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Foreign
Studies

2 02 1 4 年 、外 国 語 学 部 が 変 わる
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◎インターンシップ（国内・海外・ハイブリッド）
◎課題解決型授業
◎ボランティア活動

◎学部専門教育
◎長期研究留学
◎研究演習

◎短期・長期留学プログラム
◎グローバル・ビレッジ
◎国際交流会館（iハウス）
◎グローバル・ジャパン・プログラム

◎キャリア形成支援科目
◎人文・社会・自然・総合の4分野にわたる
　充実した共通教育科目

グローバルな舞台に挑戦し
活躍する人材育成に取り組んでいます

一拠点総合大学ならではの充実したサポート体制

京都産業大学の外国語学部と理系3学部が連携した｢グローバル社会で活
躍する理系産業人育成プログラム｣が、文部科学省の平成24年度｢グローバ
ル人材育成推進事業｣に採択されました。この取り組み事業に、西日本の私
立大学で採択されたのは4大学のみ。実践能力の高いグローバル人材を育
成することは京都産業大学が全学的に取り組んでいるテーマであり、外国語
学部がその取り組みを今後も積極的にリードしていくことになります。

今回採択された本学の構想では、外国語学部と理系3学部が連携して、建学の精
神に謳われている ①チャレンジ精神と主体性 ②専門領域に関する確かな知識 ③
確かな語学力と異文化受容力 ④自らの存在と母国に対する自信と誇り を涵養する
多彩な教育プログラムを推進していきます。京都産業大学のグローバル人材育成
推進事業は、今回採択された理系産業人育成プログラムを出発点としてすべての
学部に展開し、発展していく予定です。
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建学の精神

チャレンジ精神と
主体性を持つ若者

専門領域に関する
確かな知識を持つ若者

確かな語学力と
異文化受容力を持つ若者

自らの存在と母国に
自信と誇りを持つ若者

京都産業大学の
｢グローバル社会で活躍する産業人育成プログラム｣

専門性を高める

国際対話能力を鍛える

アイデンティティを確立する

チャレンジ精神を養う

京都産業大学は、文部科学省の ｢グローバル人材育成推進事業 ｣に採択されました

西日本の
私立大学で
4大学だけが
採択

一例として、司法通訳人や外国人犯罪捜査にあたる警察官を目指す学生の
ための司法外国語プログラムがあります。これは外国語学部と法学部が連
携したプログラムで、現在の中国語に加えて、平成26年度からは韓国語プロ
グラムも新たにスタートします。

学部を超えて学ぶ 学部融合プログラムSupport .1

司法外国語プログラム現代社会が抱える複雑な問題を解決するスペシャリストを養成。所属学部
だけではなく、その他の複数の学部の専門知識を幅広く学ぶことができます。
単位修得者にはプログラム修了証が発行されます。　

半年から1年間にわたる長期留学では、外国の文化や言語、自然や社会など
への理解を深め、国際性を身につけた人材を育成します。短期留学は、夏休
みや春休みに集中して専攻語学の運用能力を高めることを目的とします。

世界に広がる21カ国50大学と交流協定を結び、長期留学や短期留学など、
多彩な留学制度を利用して多くの学生が海外で学んでいます。支援金や
奨学金などのサポート体制も整え、現地で修得した単位を認定するシステム
により、4年間で卒業が可能です。

21カ国50大学と連携 多彩な留学プログラムSupport .2

長期・短期留学

産学連携で、実践的な能力を育成する「産学連携教育」を展開する本学。大学
での学びと実社会での学びを融合させた実践指向型の授業は、企業などから提
供された課題に対し、大学で培った知識やスキルを駆使して解決策を考えます。

採用試験対策、地元就職希望者のためのフォーラムや公務員セミナーなど、
多くの進路支援プログラムを展開しています。産業界とのつながりも強く、企業
説明会などにお越し頂いている企業は年間1,000社を超えます。

専門スタッフが対応 キャリア教育・就職サポートSupport .3

産学連携教育プログラム 進路支援プログラム

※プログラム修了証は、京都産業大学が発行するものです。

■経済学部
■経営学部
■法学部
■外国語学部

■文化学部
■理学部
■コンピュータ理工学部
■総合生命科学部



＋＋英英英語語力力　
外国語能力力とと豊かかなな教教養養

そそしててチチャャレレンンジ精精神神をを備備ええたた

ググロローーババルル人人材材の育育成成をめざざししてて 外国語学部では現実の社会生活で活用できるコミュニケーションの手段としての外国語運用能力の育成に主眼をおき、高度で実践的な専攻
語の運用能力を養います。あわせて、大学卒業時に多くの企業が求めるのは、世界共通語である英語のコミュニケーション能力です。そこで、
専攻言語科目の質と量を維持しながらも、英語を全学科の副専攻と位置づけ、高度な英語力を習得するための4段階のプログラムを提供。
外国語学部生全員の英語力を大幅にレベルアップします。

人・モノ・カネ・情報がリアルタイムに地球規模で行き交い、価値観の多様化が進む

2121世紀のグローバル社会で活躍するためには、これまで以上に優れた語学力・

豊かな豊かな豊豊 教養・問題解決力が必要となります。外国語学部はこのような資質を備え

た人た人材た人材人材た人 を育成を するために、大胆に学部を改組し3つの新学科を設置、国際関係

学科を科ををを加えた加えた加加加 4学科体制とする予定です。今までも私立大学として最多の8専攻

語を擁してしてきしてしてきましたましたま が、今回の学部改組では新は新は新たに韓国語と国国国 日本語を加えて10

専攻語となりりさらにさらにさらにさらに専門力専門力専門力専門専門 を強化を強化強化を強化。また。また。またまた、各、各、各専、各 攻語に攻語に攻語に加えてえ 、全員全員員全 が英語が英語英語英語で基本で基本で基本で基本本

的なコミュニケーシションがョンがョンがができるできるできるできるレベルレベルレベルレベ に到達に到に到 するこするこするこすることも目とも目目標にし標にし標にします。ますます これかこれからのらの

時代は時 専門知識に精通して通して通して通し いるだいるだいるだいる けではけではけ なく、なく、多様な多様 文化や価値観を受け入れ、

幅広い広い知識や考え方を持つことがことが大切で大切で切です。世す。世す の中のの課題を課題を解決す解 るため、

あるいあ は世のは世の中に新たな価値を産み出すためには、異異分野と野と分野とのつなのつながりがが鍵とな鍵となりり

ます。ます。ま そのために、に、新しい新 外国語学部では、幅広い教養を重視していきまいきます。そす そす。それれれ

によって培われる柔軟な発想と思考が、対話力や問

題解決題解決能力に能 もつながると考えるからです。こうした

学びを学 通じてじて、国家、国家・地方公務員、大企大 業、外資企資

業への業への業 就職を就 目指すす学生だ学生だけでけでなでななく、中く、中小ロー小ローーーカカカカ

ル企業ル企業の中核中核の中 としてとしてそのグローバババル化やル化やル化や草の根草の根草の根

レベレベルの国際際交流交流に流にも大きも大きく貢く貢献貢献献できできるできる人材を人材を人材を

育成し成していきてい ます。将来、将来、英語力語力英語力力プラプラスアルアルスアルス ファのファののフ

力をつけて社社会で活会で 躍したい。そそい んなんな意欲あ意欲あ意欲あ欲 るみるみるみ

なさんにぜひ京都産都産業大学業大学外国語外国語国 学部で学部でチャチャャ

レンジしてほしいと思って思っていますい 。

京都産業大学  外国語学部

ドイツ語専攻
フランス語専攻

英語専攻
イングリッシュ・キャリア専攻

スペイン語専攻
イタリア 　語専攻

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

ロシア語専攻
メディア・コミュニケーション専攻

NEW
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2 0 1 4年度予定

京都産業大学 外国語学部 学部長部長

大大 和 隆 介

英語学科

ヨーロッパ言語学科

アジア言語学科

国際関係学科

専専専攻攻語語語＋
外国語学部では現実の社会生活で活用できる

2
専攻す専 る言語圏だけでなく、国際的な視野や幅広 専門教養を
バランバランス良くス良く習得するために大学科制を導入します。新たに新設
される英語学科、ヨーロッパ言語学科、アジア言語学科ではでは、、学生学生
の多様なニーズに応えるために｢専攻語科目｣科目｣｢学科科共通科共通科目｣｢目｣｢学部学
共通科目｣という重層的専門科目を実施を実施しますします。それれによりにより、細分、細分
化され化された専門た専門知識だ知識だけでなけでなく 幅く、幅、幅広い専広い専広い専門教養門教養を身にを身につけるつけ こと
ができができます。ます。あわせあわせて、専て、専攻ごと攻ごとのセミのセミナーを充実させ論理的思考考
や問題や問題解決能解決能力のレ力のレベルアップも図ります。

豊かなななな教教教教養
攻する言語圏だけでなく、国際的な視野や幅広い専門教養を

3 学学
2012014年4年からはすす ての学科 専攻専攻で独自の海外実習を実施し、
在学中在学中中にすべにすべての外ての 国語学学部生が部生が海外留学を経験する計画でです。す。
これらこれらの留学の留 プログラムでラムで特特徴的なのは、欧米だけでなく、、シンシンガンガン
ポポールや上海などのどの英語英語化の進む地域や、専攻語のああるイるインインドネド
シアや韓国な韓国などアどアジアを中心に多様な国・地域への留の留学が学が可学 能な能な
ことでことですす。これは、10専攻語を擁する本学の外国語外国語語学部学学部だだからこからこそそ
できること。あわせわせせて、キて ャリア教育に強い本本学学の学のネ学のネットワットワーークを活かし、
国内は内は内はもちろろん、海ん、海海ん、、 外インターンシップップも充も充充実充実していきます。

海海海海海海海海外外外留留学学
114年か4年からはらはすはすべてべての学科・専攻で攻で独自の独 海外実習を実施

英語力ステップアップ・プログラム

Professional
Levelへ

専攻語の運用能力だけでなく幅広
い専門知識を身につけます。

入学直後直 から専専攻攻攻語を集中的に鍛え、
2年次進進進級前にに海海外外実習を外 行います。

専攻語の能力に磨きをかけ、専攻語
圏での長期留学にトライします。

自らの研究テーマを掘り下げ、社会会
で必要な問題解決能力を養います。

専攻語ステップアップ・プログラム

インテンシブ専攻語インテンシブ専攻語
専攻語海外実習専攻語海外実習

専門基幹科目専門基幹科目
学部融合プログラム学部融合プログラム

専門セミナー専門セミナー
長期留学長期留学

研究演習研究演習
インターンシップインターンシップ

ミックな英語力を語力を鍛えます鍛えますミックなミックな英語英語力を鍛えます。
TOEOEEIC®®を重視し視ししながら社会で必要
な基基基本的的英語力力力を身につけます基基本的的英語力語力力を身につけけます。ます。

留学生とともに人ともに人文・社会文 社会・自然の自然の教教
養科目を学びます。養科目を学

北米・ヨ北米・ヨーロッパーロッパ・オセア・オセアニアの英ニアの英語圏語語圏
でハイレベルな英語力を獲得します得しますでハイレベルな英語力を獲語力を獲得します得します。

全学共通英語全学共通英語
プログラムプログラム

特別英語特別英語
プログラムプログラム

グローバル・ジャパン・グローバル・ジャパン・
プログラムプログラム
〈G J P 〉

留学プログラム留学プログラム


