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キャリアに活かす「語学＋専門力」
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1年次の早期から
約3週間の「海外実習」を実施
1年次終了前の春休みには、学科・専攻独自のプログラムで
約3週間の「海外実習」を体験。真の国際性とは何かを体
験します。この「海外実習」をステップに、長期留学へと挑戦
する学生も多いです。

世界に広がるネットワーク、交流協定校世界に広がるネットワーク、交流協定校

国際化にともなって、外国人が犯
罪の被疑者や被害者になるケー
スが増えており、司法通訳人の
ニーズが高まっています。京都産
業大学では一拠点総合大学の
メリットを活かし、中国語と韓国語
とともに刑事司法が学べるプログラ
ムを提供しています。入国管理局
や刑務所などでも役立つ、通訳・
翻訳の実践的なスキルを修得で
きます。

司法外国語プログラム
実践的な中国語・韓国語+法学を学ぶ

司法通訳人
を育成

日本語教員
を育成 日本語教育学を専門的に学ぶカリキュラムを編成。国内だけでなく海外でも通用する日本語教員になる

ための知識と実践力を磨きます。

日本語教員養成コース

■海外実習先一覧（2015年度対象校）

スウィンバーン工科大学

タンパ大学

コンコーディア大学

カンタベリー・クライスト・
チャーチ大学

ホアセン大学

英語学科海外実習

ヨーロッパ言語学科海外実習

アジア言語学科海外実習

フライブルク大学／
ライプチヒ大学 ラ・リオハ大学

シエナ外国人大学 国立プーシキン記念
ロシア語大学

リヨンカトリック大学／
アンジェ西部
カトリック大学

中国伝媒大学／
北京科技大学 サナタ・ダルマ大学山大学校

英語教授法テーマ

英国の歴史、文化、文学テーマ

観光とホスピタリティーテーマアメリカのボランティアリズムテーマ

アメリカのアウトドア
レクリエーションとツーリズム

テーマ

（オーストラリア） （イギリス）

（ドイツ） （スペイン）（フランス）

（イタリア）

（中国） （インドネシア）（韓国）

（ロシア）

（アメリカ）
（ベトナム）

27ヵ国75大学・1研究所研究所
（2016年5月現在）

◎科目紹介◎科目紹介
刑事司法と外国人刑事司法と外国人

捜査通訳演習捜査通訳演習

法廷通訳・翻訳演習法廷通訳・翻訳演習

刑事司法と外国人

法廷通訳・翻訳演習

警察官や弁護士など、第一線で活躍される方を
教員に招き、捜査や裁判の現場などリアルな話
を聞き、刑事司法に関する知識を身に付けます。

学生が通訳者となり、警察による取り調べの通
訳をロールプレイングで実際に体験し、現場での
通訳業務に対応できる語学力を身に付けます。

外国人のオーバーステイなどを想定し、模擬法
廷教室で裁判を体験しながら実践的な通訳・
翻訳を練習します。
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