて
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グローバル化する 
世界における国際協働・共生 
三田 貴 教授

国際政治分析の論理的基礎構築と 
AI分析への応用 
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

東南アジア諸国の政治経済 
吉川 敬介 准教授

界で起こるさまざまな紛争の原因やそ

の解決方法について研究するゼミです。

差別や貧困、移民、アニマル・ライツ、サイバー

戦争など学生の研究テーマは多彩。平和に関

する活動の現地調査や、各自のテーマをもとに

ディスカッションを行います。「正義」や「和解」

とは、それを振りかざす立場や社会によって意

味や手段が異なります。正解がないものだから

こそ、まずは批判的にものごとを考察する。その

力を養うことがクロスゼミの目的です。

「SDGｓ」から世界の課題に挑む

「正義とは？」 平和の本質を探る学び

世

井口 正彦 准教授

クロス 京子 准教授

ゼミテーマ

ゼミテーマ

持続可能性をめぐるグローバル・ガバナンスの研究

正義と和解をめぐる紛争解決と平和構築の研究

Pick up ゼミ

京都府立桃山高等学校出身

渡辺 愛美
Watanabe Ami

国際関係学科　３年次

ゼミは１つのテーマを掘り下げて
共有することで、ものごとの本質
に気付くことができる場です。私
は差別に関するテーマを扱ってい
ますが、他のゼミ生の発表を聞く
うちに「争いの根本には価値観の
相違が存在する」という点に気付
きました。一方通行では解決しな
い難題にやりがいを感じます。

大阪府立住吉高等学校出身

黒崎 聖
Kurosaki Hijiri

国際関係学科　３年次

利益を得ながら環境保護や国際
協力に貢献する「ソーシャル・ビジ
ネス」が研究テーマです。プレゼ
ンテーション後の意見交換では、
自分では思いつかなかったアイデ
アがたくさん出ます。異なるテーマ
でもそれぞれを深掘りしていくと
他への応用が利く。そんな奥深さ
に気付けるのもゼミの醍醐味です。

ローバル・ガバナンスとは、環境問題や

貧困など1国では解決できない世界規

模の国際問題に対し、国家をはじめ国際機関、

NGOや企業が協働して解決にあたることです。

井口ゼミではSDGsをグローバル・ガバナンスの

モデルの1つと捉え、持続可能な社会がいかに

構築されるのかを研究します。学生は各自のテー

マを持ち寄ってプレゼンテーションし、全員で意

見交換を実施。多様な観点から長期的に豊かさ

を享受できる社会を実現する方法を探ります。

グ

ゼミナール
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世界７カ国の
いずれかに

３週間滞在して
リサーチ

・研修国、訪問先の事前調査
・リサーチテーマの発見
・危機管理などの学習

・語学研修・レクチャー
・リサーチテーマの調査、資料収集
・ディスカッション・プレゼンテーション

・レポート作成
・成果プレゼンテーション

出国前の
事前授業 海外研修 帰国後の

事後授業

海外フィールド・リサーチ

海外フィールド・リサーチの流れ

− 英語圏 −

− アジア圏 −

国際関係学部の最も大きな特徴とされる必修科目です。
1年次末に英語圏・アジア圏の7カ国いずれかに約3週
間滞在。各国のリサーチテーマに沿って学びを深めます。

研修の前後には講義を受け、事前の情報収集や分析、
発表の手法なども身に付けます。

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。

※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。

企業訪問や工場見学を通して、世
界規模に展開するビジネスの最前
線をリサーチします。

テーマ：
「アメリカのビジネス」

ボランティア活動に実際に参加す
ることで、地域住民の思いや企業
の取り組みを学びます。

テーマ：
「ボランティア・地域貢献」

現地の公的機関や日系企業などを
見学し、日本とタイの経済関係や
ASEAN経済への理解を深めます。

テーマ：
「日本とタイの経済関係」

自然保護団体の講義や、先住民の
方による体験型授業から多様な文
化・環境保護について学びます。

テーマ：
「環境保護・多文化主義政策」

現地の政府機関や企業、NGOを訪
れ、マレーシア社会の多様性と伝
統について見識を深めます。

テーマ：
「マレーシアの多様性と伝統」

森林を歩いて独自のエコシステムを
体感するなど、現地でのフィールド
ワークから文化・政策を学びます。

テーマ：
「文化的多様性・環境政策」

現地企業や日系企業を訪問し、調
査を実施。ベトナムの産業の特徴
や最近の傾向などを学びます。

テーマ：
「ベトナム経済と社会」

費用は大学が負担

アメリカ カナダ

タイ

リサーチテーマ

オーストラリア

マレーシア

ニュージーランド

ベトナム

１年次は ２年次からは

海外実習→留学に挑戦も

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

人技能実習生の労働環境問題を思い出し、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。

1

大阪府立北千里高等学校出身

加藤 綾華
Kato Ayaka

国際関係学科 3年次

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。

国境を越えて／ベトナム編

学部
WEBページで

 公開中！
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際キャリア開発リサーチは将来を考える転

機になった授業です。コロナ禍の影響でオ

ンライン開催でしたが、画面越しに伝わったのは、

多様な文化を尊重するマレーシアの社会でした。

マレー系、中華系、インド系の民族が共に暮らす中

で、「今日はインドの祝日をみんなで祝おう」という

会話が普通に行われている。そんな環境がなんだ

か素敵に思えて、自分の世界が広がることを実感し

ました。

10年後、自分はどうありたいか。この授業を経て、

人をつなぐ仕事や海外で働きたいと思うようにな

りました。

国

国境を越えて／マレーシア編 「10年後の自分」が浮かんできました。

愛媛県立八幡浜高等学校出身

大塚 初音
Otsuka Hatsune 

国際関係学科　3年次

国際キャリア開発リサーチ
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。

インターンシップ
問題解決型研究

積極性

情報発信能力

自主性

協働に必要な調整能力

課題解決能力

「グローバル人材」に
求められる資質を身に付ける

1

2

3

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。

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。

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。

※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。

目的と概要

インターンシップ型の海外起業体験プログ
ラムです。カンボジアの首都・プノンペンで
約２週間にわたって企画・マーケティング・
商品開発・人事などの実務に携わり、食品
ビジネスのスタートアップを体験します。

ASEAN諸国でのビジネスや開発協力事業
を体験する、約3週間のプログラムです。日
本企業の東南アジア展開や政府開発援助
の現場で実務を行い、日本とアジア間の貿
易や開発援助の実態・課題などを学びます。

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

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

途上国の生産者の所得・労働環境の向上
を図る「フェアトレード」に携わるプログラム。
商品の生産から流通、販売に至る一連の流
れに触れ、貿易の構造そのものを見直すと
いう「これからの開発協力」を体感します。

充実の留学プログラム 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.131を参照ください。世界31カ国に広がる交流協定校（2021年5月現在）

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。
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異文化間交流

人間の思考の
根幹を学ぶ

取得を推奨している資格

取得可能な教員免許状

◦TOEFL®　◦TOEIC®　◦IELTS™　
◦各専攻語の検定試験

◦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・コミュニケーション専攻のみ取得可能。

教員の３人に１人がネイ
ティブスピーカー。学内で
も実践的な言語教育が
可能となる環境を整えて
います。

（2022年３月時点・
非常勤教員含む）

外国語学部の
ネイティブスピーカー

教員数

人55

言葉はそれを扱う人の「思考」や「モノの捉え方」、
「価値観」にさえ影響を及ぼすものです。つまり新
たな言語の習得は「これまでと違う人間に生まれ
変わる学び」ともいえるでしょう。
外国語学部では専攻語を徹底的に学び、２年次以
降は本格的な長期留学を推奨。あわせて文学や芸
術、メディア、教育など幅広い分野を専門的に探究
します。
言葉を軸に人間や文化を多面的に捉え、「人生の
景色を変える学び」を展開していきます。

異文化間交流は「人と関わる力」を育みます。外
国語学部では海外実習や留学の機会に恵まれ
る他、学内では多くのネイティブ・スピーカーの
教員が指導。「学内で留学しているように思える
ほど、異文化に触れる機会が多い環境」（江國さ
ん）で、実践的な「関わる力」を身に付けます。

Faculty of Foreign Studies 詳細はWebで

外国語学部 英語学科
ヨーロッパ言語学科
アジア言語学科
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英語学科 ヨーロッパ言語学科 アジア言語学科

世界で通用する
高度な英語力を養う

言語を通じて、ヨーロッパの
歴史や文化を深く理解する

言語を通じて、アジアの
歴史や文化を深く理解する

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

中国語専攻ドイツ語専攻 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

英語専攻 イングリッシュ・
キャリア専攻

 

世
界
へ
。 

 
こ
と
ば
か
ら

レベル別のきめ細かい指導や留学プログラ
ムにより、国際社会で役立つ実践的なコミュ
ニケーション能力を獲得。同時に英語圏の文
化研究を通じて豊かな知識・教養を身に付け、
「話せる」以上の英語力を手に入れます。

近年、1つの地域として存在感を増すヨーロッ
パ。各国の言語習得に加え、多様な文化、思想、
経済、メディア技術などについて体系的・横断
的に学ぶことで、世界で活躍する素養と、幅広
い視野を身に付けます。

今や世界経済のけん引役であるアジアの歴史、
文化、政治、経済などを広く学び、グローバルに
活躍する人材を育成。さらに専攻語を確実に
身に付けるプログラムにより、日本とアジアの
懸け橋となる人材を育てます。

10言語、12専攻から世界を学ぶ

異文化間交流について、フェル
ナンデス先生と専攻するスペイ
ン語で話す江國紗代さん。
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専攻語

特別英語 英語で学ぶ●●文化

TOEIC®英語
コミュニケーション英語

海外実習・海外留学

ヨーロッパ言語学科 
フランス語専攻

学びの特色

◆アジア言語学科 韓国語専攻の場合

各専攻では1年次からそ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。

集中的に学ぶ言語。実践的
に運用できる高度な語学力
を身に付けます。

英語の４技能を磨くとともに、
TOEIC®を活用して実践的な
英語力を培います。

リスニングやスピーキング強
化、留学準備まで、目的別に
英語科目を展開しています。

専攻語と英語を組み合わせた
科目。専攻語圏の文化につい
て英語で学びます。
※●●には専攻する所属名が入ります。

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。
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。

「強固な語学力」を身に付ける

主な科目

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た「総合的な
語学力」が重要です。外国語学部では
「イタリア文化」を「英語」で学ぶなど、
言語を統合した科目も展開しています。

←言語に関わる
　基礎的な学び

←言語圏を越えた
　学び

←専攻の深い学び

複言語統合型学習で
総合的な語学力を形成

充実の専攻語＋副専攻語の学び

全ての外国語学部生に共通する、言葉に関わる学び「学部基幹
科目」、ヨーロッパやアジアといった地域の言語・文学・文化・
社会についての広い学び「学科基幹科目」、それぞれの専攻に
おける深い学び「専攻科目」という重層的なカリキュラムにより、
グローバル社会で活躍できる力を育成します。

広く、そして深く！

３層構造の立体的な学び

◆英語学科の場合 …専攻語

…専攻語

…副専攻語(英語以外の外国語)

…副専攻語(英語)

動物の社会入門 

インテンシブ英語

スペイン語エキスパート

英語情報リテラシー

インテンシブ英語

スペイン語エキスパート

 

インテンシブ英語

スペイン語エキスパート

特別英語（地域スタ
ディーズ・ヨーロッパ） 

特別英語（英語
エッセイチャレンジ） 

日本の社会と
言語の多様性

イングリッシュ
スタディーズ入門

インテンシブ英語

化学入門 

インテンシブ英語

スペイン語エキスパート

World Englishes

専攻韓国語（会話）

韓国学入門

経営学の世界

専攻韓国語（会話）

数学史入門

専攻韓国語（構造）

基礎演習 

アジアの言語 

 

専攻韓国語（総合）

専攻韓国語（構造）

上級英語（ＴＯＥＩＣ）

自己発見と大学生活 

 

エスペラント語入門

特別英語（IELTS
入門と留学準備） 

上級英語（プレゼ
ンテーション）

1年次は基礎の学び
＋海外実習へ。
2年次からは専門を深め、
短期・長期留学も

1年次

3年次

2 年次

4 年次

学部基幹科目

学科基幹科目

専攻科目

強固な語学力の修得

基礎の学び + 
海外実習へ

専門の学び

特別英語プログラム

専門セミナー

ゼミナール

「話す」「聞く」「書く」「読む」の4技能を
基礎から養成。1年次の3月には約3週
間の「海外実習」も行われます。

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
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。

目的に合わせて英語力を強化するカリキュラム

少人数＆多彩なテーマで専攻語を学ぶ科目

4年間の学び

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

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

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

学びの集大成として
研究成果をまとめる

1

2

3

4

5

月 火 金水 木

1

2

3

4

5

月 火 金水 木
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1年次末には全ての専攻で約3週間に及ぶ海外実習を実施し※、
2年次以降は長期留学も推奨。学生それぞれの目標や、習熟度
に合わせて参加できる実習・留学プログラムを展開しています。

※ロシア語専攻のみ2年次の夏に実施。

１年次は ２年次からは

ランスのリヨンに留学したのは２年次の秋。
「もっとフランス語を磨いてからでも」と思う人もい

るかもしれませんが、自分にはベストの選択でした。
語学力に自信がなくても大丈夫。現地には世界中から集
まった「カタコトの留学生」もたくさんいて“習うより慣れ
ろ”でガンガン話しています。文法はめちゃくちゃですが、
一緒に笑って話すうちに語学力も伸びています。
世界を見渡せば「とりあえず行っちゃえ」が、もはや留学の
1つのスタンダード。留学先で基礎と友人を作って、「帰国
後に正しい文法の勉強」だってアリなんです。

台湾

中国フランス

海外留学

海外実習

海外実習・海外留学

大阪府立枚方なぎさ高等学校出身

竹花 悠太朗 Takehana Yutaro

ヨーロッパ言語学科 フランス語専攻 ４年次

弓削 さくらさんの場合

竹花 悠太朗さんの場合

アジア言語学科
中国語専攻

ヨーロッパ言語学科 
フランス語専攻

英語学科 ヨーロッパ言語学科 アジア言語学科

海外実習先は世界11カ国

充実の留学プログラム

選択肢は無限大！

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に取り組みます。

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.131を参照ください。

海外実習→留学に挑戦も

世界31カ国に広がる交流協定校（2021年5月現在）

フ

外
国
語
学
部

カナダ

海外留学

福田 紗也さんの場合

英語学科　
イングリッシュ・キャリア専攻

  海外実習 アンジェ西部カトリック大学

  留学 リヨンカトリック大学

学部
WEBページで

 公開中！

英語海外実習 中国語海外実習ドイツ語海外実習

スペイン語海外実習

ロシア語海外実習

インドネシア語海外実習

韓国語海外実習フランス語海外実習

イタリア語海外実習
スウィンバーン工科大学

（オーストラリア）
北京科技大学（中国）
中国伝媒大学（中国）

フライブルク大学（ドイツ）
ライプチヒ大学（ドイツ）

ラ・リオハ大学
（スペイン）

国立プーシキン記念
ロシア語大学（ロシア）

サナタ・ダルマ大学
（インドネシア）

釜山大学校
（韓国）

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
（イタリア）

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）
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英語学科

英
語
専
攻

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
キ
ャ
リ
ア
専
攻

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。また時事英語やジャーナリ
ズムなど実践的な英語の運用方法も学び、
国際社会で通用する英語力を獲得します。

実践的な英語力を獲得

イギリス映画を題材にした科目。シーン
ごとに注意深く鑑賞した後、ディベート
やディスカッションを交えてイギリスの
文化的背景への理解を深めます。

Introduction to British Culture

Pick up 科目

英文化概論Ⅰ

専門的に英語を扱う職業を目指す学生に
向けて、高い語学力を養成する専攻です。
多くの授業を英語で行い、実践的な英語
力・思考力を身に付けていきます。

英語のエキスパートを養成

京都府・京都産業大学附属高等学校出身

森脇 大朗 Moriwaki Taro 

英語学科 英語専攻 4年次

愛知県立岡崎北高等学校出身

宮川 茅野  Miyagawa Kayano

英語学科 
イングリッシュ・キャリア専攻 2年次

If you can dream it, 
you can do it.

Change

空業界など、英語で人と関わる仕事に就きたくて、今の専
攻を志望しました。

ただ入ってみるとクラスには帰国生も多く、語学レベルが高くて、
最初は焦るばかり。でも、あるときクラスメイトは「話す」というよ
り、「英語で考えている」と気付いて、学び方が変わりました。

「ハードな環境の方が、身近に目標ができて成長できる」。
この専攻で自分のスタイルが定まったように感じます。

語を集中的に学ぶからこそ「学び方」のノウハウが見つか
ります。

例えば「apple」を「リンゴ」と日本語で覚えずに「リンゴそのもの」
をイメージする。単語とイメージを結び付けることで、記憶の定着
率も上がります。こんなふうにアプローチを少し変えてみるだけ
で、学習効率がぐんと上がることがある。
将来の夢は英語教員。「学び方」の試行錯誤は、将来的にも役立
つ力になるはずです。

航

英

英語学科の２つの専攻

イングリッシュ・キャリア専攻

英語専攻
１年の秋から
２つの専攻に

分かれる

グローバル社会で幅広く活躍

英語を生かす職業を目指す

「夢見ることができれば、それは
実現できる」。ウォルト・ディズ
ニーの名言とされている言葉です。

環境も自分も変えていきたい。今
後は留学にも挑戦してみたいです。

1対1で行うロールプレーイングや、口語
を別の言葉に置き換える練習など、通訳
に必要な高度な知識やスキルを、実践
的なトレーニングで修得していきます。

Practice of Interpriting Ⅰ

通訳実習Ⅰ

Pick up 科目

詳細はWebで

学部
WEBページで

 公開中！

学部
WEBページで

 公開中！
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ヨーロッパ言語学科

外
国
語
学
部

ド
イ
ツ
語
専
攻

フ
ラ
ン
ス
語
専
攻

京都府・京都産業大学附属高等学校出身

愛知県立岡崎北高等学校出身

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、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。
さらに歴史、文学といったドイツ語圏の知
識を深め、幅広い教養も体得します。

ユーロ圏内で話者人口が
最も多い言語を習得

Prost !

Liberté, Égalité, Fraternité

ネイティブスピーカー教員による授業で、
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言語運用能
力を習得。加えて、歴史や文化、社会など
についての学びにもアプローチします。

言語から教養まで幅広く体得

長野県塩尻志学館高等学校出身

坂本 優梨亜  Sakamoto Yuria

ヨーロッパ言語学科 ドイツ語専攻 3年次

京都府立南陽高等学校出身

日下 聡子   Kusaka Satoko

ヨーロッパ言語学科 フランス語専攻 4年次

ランス語は、英語とは発音が違うので、最初は戸惑います
が、読み方さえ覚えてしまえば、音読自体はそれほど難しく

ありません。留学先のフランスで、初めて言葉が通じたときはうれ
しくて。今はアルバイト先のお店でも、フランス人のお客さんとは、
フランス語で話しています。

「よく勉強されているのね」。そんな相手のうれしそうな一言は、コ
ミュニケーションの本質を気付かせてくれます。

昧な音がなく力強い。ドイツ語の魅力は、そんな凛とした
音の格好良さです。

また語順も意外とアバウト。日本語に近い感覚で「私は●●です」
が「●●です、私は」となっても通じます。１年次末の海外実習で
ドイツを訪れたとき、まだ拙い私のドイツ語でも、なんとか通じた
うれしさは今も忘れられません。
きっぱりとした力強い響きで、話す人の「伝えたい」気持ちをくみ
取ってくれる言語ではないかと思います。

フ

曖

言葉に気持ちを乗せるドイツでは、この「乾
杯！」を相手の目を見て言うのがルールです。

フランスの理念である「自由、平等、友愛」。実は音の響きも美しいんです。

ドイツ語圏の言語と文化を学ぶ上での
基礎知識を解説。ドイツ圏の広がりや、
社会、歴史、日本とドイツの関わりまで
幅広い教養を身に付けます。

ドイツ学入門Ⅰ

Pick up 科目

フランス文化を形成するさまざまな要素
を取り上げながら、多角的に理解を深め
る科目。テーマは国民性、料理、ファッ
ション、映画など多岐にわたります。

フランス学入門Ⅰ

Pick up 科目

詳細はWebで

学部
WEBページで

 公開中！

学部
WEBページで

 公開中！
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ヨーロッパ言語学科

ス
ペ
イ
ン
語
専
攻

イ
タ
リ
ア
語
専
攻

スペイン語を母国語とする人は、世界に
４億人以上。近年は食やスポーツ、ビジネ
スの分野でも注目を集めています。授業で
は学生の興味・関心を糸口に、語学力とス
ペイン語圏文化への理解を深めます。

存在感を増す、スペイン語圏

「ドン・キホーテ」などの名作を原文で
読み解きます。スペイン人の心象に加え、
多様な文化が混成する国が、どのよう
に形作られてきたかを学びます。

スペイン文学 A

Pick up 科目

実践的なイタリア語の習得に加え、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を深めます。
同時に観光・旅行やビジネス、異文化間
交流など社会とつながる学びを進めます。

アートな言語で社会とつながる

授業ではイタリアの郷土料理や食材の
リサーチ、プレゼンテーションを実施。
文化の理解やビジネスにも役立つ、イ
タリアの「食」を詳しく学びます。

イタリア語専門セミナー
（食文化）Ⅰ

Pick up 科目

愛知県・名古屋国際高等学校出身

鈴木 椋祐 Suzuki Ryosuke 

ヨーロッパ言語学科
スペイン語専攻 4年次

石川県立金沢二水高等学校出身

中田 小春   Nakata Koharu

ヨーロッパ言語学科
イタリア語専攻 ４年次

ペイン語は情熱的で早口。留学先でも最初はリスニング
に手こずりました。ただ、スペイン語圏は、スポーツや文化

を通して、人と仲良くなりやすいところ。
「まずは習うより慣れろ」と地元のバスケチームに入部しました。
スポーツを通して仲間と話すうちに、いつの間にか言葉も聞き取
れるように。「さあ行こう!」。何度も聞いたチームメイトの言葉が、
今も私の背中を押してくれます。

ス

タリア語はよく「歌うような」と表現されるほど、響きとリズ
ムが美しい言語です。読み方も日本人になじみやすく、「恥

ずかしがらずに話せる人」は特に上達しやすい印象です。
留学中には、現地の人たちがよく話しかけてくれました。そのうち
に文章レベルで話せるようになると、独特の抑揚が生まれ、「あ、
コレがイタリア語なんだ」とみんなで笑い合ったり。
口にするだけで元気になれる。なんだか魔法みたいな言語です。

イ

¡Venga, vamos!

Dipende da te.

「さあ行こう」。試合前の仲間の掛け声で、勉強も集中できます。

「あなた次第」。留学も将来の進路も、この言葉で乗り切ります。

学部
WEBページで

 公開中！

学部
WEBページで

 公開中！

詳細はWebで
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外
国
語
学
部

ロ
シ
ア
語
専
攻

メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻

多様な民族と文化を内包し、近年は急速
な経済成長で注目を集めるロシア。その背
景にあるロシア語の体系や表現の美しさ、
あるいは思想や歴史に触れ、豊かな人間
性と国際社会で生きる思考力を養います。

多民族国家の深
しん

淵
えん

に触れる

インターネットを用いたロシア語での
情報収集力・処理能力を体得する科目。
最終的には収集・分析スキルを活用し
たプレゼンテーションを行います。

ロシア語情報リテラシーⅠ

Pick up 科目

外国語とメディア実践力を学び、新たなコ
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から1言語を
修得。さらにマスコミ出身の教員が指導す
る、メディア制作の実習も展開します。

世界で生かすメディア実践力

メディアと社会の相関を探る科目です。
「マスメディアはなぜ批判されるか」な
どのテーマに対し、ディスカッションを
中心に理解を深めます。

メディアと社会Ⅰ

Pick up 科目

鈴木 椋祐 Suzuki Ryosuke 

石川県立金沢二水高等学校出身

中田 小春   Nakata Koharu

界一難しいといわれ、最初は多様な語形変化や、見慣れな
いキリル文字などに戸惑うかもしれません。

しかし難解さも裏を返せば、それだけ緻密で重厚な美しさを備え
ているということ。さらに日本ではロシア語を扱える人が少なく、
実は進路・就職に関しても修得するメリットはかなり大きい。
一見とっつきにくく見えますが、覚悟を決めて進めば、美しい景色
が広がる言語です。

世

ディアと言語を学ぶメリットは、世界の最先端情報にアク
セスできること。

授業で京都の町家をテーマにした番組制作に挑んだときには、
海外のプロによる動画や記事を参考にしました。映像には言語
の壁がなく世界中の人に伝わります。そこに英語や専攻語が加わ
れば、さらなるコミュニケーションを生み出すことができる。

「メディア×言語」は、「伝える」という目的において相乗効果を
発揮します。その面白さをぜひ学びに来てください。

メ

Никто кроме нас

Andrà tutto bene.

「私たちの他に誰もいない」。人の結束を促す、ロシア語らしい力強い言葉です。

「全てうまくいくさ」。自分を前向きにさせてくれるイタリア語です。

京都府・京都産業大学附属高等学校出身

八木 翔平   Yagi Shohei

ヨーロッパ言語学科
メディア・コミュニケーション専攻 4年次

愛知県立小牧南高等学校出身

酒井 裕資  Sakai Yusuke 

ヨーロッパ言語学科
ロシア語専攻 3年次

学部
WEBページで

 公開中！

学部
WEBページで

 公開中！
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アジア言語学科

中
国
語
専
攻

韓
国
語
専
攻

ネイティブスピーカー教員による授業、通
訳・翻訳、時事中国語の授業など多彩なプ
ログラムを展開。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習得します。

多彩なプログラムを展開

「改革・開放前」の中国について学ぶ科
目です。建国から1970年代末までを取
り上げ、地理的・社会的移動の観点か
ら現代中国をより深く理解します。

中国文化論 AⅠ

Pick up 科目

映画や音楽なども活用しながら韓国語の
習得や、文化、社会について幅広く学びます。
近年は韓国の交流協定校との連携を強化。
海外実習、留学ではさらなる異文化理解と
語学力向上が期待できます。

映画や音楽なども活用して学ぶ

観光、芸能、スポーツなど、さまざまな
ニュースを韓国語で読み聞き。その事
柄が起きた文化的背景も学ぶことで、
韓国社会に対する理解を深めます。

韓国語専門セミナー 
（時事韓国語） Ⅱ

Pick up 科目

福井県・敦賀気比高等学校出身

尾崎 健晋  Ozaki Kenshin 

アジア言語学科 
中国語専攻 4年次

大阪府立阿倍野高等学校出身

松下 琉花   Matsushita Ruka 

アジア言語学科 
韓国語専攻 2年次

国語は短いフレーズでも自分の気持ちが伝わる「明快さ」
が魅力です。

多くの人口、多様な民族が共に暮らす国で、いかに端的に自分の
意思を伝えるか。日本語と対極の部分には、新鮮さすら感じます。
言語は思考にも影響するといいますが、確かに中国語を話す自
分は、気持ちの表現や考え方もいつもと少し違う。
中国語を学ぶ人は「違う自分に出会う」面白さも感じられるので
はないでしょうか。

中

法が日本語に近く、読み書きの基礎なら１週間ほどで習得
できる。そんな親しみやすさが魅力です。

もともと韓国ドラマや音楽への興味から選んだ専攻。字幕を介
さずダイレクトに言葉の意味を理解できたときは「憧れの人の言
葉を直接受け取れた！」と感激しました。
さらにクラスの仲もよく、大学に来るのがとにかく楽しい。「好き
なこと」を入り口に、どんどん世界が広がる専攻です。

文

我爱你

별「星」。昔から夜空を見るのが好
きで、自然と覚えた単語です。

「愛しているよ」。短い言葉で気持ち
を伝える中国語らしさを感じます。

詳細はWebで

学部
WEBページで

 公開中！

学部
WEBページで

 公開中！
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近年、日本との結び付きを強めるインドネ
シアの言語と文化的背景を学びます。ネイ
ティブスピーカー教員との対話や、現地の
ニュースを題材にしたディスカッションを
通じて、実践的に学びを深めていきます。

リアルな言語と文化を学ぶ

授業では実際の物（楽器、織物、食べ
物）や映像を活用。歴史、宗教観、伝統
工芸などさまざまなテーマから、インド
ネシアの文化を学んでいきます。

インドネシア文学・
文化概論Ⅰ

Pick up 科目

日本語や日本を客観的に捉え、日本と世
界をつなぐ力を養います。専攻内には日本
語教師養成プログラムと国語教職課程が
設置され、日本語教師や中学校・高校の
国語科教員への道が開かれています。ま
た、専攻語として、アジア言語学科の言語
（中国語・韓国語・インドネシア語）の中
から1つを専門的に学修します※。これらを
通じて、時代が求める国際的感覚豊かな
日本語・国語のエキスパートを育てます。
※日本語非母語話者は日本語を専攻語として学びます。

日本と世界を結ぶ懸け橋に

日本語学の音声・音韻、文字・表記、語
彙、文法、表現などに関する基本事項
について学ぶ科目です。身近な日本語
を俯

ふ

瞰
かん

して見る力を磨きます。

日本語学入門

Pick up 科目

京都府・京都文教高等学校出身

坂井 麗笙  Sakai Reisho 

アジア言語学科
インドネシア語専攻 3年次

京都市立日吉ケ丘高等学校出身

田中 倭子   Tanaka Wako 

アジア言語学科 
日本語・コミュニケーション専攻 4年次

尾崎 健晋  Ozaki Kenshin 

大阪府立阿倍野高等学校出身

数の民族の共通語として作られたインドネシア語は、世界
一習得しやすいといわれる言語です。

日本ではあまり知られていませんが、実際にインドネシアを訪れて
みると、日本に対する歓迎ムードは驚くほど。日本語を学ぶ人も
多く、日本との関わりはどんどん強くなっていくと感じました。
まだ日本では話し手が少ないこの言語なら将来の選択肢がグン
と広がるように感じています。

多

に伝えるためには、まず相手の立場に立つ。
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。

「どんなふうに説明したら理解しやすいか」。やりがいを感じると
同時に、日本語を教える面白さにのめり込みました。
将来の夢は日本語教師。いつか、世界を飛び回って教える仕事が
できたら最高ですね。

人

外
国
語
学
部

bisa「できる」。大学生活の出発点。
初めて教わった単語です。

何か決断する時は、いつもこ
の言葉を思い出します。
これからも後悔のないよう
に学び続けていきたいです。

これは私の人生だから

学部
WEBページで

 公開中！

学部
WEBページで

 公開中！
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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
英語教員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。

ディアの本質の1つは「切り取る」ことです。テレビや新聞、Ｓ
ＮＳ、全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。

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、1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。

「

ゲームを活用しながら、
英語を楽しく学び続ける

一次情報に触れることで、
ニュースの真実を捉える

母国語ではない1つの言語として
日本語を深めていく

「メディア・ニュースの世論形成力」

「多言語・多文化社会と日本語・日本語教育」

英語学科

ヨーロッパ言語学科

アジア言語学科

ラボレット エリザベス ホリー パフ 准教授

堀川 諭 准教授

今西 利之 教授

メディア・コミュニケーション専攻　

日本語・コミュニケーション専攻

「Games for Learning」

3年次からは関心のあるテーマについて探究する「ゼミ」がスタート。少人数ク
ラスでのグループワークや討論などを通して、専門的な学びを深めていきます。ゼミナール

外国語学部の

Pick up ゼミ

あ

メ

英

学部
WEBページで

 公開中！

83

Games for Learning 
ラボレット エリザベス ホリー パフ 准教授

ヨーロッパの歴史・社会・文化 
岩﨑 周一 准教授

中国近現代史の諸問題 
池田 昌広 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

美しい中国語を追求する 
関 光世 教授

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

日中文化比較 
畠山 香織 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

現代中国社会 
前田 比呂子 講師

 スペイン語専攻

 韓国語専攻

 インドネシア語専攻

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

心理言語学（母語獲得・第二言語習得） 
鈴木 孝明 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） 
鈴木 雅恵 教授

韓国学の諸問題　　　　　　　
杉山 豊 准教授

20世紀フランス文学 
伊ケ崎 泰枝 准教授

フランス語 
平塚 徹 教授

韓国の言語・社会・文化 
朴 真完 教授

文化表現論 
金 紋敬 准教授

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

談話の中の構文と表現： 
日・英語比較 
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

エドガー・アラン・ポーとアメリカ 
宮澤 直美 准教授

ホスピタリティコミュニケーション　　　　　
原田 由子 教授

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・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」 
小林 満 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

インドネシアの食と文化 
エディ プリヨノ 教授

心理言語学、英語教育学 
平野 亜也子 准教授

社会とメディア・テクノロジー  
田畑 恒平 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

メディア・ニュースの世論形成力 
堀川 諭 准教授

達人・プロフェッショナル研究 
浅羽 真由美 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

2022年４月開講予定

フランスの現代社会 
〔フランス語専攻〕 
ブルーノ・ティノ 助教

2022年４月開講予定

近代漢語文献講読 
〔中国語専攻〕 
今村 圭 助教

日本語とロシア語の 
翻訳論と分析方法 
北上 光志 教授

多言語・多文化社会と 
日本語・日本語教育 
今西 利之 教授

日本語学・日本語史 
玉村 禎郎 教授

国際的な視点から考案する 
日本文学・日本文化 
盛田 帝子 教授

日本語と日本語教育 
渡辺 史央 准教授

ドストエフスキーと 
19世紀のロシアの思想や文学 
木寺 律子 准教授

海外のロシア文化 
クツェレヴァ ジャメ アンナ 教授

Sociolinguistics 
桜井 延子 准教授

英語の学習者について深く知る 
大和 隆介 教授

第二言語の音声知覚・産出 
瀧口 いずみ 准教授

英語学科

ヨーロッパ言語学科

アジア言語学科

 ドイツ語専攻  フランス語専攻

 中国語専攻

 イタリア語専攻

 日本語・コミュニケーション専攻

 ロシア語専攻

 メディア・コミュニケーション専攻

フランスの歴史・思想 
井上 俊博 助教

ヨーロッパの芸術 
長谷川 晶子 准教授

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022年3月現在）

外
国
語
学
部

中国語音韻史と漢字文化圏 
澤田 達也 准教授

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
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フィールドワーク 文化の
「つながり」を
学ぶ

取得を推奨している資格

取得可能な教員免許状

◦学芸員　◦図書館司書　◦学校図書館司書教諭　
◦TOEIC®　◦TOEFL®　◦京都市認定通訳ガイド

京都文化学科	 ◦中学校教諭一種免許状（社会）　
	 ◦高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

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）

文化学部のゼミでは「ホンモノ」に出合うフィール
ドワークが充実しています。京都の文化や産業、観
光政策などをテーマとする京都文化学科の平竹
耕三ゼミでは、伝統ある花街や京都市京セラ美術
館を訪れ、文化学の観点から分析。対象への「問
い」を重ねることで「つながり」の糸をたどり、その
背景と本質を見極める力を身に付けます。

フィールドワーク
実施回数

私たちが取り組む文化学とは、あらゆる事象・物事
における「つながり」の学びです。
例えば京都に見られる町家では、建物の構造や意
匠、立地などから、建てられた時代背景、当時の技
術や思想の影響をうかがえます。ただしそうした手
掛かりは、レプリカには映し出されません。
だからこそ、京都産業大学ではフィールドワークや
実習に力を入れ、独自の専門的な授業や海外研修
など「ホンモノ」に触れる学びを行っています。
文化のつながりを知り、新たな価値を見いだす。
まさに京都と世界を軸に、京都産業大学が掲げる、
「むすんで、うみだす。」を体現する学びがあります。

本物の中の“ホンモノ”、
文化学の神髄に触れる
学びを体現し、生きた文
化コンテンツの宝庫であ
る「現場」へと積極的に
赴きます。

（2021年度実績）

146回

Faculty of Cultural Studies 詳細はWebで

文化学部 京都文化学科
国際文化学科

85

文
化
学
部

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、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。

大学で学ぶためには受動的な学びではなく「能動的な学び」の姿勢が不可欠です。
１年次から受講する「初年次ゼミナール」では、教員や他の学生との交流を通して
なにげない文化のつながりに目を凝らします。この科目では自らが見て、動き、考え
ていくことで、複眼的なものの見方を養うことを目的としています。

留学や資格取得など「多彩なプログラム」を用意

「初年次ゼミナール」で受動的から能動的な学びへ転換

学びの特色

「京都」と「世界」をむすぶ
詳細はWebで

 

「
問
い
」
を
重
ね
て
、

 
世
界
を
眺
め
る
。

展示はもちろん建物自体も日本に現存する中で
最も歴史ある公立美術館建築を訪れ、「ホンモ
ノに触れる」フィールドワークを行う平竹ゼミ。 取材協力／京都市京セラ美術館
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「世界でここだけ」の京都に出会う。

京都文化コース 英語コミュニケーションコース観光文化コース

京都文化学科
京都文化を歴史、芸術、異文化理解の観点から探究。1年次からフィールドワークを
取り入れるなど、多彩な実習・演習から日本文化・京都文化の本質を探ります。

京都を舞台に本質を探る

1年次秋学期からは3つのコースに分かれて
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。

C
ourse

歴史、文化財、伝統工芸などを切り口に、現代
社会に残る京都文化を探究。地の利を生かした
フィールドワークや伝統行事の運営・研究を通
して、日本文化の核心に迫ります。

京都の歴史や伝統産業などの魅力を世界へ伝
える力を養います。文化の学びと発信を中心と
した授業に加え、全員が原則3カ月以上の海外
留学を体験。実践的な語学力を育成します。

京都文化の学びを専門的に深める3つのコース

京都の伝統と文化を「文化事象としての観光」
「地域社会と観光」など３つのテーマから探究
します。観光を文化創造の機会と捉え、観光資
源の保存や活用、発信の学びを深めます。

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

四季折々の慣習や行事に込められた意
味や精神性について考察。自然環境や
歴史によって育まれてきた、京都の伝
統的かつ多様な生活文化に迫ります。

魅力ある観光地をつくるのに必要な取
り組みや施策とは？ 文化政策・地域振
興の視点も盛り込みながら、日本有数
の観光地・京都を題材に学びます。

グローバル化が進む社会では、異文化
・多文化への理解は必要不可欠。多様
な文化に触れながら異文化間コミュニ
ケーションの理解と手法を学びます。

Pick up 科目 Pick up 科目 Pick up 科目

どもの頃に見た『千と千尋の神隠し』で日
本に憧れて、スウェーデンから来日しました。

この京都文化学科に入って感じたことは「文化の
学び」が実際に街に出て、さまざまなものを見聞
きする「動きのある学び」につながること。
1年次から、普段は入れない特別な京都の神社
仏閣に赴いて話を聞ける。これは世界でもこの京
都文化学科でしか出会えない学びだと思います。
その他嵐山で観光客にインタビューをするなど、
マーケティングに近い研究活動も面白い。
こうして「実際に動く学び」の中で自分を鍛え、発
信力を高めて、京都を舞台に仕事がしたい。
今はそんな夢を叶えるために学んでいます。

子

Curt Nicolin Gymnasiet
（スウェーデン）出身

リ ティム ジョナサン 
Li Tim Jonathan 

京都文化学科 4年次

「

詳細はWebで
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Pick up ゼミ

祇園祭の新たな「授与品」を企画・開発

都に根づく一流の文化や人に触れ、
伝統を五感で学ぶ」をテーマとするゼ

ミナールです。特にメインの活動となってい
るのは、京都が誇る「祇園祭」への参画です。
これは運営母体である保存会と連携して行
う本格的なもので、京都文化を肌で感じなが
ら祭の複雑で高度な運営補助に取り組むこ
とで、課題解決力を磨きます。
また保存会からの依頼を受けて、祇園祭で
観光客向けに授与（販売）される「授与品」
の企画・開発も実施。ゼミ内で企画開発コン
ペティションを開催し、チームごとに提案を
まとめ、プレゼンテーションを行っています。
学生ならではの視点で、これまでの定番であ
る「ちまき」や「手拭い」とはひと味違う、新し
い授与品を生み出すことを目指します。

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022年３月現在）

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

観光社会学・メディア観光・ 
サブカルチャー観光関連の 
文献輪読 
奥野 圭太朗 講師

日本の古典文学 
雲岡 梓 准教授

チームリーダー養成プログラムを 
通じて、観光イベントを企画・運営 
するためのキャリア形成をめざす 
小林 一彦 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

伝統工芸と伝統意匠についての研究 
成田 智恵子 助教

京都における観光文化の花で 
あるおもてなしの神髄に迫る 
（花街、旅館、料理屋(料亭)、 
伝統文化・産業など） 
平竹 耕三 教授

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

京都という庭園都市 
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

京都の歴史を「読む」「歩く」 
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

Culture and Intercultural 
Communication 
ゴーベル ピーター 教授

幕末維新を考える―坂本龍馬や 
新選組から学ぶ歴史文化― 
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

多様な「旅」の楽しみと魅力を知り、 
観光の取り組みを考えてみよう 
中野 宏幸 教授

京

小林一彦 教授

ゼミナール

文化の奥深さと出合う段階的な学び

1年次

3 年次

2 年次

4 年次

導入教育
入門科目「京都文化論」や「京都文化フィールド演
習」で京都文化学の専門的な基礎知識を培います。

4年間の学び

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

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

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

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

「

コースでの学び

ゼミナール

1年次の秋学期から3つのコースに分かれて学び、京都文化へ
の興味・関心を高めていきます。

2年次の春学期から「演習科目」が開始。より専門的な研究に
取り組み、日本文化・京都文化へのより深い理解を目指します。

学部
WEBページで

 公開中！
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思いがけない自分に出会う。

総合文化コース 地域文化コース

国際文化学科
文学・芸術、思想、歴史など、多彩な学びで異文化理解を深めながら、複眼的な思考
力を育成。あわせて世界の文化を学ぶために不可欠な外国語教育も充実しています。

世界を見渡し、視野を広げる

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。

現代思想 英語圏文化の基礎

C
ourse

人文学の主要3分野（歴史、思想、文学・芸術）を軸に、世界のさまざまな文化
について探究。資料の読解やディスカッションを通して先人たちの英知に触
れ、高度な専門性や論理的思考力、幅広い教養を身に付けます。

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
びます。ジェンダーに関する最新の資料を読み解きながら、前半では
ジェンダー・アイデンティティについての議論を中心に扱い、後半で
はセクシュアリティを巡る議論に焦点を合わせて考えます。

「理念の共和国」といわれ、伝統的に言葉が大きな影響力を持ってき
たアメリカ。特に17世紀～20世紀前半というアメリカ史の転換点で発
せられたスピーチや説教、刊行物の講読を行い、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読み解きます。

アジア、アメリカ、ヨーロッパに見られる多種多様な文化事象を、他文化と比
較して考察。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、
日本の常識にとらわれないグローバルに活躍できる人材を目指します。

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

Pick up 科目 Pick up 科目

際文化学科では歴史や文学、芸術、世界の
地域まで、「文化」を浴びるように学びます。

それこそ最初は「自分は何に興味があるのか？」
と戸惑う時もありましたが、手当たり次第に学ぶ
うちにピンとくるものが必ず見つかる。それを自
分のテーマにしながら学びを深めます。
ちなみに現在、私が取り組んでいるのは「中国の
結婚、家族観」です。中国の考え方や思想を「結
婚」の観点から踏み込んでみたい。
今思えば自分は「人が出会い、互いを理解する」
過程にずっと関心があったのかもしれません。
こんなふうに「文化」を通して、思いがけない自分
が見つかる。そんな学びも面白いです。

国

北海道・北海道札幌啓成高等学校出身

常陸 仁美 
Hitachi Hitomi 

国際文化学科 4年次

詳細はWebで
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Pick up ゼミ

「ジェンダー」をテーマに雑誌を編集

らしさ」や「男らしさ」とは何か、人は
なぜ恋愛対象を異性だと決めつける

のか。世の中には生きづらさを伴う、さまざま
な性の規範が存在しています。
藤高ゼミのテーマはそうした規範を批判的
に読み解くこと。具体的にはジェンダーやセ
クシュアリティに関わる文献を読み解き、基
礎的な理論や、社会との関わりを学びます。
さらにそうした知見をアウトプットする場とし
て「ZINE（ジン）」という、カジュアルで手に
しやすいスタイルの雑誌を作成。
学生が感じたものを小説やエッセイ、デザイ
ンなど自由な表現で伝える力を養います。

「ジェンダー平等」はSDGsにも掲げられ、今
や世界的に注目される課題。「普通」を疑う
視点こそが目標達成の一歩になるはずです。

スペイン・ラテンアメリカと日本： 
文化がむすぶ世界 
井尻 香代子 教授

美術作品を正確に見て考える 
礒谷 有亮 助教

アメリカの歴史と文化 
江尻 雅一 准教授

「学ぶ」ということ 
大平 睦美 教授

外国語教育 
小川 知恵 准教授

中世に探るヨーロッパ文化の源流： 
家族と社会 
梶原 洋一 助教

7～13世紀における中国の 
歴史と宗教・文化 
―ユーラシア史のなかに位置づける― 
中田 美絵 准教授

文学作品の読解と研究 
中西 佳世子 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 
藤高 和輝 助教

2022年４月開講予定

ミュージカルの国際比較論　 
―大衆興行をどうやって学ぶか？― 
田中 里奈 助教

テクストから読み解く 
イタリアの文化と社会 
宮坂 真紀 助教

ルネサンス 
倉科 岳志 教授

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 
近藤 剛 教授

インドの宗教・文化・社会と 
世界の仏教文化 
志賀 浄邦 教授

西洋のバロック音楽を学びつつ、 
音楽のあり方、宗教と社会を見る 
竹内 茂夫 教授

日本とアメリカの現代文学研究 
中 良子 教授

ゼミナール

女「

ゼミナールテーマ・担当教員一覧　（2022年３月現在）

文化の奥深さと出合う段階的な学び

1年次

3 年次

2 年次

4 年次

導入教育
コースでの学び

ゼミナール入門科目「文化学概論」や「入門セミナー」で、
国際文化学を専門的に学ぶ基礎を育みます。

2年次から2つのコースに分かれて学び、歴史や芸術、地域な
ど興味・関心に沿って学びを深めていきます。

2年次から自身の関心に沿った「演習科目」に取り組みます。
専門領域に関するより深い知見を身に付けます。

4年間の学び

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

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

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

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

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。

藤高 和輝 助教

学部
WEBページで

 公開中！
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文化学部生の１日

興味・関心の
赴くままに。

週はヨーロッパ、今日はインド」。それこそ世界一
周するように地域を掘り下げる授業があったり、

陶器や磁器から、お寺の建築様式まで、文化財について
勉強したり。「あらゆるものが学びになる」。学部全体で
取り組むブックマラソン（P.92参照）のように、「読書＝
学び」ですし、ふと思い立って京都の建築を見にいくこと
だって様式に注目すれば「観光＝学び」です。
興味・関心の赴くままに。私も含め、ハマる人はグンと成
長できる学科です。

先

大学に到着。１限目
までに授業の予習
や課題を済ませる。

通学前に京都の街を
散策。観光地や気に
なる社寺仏閣へ。

昼休み。学内では並楽館１
階「壱馬力」の油そばがお気
に入り。食後は友人と雑談。

大学に到着。学食で
昼食をとり、午後か
らの講義に臨む。

京都文化フィールド演習。
先週訪れた嵐山沿線での
気付きをクラスで発表する。

図書館で読書。今は
ジェンダーに関する
文献に興味あり。

所属する陸上ホッケー部
の練習に参加。

所属しているよさこ
いサークルへ。19時
頃まで練習に励む。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

8:30

10:00

12:15

12:00

15:00

16:00

17:00

17:00

大阪府立槻の木高等学校出身

宇田川 彩花  Udagawa Ayaka 

国際文化学科　１年次

観光文化概論

ベーシック・トフルB

日本国憲法

ベーシック・トフルB

中級英語
（コミュニケーション）

文化学は歩いて、
探して、考える。

都文化学科の名物は、京都の街へ出るフィールド
ワーク。最初こそ「これが授業⁉」と驚きますが、取

り組んでみると高校の頃に思い描いた以上の面白さが
ありました。
今は京都の西側・嵐電沿線の地域活性化をテーマに活
動していますが、現場を見て回るだけで商店街のにぎわ
いや、住民の年齢層など、膨大な情報が飛び込んでくる。
そこから自分で課題を見つけて掘り下げていく。「文化
学＝知識を増やす」ことじゃない。歩いて、探して、考える。
今までの「勉強」とは違う“学び”に出会えます。

京

滋賀県立大津高校出身

上仲 景斗  Kaminaka Keito 

京都文化学科　１年次

「

…専門科目

…専門科目

１年次の時間割例

京都文化入門A

歴史学の世界

日本史講読初級
（古代・中世）

中級英語
（TOEIC）Ⅱ

比較文化概論 社会学の世界

相対性理論入門

文化財入門

アカデミック・
リーディングB

中級英語
（コミュニケーション）Ⅱ

アカデミック・
ライティングB

京都文化
フィールド演習L

1

2

3

4

5

月 火 金水 木

１年次の時間割例

英語圏文化の基礎

ベーシック・スキルズＢ

たのしく学ぶ
中国語ⅡA

アカデミック・
ライティングB

たのしく学ぶ
中国語ⅡB

アカデミック・
リーディングB 比較文化概論 法学と政治学の世界

中級英語（TOEIC）Ⅱ

生徒・進路指導論

文化財入門

1

2

3

4

5

月 火 金水 木
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豊かな文化教養を養う多彩な学び 

担当教員から与えられる課題
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。

企業などから課される観光文
化に関する課題に対して、チー
ムで課題解決に挑み、その結
果を成果報告会で発表します。

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。

大学卒業後の進路や将来像を早期に思い
描き、充実した学生生活を送ることを目的
に、学部独自の“実践的”キャリア教育科目
を開講します。企業や行政機関と連携・協働
し、課題解決型学習や企業などでの一定期
間の就業体験を体系的に構築。実社会に触
れることによって、学生の個性や自主性を養
い、将来に向けた気付きにアプローチします。

□　観光文化学 PBL1

□　観光文化学 PBL2

□　観光文化学
　インターンシップ

2022年、学部独自の新たな
キャリア教育科目が誕生！

充実の留学プログラム
独自の海外留学プログラム

カナダとタイを研修先とする約３カ月の研修プロ
グラム。語学(英語)スキルの集中的な学修に加え、
関心のある分野でのフィールドワークを通して、文
化に関するより深い知識を修得します。

インド・ムンバイ近郊の現地大学に赴く約2週間
の研修プログラム。語学実習(英語、ヒンディー語)
の他、現地学生との交流でインド文化への理解を
深め、国際相互理解の在り方を実践的に学びます。

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。

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。

文化学部海外異文化研修 国際文化研修

短期留学プログラム

長期留学プログラム

全学部共通の単位認定留学

実社会との連携を通して、
自身の将来を思い描く

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。

学部全体で取り組む「知の持久走」

むすびわざブックマラソン

通訳案内士法に定められた「地域通訳案内士」に基づく制度であり、
外国人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。公益社団法人京都市観光協会と連携し、認定に
必要な専門研修科目として文化学部の専門科目を開講。資格取得
を目指す社会人と共に実践的なスキルを学びます。

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 

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

※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場合があります。
　

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。

実社会にもつながる
「文化学部の学びとキャリア」

学部
WEBページで

 公開中！
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　天文観測技術特別実験

「
原
理
」
を
学
ぶ
。

遥
か
宇
宙
ま
で
届
く
、

理学部で学ぶ価値とは、数学と物理学という、現
代社会の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
できます。
理学部では少人数体制のクラス編成や、体系化さ
れたカリキュラムを用意。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展開するなど、学生同
士が切磋琢磨し、純粋に数学や物理学に向き合え
る環境を整えています。

自然科学の
根源を学ぶ

取得をサポートする科目を開講

取得可能な教員免許状

◦アクチュアリー　◦気象予報士　◦学芸員

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	 ◦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・気象学科
	 ◦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）	

宇宙物理・気象学科では国内外の公的機関の
データや、実際の観測装置を使った実習・実験
を積極的に行います。特に３年次以降で受講する
「天文観測技術特別実験」では天文観測を行う
望遠鏡の仕組みをモデル化した機材を用いて、そ
の原理を学びます。「実際の大規模な観測実験の
原理原則の部分を学べていると思うとワクワク
します」（津波さん）。

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。

徹底した少人数体制

学生数 教員数

3.8 : 1

Faculty of Science 詳細はWebで

理学部 数理科学科
物理科学科
宇宙物理・気象学科

宇宙物理・気象学科　
教員：谷川	正幸	教授

（2021年５月現在）

93

理
学
部

数理科学科 物理科学科 宇宙物理・気象学科

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、さまざまな分野に応用
の利く“生きた数学”を身に付けます。

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。

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、宇宙の謎や地球・
惑星を取り巻く諸問題の解明に挑みます。

	代数学・幾何学　 	微分積分学　
	集合と写像　 	離散数学　 	位相幾何学　

	力学　 	熱力学　 	電磁気学　 	解析力学　
	相対論　 	量子力学　 	統計力学　

	力学　 	データ科学基礎　 	天文学概論　
	気象物理学　 	ブラックホール天文学

主な科目 主な科目 主な科目

学科紹介

情報化社会のカギとなる
“生きた数学”を学修

自然界の法則から
科学の最先端にアプローチ

宇宙・大気の謎を解明し、
人類の課題解決を目指す

理学部の
ロゴマーク

己の尾をかんだ竜もしくはヘビ（ウロボロ
ス）を図案化したマークです。頭から次第
に小さくなる尻尾は、宇宙から素粒子まで
自然界の大小さまざまな事象を表し、３つ
の円環は互いに外れないように絡み合っ

た「ボロミアン環」とよばれる「結び目理
論」（位相幾何学という数学の１分野）に
おける特殊な絡み目です。これにより「つ
ながり合う３学科が、自然界の真理を探
究する」という理学部を表現しています。

「天文観測技術特別実験」に取り組む
学生たち。「宇宙の学びは『手が届かな
いからこそ観測技術などが発達する』
という非常に面白い分野です」（津波恵
梨子さん・写真中央）。
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数理科学科

数学における論理的思考と、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
ミナー形式で実施。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。

Pick up 科目

数学基礎セミナー

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学と微分積分学から
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。

詳細はWebで

C
ourse

教員志望者のための「数学教育コース」と、ビジネスで生かせる数学を学べる
「BizMath（ビズマス）コース」を設置。興味や進路に応じて選択できます。

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

中学校・高等学校の数学教員志望者のため
のコースです。小中高12年間の教育課程を
統一的に捉えることで、つまずきやすいポイ
ントなどの理解を深め、生徒の力を伸ばす教
育スキルと専門性を身に付けます。

数学教育コース

数学に没頭する日 を々。

滋賀県立米原高等学校出身

廣松 賢哉 Hiromatsu Kenya

数理科学科 4年次

理科学科で待っていたのは、純粋に数学
に没頭する日々。「ここに来てよかった」。

１年次のときから、この気持ちは変わりません。
特に気兼ねなく質問ができる先生方の存在は大
きかったと思います。難しい課題について悩む時
間は大切ですが、行き詰まったら聞いた方が早い。
「分かった！」と理解が進むことも重要です。また
自分にとっては「受験用の数学」から解放された
のがよかったのだと思います。
大学での数学は、時間内に問題を解くことや、一
度で正解することが重要ではなくなります。いく
つもある結論を検証したり、ベストの解法はない
か考え抜いたり。この学科では、そういう数学が
面白いと感じる先生や仲間が待っています。

数

一般企業や官公庁などへの就職を目指す学
生向けのコースです。統計検定準1級合格を
目標にする「統計演習」、不確定な現象を予
想する「確率・シミュレーション」などの専門
教育科目を開講しています。

BizMath（ビズマス）コース
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4年間の学び

1年次

3年次
4年次

2 年次

数学の基礎力を養成

専門分野の学びがスタート

自らの専門性を高める

卒業研究に取り組む

「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
不可欠となる基礎力を身に付けます。

必修科目をベースに、より専門的な
科目を学修していきます。

３年次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。

引き続き研究室に所属し、
卒業研究に取り組みます。

BizMath（ビズマス）コース

純粋に数学と向き合う４年間

 代数学・幾何学ⅡA・ⅡＢ
 解析学入門Ａ・Ｂ
 確率・統計　など

 数理科学特別研究Ⅰ

 離散数学Ａ・Ｂ
 確率論A・B　など

進路に合わせてコース選択も可能

 数理科学特別研究Ⅱ

 代数学・幾何学ⅠA・ⅠＢ
 微分積分学ⅠA・ⅠＢ
 論理と集合　など

数学教育コース

卒業論文テーマ（例）
・結び目理論
・整数論とその応用　など

数理ファイナンス 
伊藤 悠 准教授 

数学と音楽  
牛瀧 文宏 教授 

リーマン面の変形理論  
志賀 啓成 教授 

確率解析  
重川 一郎 教授 

情報・計算の数理と 
そこから生まれる新しい数学  
三好 博之 教授 

代数学とその応用 
村瀬 篤 教授 

微分方程式の数学解析  
栁下 浩紀 教授 

確率論・確率過程論  
矢野 裕子 教授 

多重ゼータ値、数論 
田中 立志 教授 

可換環論、環の表現論  
中嶋 祐介 助教 

数学教育・数学教員の養成 
長瀬 睦裕 准教授

パターン形成の数理解析  
西 慧 准教授 

結び目理論  
山田 修司 教授 

微分方程式と変分法  
渡辺 達也 教授 

2022年４月開講予定

曲面の構成理論 
緒方 勇太 准教授

複素数解析、多変数関数論 
濵野 佐知子 教授

学をいかに教えるか」を考える数学
教育学が研究テーマです。

2022年度から高校で導入される「探究型
授業」は生徒自身が主体的に課題を見つけ、
解決策を導くというもの。数学であれば新し
い定理を発見し、その証明に挑戦します。
また、身の回りにあるささいな疑問から社
会問題までを、数学を道具として用い、解決
の糸口を探ります。
とはいえこうした学びは高校生にとってハー
ドルが高く、サポートする教員側も試行錯

誤しながら指導するしかありません。
そこで研究室では次世代の教員養成を目指
し、学生が「探究型授業」に挑戦。あわせて
専用の教材開発にも取り組みます。
テーマ決めから手法のヒントまで、生徒を導
くために必要なことは何か。教師と生徒、両
方の視点を持てる大学生の立場だからこそ、
「探究型授業」に新しいアプローチを取り
入れることもできると思います。
この研究室での実践的な学びを通して、一緒
に未来の授業の在り方を考えていきましょう。

数

理
学
部

数学教育・数学教員の養成

Pick up 研究室

長瀬 睦裕 准教授 

「

学部
WEBページで

 公開中！

研究室

研究室テーマ・担当教員一覧 （2022年3月現在）
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物理科学科

1〜2年次での学びの中心となる授業です。
「講義」「演習」「実験」の３つがセットになっ
ているのが特徴で、力学や熱力学など理論を
学び→問題を解き→体験する中で、物理学
の基礎を確実に身に付けます。

P
rogram 物理学演習・物理学実験

各分野のスペシャリストを目指す学生のためのプログラムです。高度な計算技術を
修得する「コンピュータ物理学講座」や、物質を作ってその性質を調べる「実験物理
学講座」などの科目を展開。理論と実験の専門家として活躍する人材を育てます。

コンピュータ
物理学講座

理論研究分野のスペシャリストに必
要な計算物理学の基礎講座です。物
理学の理論解析に用いる、フォートラ
ン言語を学修。プログラム作成と数値
解析の技術を集中的に学びます。

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

Pick up 科目

詳細はWebで

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、量子力学や相対性理論、
物性物理や素粒子・原子核などの専門分野の学びへと段階的に移行。自らの関心に
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。

物理学の学びに没頭したい。
ともと物理が得意で選んだ学科です。で
も周りを見渡すと「物理を真剣にやる人が

こんなに⁉」と驚くほど。どの高校にも１人はいた
「物理好き」が集まっている感覚です。
そんな仲間と一緒に学ぶのはやっぱり楽しい。
例えば大学でも高校時代に見慣れた数式・法則
が登場しますが、内容はもっと踏み込んだもの。
それらがどんな経緯で生まれ、どこまで証明・検
証されているかなど、これまでの「学びの伏線」が
次々と回収されていく。
他にも一緒に課題をやれば「全然分からない！」
から始まって、誰かが「分かったー！」と顔を上げ
る。こんな日々を過ごせるのが最高に楽しい。
この学科では「物理好き」が集まって学びに没頭
する、人生の宝物のような時間が過ごせます。

も

滋賀県立高島高等学校出身

北村 彩香 
Kitamura Sayaka 

物理科学科 4年次
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物質のNMR研究 
伊藤 豊 教授 

ソフトマター物理学  
岩下 靖孝 准教授 

計算物質科学・ 
ナノサイエンス  
内田 和之 准教授 

炭素ナノ構造体の物理化学  
鈴木 信三 教授 

トポロジカル物質の実験研究  
瀬川 耕司 教授 

宇宙・天体磁場の起源とその動力学 
中道 晶香 教授

環境化学  
大森 隆 教授 

統計力学  
齊藤 国靖 准教授 

構造物性物理学  
下村 晋 教授 

原子核ハドロン物理 
新山 雅之 准教授 

ハドロンおよびハドロン多体系 
に関する理論研究  
山縣 淳子 教授 

f電子系化合物の電子構造の 
理論的研究  
山上 浩志 教授 

多くの粒子の集団的な運動や物性
を解き明かす学問です。

近年、粉体・コロイド・泡など身の回りにあ
る粒子の統計力学が注目され、絶えずエネ
ルギーが出入りする「非平衡状態」の研究
が盛んに行われています。
この研究室で取り組んでいるテーマの1つ
は、身の回りにある粒子の振動状態の解析
です。例えば、数十万、数百万の粒子の振動
はどのように説明できるか。これを理論計算

と数値シミュレーションで導きます。
こうした理論・数値研究のメリットは応用の
幅が広いこと。抽象的なモデル化ができる
ので、さまざまな粒子に対応可能です。山の
斜面の土砂崩れや、食品・薬品の製造工程
をシミュレートするなど、防災から産業まで、
活用できる分野はいくらでもあります。
これら「非平衡物理」の研究はまだ新しい
分野であり、だからこそ今までにない研究
を学生と進めていけたらと思います。

数

統計力学

Pick up 研究室

齊藤 国靖 准教授

学部
WEBページで

 公開中！

4年間の学び

1年次

3年次
4年次

2 年次

数学と物理学の基礎を養成

専門分野の学びへ踏み出す

自らの専門性を高める

卒業研究に取り組む

理論と実験を組み合わせて学び、
物理学の基礎を身に付けます。

２年次からは専門分野がスタート。
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・関心を掘り下げ、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。

4年次春学期から研究室に所属し、
卒業研究に取り組みます。

物理学を探求する４年間

 電磁気学A・Ｂ
 熱力学
 量子力学A　など

 素粒子・原子核物理学
 統計力学Ａ・Ｂ
 数値計算・シミュレーション　など

 特別研究

 物理学実験Ⅰ
 力学A・Ｂ　など

卒業論文テーマ（例）
・ディラック半金属候補物質の作製
・カーボンナノチューブの
　分離精製の研究　など

研究室

 コンピュータ物理学講座
 実験物理学講座

スペシャリスト支援プログラム

研究室テーマ・担当教員一覧 （2022年3月現在）
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宇宙物理・気象学科
数学・物理学を駆使して 

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、JAXA（宇宙航空研究開発機構）をはじめとする
研究機関と連携した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。

いつか宇宙に手が届く。
宙物理・気象学科は全ての学びが「空の向
こう」につながっています。

1、2年次には数学と物理学の基礎を徹底して学
びますが、教壇に立つのは宇宙物理などが専門
の先生方です。「この法則で、宇宙のこんな現象
が説明できる」など、授業の中でも頻繁に宇宙に
関する話をしていただけます。
面白いのは１、２年次に学んだ「基礎」が、宇宙の
本格的な学びが進むと、重要な位置づけで出て
きたりすること。「気付かないうちに自分は宇宙
に近づいていたのか」とうれしくなる瞬間です。
そしてこの大学には、大きな魅力がもう１つ。理
学部の建物に入るとき、東の空に目を向けると天
文台が見え、そこで学ぶことができるのです。「自
分は今、大好きな宇宙に関わる学びができてい
る」。そんな実感が湧いてやる気が出ます。

宇

神山天文台を用いて、実際の天体観測を行う
実習です。観測計画の立案からデータ解析ま
で一連の流れを試行錯誤しながら、宇宙物
理学の基礎を実践的に学びます。

P
ick up 宇宙観測・解析実習

宇宙物理・気象学科では多くの教員が、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。

在学中に気象予報士試験合格者も！

気象科学の専門科目も幅広く展開。2020年
には在学中に難関国家資格「気象予報士試
験」に合格を果たした学生を輩出しました。

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

山梨県・日本航空高等学校出身

小牧 誠人　Komaki Makoto

宇宙物理・気象学科 4年次

詳細はWebで
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地球型惑星大気の 
電波掩蔽観測 
安藤 紘基 助教  

火星の砂嵐 
小郷原 一智 准教授

銀河系の物質化学進化と 
太陽系の起源 
河北 秀世 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 

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  
岸本 真 教授 

惑星大気観測  
佐川 英夫 教授 

惑星気象学  
髙木 征弘 教授 

星の気象について研究しています。
もともと砂場と岩場が続く乾燥した

惑星ですが、地球と同様に大気※があり晴れ
や曇りといった気象が存在します。
中でも私が注目しているのは火星を覆う巨
大な砂嵐（ダストストーム）です。この発生
の仕組みを調べるため、観測データを基に
砂嵐が起きた時の気圧配置や大気中の砂
の量を解析し、研究を進めています。
実は近年、火星と地球は驚くほど似ている
ことが分かってきました。例えば地球に熱

帯や寒帯があるように、火星も地域によっ
て気候が異なっていたり。最近ではそれぞれ
の気候の特徴を調べることで、砂嵐の分類
や、砂嵐が発生しやすい地域の特定もでき
るようになってきました。
このように地球の気象学を火星で応用でき
るのがこの研究の特徴です。２つの星を見
比べながら、その共通点を探っていく。
両方の星の気象に詳しくなる上に、「地球と
よく似ているけど、ちょっと違う世界」を眺
めるような面白さがありますね。

※火星の大気は主に二酸化炭素で構成されています。

火

火星の砂嵐

Pick up 研究室

小郷原 一智  准教授

2022年４月開講予定

太陽系と銀河系における 
小天体の軌道進化 
樋口 有理可 准教授

学部
WEBページで

 公開中！

4年間の学び

1年次

3年次
4年次

2 年次

数学と物理学の基礎力養成

本格的な研究へ踏み出す

高度な専門性を培う
卒業研究に取り組む

宇宙や気象の物理現象を、理論的に
説明するために不可欠な

数学・物理学を修得します。

専門領域に進む前に宇宙物理学と
気象学の２つの導入科目を学びます。

双方の知見を得ることで、
多面的な研究が可能になります。

いよいよ実習と実験が始まります。
神山天文台での観測や気象庁のデータ

解析などを通して、学びを深めていきます。

4年次春学期から研究室に所属し、
卒業研究に取り組みます。

宇宙・気象の学びに近づく４年間

 天文学概論
 宇宙観測と星の物理学
 気象物理学Ａ　など

 星間空間と銀河の物理学
 相対論
 惑星気象学　など

 特別研究

 物理学実験
 地球惑星学概論　など

卒業論文テーマ（例）
・金星の大気大循環
・荒木望遠鏡搭載の天文自動
　追尾システムの開発　など

研究室

 宇宙観測・解析実習
 気象学データ解析演習　など

実習・演習科目も充実

研究室テーマ・担当教員一覧 （2022年3月現在）
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 ファブスペース 

長時間マスクを装着しても耳が痛
くならないよう工夫されています。
ネーミングの由来は「No 痛み」。さ
らに「ami（フランス語で「友人」）」
のようにという意味も込められて
います。

世の中のあらゆる「こと」をデータ化することで、人
類は高速で精密な分析やサービスを行う力を手に
しました。
情報理工学部では、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。カリキュラムは専門
領域を10コースに体系化し、組み合わせることで
新たな分野を創造・挑戦しやすい環境を整備して
います。
さらにファブスペースや実験住宅といった最新機
器・設備を積極的に活用することで、情報科学を扱
うプロフェッショナルを育成します。

情報科学の
理論と実践を
学ぶ

取得を推奨している資格
◦基本情報技術者　◦ネットワークスペシャリスト　
◦応用情報技術者　◦データベーススペシャリスト
◦エンベデッドシステムスペシャリスト　
◦情報処理安全確保支援士　　　     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。

授業や研究のために連日、多くの学生でにぎわう
「ファブスペース」。レーザーカッターや3Dプリ
ンタなど最新デジタル工作機器を自由に使える
施設です。学生たちはこれら最新設備を駆使して
“ものづくり”に取り組む中で、次世代の情報化
社会で求められるエンジニアの素養を磨きます。

徹底した少人数体制

ファブスペースで
開発されたマスクバンド

「noitami」

Faculty of Information Science and Engineering 詳細はWebで

情報理工学部 情報理工学科

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。

学生数 教員数

5.3 : 1
（2021年５月現在）
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パソコン操作に不慣れな学生であっても大丈夫。初心者へのサポートは万全です。
コンピュータの仕組みから操作、プログラミングの基礎まで修得できるカリキュ
ラムを展開。その他、2年次以降の学びで必要となる知識を得る科目など、情報
技術の全体像や最新事例を学びながら、着実に成長していくことが可能です。

スピード感を持って効率よく知識を修得するため、「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、専門技術を修得する発展段階、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。

「入門スキル」を段階的に取得

「豊富な実験・演習」で学びを定着

学びの特色

選んだ「道（ルート）」を究める
詳細はWebで

ファブスペースで
開発されたマスクバンド

「noitami」

「noitami」開発チーム。左から小山 修平
さん（2年次）高木 祐輝さん（4年次）辻永 
桐吾さん（博士前期課程1年次）と伊藤 
慎一郎 講師が一丸となって臨んだ。
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組み合わせ自由な10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

3Dプリンタなどの機材を活用し、次
世代の「新しいものづくり社会」をけ
ん引する素養を身に付けます。

生物の情報処理の仕組みを理解し、
医療やIoTなど最先端機器開発につ
ながる発想・技術を磨きます。

ゲームやＳＮＳなどの音声・画像技
術やＶＲ、ＡＲの応用技術を学び、
多様な産業での活用を目指します。

幅広い情報技術を修得。ビジネスに
直結した業務システムの設計・運用
を行うエンジニアを目指します。

情報理工学部では、1年次の秋学期に
コースを選択します（最大3つまで）。そ
の上で、各分野・領域の専門知識を身
に付ける要件科目と、より幅広く学ぶた
めの補強となる推奨科目を通して、段
階的に学びを深めていきます。

ネットワークシステム
コース

コースを組み合わせ
自分だけの研究を。

情報システム
コース

メディア処理技術
コース　　

脳科学コース

デジタルファブリケーション
コース

ネットワークシステムコース

ハードウエアやネットワークの基盤
技術などを修得。次世代のビジネス
インフラを作る人材を目指します。

ポーツに関わる学びがしたくて、
コースはデータサイエンスに絞っ

て選択。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やチー
ムの戦略に関われると思ったのです。
あえて1つに絞ったことで、この分野の奥
深さが実感できました。今は「データサイ
エンティスト」の道も模索しながら、やり
たかった研究を進めているところです。

までにない表現を見つけたいと、
メディアの発信(＝メディア処理技

術）と、脳の受け取り方(＝脳科学）を探る
コースを選択しました。
２つのコースを選んだことで「スマホ画面
設計」など、メディアと人の両面から考え
られる事例に出会えることも。
そして卒業までには、自分が長年やりた
かった研究に取り組みたいと思います。

ス 今

佐賀県立武雄高等学校出身

執行 亜美 
Shigyo Ami

情報理工学科 2年次

人間＋機械の
発信・受信の仕組み

脳科学
コース

コースの組み合わせ

メディア処理技術
コース

スポーツに関わる
学びがしたい。

メディアと人の心を
近づけたい。

島根県立大東高等学校出身

須山 瑠万 
Suyama Ruman

情報理工学科 3年次

大小あらゆるデータから
傾向と対策を導き出す

コースの組み合わせ

データサイエンス
コース

学部
WEBページで

 公開中！
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情報セキュリティコース

データサイエンスコース

ロボットインタラクションコース

コンピュータ基盤設計コース

組込みシステムコース

ICTや通信の設計・運用といった、
現代社会のITインフラの根幹を支え
る技術を身に付けます。

ビッグデータ解析技術・機械学習技
術を学修。AIエンジニアやデータサ
イエンティストを目指します。

受付ロボ、商品配達ドローンなどロ
ボットを制御する技術を学び、人と
の協調作業を創出します。

ハードウエアやネットワークの基盤
技術、設計技術などを修得。次世代
のビジネスインフラを創出します。

IoT機器やスマートウオッチなどの
ウエアラブル機器の回路設計や、機
器・ソフト開発について学びます。

情報セキュリティ
コース

データサイエンス
コース

コンピュータ基盤設計
コース

組込みシステム
コース

つのコースで専門性を深めたい

つのコースで複合的に学びたい

つのコースで複合的に学びたい

〇〇コース
要件科目

〇〇コース
要件科目

〇〇コース
要件科目

〇〇コース
要件科目

〇〇コース
要件科目

〇〇コース
要件科目

学
部
必
修
科
目
、コ
ー
ス
推
奨
科
目
　
な
ど

までにない表現を見つけたいと、
メディアの発信(＝メディア処理技

術）と、脳の受け取り方(＝脳科学）を探る
コースを選択しました。
２つのコースを選んだことで「スマホ画面
設計」など、メディアと人の両面から考え
られる事例に出会えることも。
そして卒業までには、自分が長年やりた
かった研究に取り組みたいと思います。

常で使うちょっと便利なものを作
りたい」。最初はそんな軽い気持ち

でコースを選択しました。
でも３Dプリンタを使うなら、設計図をつ
くるために情報技術の知識が必要。メディ
アと組み合わせれば幅が広がる……。
結局、情報理工学部の学びはひとつなぎ。
私は３つのコースで全体を見渡しながら、
ものづくりを究めていこうと思います。

日

佐賀県立武雄高等学校出身

執行 亜美 
Shigyo Ami

情報理工学科 2年次

メディアと人の心を
近づけたい。

「ものづくり」を
究めたい。

ものづくりの基礎と応用を
バランスよく修得

メディア処理技術
コース

コースの組み合わせ

三重県立桑名高等学校出身

宇佐美 愛里沙
Usami Arisa

情報理工学科 2年次

情報システム
コース

デジタル
ファブリケーション

コース

3

2

1

「

ロボットインタラクション
コース
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年間を通して８つの実験に取り組むのが火曜日の「情報理工学実験A・B」。

い意味で「犬も歩けば棒に当たる」。ここは “学び
の棒”がそこら中に転がる学部です。

１年次の基礎を経て、２年次には年間で８つもの実験に
挑戦。ここまでで情報理工学の学びを一通り網羅します。
多くの学生にとっての転機は３年次のプロジェクト演習。
自分は心理学への興味からのぞいたデータサイエンスに
関する研究に「これだ！」とピンときて。今はそれを応用し
た「社会的支援が必要な人たちをつなぐシステムの構築」
に挑戦しています。
４年間かけて学びのフィールドを歩き回って運命の学び
に出会う。おそらくこの学部は、動けば動くほど面白い。
今更ですが、贅沢な環境で学んでいると思います。

い

奈良県立奈良北高等学校出身

談議所 孝汰 
Dangisho Kota

情報理工学科 4年次

この学部は、
動けば動くほど面白い。

１年次は基礎を徹底、
２年次からは
専門を深める

10コース 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。

研究室
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
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。

基礎カリキュラム
情報・通信技術の根幹で
ある数学や、コンピュー
タに関する知識を修得。
学びの土台を築きます。

ネットワークシステムコース 情報セキュリティコース

データサイエンスコース ロボットインタラクションコース

コンピュータ基盤設計コース 組込みシステムコース

デジタルファブリケーションコース 脳科学コース

メディア処理技術コース 情報システムコース

1年次

3年次

2 年次

4 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

専門領域への
基礎力を身に付ける

専門領域をより実践的に
深く掘り下げていく

「特別研究」で研究を深め、
卒業論文をまとめる

詳細はWebで

4年間の学び

…専門科目

2年次の時間割例

データ解析の基礎

マスコミ論入門

情報理工学
実験A・B

情報理工学
実験A・B

情報理工学
実験A・B

中級英語
（TOEIC）Ⅲ

アルゴリズムと
データ構造

中級英語
（コミュニケーション）Ⅲ

コンピュータ
ネットワークⅠ

1

2

3

4

5

月 火 金

多変量解析の初歩

信号処理基礎

相対性理論入門

発展プログラミング
演習

水 木

発展プログラミング
演習
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3Dデータを入力すれば、樹脂などの素材を薄く
重ねて、データ通りの立体物を造形できる。

特別研究実験室内に設けられた、実際に
人が生活することができる実験住宅です。
「近未来の家をつくる」というコンセプト
のもと「生活支援ロボットや大画面のイ
ンタフェースが生活をどう変えるか」など
を検証し、研究活動に役立てます。

音声や動画といった実験用コンテンツを
制作できます。スタジオ内には映像や音
響のプロフェッショナルが使う本格的な
カメラや照明、音声ミキサーなどを完備。
メディア処理の研究や実験に活用できる
ハイレベルな作品づくりに挑戦できます。

脳の活動を計測・分析したり、人の動きを
三次元解析する設備がそろっています。例
えば集中しているときや、運動中の脳の
働きを記録して、最適なトレーニングメ
ニューを探るなど、コンピュータが人の活
動を補助する研究を行っています。

アクリルや木などの素材を、レーザー光を使っ
て高精度な切断加工、彫刻加工ができる。

ＵＶ硬化型インクで印刷し、直後に紫外線を照
射することで、さまざまな素材にプリント可能。

3Dプリンタ レーザーカッター UVプリンタ

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。
授業や研究活動はもちろん、イベント用のノ
ベルティグッズや課外活動用のアイテムな
ど、さまざまな目的で利用可能。3Dプリンタ
やレーザーカッターでオリジナルのパーツを
作ったり、回路設計の道具を使って電子玩具
やアクセサリーも製作できます。機器の扱い
に習熟した専任スタッフのサポートも万全。
自らの手を動かし、ものづくりに挑むことで、
クリエイティブな発想が磨かれていきます。

最新のデジタル工作機器があるファブスペースや、実験住宅など、
充実した施設・設備が、研究の幅と可能性を広げてくれます。

ファブスペース

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

創造力が刺激される空間

施設紹介

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

実験住宅 ΞHome（くすぃーほーむ） メディアスタジオ BMI実験室

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

研究室
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間の感性をITでモデル化し、情報サービ
スに応用する研究を行っています。

具体的には、ある人の好みをAIで分析して作った
感性モデルに「心理学」と専門的な「デザイン」の
知識を掛け合わせて「あなた好みの服」をお勧め
するサービスの構築を試みています。ただし、人
は意外と自分を分かっていません。服装なども多
くの場合、他人の目で決めた方が、客観的な評価
は上がりやすいのです。
そこで私たちのシステムも最終的には「あなたの
好みは十分に分かった上で」、いつもと少し違う
服を提案するなど、使う人の新しい一歩を後押し
するサービスの構築を目標としています。
感性を広げて新しいものに目を向ければ、まだ
見ぬ自分に出会えるかもしれない。そのきっかけ
を作れるのが感性工学の醍醐味だと思います。

デザインに対する人の感性を
モデル化する研究

Pick up 研究室

荻野 晃大 准教授

 

ま
だ
見
ぬ
自
分
に 

　
　
　
　
　 

出
会
え
る
。

研究室 3年次の秋学期から研究室に所属します。興味・関心に応じて
テーマを選択し、教員の指導を受けながら研究に取り組みます。

研究室テーマ・担当教員一覧　（2022年3月現在）

ソフトウェアの 
可視化・可聴化・可触化 
青木 淳 教授

行列計算の理論と 
アルゴリズムの開発 
赤岩 香苗 准教授

ヒトと機械をつなぐ技術の 
応用研究 
赤﨑 孝文 教授

インターネットミドルウェア 
技術の研究開発 
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

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

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

(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 
小林 聡 教授

センサネットワークとその有効活用 
瀬川 典久 准教授

脳視覚系の解明から 
コンピュータビジョンへ 
田中 宏喜 准教授

ソフトウェアセキュリティ 
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

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

計算知能手法と 
その応用に関する研究 
岡田 英彦 教授

デザインに対する 
人の感性をモデル化する研究 
荻野 晃大 准教授

ソフトウェアアーキテクチャの 
構築手法に関する研究 
荻原 剛志 教授

人間の脳認知情報処理 
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

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

メディアインタラクション 
水口 充 教授

メディア知能 
～人に寄り添うAI応用 
宮森 恒 教授

人間と人工物との 
持続的なインタラクション 
棟方 渚 准教授

新しいネットワーク 
システムの設計 
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

学部
WEBページで

 公開中！

人
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 先輩が学びを 

 幅広くサポート 

 最先端技術の 

 紹介も！ 

 女子学生を中心に 

 学部を盛り上げる 

 アイデアを 

 カタチに！

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る
クリエイターになる!」。LEGO社のMINDSTORMS®や3Dプリンタなどを用
いて日常生活を豊かにする機器の設計と、JavaやPython言語などを駆使した
制御プログラムの作成を通して、授業で学んだ技術を実践できます。また、メン
バーとの共同作業を通じてコミュニケーション能力や協調性も磨かれます。

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
らスタートした、学生有志による公認団体です。現在では多くの男子学生も参
加し、学部をけん引するリーダーとして成長することを目標に活動中。学年を超
えたメンバーとの定例ミーティングやオープンキャンパスでの研究室ツアーな
どの企画・運営を通して、チームマネジメントの基本も実践的に学びます。

新しい技術が次々と誕生するITの世界において、授業だけでは伝えきれない
情報を共有する場です。教員が最新のトピックを解説したり、日本を代表する
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の講演を行ったり。
近年は学生が進める研究内容や、実習・研修の発表を行うことも多くなってお
り、学部の1年次生から大学院生まで幅広い年次の学生が集まってきます。

学生が授業で感じた疑問に、先輩サポーターが個別指導で答えてくれます。週
に１～２回の開催で、履修登録や学修の進め方から、講義内容や演習に関す
るアドバイス、課題レポートの書き方まで、修学について幅広くサポート。その
他「1行プログラミングコンテスト」「パソコンを組み立ててみよう」など、学生
が企画した取り組みやイベントも定期的に開催しています。

M
メイカーズ

AKERS C
クラブ

LUB

I
アイエスイー

SE g
ガールズ

irls

※ISE:Information Science and Engineering

ランチタイムトーク

寺子屋

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」スキルの修得や経験を積む

学生ならではの新しい視点で情報理工学を考える

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

学生同士の学び合いの場

常に進化し続ける情報技術の分野。授業で学んだことをもとに、
課外活動で実践経験を積み、新たな発見と成長につなげます。課外活動
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　特別研究生命の
メカニズムと
活用を学ぶ

取得可能な資格（先端生命科学科のみ）

取得可能な教員免許状

◦実験動物１級技術者　◦ペット栄養管理士
◦食品衛生監視員（任用資格）　
◦食品衛生管理者（任用資格）

◦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）

徹底した少人数体制

研究室には3年次秋から分属。学生はそれぞれの研究に取り組みます。野村研究室
のテーマは「遺伝的な多様性」。中には採取した地域の異なる昆虫（カミキリムシの
外来種）の遺伝子を分析し、日本への進入ルートを特定する手掛かりを探る研究も。

「目にも見えない遺伝子が、目では捉えられないほど巨大な生態系を守るカギになる
んです」（穐丸さん・左から2人目）。このようなミクロの研究から世界を変えるダイナ
ミズムは、生命科学を探求する醍醐味の１つといえます。

産業生命科学科
野村 哲郎　研究室

分子レベルの遺伝子から、地球規模の生態系まで
さまざまな生命活動のメカニズムを探求します。
最先端機器による実験・実習や、第一線の研究者
による指導、さらには企業と連携し、今までにない
授業を展開するなど、「設備」「教員」「カリキュラ
ム」は全国でもトップクラス。
この充実した環境で、最先端の分野を探求するか、
生命科学と社会との懸け橋を目指すか。生命科学
が花開く現代に求められる人材を、２つの学科・ア
プローチから育成していきます。

Faculty of Life Sciences 詳細はWebで

生命科学部 先端生命科学科
産業生命科学科

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。

学生数 教員数

4.8 : 1
（2021年５月現在）
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詳細はWebで

専門性を深化させ、
生命科学の最先端に挑む

生命科学×社会科学で
課題解決力を育成する

生命医科学コース

医療と健康コース

環境・生態学コース

環境と社会コース

食料資源学コース

食と農コース

実験研究から
課題を探究

研究成果を
社会に活用

社会と暮らしを
網羅する３領域

Well Health

Well Resource Well Ecosystem

医療・健康

食料・資源 環境・生態

先端生命科学科

産業生命科学科

知識と技術を深め、社会に生かす

「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？

異なる2つの視点から
生命科学を学ぶ

世界が直面する課題には、さまざまな要因が絡
んでいます。そこで京都産業大学では社会の諸
問題を「健康・医療」「食料・資源」「環境・生態」
の3領域に集約。生命科学と社会との接点か
ら学びの領域を見つめ直すことで、専門性が高
く、課題解決力に優れた人材を育成します。

「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
礎知識」を修得しながら、さらなる専門性を身に付けます。

学びの特色

 
「
ミ
ク
ロ
の
研
究
」
か
ら

 
世
界
を
変
え
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
。

各自の研究活動状況を報告し合う野村研究室の学生たち。
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先端生命科学科

「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。この
先端生命科学科では約30年にわたって培ってきた基礎研究
を継承した上で、最先端の研究活動を推進。十分な学識と実
績を持つ教員の指導のもと、高い専門知識と技術、倫理観
を兼ね備えた人材を育成します。

高度な専門性を携えて

生命科学の最先端に挑む学び

4年間の学び

1年次

3年次
4年次

2 年次

講義と実験による
基盤づくり

専門分野の
学びがスタート

基礎
専門コース

より高度な
研究能力を育成

卒業研究に取り組む

成長のカギとなる、実験・演習が豊富

研究室
卒業研究テーマ（例）
・細胞がミトコンドリアを
　つくるしくみ
・遺伝子情報をもとに
　刺さないミツバチをつくる
・ウイルス感染による
　発病のしくみを探る　など

生命科学の基礎を修得する科目の
他、演習・実験科目も多く、１年次か
ら実践的な学びに取り組みます。

「薬理学・毒性学」「植物生理学」「保
全生物学」など、主コースごとの科
目を履修。充実した実験・演習科目
に没頭することによって関心のある
分野の学びを深めていきます。

４年間の集大成として卒
業研究に取り組みます。

食料資源学コース

グローバルコース 実験動物技術者養成コース

生命医科学コース

環境・生態学コース

教職課程コース 食品衛生管理者養成コース

1年次秋学期から切れ目なく続く実験科目と、連携して展開する講義科目。その
積み重ねにより、研究活動に必要な生命科学の専門知識と高度な実験技術・
手法を段階的に修得する実践的な教育課程を編成しています。「実験動物1級
技術者」や「食品衛生管理者」の資格取得等を目指す副コースも選択できます。

学びの特色

生命科学 × 実験科学

C
ourse

学部
WEBページで

 公開中！
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生命医科学コース

実験動物技術者養成コース 食品衛生管理者養成コース教職課程コースグローバルコース

生
命
科
学
部

専門分野の学び 1年次では生命科学の基礎を修得。2年次春学期からは3つの主コースから1つを選
び、専門的な分野の学びがスタート。関心のある分野を柔軟に学ぶことができます。
※選択した主コース以外の科目も履修可能です。

夢に手が届く、
贅沢な環境。

端生命科学科の魅力は、とにかく実験に没
頭できること。今は週２回、１日５時間近く

解剖や実習をしています。
ただし高校の頃と違って「かなりの確率で失敗す
る」実験です。そこから試行錯誤をするうちに、生
命科学の基礎を身に付ける。想像よりも泥臭い学
びかもしれません。
でも、私が目指す「医療研究」の世界にも、この学
科なら手が届く。１人１台使える顕微鏡や、少人数
体制で質問がしやすいなど、学びたい人には、とて
も贅沢な環境です。

先

大学に到着。授業の
合間に午後からの実
験の手順を確認。

実験開始。ラット体
内のグリコーゲン濃
度を調査。

解剖で取り出し
た細胞をチェック。
レポートを書く。

実験結果について友
人とひと盛り上がり。
その後、下校。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

9:30 13:15 16:00 18:30

先輩の1日

滋賀県立草津東高等学校出身

小西 鈴音 
Konishi Renon

先端生命科学科 2年次

2年次の時間割例

…講義科目（生命科学）…実験、実習、演習科目

植物生理学

細胞生物学

先端生命科学演習５

必修英語

必修英語

先端生命科学英語１

1

2

3

4

5

月 火 金

発生生物学

先端医工学

微生物学

先端生命科学実習１

先端生命科学実習１

先端生命科学実習１

生命医科学１

先端生命科学実習１

先端生命科学実習１

先端生命科学実習１ 

水 木

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。

主コース

核酸（DNA、RNA）・タンパク質などの生体
高分子の構造、オルガネラや細胞の働き
など生命科学の基盤となる知識を修得。
ヒト・動物の医療や健康、病気の治療法
の開発につながる教育・研究を行います。

環境とヒト・動植物の相互作用など、生
命科学の中でもマクロな視点を持つ専
門分野を扱います。生態系を適切に維持
する方法や、生物多様性の解明を通じて、
環境と生態系の保全について学びます。

環境・生態学コース

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

農業関連の動植物の生物学的特性や、食
料資源の生産と利用に関する知識を修
得。食品の安全を守る検査技術の開発や、
作物などの品種改良によって食料問題
の解決に貢献できる人材を育成します。

食料資源学コース

副コース

生命科学の知識や技能を生かし
た英語運用能力を修得します。

理科の教員免許状取得に向け、科
学的な思考方法や教授法を学修。

「実験動物1級技術者」の資格取
得を目的に実践的な学びを展開。

食品衛生管理者、食品衛生監視員
に必要な資格取得を目指します。

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。

C
ourse

主コース：生命医科学コース
副コース：実験動物技術者養成コース
 食品衛生管理者養成コース

学部
WEBページで

 公開中！
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産業生命科学科

生命科学の研究成果があらゆる分野で応用・活用される現
代において、その知識や情報を正しく社会に伝える力が必要
です。そこで産業生命科学科では、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。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活
用でき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

4年間の学び

1年次

3年次
4年次

2 年次

社会に生かす
知識の土台作り

生命科学と社会学科の
融合を学ぶ

基礎
専門コース

インターンシップ
なども経験

卒業研究に取り組む

幅広い学びを経て、実践的な科目に挑む

研究室
卒業研究テーマ（例）
・卵細胞のバイオロジー、
　生命科学と社会の対話
・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　など

充実した生命科学の基礎科目やア
クティブ・ラーニング授業を通じ、導
入的知識や伝える力を養います。

主コースを選び、関心のある科目を
選択します。「創薬医療ビジネス」
「食農文化・政策」「里山生態学」な
ど科目は多彩。企業と提携した科
目「PBL（課題解決型学習）」では、
課題発見力や発信力を磨きます。

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。
研究成果は卒業論文などにま
とめ、口頭発表も行います。

食と農コース

医療と健康コース

環境と社会コース

副
コ
ー
ス

グローバルコース

教職課程コース

学びの特色

主
コ
ー
ス

C
ourse

生命科学の基礎をしっかりと学んだ上で、一拠点総合大学のメリットを生かして、
経済学や経営学など社会科学のさまざまな分野も学びます。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しています。

生命科学 × 社会科学

学部
WEBページで
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医療と健康コース

グローバルコース 教職課程コース

生
命
科
学
部

専門分野の学び 1年次では生命科学の基礎を修得。2年次春学期からは3つの主コースから1つを選
び、専門的な分野の学びがスタート。関心のある分野を柔軟に学ぶことができます。

視野の広さが、
学びの広さに。

究成果を、医療・環境・食品などさまざまな
産業に生かすことが産業生命科学科の学

びの核です。そのため、生物学や化学はもちろん、
経済学や社会学など「視野を広く」学ぶことができ
ます。
こうした学びの幅の大切さを実感したのはイン
ターンシップで参加した環境調査のとき。
植物の種類から堤防植生の工夫まで、現場では
想像以上の知識が必要とされることに驚きました。
この学科では“視野の広さ”がそのまま研究の幅
になるのです。

研

１限から受講。科学
に関する英文を読む
授業が面白い。

研究室へ。マダニか
らウイルスを抽出し
て感染経路を調査。

電気泳動槽を使い、
培 養した細 胞を分
離・検出。

実 験のためのアン
ケート内容を打ち合
わせして帰宅。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

8:45 13:15 16:00 18:30

先輩の1日
午前中は講義科目。午後は実験と検証。
研究室の仲間と協力して試行錯誤しています。

奈良県立高田高等学校出身

辻 啓汰   
Tsuji Keita

産業生命科学科 3年次

2年次の時間割例

簿記入門

細胞生物学

化学実験

化学実験

化学実験

主コース

医薬系・生命科学の研究成果と医療や
医薬品関連産業との結び付きを学びま
す。創薬に関する知識や製薬医療情報な
どの社会科学的な素養も高め、進路に直
結した学びを展開します。

里山生態学などの学びを通して、地域を
取り巻く環境問題を理解・発見し、その
解決策を考察します。環境分野に関連し
た生命科学の研究成果と、環境関連ビジ
ネスとの結び付きについても学びます。

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

農業に関連する動植物を対象とした生
命科学の研究成果と、社会の関わりを
探究。「食べる」「作る」ことを多彩なアプ
ローチで学修し、現代社会の農業や食品
関連産業が抱える課題を考察します。

環境と社会コース食と農コース

※選択した主コース以外の科目も履修可能です。

副コース

生命科学の知識や技能を生かした英語運用能
力を修得します。

理科の教員免許状取得に向け、科学的な思考方
法や教授法を学修します。

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。

C
ourse

主コース：食と農コース

…講義科目（生命科学） …講義科目（社会科学）…実験、実習、演習科目

経営学の世界

産業生命科学英語１

生命科学PBL1

発生生物学

日本経済論入門

必修英語

バイオイノベーション

必修英語

環境経済学

日常生活と生命科学

1

2

3

4

5

月 火 金水 木

学部
WEBページで
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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。

物の形の多様性に注目した研究を行ってい
ます。例えば水辺に生息するロリッパアクア

ティカという植物は「陸上では丸い葉」「水中ではギ
ザギザの細い葉」と、1枚の葉が環境によってさま
ざまな形に変化します。これは植物が持つ遺伝子
の働き方が、環境によって変化するからです。
なぜこの形になったのか、どの遺伝子の働きが変
形のトリガーになるのか。この研究室ではロリッパ
アクアティカをモデルに、次世代シークエンサーなど
の技術を使って遺伝子レベルで解明していきます。
植物は自らの意志で環境を変えることはできませ
ん。天候、気温、光の差し方などが絶えず変化する
地球上で、生き残るためにどの
ように進化してきたのか。その
手掛かりを遺伝子から探ります。

環境によって形を変える
植物の謎に迫る

木村 成介 教授

植物と環境の関係についての
研究

研究テーマ

インフルエンザウイルスの病原性発現メカニ
ズムの解明を行っています。養鶏場の鶏が感

染すると殺処分を迫られるなど社会的•経済的な損
失が大きく、人への感染•死亡例も報告されている感
染症です。この研究室では鳥から分離したインフル
エンザウイルスをマウスなどに感染させて、ウイルス
遺伝子を比較解析し、鳥のウイルスがどのような変
異によって哺乳類への感染性を獲得し、病原性を発
揮するようになるのかを解明しようとしています。

「ウイルス」という目に見えない脅威を、解析を重ね
てデータを集めることで可視化する。その先に感染
を防ぐヒントがあるかもしれない。
この研究室で学生が身に付けて
いくのは、そんな目に見えない脅
威と向き合う力です。

危険な病原体を安全に取り扱うため、
私立大学では珍しいBSL3の実験室
も完備している。

ロリッパアクアティカの葉は環境に
よってさまざまな形に変化する。

目に見えない脅威に挑む、
ウイルスの遺伝子変異解析

髙桑 弘樹 教授

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

研究テーマ

先端生命科学科

産業生命科学科

研究室

Pick up 研究室

Pick up 研究室

鳥

植

学部
WEBページで
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「研究を究めたい」「専門性が必要な仕事に就きたい」という学生には、
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。

目に見えない脅威に挑む、
ウイルスの遺伝子変異解析

大学院進学の道も

粧品の研究開発に関わりたい。大学院に

進んだのは、そのための知識や技術を身に

付けることが目的です。同時に「本当に研究職が向

いているのか？」を見極めるためでもありました。

大学院では、これまでの４年間で得た知識を駆使

して研究の方法や進め方をイチから自分で考えま

す。今は早老症のマウスの毛の生え方について研

究していますが、予想以上に失敗ばかり。単なる技

術不足なのか、そもそもの仮説や方法が間違って

いるのか。掘り下げるほど今の自分に足りないも

のが見えてきます。

この世界で自分がどこまで通用するか。手を止め

ずに試行錯誤しながら、将来への覚悟を問い続け

ていく。この２年間は社会に出る前の自分を一喝

する、厳しいけれど贅沢な学びの時間なのだと思

います。

化

愛媛県立松山北高等学校出身

松浦 沙耶  
Matsuura Saya

生命科学研究科 1年次

夢は研究職――
自分の将来を見据え、
その覚悟を問うために。

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  
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 

心と体をつなぐ情動系神経回路のしくみ  
加藤 啓子 教授 

環境微生物と植物の 
相互作用システムに関する研究  
金子 貴一 教授 

細胞が死ぬしくみとその意味を探る  
川根 公樹 准教授 

植物が持つDNAレベルでの  
変異の維持機構の解明  
河邊 昭 教授 

神経発生に関わる糖転移酵素の機能解析  
黒坂 光 教授 

ストレスによる脳機能障害と修復機構の解明  
齋藤 敏之 教授 

内臓器官が左右非対称にできるしくみ  
白鳥 秀卓 教授 

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  
瀬尾 美鈴 教授 

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 

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 

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 

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 

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  
髙桑 弘樹 教授 

遺伝子情報をもとに  
刺さないミツバチをつくる  
高橋 純一 准教授 

腸管の運動制御メカニズムの解明  
棚橋 靖行 准教授 

タンパク質の合成と 
機能発現の仕組みの解明  
千葉 志信 教授 

タンパク質の形から  
迫る二成分毒素の作用機構  
津下 英明 教授 

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  
中村 暢宏 教授 

ウイルス感染による発病のしくみを探る  
西野 佳以 准教授 

生命がRNAを制御する原理の解明  
三嶋 雄一郎 准教授 

昼夜の環境変化に対応する植物のしくみ  
本橋 健 教授 

ATPシステムの機能・構造生物学  
横山 謙 教授 

研究室テーマ・担当教員一覧　（2022年3月現在）

 先端生命科学科  産業生命科学科
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経済学研究科  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。
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
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
諸問題を分析・考察できる人材を育成します。

マネジメント研究科  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
能力が必要とされている現代社会。戦略、組織、マーケティング、会計な
ど、幅広い学問領域を網羅した独自のカリキュラムによって、レベルの高
い専門職業人の養成を目指します。

法学研究科  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
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。
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。

外国語学研究科  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
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
専攻」、言語に関する普遍的な理論や原理を探究し、高度な専門知識に
裏付けされた言語研究を実践する「言語学専攻」を設置しています。

理学研究科  博士前期課程・博士後期課程

理学とは、科学的真理を追い求めて未知の領域を切り開き、新たな技術
の開発に結び付ける学問です。「数学専攻」と「物理学専攻」を設け、幅
広い研究テーマに対応。これまでにない技術の開発に向けてまい進す
る、意欲ある研究者や専門家を育てます。

先端情報学研究科  博士前期課程・博士後期課程

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
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
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
テム開発能力を持つ人材を育成します。

生命科学研究科  博士前期課程・博士後期課程

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。
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
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。

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）」を取得することができます。実社会での実
務経験が2年以上ある社会人を対象としており、メールによる個別指導
と年2回実施するスクーリングによって、担当教員がマンツーマン体制で
着実なキャリアアップをサポートします。

京都文化学研究科 （通信教育課程）  修士課程

国内外から注目を集める多様な京都文化を、歴史・文学・文化財・伝統
産業という4つの切り口からより深く学ぶための専門的な視点や方法、
知識を幅広く修得。京都をはじめ、これからの地域社会や国際社会で生
かすことができる知恵や技能を身に付けます。

10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。

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収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。

ジョイント・プログラム（税務エキスパート）

大学院

 大学院進学

95 人
大学院
進学者数

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10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　理学研究科
・大阪大学大学院　情報科学研究科
・金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科
・大阪市立大学大学院　経営学研究科
・兵庫県立大学大学院　社会科学研究科※2020年度実績

詳細はWebで

現代社会学研究科　修士課程

日本社会は、少子高齢化、貧困や格差の拡大、ジェンダーの不平等や差
別など、複雑な課題を抱えています。現代の複雑な社会の在り方に関心
を持ち、より深い次元で社会を理解し、そこから解決策を創出する人材
が求められています。多様な他者と協働しながらエビデンスに基づく社
会課題の解決策を考案するために、多様な社会を読み解き、社会学理論
と社会調査法の高度な知識を活用できる人材の養成を目指します。

※2022年4月開設NEW
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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。

世界問題研究所 神山天文台

社会安全・警察学研究所

日本文化研究所

タンパク質動態研究所

先端科学技術研究所 総合学術研究所

国内外の大学や研究機関との学術・研究交流、
講演会およびシンポジウムを開催

研究所

われわれが直面する人間世界の諸問
題を多様な視座から取り上げ、その成
果の融合を図り、未来に対する提言を
行うことを目的としています。

日本の文化、経済・産業、社会等を重
点とする学際的、総合的な共同研究
調査を推進し、地域活性化に貢献す
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。

先端科学分野の研究を推進し、学術
の進歩発展に寄与することを目的と
しています。

「社会生活の安全のために政府、地
方自治体、コミュニティーはどのよう
に協働すべきか」、「社会安全確保の
核となる警察はどうあるべきか」につ
いての理論的基盤に基づき、多領域、
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。

生命活動を担う最重要分子であるタ
ンパク質の合成・分解および他の因
子との相互作用の解析などを通じて、
学術の進歩発展に寄与し、その成果
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。

各専門領域および学際領域における
プロジェクト方式による研究を推進
し、研究活動の強化および教育研究
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。

日本を含む世界の言語と文学にかか
る諸問題を研究し、未来におけるこ
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
ることを目的としています。

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
て、感染症を分子レベルで研究する
ことで、予防と治療法開発につなが
る基礎研究を進めます。

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
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。

急速な情報化社会への変革に対応
して、さまざまな研究分野の研究者
が連携することにより、人間、情報機
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
を通して社会へ貢献することを目的
としています。

▪ことばの科学研究センター

▪感染症分子研究センター

▪植物科学研究センター

▪ヒューマン・マシン・データ
　共生科学研究センター

「建学の精神」を具現化するシンボル。近年は「近赤外線高分散分光器WINERED
（ワインレッド）※」など、独自の観測装置の開発にも注力。学内外の研究者や学生
が活用する世界最高水準の研究・教育の場として、天文学の発展に貢献しています。

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。

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。

※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。

詳細はWebで

神山天文台では、一般の方向けの公開イベントも実施し
ています。天体観望会では、荒木望遠鏡を用いて季節ごと
にさまざまな天体を職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文学の最前線について
の講演会も定期的に開催しています。

天体観望会・天文学講座

Pick up
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研究実績

太陽系小天体の観測的研究が
欧州宇宙機関の探査計画に選出

2019年、神山天文台の研究チー
ムが参加する彗星探査計画が欧
州宇宙機関の新しい探査計画に
選ばれました。この計画では、あら
かじめ探査機を打ち上げ、彗星を
待ち伏せすることで、始原的な小天
体を効率的に探査し、太陽系形成
の謎を明らかにします。

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

社会安全・警察学研究所の「警察
の説明責任の国際基準化」に関
する研究が、日本学術振興会の欧
州との社会科学分野における国
際共同研究プログラム（ORAプロ
グラム）に採択されました。欧州な
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。

京都・大原の勝林院で本尊納入仏の修理
3D計測により本尊胎内の可視化にも成功

魚山大原寺勝林院にて、本尊阿弥
陀如来坐像とその納入仏や寺院の
調査を行っています。2021年、本
尊納入仏の修理に伴い、金箔痕の
発見から造像時の姿が明らかにな
るなど、新たな発見がなされました。
また、本尊を3D計測することで、
本尊胎内の様子を可視化すること
にも成功しました。

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

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、新規の
仕組みを解明しました。ミトコンド
リアの膜タンパク質組み込みやβ-
バレル型膜タンパク質に関連する
病気の治療法の開発などにつなが
ることが期待されます。

京の伝統野菜「ミブナ」の
育種の歴史を明らかに

京都・壬生地域発祥の京野菜「ミ
ブナ」について文献調査と遺伝子
解析を組み合わせた研究を進め、
同種の京野菜「ミズナ」からミブナ
が分岐した過程と、遺伝子的な背
景を明らかにしました。今後、こうし
た文献と組み合わせる研究が増え
ることで、日本特有の品種や作物
の遺伝的背景などが明らかにされ
ることが期待されます。

「リボソームの減速」が
mRNAの寿命を決定する

理化学研究所との共同研究によ
り、DNAから転写されたメッセン
ジャーRNA（mRNA）からタンパク
質が作られる際のリボソームの移
動のスピードが、mRNA自身の寿命
を決めていることを明らかにしまし
た。この成果をもとにmRNAの寿
命が延びるようワクチンの配列を
デザインするなど、mRNAワクチン
の最適化といった技術創出が期待
されます。

文献調査と遺伝子解析を組み合わせた研究

mRNAの安定性を決める要因を解明

タンパク質研究

「警察の説明責任の国際基準化」に関する研究

仏像や寺院所蔵資料の研究

コメット・インターセプター彗星探査計画

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）

本尊・納入仏の３Ｄ計測透過図
（©株式会社文化財サービス）

左上が「ミズナ」右上が「ミブナ」。下段の『拾遺都
名所図会』（1787）に壬生菜の栽培記録がある。

詳細はWebで

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。
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1位 

3校採択

1位 

1位 

（大学院大学除く）

（全国私立大学3位、大学院大学除く）（2011～2020年）
朝日新聞出版『AERA MOOK大学ランキング2022』より本学独自集計

 （全国私立大学3位、大学院大学除く）（2016～2020年）
朝日新聞出版『AERA MOOK大学ランキング2022』より本学独自集計

※文部科学省「令和2年度科学研究費助成事業の配分について」
　より引用

研究論文の
国際共著率

学術誌「ネイチャー」
掲載論文数

全国
私立大学

西日本
私立大学

関西
私立大学

全国
私立大学

1論文あたり
被引用数

科研費大型研究種目・
新規採択（2020年）＊

データで見る研究実績

遠藤 斗志也教授がハンス・ノイラート賞を受賞

幅広く専門性の高い
研究に取り組む

「さくらサイエンスプログラム」で5カ国の学生が課題解決に取り組む

な功績を上げた個人に贈られる賞で、今回
の受賞では、遠藤教授が解明したミトコンド
リアタンパク質輸入機構の分子理解に関す
る研究功績が高く評価されました。過去の
受賞者には同じく京都産業大学の永田 和
宏名誉教授がおり（2017年受賞）、日本人2
人目の快挙となります。

はオンラインで京都産業大学から基礎生命
科学分野の研究技術を発信。食品科学への
応用について議論しました。このプログラム
に参加した学生が将来のアジアを中心とす
る国・地域のサイエンス・リーダーとして活
躍し、国境を越えたネットワークを形成する
ことが期待されます。

生命科学部 遠藤 斗志也教授（タンパク
質動態研究所所長）が、世界のタンパク質
研究をリードする国際組織「The Protein 
Society（米国蛋白質科学会）」から、2021
年度の「Hans Neurath Award（ハンス・ノイ
ラート賞）」を受賞しました。同賞は、タンパ
ク質科学の基礎研究の分野において顕著

「研究論文の国際共著率」や「１
論文あたり被引用数」など、いず
れも大学の研究力を測る指標と
なるデータです。文系・理系10学
部と、６つの研究所を擁する京
都産業大学では幅広く、専門性
の高い研究を行っており、その
成果が論文や公的機関の研究
費採択という形に表れています。

京都産業大学では、JST（国立研究開発法
人科学技術振興機構）主催「さくらサイエン
スプログラム」の採択を受け、タイ・台湾・シ
ンガポール・韓国の学生と教員が共同で課
題に取り組んでいます。同プログラムは産学
官の連携で、海外の学生を日本に招き、日本
の科学技術を体験する事業で、2021年度
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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
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
視野を養う「人間科学教育科目」や
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
リキュラムを展開しています。

詳細はWebで

かつて人は天を見上げて学んだ。
「共通教育科目」とは？

学部ごとの

教養が身に付く

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。1つの分野を掘り下げるのが「専門教育科目」だとすれば、さまざまな分野を横断する教養の学
びが「共通教育科目」です。文系・理系10学部を擁する大学だからこそ、「深い」専門分野だけでなく、学
びの垣根を越えた「広い」教養の学びで視野を広げていけるのが、本学の強みの一つといえます。

学びの基礎力と幅広い教養を育む

教
養
教
育

最も古い学問の1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。

天文・物理科学の世界

5.
キャリア形成
支援教育科目

2.
英語
教育科目

4.
体育
教育科目

５つの柱

3.
外国語
教育科目

1.
人間科学
教育科目

共通教育科目専門教育科目

かつて人は天を見上げて学んだ。
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今後、ますます発展するデジタル社会
においては、ビッグデータやAIを活用し、
課題解決や価値の創造につなげる人
材が求められます。この授業では、AIの
仕組み、社会におけるデータ・AI活用例、
人間社会・職業への影響、そこから予
想される将来について学びます。

データ・AIと社会

デジタル社会で活躍するために。

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。

文学と芸術学の世界

歴史に刻まれたワンシーンとは？

2.
英語
教育科目
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総合領域

自然科学

文学と芸術学の世界

法学と政治学の世界

導入・接続教育科目群

KSU科目群

教育･教職科目群

人権科目群

情報科目群

天文･物理科学の世界 

生命･環境科学の
世界 

経済学の世界

歴史学の世界

社会学の世界

心理学の世界

数学の世界  

哲学の世界

経営学の世界

情報科学の世界

人文科学

社会科学

人間科学教育科目
の
学び

人文科学領域

□ 哲学の世界 

人間科学教育科目1.
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」
「自然科学」「総合」の4領域に多彩な科目を
開講しています。このうち「総合」以外の3領域
は、「基本科目」と「展開科目」で構成。まず「基
本科目」でその学問分野の全体像と基礎知
識を修得した上で、興味を持った内容について
「展開科目」で段階的に学びを深めます。

「価値観を広げる教養」を身に付ける

領域領域

領域

自然科学領域
基本科目 展開科目例

□ 天文･物理科学
  の世界 

□ 数学の世界  

□ 生命･環境科学
  の世界 

□ 情報科学の世界

宇宙･天文学分野 □ 宇宙物理入門　□ 地球科学入門   など

数学分野 □ 実社会の数学　□ 統計学入門   など

生物学分野 □ 病気とくすり入門　□ Ecology and Society   など

物理学分野 □ 物質と環境入門　□ 現代科学入門　
 □ 相対性理論入門   など

化学･環境学分野 □ 放射線と生命入門　□ 食料と環境入門　
	 □ Environmental Problems   など

情報学分野 □ 情報の知財と倫理入門　□ 情報メディア論入門　
 □ 人間情報処理入門   など

社会科学領域 総合領域
基本科目 展開科目例

□ 経済学の世界

□ 経営学の世界

□ 社会学の世界

□ 法学と政治学
  の世界

経済学分野 □ 日本の経済思想入門　□ 現代日本経済論入門   など

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

法学分野 □ 刑事法入門　□ 国際法入門   など

政治学分野 □ 国際政治入門　□ 政治思想史入門   など

社会学分野 □ 社会調査入門　□ 社会福祉学入門　
 □ Issues in Japanese Society   など

科目群 科目例

□ 大学の歴史と京都産業大学　□ 日本語表現1　
□ データ・AIと社会　□ 熊本･山鹿フィールド　□ ハテナソンセミナー　など

□ ボランティア実習　□ 気象予報1　□ 気象予報2　
□ 気象予報技術   など

□ 教育課程論　□ 教職論  など

□ 人権のあゆみ　□ 部落問題論  など

□ コンピュータ基礎実習（初級）　
□ コンピュータ基礎実習（上級）　□ コンピュータシステム  など

導入・接続教育科目群

KSU科目群

教育･教職科目群

人権科目群

情報科目群

基本科目 展開科目例

□ 心理学の世界 

□ 歴史学の世界

□ 文学と芸術学
  の世界

宗教学分野 □ 文化人類学入門　□ Religion in Japan  など

東洋史分野 □ アジア史入門  など

西洋史分野 □ ヨーロッパ史入門　□ アメリカ史入門  など

日本文学分野 □ 近現代日本文学入門　□ 近現代小説入門  など

西洋文学分野 □ 西洋美術入門  など

芸術学分野 □ 演劇論入門　□ 映画論入門　
 □ Approaches to Literature and the Arts   など

日本史分野 □ 文明史入門　
 □ Japanese Culture in Historical Perspective  など

心理学分野 □ 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

哲学分野 □ 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
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英語教育科目2.

ネイティブスピーカー教員による
●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
日本人教員による

英語教育
カリキュラムの流れ

TOEIC	Bridge®L&R TOEIC®L&R

上級・中級・初級クラス

基礎クラス

（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

社会が
必要とする
英語力の
向上へ

入学
レベルごとに
学部混合で
クラス分け

ネイティブスピーカー教員による
●コミュニケーション科目 ●総合科目

日本人教員による

Point

入学時に英語の習熟度を確認し、レベルごと
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
極的に授業に参加することができます。

Point

日本人教員によるTOEIC®L&Rに焦点を当
てた授業と、ネイティブスピーカー教員によ
るコミュニケーションを重視した授業を用意。
それぞれの授業で英語力を伸ばし、１年次末
と２年次末にTOEIC®L&R受験に臨みます。

1

2

少人数編成で積極的に

２つの授業で力を付ける

「話す」「聞く」「書く」「読む」の修得に加え、就職活動や
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
ン能力を高めるためのネイティブスピーカー教員によ
る授業も実施。社会が必要とする英語力の修得に力を
入れています。また、学部混合クラスのため、文系・理系
のくくりなく他学部生と交流することで、１年次から多
様な価値観に触れられるのも特徴です。 

「社会が必要とする英語力」を養成

外国語教育科目

キャリア形成
支援教育科目

体育教育科目3.

5.

4.
国際社会で求められる高度な
語学力を身に付けて国際的
視野を磨く科目で、10言語か
ら興味のある言語を選択でき
ます。ネイティブスピーカー教
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
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
的に応じて段階的に力を伸ばしていくことが可能です。

「使える外国語」を
着実に身に付ける

充実した学生生活を送るには、
自分自身の健康を管理し、心
身を健やかに保つことが大切
です。体育教育科目では、講
義、実習、演習をバランスよく
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
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、
人間性も養います。

スポーツを通して
心身を鍛える

Point

より高度な語学力の修得を目指す人
のための「エキスパート科目」を開講。 
初めて学ぶ言語であっても「話す」「聞
く」「書く」「読む」4技能の全てにおい
て、基本的なコミュニケーションが十
分にできる段階まで学修します。 

上級プログラムも用意

ドイツ語
中国語
スペイン語
イタリア語
ベトナム語

１０言語から選んで学ぶ
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

剣道、ダンス、馬術、バスケットボール
など、選択できる科目の多彩さは京
都産業大学ならでは。充実したスポー
ツ施設で、経験豊かな教員による丁
寧な指導の下、未経験者もさまざま
な競技にチャレンジできます。

1 初めての競技に挑戦 Point

(公財)日本スポーツ協会との協定に
より、同協会公認の指導員やジュニア
スポーツ指導員など、資格取得につな
がる「スポーツ指導者育成コース」を
開講。指定科目の単位を修得すること
で、スポーツ指導者の道が開けます。

2 認定資格を取得可能

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
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。

詳しくは
次のページへ

「社会を生き抜く力」を段階的に高める
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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
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された課
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。

O/OCF-PBL

企業の課題を解決する授業

(オーシフピービーエル)

グループで課題解決に取
り組み、個人が「チーム」と
して機能し成果を出すた
めのスキルを学ぶ。

6カ月間かけて実際に企業
などから提供された課題に
取り組み、社会人基礎力や
問題解決力を育む。 

O/OCF-PBL１
社会で

活躍する
素養を修得

O/OCF-PBL２

段階的にステップアップする学び

１年次 ２年次

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

キ
ャ
リ
ア
教
育
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●スポーツコミュニケーションKYOTO 
（京都ハンナリーズ） 
スポーツ・バスケットボール×SDGｓを研究し、
京都の町の課題解決に取り組もう！

●京都市交通局 
コロナ禍での市バス・地下鉄の利用に向けた 
新たなＰＲ方法の創出

●JTB京都支店 
JTBと京都ならではのリソースを利用し、 
社会課題を解決するビジネスモデルを考案せよ。

※その他の協力企業
　イシダ、ユーシン精機、京阪ホールディングス、TOWA、
　京都鉄道博物館、京都市動物園、フラットエージェンシー、
　日新電機

課題例 (2021年度)

「未来のレトルトパッケージ」に
本気で挑んだ6カ月――。

京都府立山城高等学校出身

小菅 彩音  Kosuga Ayane

現代社会学部
現代社会学科 3年次

今の自分の

全力を

ぶつけました。

（株）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。

業から提供される課題に挑む「O/
OCF-PBL2」。「次世代の食品包

装」という課題に、私たちはリサイクルしや
すいレトルトパッケージを提案しました。

「自分には取りえがない」。得意なものがな
い私でも、何か人に胸を張れるものをつか
みたい。そんなときに出合ったのがこの「O/
OCF-PBL2」という授業でした。
ただ実際に始めてみると「課題と向き合
う」だけでも一苦労。1つの疑問を解決しよ
うとチームで話し合うと、さらに３つくらい
疑問が増えるような状況で。「本当に終わ
るのかな？」と思いながら、毎晩、チームで
Webミーティングを重ねました。
そんな中でチーム全員に共通していた思い

は、「協力してくださっている企業に、失礼
な提案はできない」ということ。力が及ばな
いのは仕方ないけれど、自分たちが納得す
るまでは精いっぱいに議論を詰める。口に
こそ出さなくてもチーム全員がそういう気
持ちで課題に取り組んだ気がします。
そうやって夏休みも返上して迎えた発表日。
怖くて怖くて、人生で一番緊張しましたが、
自分の精いっぱいの力を振り絞りました。
いま振りかえれば、まだまだ詰められる要
素はあったし、企業の方々からのコスト面
に関する指摘など、改善点は山のようです。
でも私にとっては「あの日」が今の出発点。

「あの日」からどれだけ成長できるかを目標
に、今は勉強を続けています。

企

「O/OCF-PBL2」2020年度課題

大学
WEBサイトで

公開中！

126



キャリア形成支援教育科目

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。

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教育は１年次から始ま
ります。例えば「自己発見と大学生活」は、自分の
これまでを振り返り、なりたい自分のイメージを固
める授業。さらに２年次以降は企業と関わる「O/
OCF-PBL2」や、自分のキャリアを思い描く授業
を受講します。このように社会を生き抜く力を育む
「キャリア教育」の土台を築くことで、３年次以降
の就職活動にもスムーズに移行できます。

１年次からのキャリア教育で、
就職活動にも生きる力を。

※海外インターンシップ（インターンシップ４）についてはP.133へ。

321 4

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  

導入・接続教育科目群

産学協働教育科目群

科目名

理工系スタートアップ・キャリアデザイン

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

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

1年次
秋学期春学期 秋学期春学期 秋学期春学期 秋学期春学期

2年次 3年次 4年次

キャリアデザイン系

PBL系

インターンシップ系

思い描いた
キャリアプランを
実現する

自分と向き合い
未来をデザインする

「自己発見と大学生活」など

好奇心をもって
充実した

学生生活を送る

「O/OCF-PBL2」など

キャリアプランの
実現に向けて
前進する

就職活動で生かす

卒業後の
キャリアを
具体的に描く

「インターンシップ」など

大学
WEBサイトで
公開中！

年次 年次 年次 年次
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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
企業で就業体験をする授業

成長を実感できる
独自のインターンシッププログラム

・目標設定
・企業／業界研究
・ビジネスマナー講義　など

・国内の企業／団体で
  インターンシップ

・振り返り
・成果報告会

事前学習 就業体験

国内インターンシップの授業の流れ

先輩の例
第一線で活躍するビジネスパーソンから学びます！

3年次に「インターンシップ3」を受講

大阪府立刀根山高等学校出身

古川 航平  Furukawa Kohei

経営学部
マネジメント学科 3年次

都産業大学のインターンシップは、一般的
なものに比べ、期間が２週間と長く、学び

を主軸としているのが特長です。
私は３年次の夏に総合建設会社にて就業体験を
行いましたが、特に印象的だったのは、徹底したプ
レゼンテーションの指導です。「プレゼンテーショ
ンは、聞き手へのプレゼントだ」と、常に聞き手を
意識する姿勢を学ぶことができました。
第一線で活躍するビジネスパーソンによる指導や、
事前・事後学習を通して「働くこと」への意識が変
わる。なにより鍛えてもらった発表の姿勢は、こ
れからの就職面接の場面でも役立ちそうです。

京

事後学習
進路選択・
就業意欲の
向上
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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
（2022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。

留学制度

人生が変わる
異文化交流は、
今しかできない。

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。

詳細はWebで

国
際
交
流
・
留
学
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留学先のクラスの親睦会で。世界中にできた友人とは、
今もSNSでつながっている。

人生が変わる
異文化交流は、
今しかできない。

年次の秋からアイルランドに半年
間の留学をしました。

私が暮らしたコークは学生の街で、世界中
から留学生が集まっています。フランスなど
欧州各国はもちろん、中東や南米、そして
アジア各国まで。留学生同士なので会話は
英語で行うのですが、見た目や習慣はそれ
ぞれの国で全く違う。あの街での暮らしは
「異世界」に紛れ込んだ感覚でした。
例えば、ベトナム人の友人はスパイスの香
りを漂わせて、信仰の関係で爪を独特のス
タイルにしていたり、イラン人の友人はチャ
ドルという頭巾のようなもので髪の毛を隠
していたり。そんな人たちと友達付き合い
をしていると「当たり前でないこと」「違うこ

と」にどんどん慣れてきて、驚きよりも「面
白そう」と思うようになります。
よく「留学をすると積極的になる」と言いま
すが、もしかしたらそれは、自分の中に何で
も「え⁉ 面白そう」と思える感覚が定着し
ていくからかもしれません。
ある日、友人と出掛けた有名な港町コーヴ
の景色はとてもカラフルで。それはいろんな
「面白そう」がいくつも並んだ、当時の私の
心の風景のようにも見えました。今も忘れ
られない景色の１つです。

２

アイルランドの港町コーヴの名所。荘厳な聖コルマン大聖堂の前に並ぶ、色とりどりの三角屋根の建物がかわいらしい。

京都府・京都産業大学附属高等学校出身

番場 友香  Bamba Yuka

外国語学部 英語学科 4年次

海外でいろんな

「面白そう」に

出会えます！
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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。

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。

交流協定校
（2022年2月現在） 

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。

	 チェコ	　
パラツキー大学 
メトロポリタン大学プラハ

	 ドイツ	　
グライフスヴァルト大学 
ケルン大学 
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 　
セゲド大学

	 フィンランド 　
ユヴァスキュラ大学

	 ポーランド 　
国立アダム ミツキェヴィチ大学

	 アイスランド	　
アイスランド大学

	 アイルランド 　
グリフィスカレッジ

	 イタリア 　
サレント大学 
シエナ外国人大学 
フェデリコ2世ナポリ大学 
ペルージャ外国人大学 

	 台湾 　
国立台中教育大学
国立台北教育大学
國立曁南國際大學
輔仁大学

	 韓国 　
仁済大学校
慶煕大学 
建国大学校
国立警察大学 
檀国大学校
釜慶大学校
釜山大学校
梨花女子大学

 中国 　
華東師範大学  
蘇州大学 
対外経済貿易大学 
大連東軟信息学院 
中国伝媒大学 
南京師範大学 
ハルビン師範大学 
北京科技大学 
香港中文大学

	 インド	　
ヴィドヤー・プラサーラク・マンダル大学

	 スリランカ	　
コロンボ大学

	 イギリス 
ケント大学 
リーズ大学

	 オランダ 　
ハーグ応用科学大学
ユトレヒト応用科学大学

	 スペイン 　
サラマンカ大学 
バレンシア・ポリテクニク大学 
ラ・リオハ大学

	 フランス 　
アンジェ西部カトリック大学 
ノルマンディー・ビジネススクール 
リヨンカトリック大学

	 ベルギー
トマス・モア応用科学大学

	 ポルトガル 　
ポルト大学

	 ロシア　 
国立プーシキン記念ロシア語大学 
サンクト・ペテルブルク国立大学
ロシア民族友好大学

	 インドネシア 　
ガジャマダ大学 
国立バンドン工科大学 
サナタ・ダルマ大学 
パジャジャラン大学

	 タイ 　
カセサート大学 
チェンマイ大学 
パヤップ大学 
マヒドン大学

	 ベトナム　 
ダナン大学 
フエ大学 
ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学 

ホアセン大学

	 マレーシア　 
国立ウタラマレーシア大学

	 オーストラリア　 
エディス・コーワン大学 
タスマニア大学 
マッコーリー大学

	 ニュージーランド　 
アラ インスティテュート オブ  カンタベリー 

マセイ大学

	 アメリカ 　 
サンディエゴ州立大学 
ストーニーブルック大学 
ノースカロライナ大学グリーンズボロー校 

ハワイ大学ヒロ校 
プレスビテリアン・カレッジ 
ミズーリ大学セントルイス校

	 カナダ 　
アルゴマ大学 
ケベック大学モントリオール校
トンプソンリバーズ大学

	 メキシコ	　
グアダラハラ自治大学 
グアナフアト大学 
メキシコ国立自治大学

	 アルゼンチン	　
国立ラプラタ大学

	 チリ 　
チリカトリック大学

ヨーロッパ 北米／中・南米 アジア／オセアニア

留学を考えている人は必見！　留学ハンドブックをCheck!

ヨーロッパでの
英語留学も

人気！

必要な
語学力は？

長期も短期も
それぞれの
良さがある

大学
WEBサイトで
公開中！
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 長期留学プログラム　半年から１年でじっくり学びたい

 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

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。 

●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

●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）
    ※留学先・期間によって異なる

外国留学支援金制度※

文系（年額55万円）・理系（年額75万円）

交換留学：59人　派遣留学：48人

マセイ大学 （ニュージーランド）

タスマニア大学 （オーストラリア）

トンプソンリバーズ大学 （カナダ）

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）

交換・派遣留学制度

夏季短期語学実習先（2019年度募集実績）春季短期語学実習先（2019年度募集実績）

費用

支援金

条件

留学者数（2019年度実績）

●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

●約130万〜350万円
    ※留学先・期間によって異なる

外国留学支援金制度※

文系（年額45万円）・理系（年額55万円）

48人

認定留学制度

「交換留学」「派遣留学」の場合、英語圏なら
TOEFL iBTテストで交換留学：55点以上／派遣

留学：45点以上、あるいはIELTSで交換留学：5.0以
上／派遣留学：4.0以上の語学力が必要です。英語圏
以外なら、公的な語学検定試験などの合格証やスコア、
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。

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

を確実にしましょう。1年次から参加可能な短期語学実
習(約1カ月)に参加して、語学力を高め、長期留学への
準備をすることもお薦めです。

どの程度の語学力が必要ですか？ 1年次からチャレンジできますか？

Q&A

Q: Q:

A: A:

※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。
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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
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。

「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。

Interview

海外インターンシップの授業の流れ 渡航先
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

・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

・海外の企業／団体で
  インターンシップ

・振り返り
・成果報告会

事前学習 就業体験 事後学習

年次の夏、海外インターンシップで
訪れたのは韓国の首都ソウル。

企業の信用調査を行う企業で働くことが
目的でした。
海外企業を調査する部署に配属してもら
い、朝9時から夕方5時まで3週間の勤務。
日本を含め、世界のさまざまな企業の財
務諸表にアクセスしたり、特定企業の研
究開発費の推移をレポートにまとめ、報告
したりする仕事に取り組みました。
社内の会話は基本的に英語でしたが、正
直なところ英語は苦手。それでも会計用語

は互いに理解でき、時には先輩に教えて
もらった翻訳アプリを活用することでコ
ミュニケーションを取って乗り切りました。
印象的だったのは大学で学んだ会計の知
識が、互いの共通言語のような形で使え
たことです。「自分の知識は海外でも通じ
る」という感覚は誇らしく、進路を考える
出発点にもなりました。
現在はインターン先と同じ業界の信用調
査を行う企業で働いています。いつか海を
越えて、あのチームの先輩たちと仕事をす
ることも目標の1つです。

3

2021年 経営学部卒業

小山田 洵之介
Oyamada Shunnosuke

株式会社帝国データバンク

国際舞台での
活躍を視野に

大学
WEBサイトで
公開中！

全学部対象
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EBJプログラム 国際キャリア開発リサーチ

グローバル・サイエンス・コース文化学部海外異文化研修

経済（E）・経営（B）・法（J）学部の学生を対象にした派遣留学プログ
ラムです。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
英語の学習とヨーロッパの産業について学んだ後、実際に企業・機関
に赴いて調査・研究を行います。締めくくりとして、最終週には研究発
表を実施。語学だけでなく、
ヨーロッパのビジネス・経
済・法律の分野における
問題提起から解決まで実
践を交えて広く学びます。

国際関係学部の学生を対象にしたプログラムです。2年次以降の夏
休みなどに海外実習を実施。学内や企業、公的機関などで事前研修
を行った後、主に東南アジアの途上国でインターンシップや研究に
取り組みます。帰国後は学内で成果を報告。異文化交流のダイナミズ
ムを現場で体感しながら、
実践的な課題の発見・解
決能力や情報発信力など、
グローバル人材に不可欠
な資質を身に付けます。

理工系3学部の学生を対象に、英語のスキルを段階的に強化する選
抜制のプログラムです。中でも夏期休暇中に実施する「英語サマー
キャンプ」では、英語力の向上と論理的思考力の修得を目標に、オー
ルイングリッシュでの講義やグループワーク、プレゼンテーションを
体験。「グローバル社会
で活躍する理系産業人」
の養成を目指し、専門領
域における自分の考えを
英語で発表・討論する力
を磨きます。

文化学部独自の約3カ月間に及ぶ在学留学プログラムです。カナダの
トンプソンリバーズ大学とタイのチェンマイ大学を研修先とし、語学
（英語）を集中的に学修。その他ホテルや観光施設など、学生が興味・
関心のある分野でフィールドワークを行い、文化に関するより深い知
識を修得します。
研修前の事前指導では現
地の知識や注意事項をレ
クチャー。初めての留学で
も安心して参加できます。

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。

経済学部 国際関係学部

理学部文化学部

経営学部

情報理工学部

法学部

生命科学部

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。

留学アドバイザーが履修計画をサポート

Column

大学
WEBサイトで
公開中！
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キャンパスで、国際感覚が身に付く
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。
京都産業大学には世界中の国々から訪れた留学生が学んでおり、気軽に国際交流が可能。
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
多言語・多文化共生
グローバルコモンズ

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
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
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
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
京都産業大学で学ぶことができる11言語に関わる
書籍や雑誌、DVDを大型書架に配架しています。各
種言語の参考書から人気コミックス、レシピ本まで、
幅広いジャンルの資料を自由に閲覧できます。

語学力を伸ばすイベント
英語力を伸ばすワークショップや、学生主導の文化
交流イベントなど、外国語に触れられる多彩なプログ
ラムを用意。海外経験豊富な専門スタッフが、英語学
習などに関する個別相談にも応じています。

DVDブース
32インチモニターを備えたDVDブースで、ネイティブ
の会話や異文化を学べる映画や音楽などの視聴覚
資料を鑑賞できます。鑑賞後、仲間とディスカッショ
ンすれば、さらに学修効果を高められます。

大学
WEBサイトで

公開中！
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日本のことを英語で学ぶ

寮でも留学生をサポート

学びたい言語をお互いに教え合う

留学生の大学生活をサポート

短期留学生の学びを支える

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
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
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
上させると同時に、異文化理解を高めることができます。

交換留学生が多く入居し、異文化交流を図ることができる施設です。
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などを実施。留学
生との共同生活を通して、異文化理解を深めることができます。

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
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
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
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。

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」としても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。

「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
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
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
師になりたいと考えている学生に人気のある制度です。

GJP （グロ－バル･ジャパン･プログラム）

I-HOUSEアシスタント

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム

バディ制度

IJPカンバセーション･パートナー
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グローバルコモンズ

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
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。

詳細はWebで

施
設
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ナレッジコモンズ

大学公認の“たまり場”がある。

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/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。

ナレッジコモンズ
調べ・学び・考え合う知的創造空間

 図書館

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。

スチューデントコモンズ
学生の主体的な学びを支援する学習空間

 真理館

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。

ラーニングコモンズ
多様なワーキングスペースを提供する共創空間

 雄飛館

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.135へ

グローバルコモンズ

グローバルな視点で、
言語・社会・文化を自ら学ぶ

 サギタリウス館

ラーニングコモンズ

スチューデントコモンズ
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教科書や専門書はもちろん、話題のベストセラーなど一般
書籍や、雑誌も豊富に取り扱う書店。サロンスペースでは、
椅子に座ってゆっくりと本の読み比べもできます。

文具や日用品、雑貨、パソコン周辺機器など、学習や課外活
動に役立つアイテムがそろいます。ブルーのスクールカラー
が映える京都産業大学のキャンパスグッズも人気です。

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。 

ブックセンターAscella （紀伊國屋書店） 丸善 M's Style （丸善雄松堂）

神山天文台

アメニティー施設
 雄飛館  天地館

京都産業大学のシンボル

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。

ファブスペース  14号館

何でもつくれる魔法の空間⁉
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お弁当やパン、飲み物、日用品など街中の店舗
と同じく充実の品ぞろえです。予約したチケット
の受け取りや公共料金の支払いなども可能。

三井住友銀行、京都銀行、京都中央信用金庫、
ゆうちょ銀行のATMを学内に設置しています。

アパートやマンションなどの部屋探しをサポー
トする不動産紹介の窓口。周辺環境にも詳しく、
一人暮らしを始める人には心強い味方です。

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。

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。

ファミリーマート ATM丸善 M's Style （丸善雄松堂） ナジック学生情報センター

図書館

トレーニングルーム
 総合体育館

 並楽館、天地館  並楽館 天地館

膨大な蔵書を誇る知の情報源

クラブ活動や心身の健康を支える施設
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「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1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、
おなかをすかせた学生が列を成します。

12の学食に名物がある。

学食案内
詳細はWebで

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
つきに。実はこの店の麺は、知る人ぞ知る「麺屋棣

てい

鄂
がく

」
謹製。他では食べられない1杯です。 
油そば 300円 味玉 80円 

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
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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 

フライ専門店の看板を背負う。

　　　　　「ふじカツ」のふじカツ
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キッチンサン

LIBRE (リブレ) 

cosmic bakery cafe すき家

ラウンジふるさと 

スガキヤ

「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

平日は朝8時半から夜8時まで営業する学食
です。150円で提供される「あさイチ定食」の
他、唐揚げのクオリティに定評あり。その他、
「天津飯」「チキン南蛮」など熱心なファンを
持つメニューがいくつもあります。
鶏塩サラダ丼 430円

昼時に向けて次々と焼かれる自家製パンは、
カレードーナツやメロンパンなど約60種類。
ティータイムには、「プリンパフェ」などのス
イーツと有機栽培のコーヒー豆を使った大学
オリジナルの「神山ブレンド」をぜひ。
プリンパフェ 220円

チーズやキムチ、ねぎ玉などトッピングも豊富
ですが、スタンダードな牛丼も大人気。ミニか
ら特盛、さらにメガまで学生の旺盛な食欲に
応えます。とん汁とサラダを付ければ、栄養バ
ランスもバッチリです。
牛丼（並盛）ランチセット 550円

老若男女に幅広く愛される「名古屋めし」の代
表格の１つ、スガキヤの京都唯一の店舗。定番
のラーメンや五目ごはんの他、クリームぜんざ
いやソフトクリームなどの人気スイーツを大学
特別価格で味わえます。
ラーメン（並） 260円 半熟玉子 40円

少人数のパーティーも開催できる落ち着いた
雰囲気のレストラン。和洋中がそろうバラエ
ティー豊かなメニューは、どれも上質。真っ先
に売り切れる「松華堂弁当」を狙って、11時の
開店直後に訪れるのもお薦めです。
松華堂弁当 540円

MIYAKO 製麺
本場の讃岐うどんのように、自家製麺の釜玉
やぶっかけに、揚げたての天ぷらをセルフサー
ビスで添えるスタイルのお店。「きつねうどん」
のような関西風のだしの味もぬかりなし。期
間限定メニューにも力を入れています。
きつねうどん 260円

はんなり食堂 
「焼き肉」などメインのおかずに、味噌汁や炊
き込みご飯を追加するなど、自分好みの定食
がつくれる学食です。手軽に食べられる「はい
からうどん」といった麺類も人気。特に理学部
の学生に愛されています。
焼き肉 270円

BABY FACE PLANET’S 
関西地区を中心に約100店舗を展開している、
通称「ベビフェ」がなんとキャンパス内に。京
都の街並みを眺めながら食べるオムライスが
看板メニューです。デミグラスソースとホワイト
ソースを合いがけにした欲張りメニューも。 
ふわふわ帽子のオムライス 400円 
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キッチンサン

スガキヤ

BABY FACE PLANET’S 

肉汁あふれる本格仕様、

         「むすびキッチン」の鉄板ハンバーグランチ

むすびキッチン 
ラーニングコモンズの一部が、昼食時のみ学
食として利用できます。ソースが沸き立つ「鉄
板ハンバーグランチ」の他、オムライスやパス
タなどメニューが華やか。丼は腹ペコの学生に
うれしい“メガ系”もそろいます。
鉄板ハンバーグランチ 560円
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スポーツや文化・芸術活動に打ち込
んだり、学内イベントを企画したり。
課外活動の中で、隠れた個性や能力
が発揮されることも。京都産業大学で
は、150もの個性的なクラブ・サーク
ルが活動中。興味関心に合わせて仲
間と一緒に成長できます。

詳細はWebで

ク
ラ
ブ
・
サ
ー
ク
ル

志学会執行委員会／会計監査委員会／学生議
会事務局／神山祭実行委員会／選挙管理委員
会／新聞局／全学応援団リーダー部／全学応援
団吹奏楽部／全学応援団チアリーダー部／体育
会本部／文化団体連盟常任委員会／放送局／
学生健康保険部会

アーチェリー部／合氣道部／アイスホッケー部／
アメリカンフットボール部／居合道部／ウエイト
リフティング部／空手道部／弓道部／器械体操
部／剣道部／硬式庭球部／硬式野球部／ゴル
フ部／サッカー部／射撃部／少林寺拳法部／柔
道部／準硬式野球部／杖道部／女子バレーボー
ル部／女子ラクロス部／自転車競技部／自動車
部／スキー部／スキンダイビング部／ソフトテニ
ス部／ソフトボール部／卓球部／ダブルダッチ部
／男子バレーボール部／男子ラクロス部／軟式
（Ａ号）野球部／日本拳法部／ハンドボール部／
馬術部／バスケットボール部／バドミントン部／
氷上競技部／フェンシング部／ボウリング部／
ボクシング部／ユースホステル部／ヨット部／ラ
グビー部／陸上競技部／陸上ホッケー部／ロー
バースカウト部／ワンダーフォーゲル部

委員会・独立団・その他

体育会
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アングリングクラブ／囲碁・将棋部／映画研究部
／英語研究会／演劇部／郷土史研究会／企業
会計研究会／ギタークラブ／グリークラブ／軽音
楽部／神山交響楽団／混声合唱部／茶道研究
部／産大ツーリスト部／写真部／出版研究会／
書道部／司法研究会／新社会ボランティアサー
クル／探検部／天文同好会／デザインクラブ／
電子計算機応用部／フォークソング愛好会／
フォークトレイン／フラメンコクラブ／法律相談
部／漫画部／マンドリンクラブ／落語長屋

アカペラサークル Pure Voices／アプリ製作サー
クル Te＋A／Unplugged Music Circle Tuck-box
／英語ディスカッションサークル KSUMUN／
音楽サークル ALL MUSIC LOVERS／京炎そで
ふれ！咲産華／ 競技麻雀サークル「Jan-Janふれ
んず」／京都散策サークル ポレポレ／剣道サー
クル 剣修会／硬式庭球愛好会 ウィングス／硬
式庭球同好会 アップル／神山ポケモンサーク
ル／国際交流サークル Friends／琴サークル こ
と☆こと／サッカーサークル ONZE／サッカー
サークル La Thieyo／写真サークル 写楽／ジョ
リージャムテニスチーム／自転車サークル OXT 
RACING!!／スキューバダイビングサークル むす

びわざダイバーズ／ストリートダンスサークル Air 
Action／スポーツチャンバラサークル 蒼結会／
総合ボランティアサークル YUFI／ソフトボール
サークル THUNDERS／地学・気象学研究サー
クル STEP／ツーリングチーム フライングサン
クラブ／テニスサークル グッドフェローズ／ドイ
ツゲームサークル しゅぴぃれ／トライアスロン
サークル KSTC／軟式テニス愛好会 エイチクラ
ブ／軟式野球サークル DIVOTIONS／軟式野
球サークル ドルフィンズ／軟式野球サークル フ
リッパーズ／軟式野球サークル Bulls／軟式野球
サークル Royal／ハンドボールサークル Sieben／
バスケットボールサークル 秋風／バスケットボー
ルサークル あんすぽーつまん／バスケットボー
ルサークル 七福神／バスケットボールサークル 
Tigers／バスケットボールサークル ぼんくら／バ
ドミントンサークル CHOPPER’S／バドミント
ンサークル ふらぺちーの／バドミントンサークル 
ＰＯＰＩＮＳ／バレーボールサークル CARAMEL 
POP／バレーボールサークル DIESEL／バレー
ボールサークル Roots／ビリヤードサークル 
CUE／フットサルサークル ALEGRIA／フットサ
ルクラブ CUBIC／フットサルサークル YEBISU
／フットサルサークル スナン／服飾サークル 浮
世絵師／文芸サークル 灯文／ボランティアサー
クル NONTS／Volunteer Team CSA／料理サー
クル きゃらめるクロワッサン／陸上競技同好会 
ゆとらん／ローンテニスクラブ

文化団体連盟

サークル（届出団体）
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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。

学生生活サポート
詳細はWebで

「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。

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
について臨床心理士（カウンセラー）が親身に話を聴き、共に考えます。
もちろん、相談内容は秘密厳守。

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。行政とも協力し、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。

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
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険診療
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。

心の専門家が気持ちをじっくり聴きます

学生が安心してキャンパスライフを過ごせるように

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

生活サポート

PCR検査センター
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「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。

保健管理センター

ボランティア活動

学生プロジェクトチーム

ボランティアセンター
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。

学生の社会貢献活動を
積極的にサポート

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。

「修学支援」や「就職支援」、「大学の広報活動」など、
在学生や高校生、一般の方々のために活動を行うプロジェクトチームです。

障害のある学生の修学に関する支援を実施。
安心して支援を受けられるよう、相談しやすい環境を整えています。

障害学生教育支援センター
障害の有無に関係なく全ての学生が同じスタートラインに立って学べる
よう、障害のある学生（保護者）、教員、学部等事務室が一緒になって、修
学上のさまざまな困りごとに対して取り組んでいます。専門スタッフによ
る修学（配慮）面談を行い、必要に応じて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文字情報として伝えるパソコンテイクなど
を実施しています。近年は、各種支援機器を活用し、遠隔（オンライン）で
の支援環境の整備にも取り組んでいます。

「学生サポーター」による遠隔パソコンテイクの様子

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

ピア･サポーター
新入生の悩みや疑問に先輩学生が親身に応えます

その他の学生プロジェクトチーム

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」
「友人ができるかな」など、ちょっとした悩みや不安にも、ピア・サポーター
が親身になって相談に応じます。「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。

ISE girls／学生広報スタッフ／学生就職アドバイザー／学生地域安全推進隊「サギタリウ
スチーム」／学生ファシリテータ／学生ライター／キャンパスツアースタッフ／グローバルコ
モンズ・学生ボランティアスタッフ「LINK」／計算機運用補助員「MiCS」／神山天文台サ
ポートチーム／障害学生支援サポーター／図書館サポートチーム ビブリア／ボランティア
センター学生スタッフ／むすびわざグッズ制作チーム
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一般学生寮（男子寮・女子寮）と、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）」は、学びに打ち込めるよう
サポート体制も充実。また大学では一人暮らし
に関する情報も提供しています。

寮生活・一人暮らし

食費（朝夕２食）　

食費（上記以外）　

日用品

交際費

合計

定員　130人（女子学生のみ）

入寮費　20,000円（入寮時）

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1,195円（4期分納）

31,070円

10,000円

5,000円

10,000円

56,070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。 
※舎費は除きます。

※休講日・長期休暇中は食事がありません。

１カ月の生活費

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
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。

大学まで徒歩7分の近隣地にあり、寮生仲間と一緒に勉強にも、クラブ・
サークルにも、十分打ち込む時間を持てるのが追分寮の魅力です。

※掲載している情報は2022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。

※募集定員・舎費などの詳細は８月頃に京都産業大学Webサイト（学生寮）でお知らせします。

北大路駅近くの好立地

キャンパスまで７分！

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

追分寮 男子寮

葵寮  女子寮

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。留学生との共同生活を通して、異文化理解を深める
ことができます。

玄関はオートロックで安全面
の配慮も万全。食堂は24時
間開放されており、寮生の憩
いの場となっています。 

※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。

間取り

詳細はWebで

詳細はWebで

机

窓

冷蔵庫

収納（押入）

入口

本
棚

エアコン
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※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。 
※舎費は除きます。

北大路・御薗橋エリア 一乗寺エリア北山・松ヶ崎エリア

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
しゃれなコーヒーショップもあって、気分転換
に散歩したりするのも楽しい。上賀茂神社か
らの無料シャトルバスも利用できて便利です。

「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！

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、おしゃれな書店や雑貨店
も多いので、観光スポット的な感覚になるこ
とも。物価も安く自然も豊か。他のエリアに
比べて、通学に少し時間がかかりますが、「こ
れぞ京都の学生生活」は十分に満喫できます。

おしゃれで洗練された店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い。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。

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。

経済学部 4年次 情報理工学部 4年次 現代社会学部 3年次

一人暮らし
３大エリア

京都駅

北大路・御薗橋エリア
北山・松ヶ崎エリア

一乗寺エリア

京都産業大学

京
都
産
業
大
学
の

　
　
学
生
が
多
く
住
む

住
み
や
す
い

エ
リ
ア
は
？

効率よく住まい探しができる
よう、部屋探しの方法や本学
指定宅建業者による物件情
報を掲載した冊子を配布。

専用冊子でサポート

学内（天地館）にある「ナジッ
ク学生情報センター」では、 
指定宅建業者による物件紹
介を学内で受けられて便利。 

ナジック学生情報センター

お部屋探しは、
こちらの
サイトから。

Webサイトでサポート

一人暮らしの
情報は

こちらから

収納（押入）
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大学の365日

E
vent

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
創立記念日（４日）

7 月
春学期定期試験

8 月
夏期休業（～９月）

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。
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E
vent

9 月
春学期卒業式
秋学期始業
履修ガイダンス・履修登録

10 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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京都の学生生活といえば、
京都市は人口あたりの学生数が日本一。10人に１人が学生※という「学生のまち」です。
もちろん学生のための店や環境も充実。そんな京都での日々はどのようなものか。
実際に京都での学生生活を満喫する先輩たちのリアルな声を聞きました。

※総務省統計局のデータベース 2020年度　文部科学省学校基本調査

大学の授業で京都の街へフィール
ドワークに出掛けたり、休みの日
に仲間と名所を巡ったり。京都の日
常は決して派手ではないけれど、と
きどき足を止めて目を凝らしてみる
と、そこかしこに印象的な景色が広
がっています。「特に最初の頃は、友
人と一緒にずっと京都を旅している
感覚。“毎日が修学旅行”みたいで
した」（３年次生）。

京都産業大学とゆかりの深い上賀茂神社をはじめ、
世界遺産に登録されている17の「古都京都の文化
財」。その他にも、これまで歴史の教科書で見聞きし
てきた神社仏閣や地名が身近にあります。「家の近
くにある寺が、遠くからもファンが訪れる“何かの聖
地”だったり、どこを向いても文化遺産があって、実
は贅沢な環境なんだなと思います」（２年次生）。

京都が「第２の故郷」になるの
が、ちょっとうれしかったり、誇
らしかったりします。

毎日の通学路に世界遺産がい
くつもある。冷静に考えるとス
ゴい街に暮らしています。

嵐山や琵琶湖など郊外の名所
も面白い。友人と遊びに行く場
所がめっちゃあります。

休日はもちろん授業でも名所
を訪れるので、京都が好きな人
にとっては最高だと思います。
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世界的な観光都市であり、美食の都でもある京都は、
カフェやスイーツも本格的。学生向けの食堂や洋食
店もキチンとおいしい。さらに野菜を中心に食材も
豊かなので、一人暮らしで料理を楽しむ学生も。「自
分はアルバイト先でおいしいものに目覚めました。お
いしいもの好きなら京都は最高です」（２年次生）。

東京、大阪など大都市の学生に比べ、どこかゆったり
とした雰囲気の学生が多いのも京都ならでは。普段
は、清潔感はありつつも、基本は動きやすいラフな
服装で。「オシャレな服も持ってはいますが、普段の
格好がユルいから、いつもとギャップがありすぎて、
いまさら着ていくのは勇気が要りますね」（３年次生）。

鴨川は京都の学生にとって「心のオアシス」ともいえ
る存在。春のお花見や秋の紅葉で季節のうつろいを
感じたり、「鴨川デルタ」でまったりお茶をしたり。「目
的がなくても、いつも鴨川を歩いたり眺めたり。自分
には京都＝鴨川のイメージ。旅行をしても、鴨川を見
ると京都に帰ってきたと感じます」（３年次生）。

京都での趣味はラーメン屋巡
り。クラスの仲間と一乗寺に
行って２～３軒は食べます。

ヘンに背伸びせず、落ち着いた
友人が多いです。地元の大阪に
比べると大人っぽい？

スタバでコーヒーをテイクア
ウトして、鴨川を歩くだけでめ
ちゃくちゃ心癒やされます。

はやりのカフェもいいですが、
歴史ある甘味屋さんは、やはり
驚くほどおいしいです。

最近は夕方から友人の家に
集まってする「たこ焼きパー
ティー」にハマっています。

天気のいい休日は鴨川でお昼。
家族連れからカップルまで、い
ろんな人が鴨川を訪れます。
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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1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、最もゆかりの深い神社とい
えます。

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。

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
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。

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。

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
手土産を買ってくれる卒業生もいました。
特別な日を彩るお菓子をぜひ食べに来
てくださいね。

今では珍しくなったワンフロアに42ものレーンが並
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。

賀茂別雷神社

マールブランシュ 
京都北山本店

MKボウル上賀茂

支配人の 南 隆史 さん

宮司の 田中 安比呂さん

「世界遺産」が彩る
青春のワンシーン

学生を支える　京の人々
京都が誇る洋菓子店で
「自分へのご褒美」を

会いに来て！　

新
入
生
歓
迎
コ
ン
パ
が

春
先
の
風
物
詩
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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。

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。

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1つです。

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、真っすぐで義理堅い。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。

今井食堂

あぶさん

支配人の 大坪 明人さん

店主の 今井 加代司さん

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。

学生を支える　京の人々 大将のあぶさんこと

原田 啓史さん

京都が誇る洋菓子店で
「自分へのご褒美」を

もう１つ“故郷”が増える
ホッとする“さば煮”

卒
業
生
も
足
し
げ
く
通
う

祇
園
・
路
地
裏
の
名
店
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入学試験成績
優秀者奨学金

各学部奨励金

経済学部／経営学部／法学部

現代社会学部

国際関係学部

外国語学部／文化学部

理学部（数理科学科）

生命科学部（先端生命科学科）

1,092,500

1,155,500

1,255,500

1,185,500

1,453,500

1,523,500

1,619,500

652,750 

439,750 

684,250 

471,250 

734,250 

521,250 

699,250 

486,250 

833,250 

620,250 

868,250 

655,250 

916,250 

703,250

200,000

−

200,000

−

200,000

−

200,000

−

200,000

−

200,000

−

200,000

−

372,500

372,500

387,000

387,000

437,000

437,000

402,000

402,000

502,500

502,500

504,000 

504,000

525,000

525,000

−

−

−

−

−

−

−

−

33,500

33,500

62,000

62,000

75,000

75,000

64,000

64,000

81,000

81,000

81,000

81,000

81,000

81,000

81,000

81,000

86,000

86,000

100,000

100,000

4,000

2,000

4,000

2,000

4,000

2,000

4,000

2,000

4,000

2,000

4,000

2,000

4,000

2,000

2,250

1,250

2,250

1,250

2,250

1,250

2,250

1,250

2,250

1,250

2,250

1,250

2,250

1,250

10,000

−

10,000

−

10,000

−

10,000

−

10,000

−

10,000

−

10,000

−

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

2〜4年次の各年次 12名
2〜4年次の各年次 10名
2〜4年次の各年次上位者 10名
2〜4年次
2年次 30名
3年次 10名
4年次 5名
2〜4年次
2〜4年次
2〜4年次の各年次 10名
年次を問わず 6名（件）
2〜4年次の各年次 12名
2〜4年次の各年次 10名
全年次を通じて 若干名
2〜4年次の各年次 10名
年次を問わず上位者 10名
年次を問わず 若干名

数理科学科 
2〜4年次の各年次 5名
物理科学科 
2〜4年次の各年次 8名
宇宙物理・気象学科 
2〜4年次の各年次 8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

2〜4年次の各年次 6名

経済

経営

法

国際関係

文化

情報理工

理

全学部

現代社会

外国語

生命科

学業成績優秀者
学業成績優秀者
TOEIC®試験で750点以上取得者
奨励する資格等取得者

学業成績優秀者

奨励する資格等取得者
優秀な成果を上げた演習等
学業成績優秀者
学部の奨励に値する活動・業績を収めた者・団体
学業成績優秀者
学業成績優秀者
学部の奨励に値する活動を収めた者
学業成績優秀者
英語の資格取得者および英語試験の高得点取得者
学部の奨励に値する活動・業績を収めた者

5万円
3万円・記念盾
2万円・記念盾
資格により決定
2万円
4万円
6万円
毎年度総額上限10万円
1件あたり20万円以内
5万円
5万円
5万円
5万円
審査により決定
4万円
4万円
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
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
1位20万円、2位15万円、 
3位10万円、4〜6位5万円

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

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）

下表は、2023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。

注1 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。　　
注3 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。
注5 全学部において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授業などを実施しますので、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。
注6 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。
注7 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。　
注8 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。

（単位：円）

学外の奨学金

奨学金制度
Ⅰ. 成績優秀者

Ⅲ.課外活動参加者

Ⅴ.海外インターンシップ履修者

Ⅵ.経済的な支援を必要とする者

Ⅶ.被災者

Ⅷ.私費外国人留学生への支援

Ⅳ.海外留学者

Ⅱ.「サギタリウス基金」による給付奨学金

入学金・学費など

学部（学科） 入学年度
納入額合計 納入学期

入学金 授業料 実験実習費 教育充実費 教育後援費

入学年度納入額内訳学期別
納入金 学生健康保険

互助会費
同窓会終身会費

予納金

奨学金名 学部 金額 期間採用人数 対象

全学部合わせて 約100名 所属学部の
半期学費額を給付

10万円

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）

＝ 給付 ＝ 貸与

学業成績優秀者

学業成績優秀者

学業成績優秀者

皆さんが充実した学生生活を送れるよう、
大学独自の奨学金制度を数多く設けています。学費・奨学金制度

詳細はWebで

詳細はWebで

入学試験や各学部における成績優秀者を対象とした奨学金です。

給

給

給

給

給

給

給

給 貸

貸

貸

給

給

給

給

給

給

給

給

給

給

貸

貸

給
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高等教育の
修学支援制度

京のまち下宿支援奨学金

2世代・3世代支援奨学金

同時在学支援奨学金

熊本・山鹿フィールド支援奨学金

グローバル人材育成支援奨学金

課外活動優秀者奨学金

課外活動奨励貸与奨学金

外国留学支援金（交換留学・派遣留学）※

外国留学支援金（認定留学）※

海外留学特別奨学金

京都産業大学むすびわざ支援奨学金

応急育英給付奨学金

教育ローン利子給付奨学金

貸与奨学金

特別貸与奨学金

短期貸付金

海外インターンシップ支援金

災害給付奨学金

私費外国人留学生授業料減免（所定単位修得者）

100名

対象者全員

対象者全員

対象者全員

全学部生

公認団体に所属する学部生
（外国人留学生を除く）

交換留学・派遣
留学する学生

認定留学する学生

交換留学する学生

全学部生  
（外国人留学生を除く）

全学部生 
（外国人留学生を除く）

全学部生 
（外国人留学生を除く）

全学部生 
（外国人留学生を除く）

全学部生 
（外国人留学生を除く）

全学部生

全学部生
（外国人留学生を除く）

所属学部の半期学費額を給付

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

文系学部年額55万円、理系学部年額75万円を支給

文系学部年額45万円、理系学部年額55万円を支給

100万円（年額）

年間学費額または半期学費額

上限3万円※3

家計状況等を精査の上、 
半期学費分を上限に給付

上限5万円を給付 
（当該年度に負担した利子合計額）

自宅生月額4万円、 
自宅外生月額5万円を貸与

所属学部の 
半期学費相当額内を貸与

被災状況に応じ、所属学部の
半期授業料を上限に給付

「インターンシップ4（海外）」履修者

詳細は本学Webサイトで確認してください。

各クラブ部長の推薦により
対象者を決定

−

留学期間中

留学期間中

1年間

毎年進級時に学業成績等の審査あり※2

−

金融機関の教育ローンを利用して 
学費等を納入した者

 

卒業見込みがあるものの学費納入が 
困難になった者

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

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

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

当該インターンシップ期間往復航空券費用（渡航先により上限あり）
およびビザ申請費用

若干名

毎学期50名以内

全員

全員

年間3名以内

21名以内※1

特に定めず

100名以内

20名以内

100名以内

−

特に定めず

2年次から3年間

3カ月以内の分割返済または
1カ月以内の一括返済※4

当該学期限り 
（在籍期間内1回）

当該年度限り 
（毎年出願可能）

当該学期限り 
（毎年出願可能）

当該学期限り 
（在籍期間内1回）

当該学期限り

当該年度限り

当該学期限り
（毎年出願可能）

20万円（大学の学生寮に入寮している場合は10万円）

10万円

フィールドワーク参加費用として給付（上限５万円）

渡航費の実費の2/3（上限12万円）

5万円

（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

当該年度までの通算の
学業成績ＧＰＡの上位100位

成績上位順45名以内

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）

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。

課外活動に精いっぱい励む学生を支援する奨学金です。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。

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。

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です。

自然災害により被災した学生を支援する奨学金です。

私費外国人留学生の日本での学びをサポートする奨学金です。

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。

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。

※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。

（単位：円）

※1 2022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。

日本学生支援機構
奨学金

学外の奨学金

Ⅲ.課外活動参加者

Ⅴ.海外インターンシップ履修者

Ⅵ.経済的な支援を必要とする者

Ⅶ.被災者

Ⅷ.私費外国人留学生への支援

Ⅳ.海外留学者

Ⅱ.「サギタリウス基金」による給付奨学金

定められた４つの要
件を満たす全学部生

全学部生 
（外国人留学生を除く）

採用年度から４年次まで
（毎年継続審査あり）

採用年度から4年次まで
（毎年継続審査あり）

奨学金名 奨学金名対象 対象期間 期間

同窓会終身会費
予納金

奨学金名

奨学金名

奨学金名

奨学金名

奨学金名

奨学金名

奨学金名

金額

選考基準

期間

選考基準

選考基準

期間

期間

期間金額

期間金額

金額

金額

金額

対象

対象

対象

対象

対象

対象

備考

採用人数

採用人数

採用人数

採用人数

採用人数

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）

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
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
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
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
TOEIC®またはTOEIC® IPのスコアを在学中に取得した者

（学部学科・スコアの基準あり）

給

給

給

給

給

貸

貸

貸

給

給

給

給

給

給

給

給

給

給

貸

貸

給
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オープンキャンパス

※今後の新型コロナウイルス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。

（土）

（日）　

（日）

（土）

（日）

（日）

10：00～15：00	

10：00～15：00	

10：00～16：00	

10：00～16：00

	10：00～16：00

	10：00～15：00

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へ。 
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。

大学紹介・入試説明

学部イベント

個別相談

キャンパスツアー

学生スタッフ企画

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
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。

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
ベントを学部ごとに実施します。
※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。

※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。

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
の生活など、気になることは何でもお聞きください。

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
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何でも相談しよう。

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

3月	26日

6月 5日　

7月 24日

8月 6日

8月 7日

9月 4日

来場型
オープンキャンパス
年間日程

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。

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。

検索京都産業大学　オープンキャンパス

事前申込
・

来場型
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京
都
産
業
大
学
前

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。

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

・最寄り駅から   
地下鉄

地下鉄

叡山電車（鞍馬線）

京都バス９分

市バスまたは京都バス15分

二軒茶屋シャトルバス5分

上賀茂シャトルバス7分

ACCESS

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

（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。

※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

国際会館駅  

北大路駅  

上賀茂神社

二軒茶屋駅  

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。

オススメスポットなどを巡るキャンパスツアー。
学生スタッフが、在学生ならではの視点で皆さん
をご案内します。大学生活をリアルにイメージで
きるチャンス！　気軽にご参加ください。

※入試等により開催できない日がありますので、開催日は「入試情報サイト」で
　ご確認ください。

WEBオープンキャンパス

キャンパスツアー

ONLINE
EVENT

CHECK !

REAL
CAMPUS

DAY

事
前申

込

在学生が、京都産業大学の
広大なキャンパスを丸ごとガイド！

8/1（月）～ 8/31（水）は毎日開催

受付場所

キャンパスツアーの流れ

入試情報サイト
から事前申込

ぷらっとプラザで
受付

学生スタッフ
に相談

キャンパスツアー
スタート

7/18   
9/19   

9/23   
10/10  11/3 

［月・祝］ ［月・祝］ ［金・祝］ ［月・祝］ ［木・祝］

万有館１階 ぷらっとプラザ

STEP１ STEP２ STEP３ STEP４

祝休日ですが授業開校日のため、普段の学生の姿を見ることができます。

※8/21（日）を除く

毎週 土・日・祝 開催！

開催時間

開催日

10:00～16:00

詳細はWebで
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Information

経済学科

経営学部
マネジメント学科

法学部
法律学科
法政策学科

現代社会学部
現代社会学科
健康スポーツ社会学科

国際関係学部
国際関係学科

文化学部
京都文化学科
国際文化学科

数理科学科
物理科学科
宇宙物理・気象学科

情報配信中！ 
LINE ID @k.s.u

情報理工学部
情報理工学科

生命科学部
先端生命科学科
産業生命科学科

外国語学部
英語学科
 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

アジア言語学科
 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

 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

経済学部

理学部
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京都産業大学 大学案内
Kyoto Sangyo University

Campus Guide 2023

〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
 TEL.075-705-1411
 https://www.kyoto-su.ac.jp/

広報部

  LINEの「友だち追加」から
「ID検索」を選択して、登録してください。
 上の2次元コードからも登録できます。
 オープンキャンパスや入試対策講座などの
 受験生向けのイベント情報を配信します。
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