
【教育事業部】 

Ⅰ．単位互換事業 

（１）提供科目・履修者数等（追加分）

年度 包括協定大学数 提供科目数 出願者数 履修許可者数

2012 年度 51 大学 551 科目 6,055 名（573 名） 5,601 名（563 名）

2011 年度 49 大学 561 科目 6,030 名（378 名） 5,643 名（377 名）

2010 年度 48 大学 531 科目 6,464 名（584 名） 5,932 名（555 名）

  ※（  ）内は、６月以降の追加登録者数の内数 

（２）提供科目分類内訳

e ラーニング科目 プラザ科目 オンキャンパス科目 合計

2012 年度 14 科目 82 科目 455 科目 551 科目

2011 年度 14 科目 92 科目 455 科目 561 科目

2010 年度 86 科目 445 科目 531 科目

Ⅱ．京
みやこ

カレッジ（生涯学習）事業 

（１）科目提供大学数・提供科目数・受講科目数・出願者数等（前期・後期分） 

年度 
科目提供 

大学・機関数 

提供 

科目数 

受講 

科目数 

出願者数 

＜延べ数＞ ＜実数＞ 

2012 年度 36 大学・１機関 469 科目 228 科目
1,327 名

（62 名）

618 名

（18 名）

2011 年度 36 大学・１機関 476 科目 226 科目
1,475 名

（75 名）

611 名

（29 名）

2010 年度 35 大学・２機関 460 科目 247 科目
1,446 名

（78 名）

589 名

（20 名）

※（  ）内は、後期登録者数の内数 

（２）テーマ別出願者数（延べ数） 

 テーマ 
提供 
科目数 

出願者数  テーマ 
提供 

科目数 
出願者数 

Ａ 京都を探る
12 科目 

（2科目）

31 名 

（1 名）
Ｈ 自然に学ぶ

22 科目 

（3科目）

19 名 

（1 名）

Ｂ
歴史と文化に触

れる

64 科目 

(17 科目)

159 名 

（7 名）
Ｉ

環境とくらしを

考える

24 科目 

（6科目）

61 名 

（4 名）

Ｃ
美の世界に触れ

る

28 科目 

（5科目）

20 名 

（1 名）
Ｊ

現代社会を知

る・考える

107 科目 

(30 科目)

65 名 

（8 名）



Ｄ
文学の世界に触

れる

8科目 

（2科目）

8名 

（1名）
Ｋ 市民教養講座

49 科目 

（4科目）

314 名 

（9 名）

Ｅ
ことばの魅力を

知る

19 科目 

（4科目）

5名 

（0名）
Ｌ

キャリアアップ

講座

87 科目 

(33 科目)

85 名 

（19 名）

Ｆ
いのちと人間を

考える

37 科目 

(11 科目)

68 名 

（7 名）
Ｍ

京都力養成コー

ス

8科目 

（1科目）

487 名 

（2 名）

Ｇ
教育とは…何だ

ろう

4科目 

（1科目）

5名 

（2名）
合計

469 科目 

(119 科目)

1,327 名 

（62 名）

※（  ）内は、後期募集科目数及び後期出願者数の内数 

（３）京都力養成コース「京都学講座」実施結果 

 テーマ： 「平成(いま)を生きる京の伝統」』 

回 開催日 テーマ 
講 師 

（所属・職位） 
受講者数 

１ ５月 19 日（土） 京舞の伝統と継承 
井上 安寿子 

（京舞井上流） 
147 名

２ ５月 26 日（土） 京町家の間取りとならわし 
杉本 節子（奈良屋記念杉本家
保存会 常務理事兼事務局長） 

138 名

３ ６月９日（土） 祇園祭の懸装品の美をさぐる
吉岡 幸雄 

（㈲よしおか 代表取締役） 
139 名

４ ６月 23 日（土） 祇園祭の囃子 
 増田 雄 （三重県立上野高等学校
非常勤講師） 

127 名

５ ７月７日（土） 日本料理の定義 
高橋 拓児 

（木乃婦 三代目若主人） 
120 名

６ ９月８日（土） 京にいきづく楽しみ「謡曲」
井上 裕久 

（能楽師 観世流シテ方） 
120 名

７ ９月 15 日（土） 平成に生きる伝統の文様 
古川 美紀 

（佛教大学 非常勤講師） 
128 名

８ 10 月６日（土） 庭園に生きる思い 
小川 勝章 

（造園植治 ディレクター） 
116 名

９ 10 月 20 日（土） 茶の湯について 
岩崎 源（表千家 半床庵久田家
玄関 表千家茶道教授） 

104 名

10 11 月 17 日（土） 京菓子と私 
 石原 義清 
（㈱俵屋吉富 代表取締役） 

115 名

実地
１

７月７日（土） 祇園祭と京料理 
高橋 拓児 

（木乃婦 三代目若主人） 
27 名

実地
２

11 月 17 日（土） 京菓子を学ぶ 
石原 義清 

（㈱俵屋吉富 代表取締役） 
43 名



Ⅲ．インターンシップ事業 

（１）出願者数・実習許可者数・修了者数・受入れ先数

出願者数 実習許可者数 修了者数 受入れ先数 

ビジネスコース 
621 名 

304 名 297 名 149 団体 

パブリックコース 67 名 66 名 33 団体 

プログレスコース 55 名 51 名 44 名 6 団体 

合計 676 名 422 名 407 名 188 団体 

（２）インターンシップ・プログラムの各大学への出向説明会 

３月～４月下旬にかけて実施 

  16 大学（京都教育大、大谷大・短大、京都外国語・短期大、京都学園大、京都光華女子大、 

京都女子大、京都ノートルダム女子大、同志社大、同志社女子大、花園大、立命館大、

龍谷大・短大、大阪大、大阪国際大、長浜バイオ大、京都府立大） 

計 22 回 2,097 名参加 

（３）インターンシップ・プログラム説明会 

  開催日：2012 年４月 19 日（木）、21日（土） 

  開催場所：キャンパスプラザ京都 

  参加者数：210 名 

Ⅳ．委員会等の開催について 

１．インターンシップ研究会（４回開催） 

   開催日：2012 年 7月 27 日（金）・11 月９日（金）・12 月 14 日（金）・2013 年２月 28日（木） 

２．インターンシップ・プログラムコーディネーター会議（５回開催） 

  ≪ビジネス・パブリックコース≫ 

  開催日：2012 年４月 18 日（水）・６月 16 日（土）・６月 30 日（土）・９月 29日（土）・ 

       12 月６日（木）  

   ≪プログレスコース≫ 

   開催日：2012 年６月 14日（木）・７月５日（木）・10月４日（木）・11 月 1 日（木）・ 

       2013 年１月 17日（木） 

２．インターンシップ・プログラム受入れ先担当者説明会 

   ≪プログレスコース≫ 

開催日：2012 年４月 19日（木）11 団体 13名出席 

≪ビジネス・パブリックコース≫ 

開催日：2012 年４月 18日（水）50 団体・55 名出席 

３．インターンシップ・プログラム受入れ先・大学担当者意見交換会 

  開催日：2012 年 12 月６日（木）受入れ先 33 団体 39 名、大学担当者 15 大学 17 名出席 

４．インターンシップ・プログラム大学担当者会議 

  開催日：2013 年３月７日（木）25大学 

５．単位互換事業高度化検討ワーキンググループ（２回開催） 

  開催日：2012 年６月 14 日（木）・11月 1 日（木） 

６．京カレッジ企画検討委員会（２回開催） 

  開催日：2012 年６月 20 日（水）・11月８日（木） 



７．単位互換・京カレッジに関する事務担当者会議（２回開催） 

  開催日：2012 年７月５日（木）・11月 14 日（水） 

８．障がいのある学生支援 

  PEPNet-JANAN 主催「障害学生支援教職員研修会」に後援 

  開催日：2013 年２月２２日（金）同志社大学にて 

９．ｅラーニングコンテンツ調整会議（３回開催） 

   開催日：2012 年６月 29日（金）、１月 24日（木）、３月１３日（水） 

10．京都学企画検討委員会（４回開催） 

   開催日：2012 年６月 27日（水）・８月１日（水）・10月 12 日（金）・１月８日（火） 

Ⅴ．その他 

１．ノートテイカー養成講座（初心者編）

  開催日：2012 年５月 19 日（土） 

  開催場所：キャンパスプラザ京都 

  参加者数：18名 

２．2012 年度 教育著作権セミナーの開催 

開催日：2012 年 10 月 16 日（火） 

会 場：キャンパスプラザ京都 第４講義室 

参加者数：30大学・短期大学、1高等専門学校、1各種学校 

講 師：尾崎 史郎 氏 放送大学 ICT 活用･遠隔教育センター教授 

（元文化庁著作権課マルチメディア著作権室長） 

以上 



【高大連携事業部】 
１．京都高大連携研究協議会 

 京都高大連携研究協議会は、「学生のまち・京都」で学ぶ生徒・学生の豊かな教養と人格を形成する「人

づくり」を、京都の「産・官・学（高校・大学）」が一堂に会して、「個別高校・大学間の＜個と個の連

携＞ではなく、組織と組織による＜面と面での連携＞によって高大連携を実現して達成する」ことを目

的として 2003 年 5 月に発足した。

組織構成団体は、「京都府教育委員会」「京都市教育委員会」「京都府私立中学高等学校連合会」「京都

商工会議所」「公益財団法人 大学コンソーシアム京都」である。

（１）実践研究共同教育プログラム 

実践研究共同教育プログラムは、高等学校・大学の双方の教員が授業プログラムを共同開発し、主に

高等学校の正課の中で実践する取り組みで、2005 年度の本格事業化から７年目を迎えた。 

本プログラムは、入試を接点とするイベント的な一過性の出張講義と異なり、接続教育本来の教育効

果を重視し、生徒の「学びの魅力の発見」「教科の枠を超えた学問の体験」「高等教育に触れる貴重な体

験」「生徒から学生への円滑な移行」等の実現を目指すとともに、高大の教員間での教授法の共有などを

目指している。 

2012 年度は、府内５校（洛陽工、園部、東稜、乙訓、京都八幡）を採択し、高等学校の正課授業など

で実施している。 

＊2012 年度実践校のテーマ 

◆洛陽工高：電池による電気エネルギーの有効活用（工業） 

◆園 部 高：今日の世界を知る～明日の世界を考える（国際理解Ⅰ） 
◆東 稜 高：文明と環境（世界史・地理・政治経済） 

◆乙 訓 高：競技力向上に関する研究・健康教育に関する研究（ｽﾎﾟｰﾂ概論）   

◆京都八幡：ものづくりと心人と人とをつなぐ「もの」（工芸（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾗﾌﾄ）） 

＊2012 年度実施状況（塗り潰しが実施済み） 

○高大連携事業「成果報告会」（新規） 

  日  時：2013 年 2月 16 日（土）14：00-16：30（予定） 

  場  所：龍谷大学 大宮学舎 清和館ホール 

参加高校：実践研究共同教育プログラムの 4校（乙訓除く）＋SPP 等 2 校（南丹高校・洛東高校） 

参 加 者：発表者、高校教員、大学教員等、合計 65 名 

第6回

2/13(水)ほか

-

-

-

-

11/19（月）

13：10-14：00

2/5（火）2/7（木）

発表会

京都八幡（3年目）
11/6（火）

13：40-15：30

11/13（火）

13：40-15：30

11/27（火）

14:00-15:00
- -

実験計画作成および実験実施中乙訓（3年目）

11/1（木）

10：45-12：35

11/8（木）

10：45-12：35

7/6（金）

11：00-12：40

11/19（月）

15：15-16：05

12/3（月）

午後

12/7（金）

午後
-

7/3（火）

14：25-16：15

第2回

園部（1年目）
7/12（木）

10：35-12：15

9/20（木）

10：45-12：35

9/27（木）

10：45-12：35

第3回 第4回

東稜（2年目）

第5回

洛陽工業（1年目）
10/18（木）

13：10-15：00

10/25（木）

14：30-16：30

10/29（月）

13：10-14：10

11/5（月）

13：10-15：00

高校名 第1回



（２）第１０回高大連携教育フォーラム 

 高大連携教育フォーラムは、高大連携における「国内動向の情報共有と京都における取り組みの情報

発信」を趣旨に開催し、2012 年度で１０回目を迎えた。部構成を変更しフォーラム全体の連携や、参加

者同士で意見交換を行ってもらうディスカッションの時間を設ける等の変更を行った。また、今回は、

節目の年でもあるため情報交換会兼京都高大連携研究協議会発足 10 周年記念レセプションも開催した。

日 時：2012 年 12 月 7日(金)（於：キャンパスプラザ京都） 

 テーマ：「これからの時代に求められる学力・能力とは？-教育の目標を明確化するために-」 

 参加者：基調講演・シンポジウム 211 名（昨年度 204 名） 

     ディスカッション    186 名（昨年度 192 名） 

     分科会         143 名（昨年度 141 名） 

     情報交換会        97 名 

【第１部】基調講演・シンポジウム・ディスカッション  9：30～15：00 

基調講演   テ ー マ  中教審答申の理念と新学習指導要領 

講 演 者  安彦忠彦（神奈川大学特別招聘教授） 

シンポジウム パネリスト  笠谷卓生（近畿高等学校進路指導連絡協議会事務局長/京都府立鴨沂高等学校進路指導部長） 

       パネリスト  椋本 洋（大学コンソーシアム京都高大連携推進室/立命館大学理工学部講師） 

       パネリスト  今村 亮（特定非営利活動法人 NPO カタリ場 カタリ場事業部事業部長） 

ディスカッション Ａグループキャリア形成「高大連携をふまえたキャリア形成教育」 

        報 告 者  遠山秀史（京都府教育委員会高校教育課指導主事） 

        Ｂグループ高大接続「高大接続の新展開」 

        報 告 者   鈴木 誠（北海道大学高等教育推進機構・高等教育研究部/大学院理学院教授 ） 

【第２部】分科会 15：30～17：00 

第１分科会【表現技法】 第２分科会【数学】第３分科会【英語】第４分科会【理科】 

  【情報交換会 兼 京都高大連携研究協議会発足 10周年記念レセプション】17：30～19：30 

（３）Ｋｙｏｔｏカタリ場（新規） 

大学設置基準の改正（2010 年 4 月）や中教審答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育のあ

り方について」（2011 年 1 月）が出され、高等学校の学習指導要領（2009 年 3 月）にも「キャリア教育」

の記述が盛り込まれるなど、初等中等教育から高等教育までを通した社会的・職業的自立をめざすキャ

リア教育・職業教育の展開が求められている。そのような背景に着目し、高校生が将来に向かうための

学習意欲を喚起すること、また、各高等学校におけるキャリア教育の推進に寄与することを目的として

高大連携によるキャリア教育プログラム「Ｋｙｏｔｏカタリ場」を開始した。 

＊2012 年度実践校および実施会場 

実施日 時間 対象 企画テーマ

４月２０日（金） 14:30～16:25 府立 東宇治 ２年生２７１名 一歩先へ

６月１０日（日） 10:00～12:00 自由参加 -
９月２０日（木） 13:05～14:55 府立 洛　水 ２年生２３０名 夢の架橋

１０月２７日（土） 10:35～12:40 自由参加 -
１１月７日（水） 14:15～16:05 市立 日吉ヶ丘 ２年生２７１名 未来のページにワクワクしよう！

１１月２９日（木） 14:20～16:10 府立 洛　西 １年生４０２名 安心空間

２月１３日（水） 13:25～15:15 府立 乙　訓 １年生２４４名 検討中

京都の大学「学び」フォーラム滋賀会場

京都の大学「学び」フォーラム京都会場

高校名（会場名）

Really?



（４）高大社連携ワーキンググループおよび Kyoto ワークショップ倶楽部（新規） 

 上記（３）をより発展させることを目的にワーキンググループを設置し、今年度は試行的に以下の２

つのプログラムを実施した。 

○どうする!?これから みんなで一緒に考えよ♪「女性の仕事と生き方」 

  日 時：2013 年 2 月 23 日（土）9：30-11：40 
場 所：キャンパスプラザ京都 2 階 第 1 会議室

   参加者：高校生 11 名、大学生 3 名、社会人 9 名

概 要：これから進路選択を行おうとする高校生と大学生が、実際に社会で働く女性から多様な

キャリア経験の現実を拝聴し、懇談する機会を設けることにより、ワークライフバラン

スが男性以上に求められている現実や、長期的視点でキャリア形成を考えること、ひい

ては進路に対する自覚の確立と次世代の職業人としての意識向上・勤労観・職業観を持

つ必要性を認識し、今後の進路選択に役立ててもらうことを目的とする。

内 容：パネルディスカッション 60 分およびグループワーク 60 分

○「まるっとーく in 綾部」 

   日 時：2013 年 3 月 9 日（土）10：00-12：00 
場 所：京都府立綾部高等学校内

対 象：高校 1・2 年生の補習授業参加者から 52 名

       大学生は 20～30 名

概 要：現在の限られた情報での進路選択ではなく、大学生との会話を通じて希望通りには進ま

ない進路の現実やそういう背景がありつつも努力を続ける大学生の姿を目のあたりにす

ることで進路の多様性を知り、継続的に努力する必要性を再認識する。（特定の大学へ向

けた進路相談・紹介にならないことは前提である）

２．高大接続事業（京都の大学「学び」フォーラム） 

 「京都の学びの魅力」を京都府、滋賀県に在住する高校生および保護者を主な対象者として積極的に

伝えていくことを目的に 2002 年度から開始し、ピーク時は全国６会場へ拡大した。

しかしながら、2006 年 12 月に開始５カ年の中間総括を行ない、2007 年度からは模擬講義などを実施

するフォーラムとしては京滋・大阪・福知山・京都の４会場に絞り込み（高大連携教育事業の側面）、東

京・名古屋において総合的に情報を発信する事業（共同広報事業の側面）を展開した。一方で、加盟校

からの広報的側面の充実の要請に応え、「京都の学びの魅力」を共同広報・情報発信もおこなうこととな

った。2008 年度には、さらに工夫を重ね（大学コンソーシアム大阪への配慮など）、フォーラムは滋賀・

福知山・京都会場の３会場とした。2011 年度からは、滋賀会場においては、滋賀県の大学へ進学を希望

する高校生のニーズに応えるべく、滋賀県内の大学（2012 年度：9 大学）が相談ブースに特別参加する

こととなった。また、福知山会場を単独に開催せず、京都会場に統合して開催することとした。同時に、

京都府北部の高校生に配慮して、高校から京都までバスをチャーターすることとなった。

（１）京都の大学「学び」フォーラム 2012 開催結果 

日 程 地域 会 場 参加大学数 講座数 参加目標 
参加者数 

2012 2011 2010 

6/10（日） 滋賀 
龍谷大学 

瀬田キャンパス 

36 

（滋賀 9大学含） 
43 900 人 679 人 824 人 520 人 

10/27（土） 京都 大谷大学 28 49 2,600 人 2,722 人 2,265 人 1,821 人 

18名18名



（２）広報展開 

○高校訪問  

滋賀県下高校訪問（4月末～5月） 

滋賀県 47校／リーフレット受注数：12,833 部 

京都市立高校 4校／リーフレット受注数：3,070 部 

大阪北摂地域高校 8校／リーフレット受注数：280 部 

京都府下高校訪問（6月～7月） 

京都府下の全高等学校 

  ○資料送付 

   京都府内 私立高等学校（38校） 全生徒：25,822 部 

   大阪市立（21 校）、奈良（53 校）、福井（29 校）、岐阜（26 校）、三重（77 校） 

○出向説明 

   京都市立高校校長会出向説明…3/23（金）、4/16（月）於：西京高等学校同窓会館 

   京都府私立中学高等学校連合会校長会…4/20（金）於：私学会館 

   近畿進路指導研究協議会および幹事会…4/13（金）、4/27（金）ほか 4回 於：ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 

   滋賀県高等学校進路指導研究会(進路指導部長会議)総会…5/11(金)於：滋賀県庁新館大会議室

 高等学校コンソーシアム京都ワーキング部会…5/24（木）15：30～ 於：京都高等技術研究所 

京都府立高等学校進路指導協議会常任理事会…6/4（月）於：亀岡高等学校 

中丹・口丹・丹後地区進路指導部長会…6/11（月）於：各地区内の高校 

京都私立大学・短期大学入試研修会…7/9（月）於：大谷大学 

○その他 

京都市役所本庁舎・区役所・支所(全 15カ所)にポスター、リーフレット、学びスタイル設置 

京都市営地下鉄(全 31 駅)にポスター・学びスタイル設置 

加盟校への学びフォーラム①ホームページのバナーおよび②ＨＰへのリンク、③紹介依頼 

 →大谷大学、京都橘大学、京都ノートルダム女子大学、京都聖母女学院短期大学 

平安女学院大学、明治国際医療大学、龍谷大学（以上、バナーからのリンク） 

京都工芸繊維大学、京都精華大学、大阪医科大学（以上、HP リンク） 

高校生新聞広告掲載 

（３）会議開催 

・第 1 回京都の大学「学び」フォーラム企画検討委員会

日 時：2012 年 5 月 25 日(火) 15：00～15：40 
会 場：京都大学 時計台記念館 国際交流ホールⅢ

議 題：1） 2012 年度事業推進体制について（委員紹介ほか） 

2） 京都の大学「学び」フォーラム企画について 
3） 京都ワンキャンパス、大学フェアでの京都の大学情報コーナー企画について 

・京都の大学「学び」フォーラム 2012 大学担当者事業説明会 

日 時：2012 年 5月 15 日(火) 14：30～16：00 

会 場：キャンパスプラザ京都 4階 第 4 会議室 

議 題：1） 京都の大学「学び」フォーラム企画について 

2） 京都ワンキャンパス、大学フェアでの京都の大学情報コーナー企画について



（※1）京都ワンキャンパス（特徴：大学連合参加） 

東京・名古屋・大阪会場の 3 会場に「京都エリア」を設定し、参加する加盟大学・短期大学が「京都エリア」

内でブースを出し、他地域・他大学との差別化を図りながら効果的な共同広報・情報発信を展開している。また、

参加大学・短期大学における経費負担についても、単独参加経費に比べ、かなりの経費削減を実現できている。 

・第 2 回京都の大学「学び」フォーラム企画検討委員会

日 時：2012 年 12 月 19 日（水）14：00～15：00 

会 場：キャンパスプラザ京都 5階第 1共同研究室 

議 題：1)京都の大学「学び」フォーラム 2012 実施報告および 2013 年度事業計画について 

    2)2012 年度共同広報事業実施報告および 2013 年度計画案について 

・京都の大学「学び」フォーラム 2013 大学担当者事業説明会

日 時：2013 年 1 月 15 日（火）14：00～15：00 

  会 場：キャンパスプラザ京都 4階第 4講義室 

議 題：1)京都の大学「学び」フォーラム 2012 実施報告および 2013 年度事業計画について 

    2)2012 年度共同広報事業実施報告および 2013 年度計画案について 

（４）2013 年度の開催予定について 

   （滋賀会場） 2013 年  6 月 9 日（日）立命館大学びわこ・くさつキャンパス 

 （京都会場） 2013 年 10 月 26 日（土）龍谷大学深草キャンパス 

３．共同広報事業 

本事業は、前述の京都の大学「学び」フォーラムに対し、全国の高校生などを対象とし「京都の大

学の魅力」を発信していく場として、2008 年度より独立した事業の形を取り運営を進めている。加

盟大学・短大においても志願者・入学者確保は年々厳しさを増しているなかで、東京、名古屋、大阪

における「京都ワンキャンパス」（※1）の取り組みや、その他地方都市での「京都の学び」を広報す

るために、大学コンソーシアム京都の「京都の大学情報コーナー」ブースを設置している。

また、ＩＴ環境が急速に整備されるなか、とりわけ広報対象者である全国の高校生の圧倒的多数が

携帯端末を所持していることに鑑みて京都の大学（大学コンソーシアム京都）としてのモバイルサイ

トを展開していたが、昨今の急速なスマートフォンの普及により廃止し、財団ＨＰへの移行を行った。 

（１）進学相談会への参加 

東京、名古屋、大阪での「京都ワンキャンパス」の取り組みをすすめ、新潟、静岡、福岡、広島の

大学フェア、その他地域の相談会を利用して全国への情報発信を行う。また、その他未広報地域への

高校生への情報発信は、相談会への資料参加により集中的に行った。 



2009 2010 2011 2012

5月11日 金 進学ガイダンス（大・短・専） 北海道 札幌 札幌パークホテル 1,491 961 929 1,256

5月14日 月 進学相談会 奈良 奈良 なら100年会館 652 615 575 490

5月21日 月 進学ステーション 宮城 仙台 仙台市情報・産業プラザ 1,134 1,016 887 1,169

5月29日 火 進学ガイダンス（大・短・専） 福島 福島 エスパル福島 497 208

5月29日 火 進学説明会 福岡 北九州 ステーションホテル小倉 823 806 1,051 713

5月30日 水 進学説明会 福岡 久留米 ハイネスホテル久留米 238 261 276 725

5月31日 木 進学説明会 福岡 福岡 ホテルニューオータニ博多 1,347 1,472 1,253 1,125

6月3日 日 進学相談会 和歌山 和歌山 プラザホープ 1,064 651 803 318

6月5日 火 進学ガイダンス（大・短・専） 福井 福井 フェニックス・プラザ 417 329 923 903

6月6日 水 進学説明会 熊本 熊本 ホテル日航熊本 733 562 569 574

6月7日 木 進学ステーション 鳥取 鳥取 ホテルモナーク鳥取 403 489 492 404

6月7日 木 進学ガイダンス（大・短） 山口 山口 山口市民会館 359 377 295 171

6月7日 木 進学説明会 宮崎 宮崎 MRT　micc 540 408 538 837

6月8日 金 進学説明会 長崎 長崎 ベストウェスタンプレミアホテル長崎 436 267 481 394

6月9日 土 進学ステーション 島根 松江 くにびきメッセ 1,125 1,152 987 992

6月12日 火 進学説明会 佐賀 佐賀 ホテル　グランデはがくれ 238 142 77 93

6月12日 火 進学ガイダンス（大・短・専） 沖縄 宜野湾 沖縄コンベンションセンター 905 539 1,445 1,423

6月14日 木 進学説明会 鹿児島 鹿児島 ジェイドガーデンパレス 355 409 335 413

6月23日 土 進学相談会 岐阜 岐阜 岐阜市文化センター 1,343 1,609 894 1,016

7月14日 土 進学ステーション 愛媛 松山 松山市総合コミュニティセンター 953 998 254 247

7月20日 金 進学相談会 徳島 徳島 ホテルクレメント徳島 644 630 259 314

7月22日 日 進学相談会 岡山 岡山 岡山コンベンションセンター 675 1,035 825 866

8月20日 月 進学相談会 静岡 浜松 アクトシティ浜松　コングレスセンター 1,280 1,185 967 787

8月23日 木 進学相談会 兵庫 姫路 ホテル日航姫路 930 707 910 745

8月26日 日 進学相談会 三重 津 ホテルグリーンパーク津 718 628 573 566

9月29日 土 進学相談会 兵庫 神戸 神戸サンボーホール 1,284 1,158 1,103 526

総来場者数
日 曜日 企画名 都道府県 開催都市 場所

2009 2010 2011 2012 2011 2012

5月10日 木 進学ガイダンス（大・短・専） 石川 金沢 もてなしドーム ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 230 378 798 905 - 35

5月20日 日 大学フェア2012 新潟 新潟 朱鷺メッセ ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 1,818 1,992 2,475 2,345 100 66

5月27日 日 大学フェア2012 静岡 静岡 ツインメッセ静岡 ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 2,442 2,759 3,866 3,129 125 112

6月4日 月 進学ガイダンス（大・短） 岡山 岡山 岡山コンベンションセンター ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 1,236 1,260 21 26

6月13日 水 進学説明会 大分 大分 トキハ会館 ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 761 783 743 940 - 46

6月21日 木 進学ガイダンス（大・短・専） 高知 高知 高知新阪急ホテル ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 1,142 502 - 18

7月7日 土 大学フェア2012 東京 東京 東京国際フォーラム 京都ﾜﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 7,958 5,049 6,277 5,591 114 58

7月12日 木 進学フェスタ 大阪 大阪 インテックス大阪 ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 新規 3,738 - 44(29)

7月15日 日 大学フェア2012 広島 広島 ＮＴＴクレドホール ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 2,228 1,526 1,934 1,806 61 65

7月21日 土 進学相談会 香川 高松 アルファあなぶきホール ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 667 671 130 385 - 23

7月22日 日 大学フェア2012 愛知 名古屋 吹上ホール 京都ﾜﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 2,487 1,934 2,204 2,618 122 84

7月22日 日 大学フェア2012 福岡 福岡 福岡国際センター ｺﾝｿｰｼｱﾑﾌﾞｰｽ 2,917 2,196 1,728 1,742 98 84

8月26日 日 大学フェア2012 大阪 大阪 グランキューブ大阪 京都ﾜﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 2,944 2,302 1,822 2,861 95 67

実面談者数総来場者数
日 曜日 企画名 都道府県 開催都市 場所 参加形態

○ブース参加 

○資料参加 



（２）全国高校・予備校訪問 

2009 年度より、全国各地で開催される進学相談会に参加した際、その地方の主要な高等学校や予備

校を訪問し、進路の先生に改めて京都の学びの魅力を広報している。また、全加盟校の基本情報や、

単位互換制度などの財団事業を紹介した広報誌『学びスタイル』の活用ならびに進路指導室等への配

架を依頼している。 

 ・富山県（高岡高校、高岡第一高校、他 4校） 

 ・福井県（敦賀高校、高志高校、他 2校） 

 ・石川県（金沢高校、星稜高校、他 3校） 

 ・新潟県（新潟高校、新潟中央高校、他 3校＋予備校 3校） 

 ・静岡県（浜松学芸高校、浜松市立高校、他 4校＋予備校 4校) 

・三重県（津高校、セントヨゼフ女子学園高校、他 2校＋予備校 1校） 

 ・岡山県（岡山一宮高校、岡山高校、他 3校＋予備校 4校） 

 ・大分県（大分上野丘高校、別府青山高校、他 1校） 

 ・高知県（高知西高校、土佐高校、他 3校＋予備校 2校） 

 ・広島県（予備校 1校） 

 ・香川県（高松第一高校、英明高校、他 4校＋予備校 2校） 

 ・愛知県（愛知啓成高校、一宮西高校、他 2校＋予備校 3校） 

 ・福岡県（東築高校、明治学園中高、他 8校＋予備校 3校） 

 ・大阪府（予備校 2校） 

 ・兵庫県（甲南女子高校、ほか予備校 2校） 

以上





【高等教育研究推進事業部】 

（１） ＦＤ関係事業 ＦＤ企画検討ＷＧ、ＦＤ研究ＷＧ、ＦＤフォーラム企画検討ＷＧ

日程 企画名 参加 

2012 6月23日（土） 京都ＦＤ執行部塾(講師：京都大学教授 飯吉透氏) 53人 

9月15日（日）～16日（祝） ＦＤ新任教員合同研修Ａ  15人 

11月12日(月)/12月11日（月） 京都ＦＤｅｒ塾  小規模×2回 (学生支援・学生支援) 29人 

2013 1月26日(土) 京都ＦＤｅｒ塾  中規模1回  (同上) 94人 

2月23日(土)～24日(日) 第18回ＦＤフォーラム（於立命館大学）<詳細後述> 901人 

3月9日(土)～10日(日) ＦＤ新任教員合同研修Ｂ  

１．第18回FDフォーラム  （参考）第17回参加総数 1,109名

テーマ｢学生が主体的に学ぶ力を身につけるには｣   於 立命館大学衣笠キャンパス  ＜定員850名＞

(第1日）2013年2月23日（土）13：00～19：00   

シンポジウム① シンポジウム② 

テーマ 主体的な学びを支える仕組み 学生とともにすすめるFD 

コーディネーター 京都精華大学教授 共通教育センター長 

高橋 伸一 氏 

京都産業大学教授 学長特命補佐 

耳野 健二 氏 

シンポジスト 学校法人濱名学園理事長 関西国際大学長 

濱名 篤 氏 

京都市教育委員会 教育企画室 

荒瀬 克巳 氏 

高知工科大学 総務部長 

福田 直史 氏 

立命館大学 教授 教養教育センター副センター長 

木野 茂 氏 

追手門学院大学 教育研究所 所長 梅村 修 氏 

京都文教大学教務課係長 村山 孝道 氏 

京都産業大学学長室 山内 尚子 氏 

立命館大学、追手門学院大学、京都文教大学、 

京都産業大学 学生FDスタッフ 

(第2日）2013年2月24日（日）10：00～15：30   

テーマ 

第１分科会 「成績評価」から見る大学教育 

第２分科会 キャリア教育の現状と課題 

第３分科会 学生による授業アンケートの現在と課題そして発展へ 

第４分科会 大学教育におけるSNS（social networking service）の光と影 

第５分科会 多言語教育の現状と将来 

第６分科会 「アウェイ」で教える教養科目 

第７分科会 学生間の協同的学習を促す授業方法 

第８分科会 入学前教育の現状とその効果の検証 

第９分科会 ティーチング・ポートフォリオの組織的導入と活用 

第１０分科会 学習支援における教職協働と第三の職種 

第１１分科会 学部ゼミナール運営の課題 

第１２分科会 高等教育で本当に「実践力」は身につくのか？ 

第１３分科会 学生の縦のつながりを活かした学生支援 

20 人



（２）ＳＤ関係事業    ＳＤ研修委員会  

１．大学職員共同研修プログラム 

3/21～9/11 に全8回開催   のべ参加者数   212人（2011年度 203名） 

プログラム名 日程 参加 主な対象 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ(基礎編) 3/21(水)、 22(木)、23(金)、6/8(金) 70人 新任職員 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ(ﾘﾌﾚｯｼｭ編) 8/7(火) 19人 勤続3年以上 

ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 8/8(水) 41人 中堅職員以上 

コーチング 9/7(金) 38人 中堅職員以上 

時間管理術 9/11(火) 44人 新任～中堅職員

２．第１０回ＳＤフォーラム 

(1)開催日:2012.10.21(日)（於 キャンパスプラザ京都）(2)テーマ:｢若手職員の成長・育成｣ 

(3)基調講演、６分科会（30名定員）を設置 (4)参加者総数161名（2011年度 173名） 

テーマ 氏 名 所属 司会・ｺｰﾃﾞｨ

基調講演 若手職員の成長につながる学びとは 夏目 達也 名古屋大学 椿本副局長 

分科会Ａ 主体的なキャリア形成を通した大学改革へのアプローチ 山内 尚子 京都産業大学 森(洋)委員 

Ｂ 自主勉強会による大学職員の自律的キャリアデザイン 横内 雄介 明治大学 村澤委員 

Ｃ 「経験学習の促進による育成の取り組み」～立命館大～ 大島 英穂 立命館大学 山崎委員 

Ｄ 「大規模大学の職員研修制度について」～龍谷大～ 屋山 新 龍谷大学 川内委員 

Ｅ 「人と組織の成長をめざして」～堀場製作所事例報告～ 野崎 治子 堀場製作所 下村委員 

Ｆ 「若手・中堅職員と管理職がともに育つ組織をめざして」 重光 直之 株）ｼﾞｪｲﾌｨｰﾙ 藤原委員 

  ※ 年度末に「SDフォーラム報告集」発刊予定 

３．ＳＤワークショップ2012  参加者総数 54名 

月日 テーマ 

１ 11/17 「高等教育政策の読み方」ワークショップ(文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐 白井 俊) 

２ 12/1 「教学マネジメント」ワークショップ（立命館大学教学部次長 石坂和幸） 

３ 12/15 「学生支援」ワークショップ（京都外国語大学学生相談室専門カウンセラー・インテーカー 梅本直） 

４ 12/22 「職場活性化」ワークショップ（関西生産性本部経営革新部長・コンサルタント 安田弘） 

４．ＳＤガイドブック（電子ブック改訂版） 

2013年3月末 大学コンソーシアム京都ＨＰより公開開始予定 

（３） 国際連携事業     国際連携事業運営委員会

１．短期留学プログラム開発  

プログラム名 科目開設大学 日程 派遣先 参加状況 

ボストン・サマーセッション 昭和女子大学 2012/8/20～9/16 Showa Boston 7 

国際文化学部企画短期留学 

（オーストラリア・メルボルン） 
龍谷大学 2013/2/13 ～ 3/17 

ヴィクトリア州所在 

6大学（選択制） 
23 

２．教職員交流・研修プログラム開発 

MUELC職員対象海外研修プログラム  8/8～9/2  

（参 加：大阪経済大学、椙山女学園、京都産業大学、コンソ各1名、龍谷大学2名、） 

オーストラリア メルボルン Deakin 大学より Shadowing Program 受け入れ（1名） 

     12月3日（月）～12月7日（金）：協力加盟校 龍谷大学・京都工芸繊維大学・京都産業大学・同志社大学 

大学コンソーシアム京都ＨＰにて公開中



３．IELTS試験対策講座 

2013年1月6日（日）（32名参加）、1月13日（日）(19名参加)  定員 先着60名(申込み55名) 

IELTS試験(2/23キャンパスプラザ京都)  8名受験 

（４）都市政策研究推進事業等

１．都市政策研究推進事業

 (A)若手研究助成事業  応募件数 20件（2011年度 11件） 採択件数3件（ほか継続案件1件） 

研究代表者 所属大学 研究テーマ 

中道 純子 立命館大学大学院政策科学研究科 潜在化するホームレスの現状と課題－京都市を事例に－ 

梁 説 立命館大学大学院先端総合学術研究科 住民の意識調査から読みとる都市型「共生」社会の実現プロセス 

前田 瑠佳 京都橘大学大学院文化政策学研究科 地域演劇の継続的活動が成立する要件に関する研究 

  ※1月25日 第6回都市政策研究会にて最終の研修指導実施 

 (B)政策系大学・大学院研究交流大会 

   2012年12月2日(日)  参加者数 317名 

発表件数 64件（口頭発表46件、パネル発表 18件）その他（行政展示）12件 

昨年度：74件（口頭発表54、パネル展示20）その他（行政展示）3件 

２．学まちコラボ事業 

  【2012年度認定事業】 7件

 【2012年度奨励事業】2件 

※奨励事業2「よう北野まつり」については、運営団体より助成金辞退の申し出があり、2月6日選考委員会の議を経て辞退を承認。 

2012年度事業報告会 2013年4月6日(土) キャンパスプラザ京都にて 開催予定 

（５）シンクタンク事業（未来の京都創造研究事業）             

１．調査・研究事業 

・募集総数 26件（2011年度11件）、採択件数6件（2011年度4件） 

・中間報告を実施（11月1日） 

・研究だよりの発行 （8月から毎月発刊） 

事業名 大学・団体名 行政区 助成申請額 助成決定額

1 京都白川　水上空間の交流づくりワークショップ 京都大学 東山区 297,000 297,000

2 嵐山　七夕文化のまちづくり2012 京都嵯峨芸術大学 右京区 300,000 300,000

3 京都三条節分おばけ2013 京都精華大学　精華お化け会 中京区 300,000 300,000

4
パープルフレンズによる「まちうたフェスティバ
ル」開催に向けた支援事業

佛教大学
むらさきっず

北区 300,000 300,000

5 深草SOSUI（疏水）物語 龍谷大学 伏見区 300,000 300,000

6 人をつなげる縁側プロジェクト実行委員会
龍谷大学
立命館大学

下京区 300,000 300,000

7 三十六歌仙まちなか博物館構想 龍谷大学 下京区 300,000 300,000

事業名 大学・団体名 行政区 助成申請額 助成決定額

1 ことおこしをデザインするプロジェクト
京都造形芸術大学
近代産業遺産アート再生プロジェクト「まか通Ⅵ」

東山区 300,000 100,000

2 よう北野まつり
佛教大学
特定非営利活動法人
よう北野まつり

上京区 200,000 100,000



・成果報告会および交流会を3月19日に実施予定 

指定課題 1「地蔵盆などの地域の伝統行事の現状と地域コミュニティ活性化への影響」…応募6件 

① 四地域を通して考える地蔵盆～一世代間の伝承構造と地域コミュニティでの機能～」京都精華大学人文学部・教授 真下美弥子 

② 地蔵盆の運営実態と地域のレジリエンス向上に果たす役割に関する研究」 京都大学大学院工学研究科・研究員 前田昌弘 

指定課題 2「京都地域の大学進学に修学旅行等が与える影響分析と学校行事を活用した魅力発信の方策」…応募6件 

③ 「修学旅行の訪問先が大学進学に与える影響の分析と大学の魅力発信の方策～修学旅行生および大学在校生に対するアンケート分

析等を事例として～」 平安女学院大学国際観光学部・准教授 井上学 

自由課題 …応募14件 

④ 「二条駅周辺の再開発とまちづくり ～「立地創造の視点」から～」 立命館大学文学部・准教授 加藤政洋 

⑤ 「京野菜（地場農産物）でつながる洛中洛外ネットワーク：地産地消の過去・現在・未来」 同志社大学経済学部・助教 三俣延子

継続課題 （昨年度からの継続研究） 

⑥ 「 家族介護者の仕事と介護が折り合う環境（ワーク・ケア・ライフ・バランス）の実現に向けた支援策の提供」 

 立命館大学産業社会学部・准教授 斎藤真緒 

２．政策評価結果の分析 

新たに都市政策研究会委員や専門的知識を有した院生等の参加を得て、京都市が実施している「市民生活実感調査」の分析を

実施し、3月までに報告書を作成予定 

（成果報告会約80名・交流会約50名）

報告書を提出。



【学生交流事業部】

１．京都学生祭典

１）2012 年度 第 10 回京都学生祭典

主  催：京都学生祭典実行委員会

共  催：京都学生祭典組織委員会

        京都府、京都市、京都商工会議所、一般社団法人京都経済同友会、

公益財団法人 大学コンソーシアム京都、

特別協力：イオンモール株式会社、京都駅ビル開発株式会社、京都アバンティ、平安神宮

実 施 日：2012 年 10 月 7 日（日）

会  場：平安神宮・岡崎公園一帯

主な企画：Opening／京炎 そでふれ！全国おどりコンテスト／縁日／げんきっずスタジア

ム 2012／KYO-SENSE プロジェクト／京園まくなし！／そでふれ the world～
きて・みて・ふれて 京炎 そでふれ！～／京の灯園／Grand Finale 

企画内容：記念すべき 10 周年を迎えた今年度は、これまでの 10 年間の集大成であると同時

に次の未来を見据えた新たな始まりの年にするべく『想いと未来の「糸」を紡ぐ』

をコンセプトに掲げ、祭典に関わる多くの方々との密度の濃い関係を構築し、そ

れぞれの想いを「共感」という「糸」として紡ぎ、共に一つになって祭典を創り

上げ、今後の京都学生祭典に繋げていくことをコンセプトに企画された。

開催場所：平安神宮、岡崎公園一帯（開催中には、神宮道、二条通、冷泉通を交通規制）、

岡崎グラウンド、岡崎グラウンド園路、岡崎都市公園、京都市美術館前、京都府

立図書館前、京都国立近代美術館前

２）会議開催

（ア）事務局会議

会議名： 第２回事務局会議 

日 時： 2012 年４月 24日（火）16：00～18：00 

場 所： キャンパスプラザ京都 ５階 第１共同研究室 

議 題： 

1. 実施企画について                   【協議事項】

2. 京園 まくなし！（継続活動）について          【報告事項】

3. 各部署進捗報告 【報告事項】

会議名： 第３回事務局会議 

日 時： 2012 年６月 5日（火）17：00～18：30 

場 所： キャンパスプラザ京都 ５階 第１共同研究室 

議 題： 

1.本祭企画について                    【協議事項】 

2.業務委託について                                      【協議事項】 

3.9 月企画について                                       【協議事項】 

4.京炎 みこしの方針について                             【協議事項】 

5.祭典テーマソングについて                              【協議事項】 



6.公募企画の広報協力について（対象：大学）               【依頼事項】 

7.本祭当日の来場依頼の訪問について            【依頼事項】 

8.各部署進捗報告                     【報告事項】 

9.京都学生祭典パートナーによる期待・支援の 

あり方検討ワーキングについて 【報告事項】 

10.第２回企画検討委員会次第（議題）内容について     【報告事項】 

会議名： 第４回事務局会議

日 時： 2012 年８月 24 日（金）10：00～12：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 5 階 第 2 共同研究室

議 題：

【報告事項】

１.各部署進捗報告について

２.代表者訪問について     

３.本祭における各企画への組織委員ご列席一覧について

４.補正予算について 

【協議事項】               

１.本祭実施企画について            

２.自主警備計画について

３.9 月実施企画について

４.記念楽曲について

５.第 11 回京都学生祭典準備会発足について

６.第 3 回企画検討委員会・組織委員会次第（議題）内容について  

【依頼事項】

１.短期ボランティアスタッフ募集について（大学向け）     

２.本祭動員の広報について                  

会議名： 第５回事務局会議

日 時： 2012 年 11 月 15 日（木）13：00～15：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 ５階 第２共同研究室

議 題：

【報告事項】

１.第 10 回京都学生祭典 開催報告について

２.決算見込みについて

３.第 10 回京都学生祭典 監査人の選出について    

４.第 10 回京都学生祭典 実行委員会進捗について

５.振り返り会の実施について

６.第４回企画検討委員会および組織委員会について

【協議事項】

１.第 11 回京都学生祭典 準備会発足について



２.第 11 回京都学生祭典 事業方針について

会議名： 第１回事務局会議  ※第 11 回京都学生祭典

日 時： 2013 年２月 22 日（金）14：00～16：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 ５階 第２共同研究室

議 題：

【報告事項】

１.実行委員紹介

２.第 10 回京都学生祭典 決算報告について

【協議事項】

１.事業方針について

２.各部署方針・年間予定について

３.営業活動の方針について

４.雨天時対応について

５.会場設営、一部運営支援、ならびに警備業務委託に係る

業務委託とその選定方法について（案）

６.予算案について

７.第１階企画検討委員会、組織委員会の開催と議題について

（イ）企画検討委員会

会議名： 第２回企画検討委員会

日 時： 2012 年 6 月 15 日（金）16：30～18：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 4 階 第 2 講義室

議 題：

【報告事項】

第 10 回京都学生祭典実行委員会及び企画検討委員紹介

業務委託について

各部署進捗報告

京都学生祭典パートナーによる期待・支援のあり方検討ワーキングについて

第 2 回組織委員会次第（議題）内容について

【協議事項】

本祭実施企画について

9 月実施企画について

京炎みこしの方針について

祭典テーマソングについて

【依頼事項】

1.公募企画の広報協力について（対象：大学）

2.本祭当日の来場依頼の訪問について



会議名： 第３回企画検討委員会

日 時： 2012 年 8 月 30 日（木）15：00～17：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 4 階 第 2 講義室

議 題：

【報告事項】

1.新規企画検討委員の紹介

2.各部署進捗報告について

3.代表者訪問について

4.本祭における各企画への組織委員ご列席一覧について

5.京都学生祭典パートナーによる期待・支援のあり方検討ワーキングに関する答申について

【協議事項】

1.本祭実施企画について

2.自主警備計画について

3.9 月実施企画について

4.記念楽曲について

5.第 11 回京都学生祭典準備会発足について

6.第 3 回組織委員会次第（議題）内容について

【依頼事項】

1.短期ボランティアスタッフ募集について

2.本祭動員の広報について

会議名： 第４回企画検討委員会

日 時： 2012 年 11 月 22 日（木）15：00～17：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 ２階 ホール

議 題：

【報告事項】

１.第 10 回京都学生祭典 開催報告について

２.決算見込みについて

３.第 10 回京都学生祭典 監査人の選出について

４.第 10 回京都学生祭典 実行委員会進捗について

５.振り返り会の実施について

６.第４回組織委員会の開催について

【協議事項】

１．第 11 回京都学生祭典 準備会発足について

２．第 11 回京都学生祭典 事業方針について

【依頼事項】

１.新入生歓迎期における広報協力について



会議名： 第１回企画検討委員会  ※第 11 回京都学生祭典

日 時： 2013 年２月 28 日（木）15：00～17：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 ４階 第２講義室

議 題：

【報告事項】

１.実行委員紹介

【協議事項】

１.第 10 回京都学生祭典 決算について

２.事業方針について

３.各部署方針・年間予定について

４.営業活動の方針について

５.雨天時対応について

６.会場設営、一部運営支援、ならびに警備業務委託に係る

業務委託とその選定方法について（案）

７.予算案について

８.第１回組織委員会の開催と議題について

【懇談事項】

１.企画検討委員会のあり方について

（ウ）組織委員会

会議名： 第２回組織委員会

日 時： 2012 年 7 月 3 日（火）11：00～12：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 2 階 ホール

議 題：

【報告事項】

1.実行委員会進捗報告 

2.業務委託について 

【協議事項】

組織委員と委員長の交代について

本祭実施企画について

9 月実施企画について

京炎みこしの方針について

記念楽曲の制作について

会議名： 第３回組織委員会

日 時： 2012 年 9 月 4 日（火）11：00～12：00 
場 所： キャンパスプラザ京都 2 階 ホール

議 題：
【報告事項】

1.実行委員会進捗報告



2.本祭実施企画について

3.本祭における各企画への組織委員ご列席一覧について

4.自主警備計画について

5.9 月実施企画について

【協議事項】

1.記念楽曲について

2.第 11 回京都学生祭典準備会発足について

会議名： 第４回組織委員会

日 時： 2012 年 12 月 11 日（火）11：00～12：00 
場 所： キャンパスプラザ京都２階 ホール

議 題：

【報告事項】

１.第 10 回京都学生祭典 開催報告について 

２.決算見込みについて 

３.第 10 回京都学生祭典 監査人の選出について 

４.第 10 回京都学生祭典 実行委員会進捗について 

【協議事項】

１.京都学生祭典の活動主旨について 

２.第 11 回京都学生祭典 実行委員会発足について

３.第 11 回京都学生祭典 事業方針について 

会議名： 第１回組織委員会 ※第 11 回京都学生祭典

日 時： 2013 年３月 13 日（水）11：00～12：00  
場 所： キャンパスプラザ京都２階 ホール

議 題：

【報告事項】

１.実行委員紹介

２. 会場設営、一部運営支援、ならびに警備業務委託に係る

業務委託とその選定方法について

【協議事項】

１.第 10 回京都学生祭典決算について

２.事業方針について

３.各部署方針・年間予定について

４.雨天時対応について

５.予算案について



３）開催結果

（ア）第 10 回来場者数（延べ数）

５月 ３日（木・祝）５月企画・京園まくなし！スペシャル     4,200 人

９月１７日（月・祝）９月企画・恋しよ、京都 -京都学生祭典- 18,000 人

４月１日（日）～９月２日（日）京園まくなし！（５・９月除く）  1,867 人

１０月７日（日）  本祭         180,000 人 

総来場者数 204,067 人

※これまでの来場者数（延べ数）

第１回 102,000 人 

第２回  11,000 人（台風 22 号上陸のため全屋外企画中止）

第３回  128,000 人

第４回 174,000 人（この年から２日間開催）

第 5 回 215,500 人（1 日目に新風感を使用）

第６回 224,000 人（１日目に新風館、２日目にはみやこめっせを使用）

第７回 227,000 人（Grand Finale に新選組リアン出演）

第８回 203,500 人（１日目が雨天にて縮小開催）

第９回 188,000 人（１日開催に凝縮）

（イ）実行委員・短期ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ・おどり手数

実 行 委 員 数 ：24 大学 1 大学院 1 専修学校 241 名

短期ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ数     ：32 大学 1 大学院 1 専修学校  297 名

『京炎 そでふれ！』おどり手 ：18 大学 1 短期大学 1 専修学校  943 名  

  38 大学 2 大学院 1 短期大学 3 専修学校  1,481 名

（ウ）実施プログラム

①オープニング 京炎 そでふれ！おどり手約 900 名による「開演！京炎 そでふれ！」

②京炎そでふれ！全国おどりコンテスト（総エントリー数 106 団体、約 2,600 名出場）

＜京炎 そでふれ！部門＞ 

   １位 京炎 そでふれ！京躍華～結～

２位 京炎 そでふれ！輪舞曲 夜 

３位 京炎 そでふれ！彩京前線～雨雫～ 

審査員特別賞 京都市嵯峨野児童館、京炎 そでふれ！大宮炎龍舞連 

※審査員特別賞は３位までに入賞した団体以外の、構成員の過半数が中学生以下の団体を

対象とした賞。

四竹賞    流風都’s 

※四竹賞は京炎 そでふれ！の普及を目的にし、３位までに入賞した団体以外から１チーム

選ばれる賞。対象は 第８回以降からそでふれ部門に参加のチーム、あるいは四竹を普段

使わないチーム。



＜ノンジャンル部門＞ 

１ 位   ピンクチャイルド

２ 位   舞宇夢赤鬼

３ 位   あでおとあでーじょ

審査員特別賞 ＰＬ京都ＭＢＡくるくるず、Ｐ→ＳＥＮ、ＶＩＣＫＩＥＳ、Ｂ－ＴＲＩＢ

ＥＵ-12＆Ｕ-18 

③縁日 （参加団体 計 37 団体）

＜大学生×日本ブース＞   

京都工芸繊維大学、京都府立大学、池坊短期大学、京都学園大学、京都光華女子大学、京都産

業大学、京都女子大学、京都ノートルダム女子大学、京都聖母女学院短期大学、同志社大学、

同志社女子大学、平安女学院大学、立命館大学、龍谷大学、関西外国語大学、関西大学

＜国際化ブース＞

京都大学、同志社大学、立命館大学、龍谷大学、関西外国語大学、関西医科大学

＜チャリティーブース＞

京都市立岡崎中学校

＜企業・団体飲食ブース＞

岡崎自治連合会、関西みそ PR 委員会

④げんきっずスタジアム 2012 （参加団体 計３団体、協力学校 1 小学校 25 園）

同志社大学、株式会社ボーネルンド、錦林小学校、中立保育園、信愛保育園、わかば園、洛西

保育園、錦綾幼稚園、うづら保育園、神川保育園、竹田幼稚園、七条幼稚園、たちばな保育園、

下京保育所、西院幼稚園、葵保育園、岡崎幼児園、洛北せいか幼稚園、聖光幼稚園、だん王保

育園、吉田幼稚園、聖護院保育園、真覚寺保育園、月かげ幼稚園、墨染幼稚園、光林幼稚園、

慧日幼稚園、開智幼稚園

⑤そでふれ the world ～きて・みて・ふれて 京炎 そでふれ！～ （参加団体 計 12 団体）

 京炎 そでふれ！京小町（京都女子大学）、京炎 そでふれ！咲産華（京都産業大学）、京炎 そで

ふれ！輪舞曲（龍谷大学、京都ノートルダム女子大学、川崎医療福祉大学）、京炎 そでふれ！

志舞踊（同志社大学、同志社女子大学、大谷大学、種智院大学、バンタンデザイン研究所）、京

炎 そでふれ！彩京前線（京都大学、京都府立大学）、京炎 そでふれ！京躍華（京都薬科大学）、

京炎 そでふれ！Tacchi（京都橘大学）、京炎 そでふれ！おどりっつ（立命館大学、花園大学）、

京炎 そでふれ！華羅紅（京都光華大学）、京炎 そでふれ！葵和（京都精華大学）、京炎 そでふ

れ！文舞蘭（京都文教大学、京都文教短期大学、種智院大学）京炎 そでふれ！花風姿（同志社

女子大学）



⑥京の灯園 （10 周年企画制作特別チーム、参加団体 計２団体）

   ＜10 周年特別チーム＞ 京都市立芸術大学、京都女子大学

   ＜食品ブース＞    京都橘大学、立命館大学

⑦Grand Finale
   ＜京炎 そでふれ！全国おどりコンテスト決勝戦＞

   京炎 そでふれ！部門：京炎 そでふれ！京躍華～結～、京炎 そでふれ！輪舞曲 夜

   ノ ン ジ ャ ン ル 部 門：ピンクチャイルド、舞宇夢赤鬼

＜生ライブ＞

Chicago Poodle（第１回京都学生祭典 Kyoto Student Music Award 優勝）による生ライブ

（エ）メディア掲載

京都新聞 :6 月 8 日(金)朝刊、9 月 15 日(土)朝刊、10 月 8 日(月)朝刊

ＫＢＳ京都  :京都学生祭典特別番組 10 月 28 日（日）19 時から 19 時 55 分

４）2013 年度 第 11 回京都学生祭典 

（ア）組織編成

・実行委員長：堤 大地（立命館大学 2 回生）

  ・副実行委員長：三浦 直子（京都女子大学 2 回生）

・企画運営部長：萩原 瑞希（立命館大学 2 回生）

  ・営業部長：吉川 純由（立命館大学 2 回生）

  ・広報部長：頼光 拓真（関西大学２回生）

  ・警備部長：澤木 桃子（京都女子大学 2 回生）

  ・おどり普及部長：香川 大地（京都薬科大学 3 回生）

  ・年間交流部長：森脇 康介（龍谷大学 2 回生）

  ・総務部長：渡邉 悠斗（京都産業大学 2 回生）

（イ）開催概要

開催日    ：2013 年 10 月 13 日（日）

会場     ：平安神宮・岡崎公園一帯

開催コンセプト：『織りなす縁と新たな挑戦』

・織りなす縁…過去 10 年、京都学生祭典で築き上げてきた様々な方との繋がり(第 10 回コ

ンセプトの『糸』)をより強固にしていくという意味を込め、これまでの伝統をしっかり

と受け継ぐ。

・新たな挑戦…次の 10 年に向けた新たな一歩となる 1 年。今後とも変化のある学生らしい

祭典の礎を築く。（新部署…年間交流部、新プロジェクト…国際化推進プロジェクト）



２.第 15 回京都国際学生映画祭 

１）第15回京都国際学生映画祭概要 

開催期間・会場： 

2012年11月17日(土)～23日(金) 京都シネマ 

2012年11月17日(土)～23日(金)14:00～20:00（※23日のみ11:00～） 

京都精華大学Kara-S 

主  催：公益財団法人 大学コンソーシアム京都 

企画運営：第 15 回京都国際学生映画祭実行委員会 

運営支援：京都国際学生映画祭企画検討委員会 

助  成：芸術文化振興基金 

特別協力：京都シネマ 

連  携：京都府高等学校芸術文化連盟放送専門部 

   プログラム： 

【コンペティション】 

◆作品応募総数：22 カ国 362 本(国内：235 本、海外：127 本) 

◆入選作品：19 本（短編：10本、長編：9本） 

総数 京都 短編 国内 海外 長編 国内 海外

入選

（昨年）

19  
(15) 

1  
(1) 

10  
(9) 

3  
(4) 

 7  
(5) 

9  
(6) 

6  
(4) 

 3  
(3) 

応募

（昨年）

362  
(254) 

36  
(34) 

240  
(146) 

148  
(90) 

92  
(56) 

108  
(108) 

87  
(86) 

 35  
(22) 

※日本を含む 22 カ国より応募（昨年 22 カ国）

※京都からの応募をコンソ加盟校で換算すると 43 本になる

【特別プログラム】 

① 登竜門企画

・第 10 回京都国際学生映画祭グランプリ作品

小林達夫監督『少年と町』上映

   ・第 7 回京都国際学生映画祭グランプリ作品

真利子哲也監督『マリコ三十騎』上映

・第 10 回京都国際学生映画祭入選作品

水江未来監督『LOST UTOPIA』上映

② 関西ある視点

テーマ「狂気とユーモア」「すれ違う想い、恋」に沿った関西学生作家の作品を上映。

   ・「狂気とユーモア」

『つくすみ』（佐々木勝己作品）、『笑う大仏』（永田佳大作品）、『徴兵令』（中村慧作品）、

『ペテン師たちの箱庭』（金田彩花作品）

・「すれ違う想い、恋」

『切なき恋は待ちたれど。』（金子智明作品）、『棒つきキャンディー』（酒井麻衣作品）、『空

の白』（佐藤公紀作品）

③ Worldwide Collection －映画祭の歩き方－

世界各地から集まった作品を、アジア・北米・南米ヨーロッパの大陸ごとに選抜された

９作品を上映。



『DEEP FOG』（矢野耕法作品）、『Portrait From Haiti』（Giovanni Fantoni Modena
作品）『EVERY GIAL BUT ME』（Natalia Dolensky作品）『The Amazing Elephant Man』
（Jonathan Headon 作品）、『KLOVESTEINEN』（Anders Furevik 作品）、『Parrot Peeter 
Aurelius』（Anti Naulainen & Ando Naulainen 作品）『Nagi Goreng』（Nathan Nill 作
品）、『Encounter』 (Matthias Zuder 作品)、『ALLAH  IS  GREAT』（Andrea Iannetta
作品）

④ 映画と僕らの交差点 －高校生作品集－

第５回春の高校放送フェスティバル in Kyoto において評価された高校生作家の作品を

上映

『HOMEBASE』(中川愛梨沙作品)、『幽霊と出会ったら』(今園真聡作品)、『迫る手』(川
端美穂作品)、『放送探偵部』(山口十夢作品)、『置き勉～迫りくるアイツら～』(清水千

尋作品)、
⑤ Kara－S 企画

・入選作品監督との交流スペース、アニメーション作品上映

・映画祭関連展示（上映作品あらすじ、作家紹介、任意での脚本展示）

２）会議開催 

会議名： 第１回企画検討委員会

日 時： 2012 年 7月 11 日（水）18：00～20：00 

場 所： キャンパスプラザ京都５Ｆ 第１共同研究室 

議 題： 

【報告事項】 

1. 各部署進捗報告                                 

（１）コンペティション部 

（２）企画部 

（３）広報部 

（４）渉外部 

【協議事項】 

1.企画検討委員長、副委員長の選出について       

2.第 15 回京都国際学生映画祭について          

（１）第 15 回京都国際学生映画祭実施概要       

（２）開催企画について               

（３）授賞式について                

（４）コンペティション部門最終審査員について    

3.その他 

（１）第２回企画検討委員会の実施について      

（２）その他 

会議名： 第２回企画検討委員会 

日 時： 2012 年 9月 6日（木）17：00～19：00 

場 所： キャンパスプラザ京都５Ｆ 第１共同研究室 

議 題： 【報告事項】 



1．各部署進捗報告                          

（１）コンペティション部 

（２）企画部 

（３）広報部 

（４）渉外部 

【協議事項】 

1. 第１回企画検討委員会議事録確認 

2. 第 15 回京都国際学生映画祭について         

（１）全体コンセプトについて            

（２）開催企画について               

   ・登竜門企画・新企画・kara-S 企画 

（３）第３回企画検討委員会の実施について      

（４）その他 

会議名： 第３回企画検討委員会 

日 時： 2012 年 10 月 16 日（火）18：00～20：00 

場 所： キャンパスプラザ京都５Ｆ 第１共同研究室 

議 題： 

【報告事項】 

1.第 15 回京都国際学生映画祭 各部進捗報告

【協議事項】 

1.前回企画検討委員会議事録の確認について  

2.第 15 回京都国際学生映画祭について   

（１）各企画について 

（２）授賞式について 

（４）レセプションについて             

（５）次回企画検討委員会の実施について 

会議名： 第４回企画検討委員会 

日 時： 2012 年 2月 13 日（水）17：00～20：00 

場 所： キャンパスプラザ京都５Ｆ 第１共同研究室 

議 題： 

【報告事項】 

1.第 15 回京都国際学生映画祭 開催報告

【協議事項】 

1.前回企画検討委員会議事録の確認について  

2.第 16 回京都国際学生映画祭について   

（１）実行委員長・副実行委員長挨拶 

（２）第 16 回の開催概要について 

（４）コンペティション作品の募集について 

（５）オープニング映像制作について 
（６）実行委員勉強会について 
（７）次回企画検討委員会の実施について 



３）開催結果 

①来場者数 

 本祭
17 日

土

18日
日

19 日

月

20 日

火

21 日

水

22 日

木

23日※

金
合計

京都ｼﾈﾏ企画 16:00 47 49 25 14 27 33 66 489 
京都ｼﾈﾏ企画 18:45 29 37 29 54 37 42 

kara-S 企画 81 73 55 73 57 67 115 521 
合計 157 159 109 141 121 142 181 1,010 

※23 日（金）グランプリ作品上映・授賞式のみ 13:15～16：00 にて開催
※合計＜2011 年度＞569 名、＜2010 年度＞782 名 

②実行委員会 
 20 名（8大学、昨年 23名） 

③受賞作品 
・グランプリ 

短編部門・・・・『Nest』Gan De Lange 
（The Sam Spiegel Film & TV School . Jerusalem (Israel)） 

長編部門・・・・『海外志向』太田達成（日本大学） 
・最終審査委員賞 

真利子哲也賞・・『The Philatelist』Jan-Gerrit Seyler 
（Hamburg Media School (Germany)） 

水江未来賞・・・『くつした』加藤郁夫 
（アートアニメーションの小さな学校） 

由良泰人賞・・・『MAGNET』Gaurav.N.Shimpi 
（Film and Television Institute of India） 

・観客賞 
短編部門・・・・『The Philatelist』Jan-Gerrit Seyler 

（Hamburg Media School (Germany)） 
長編部門・・・・『大童貞の大冒険』二宮健（大阪芸術大学） 

・学生実行委員賞・・『Light Years』Florian Knittel  
（Filmakademie Baden-Wurttemberg (Germany)） 

３．京都学生芸術普及事業 

  １）芸術系大学合同作品展 ArtsBar2013～京の創造～  

開催期間・会場 

2013年3月13日（水）～3月20日（水・祝）8日間 京都駅前地下街ポルタ西通り 

 2013年3月20日（水・祝） 授賞式 キャンパスプラザ京都2階ホール 

主 催：公益財団法人 大学コンソーシアム京都 

企画運営：京都学生芸術普及委員会（ArtsBar） 

運営支援：京都学生芸術ネットワーク担当者会議 

協  賛：株式会社ディレクターズ・ユニブ、株式会社おいかぜ、株式会社同志社エンタ

ープライズ

協 力：京都ステーションセンター株式会社

  ２）出展大学・作品 

 大阪成蹊大学芸術学部、京都市立芸術大学、京都教育大学、京都嵯峨芸術大学・



短期大学部、京都精華大学、京都造形芸術大学、成安造形大学（以上、7 大学）

   【作品一覧】

作品名 作家名 大学名 

同胞 梅田 望 大阪成蹊大学 

朝焼け 房 拓弥 大阪成蹊大学 

群 藤田 優 京都市立芸術大学 

collection of  painting 九鬼みずほ 京都市立芸術大学 

地図 西薗 静 京都教育大学 

アカツメクサ 和田 香世 京都教育大学 

step 立松 葉月 京都嵯峨芸術大学 

i 海渡 千穂 京都嵯峨芸術大学・短期大学部 

太陽のように 竹中 友美 京都精華大学 

眩む―出会う― 岡本 里栄 京都精華大学大学院 

にっぽんの赤色 川道 美里 京都造形芸術大学 

かしかふかしか 能條 雅由 京都造形芸術大学 

彼ハ誰時 重内 美紀 成安造形大学 

veil 森 まどか 成安造形大学 

（※敬称略）

３）開催結果 

   ①来場者数 8,890 名

（アンケート回収数：667 枚 投票用紙回収数：650 枚※有効回答数 605 枚）

来場者数・アンケート回収数・投票用紙回収数 一覧

 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水・祝

11:00～12:00 81 136 101 175 91 83 91 
217 

12:00～13:00 77 149 185 207 241 168 163 
13:00～14:00 94 212 198 194 178 198 132  
14:00～15:00 224 123 184 236 164 

399 
188 

15:00～16:00 141 197 171 198 250 113 
16:00～17:00 177 137 112 166 267 128 
17:00～18:00 147 57 130 200 88 156 182 
18:00～19:00 139 169 86 108 231 104 147 
来場者数 1,080 1,180 1,167 1,484 1,510 1,108 1,144 217 8,890 

アンケート回収数 80 99 88 117 155 85 38 5 667 
投票用紙回収数 84 106 88 126 159 87 650 



②授賞式

    日 時：3 月 20 日（水・祝）14:00～16:00 
場 所：キャンパスプラザ京都 2 階ホール

参加者：出展学生、京都学生芸術ネットワーク担当者、一般市民

③受賞作品

    最 優 秀 賞：「かしかふかしか」 能條雅由  京都造形芸術大学

 優 秀 賞：「彼ハ誰時」 重内美紀  成安造形大学

    実行委員賞：「朝焼け」   房 拓弥  大阪成蹊大学

以上





【総務・広報部】

1. 施設管理運営

（１）京都市大学のまち交流センターの指定管理者 

協定期間：2011 年 4 月～2015 年 3月の 4年間 

   責任ある運営体制に向けた整備（規程の整備、管理体制の見直し等） 

（２）キャンパスプラザ京都の管理運営 

   委託業者への業務指示および定例会の実施 

   建設後 12 年経過、施設保全に向けた中長期の計画策定、設備等修繕の実施 

（３）その他 

   節電の取り組み（2010 年度比 7月：12％削減、8月：10％削減、9月：6％削減） 

2. 広報事業

（１）財団資料の作成 

      公益財団法人 大学コンソーシアム京都の概要資料「Information2012」発行 

      次年度版および外国語版の発行準備 

（２）ホームページによる情報発信 

   各種イベント案内、役員等一覧の管理等 

   3 ヶ国語対応（英・中・韓） 

（３）定期刊行物の発信 

会報№43（9 月）、№44（3 月）の発刊および全国への発送 

3. 産官学連携事業

（１）「関西サイエンスフォーラム」への参画（事務局：関西経済同友会） 

（２）「ＩＴコンソーシアム京都」への参画（事務局：京都府） 

（３）「京都産学公連携機構」への参画（事務局：商工会議所） 

（４）「京都ナノテク事業創成クラスター事業推進協議会」への参画（事務局：京都高度技

術研究所） 

（５）「京都経営品質協議会」への参画（事務局：京都産業２１） 

（６）「京都試作産業推進会議」への参画（事務局：京都産業２１） 

（７）「京都創生推進フォーラム運営委員会」への参画（事務局：京都文化交流コンベンシ 

 ョンビューロー） 

（８）「京都産業２１」への参画（事務局：京都産業２１） 

（９）「人づくり２１世紀委員会」への参画（事務局：京都市） 

（10）「京都市ベンチャービジネスクラブ」への参画（事務局：京都市） 

（11）「京都生涯学習推進ネットワーク」への参画（事務局：京都府） 



（12）「京都・観光文化検定試験の検定委員会」への参画（事務局：商工会議所） 

（13）「京都高度技術研究所」への参画（事務局：京都高度技術研究所） 

（14）「きょうと食育ネットワーク」への参画（事務局：京都府） 

（15）「古典の日推進委員会」への参画（事務局：商工会議所） 

（16）「京都産業エコ推進機構」への参画（事務局：京都府） 

（17）「京都文藝復興倶楽部」への参画（事務局：京都造形芸術大） 

（18）「京都地球環境の殿堂選考委員会」への参画（事務局：京都府） 

（19）「KYOTO Cross Media Experience 実行委員会」への参画（事務局：京都府ほか） 

（20）「国民文化祭京都府実行委員会」への参画（事務局：京都府） 

（21）「京都文化ベンチャーコンペティション」への参画（事務局：京都府） 

（22）「京都創造者大賞」への参画（事務局：商工会議所） 

（23）「京の七夕実行委員会」への参画（事務局：京都市） 

（24）「歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定推進プロジェクト会議」への参画 

（事務局：京都市） 

（25）「明日の京都文化遺産プラットフォーム」への参画（事務局：立命館大学） 

（26）「地域公共人材開発機構」への参画（事務局：龍谷大学） 

（27）「京都市青少年科学センターあり方検討専門家会議」への参画（事務局：京都市） 

（28）「文理融合・文系産学連携促進事業審査会」への参画（事務局：商工会議所） 

（29）「京都文化交流コンベンションビューロー」への参画（事務局：京都文化交流コンベ 

ンションビューロー） 

（30）「京都府留学生交流推進連絡会議」への参画（事務局：京都府） 

（31）「京都府省エネ・節電対策連絡調整会議」への参画（事務局：京都府） 

（32）「京都市・乙訓地域公立高等学校教育制度に係る懇談会」への参画（事務局：京都府） 

（33）「下京区民まちづくり会議」への参画（事務局：京都市） 

（34）「きょうかんスピリットキャンペーン事業事業者選定委員会」への参画（事務局：京

都市） 

（35）「グローバル人材活用運営協議会」への参画（事務局：関西経済連合会） 

4. 全国大学コンソーシアム協議会事務局運営

（１）第 9回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの開催・運営 

① 会 場：グリーンホール相模大野、相模女子大学 

② 日 時：2012 年 9 月 1 日（土）、2日（日）開催 

③ テ ー マ：「活力あふれる魅力的な地域社会の創造」－１０年後の未来を担う

きみたちへ－（※プログラムの詳細は次々頁参照） 

④ 参 加 者 数：471 名（一般参加者 160 名及び運営スタッフを含む） 

（２）第 10 回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの準備 

   ① 会   場：同志社大学今出川校地寒梅館他（予定）、京都ホテルオークラ 



② 日   時：2013 年 9 月 14 日（土）、15 日（日） 

   ③ テ ー マ：「大学に求められる役割と大学間連携における未来」 

   ④ 企画検討委員会 

    第１回 2012 年 10 月 11 日 フォーラムの枠組について検討 

    第 2 回 2012 年 12 月 19 日 テーマ・シンポジスト・分科会等を検討 

    第 3 回 2013 年 1 月 23 日  シンポジスト・分科会報告者・情報交換会等を検討 

    第 4 回 2013 年 3 月 19 日  フォーラム企画の詳細を検討 

（３）全国大学コンソーシアム協議会の運営 

   ① 運営委員会 

第 1回 2012 年 4月 11 日 書面会議 

第 2回 2012 年 6月 16 日 キャンパスプラザ京都 

第 3回 2012 年 9月 2日  相模女子大学 

第 4回 2013 年 2月 16 日 同志社大学 

   ② 幹事会 

第 1回 2012 年 4月 13 日 書面会議 

   ③ 総会 

    第 1 回 2012 年 9 月 1日  グリーンホール相模大野 

   ④ 代表幹事選挙結果 

代表幹事は 2名体制とすることとし、6月および 7月に、自薦他薦により候補者を

選出。信任投票となり信任された（任期：2012 年 4 月から 2年間）。 

一般社団法人教育ネットワーク中国代表理事（広島修道大学学長） 市川 太一  

    公益財団法人大学コンソーシアム京都理事長（龍谷大学学長） 赤松 徹眞 

⑤ 第9回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム報告集の発刊（2013年 2月） 

（４）協議会の組織管理と経理処理 

①会員管理（2012 年 5月現在） 

会員組織数  ：    48 コンソーシアム 

加盟大学数  ：   596 大学 

加盟短期大学数：   134 大学 

専門学校等数 ：    52 校 

行政     ：    82 団体 

企業・ＮＰＯ他：    95 団体 

会員学生数  ：  約 216 万人  

事務局職員数 ：   268 人 

②経理業務 

研究交流フォーラムの参加費、開催費用などの会計業務 

決算業務 



《第 9回 全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム プログラム》 

日付 時間 内容 講演者等

9/１
(土) 
１日目

11:00～13:00 受付 グリーンホール相模大野 大ホール

11:00～17:00 ポスター

セッション
グリーンホール相模大野 多目的室

13:00～13:05 主催者挨拶 全国大学コンソーシアム協議会代表幹事

13:05～13:10 開催地挨拶
公益社団法人 相模原・町田大学地域コンソーシアム

代表理事 谷崎 昭男 (相模女子大学長) 
13:10～13:15 

来賓挨拶
相模原市長 加山 俊夫氏

13:15～13:20 町田市長 石阪 丈一氏

13:20～14:10 
基調講演

(50 分) 
■一般参加

宇宙航空研究開発機構教授 川口 淳一郎氏

14:10～15:50 
シンポジウム

(100 分) 
■一般参加

シンポジスト： 加山 俊夫氏 相模原市長

シンポジスト： 石阪 丈一氏 町田市長

シンポジスト： 戸田 公明氏 大船渡市長

シンポジスト： 川口淳一郎氏 宇宙航空研究開発機構教授

シンポジスト： 眞鍋 知子氏 金沢大学准教授

コーディネーター： 松下 啓一氏 相模女子大学特任教授

15:50～16:00 休憩(10 分) 

16:00～16:20 高等教育報告 文部科学省高等教育局大学振興課長 池田 貴城氏

16:20～16:35 運営委員会報告 全国大学コンソーシアム協議会代表幹事 市川 太一 (広島修道大学長) 

16:35～17:00 ポスターセッション(コアタイム) 
17:00～17:30 会場移動(30 分) 

17:30～19:30 
分科会

(120 分) 
A セッション

第 1 分科会 

学生・市民が担うまちづくり 

(さがまちコンソーシアム)

第 2 分科会 

大学のキャリア形成支援

について 

（学術・文化・産業ネットワ

ーク多摩） 

第 3 分科会 

地域社会における学生

による災害ボランティア 

（大学コンソーシアム 

石川） 

相模女子大学マーガレット本館 2131,2132,2141 講義室

19:30～19:40 会場移動(10 分) 

19:40～21:00 情報交換会

(80 分) 
挨拶：相模原・町田大学地域コンソーシアム 代表理事 谷崎 昭男

相模女子大学マーガレットホール 2 階 カフェテリア 101 

9/2 
(日) 
２日目

10:00～12:00 
分科会

(120 分) 
B セッション

第 4分科会 

大学コンソーシアムのマ

ネジメント 

（教育ネットワーク中国） 

第 5 分科会 

地域を掘り下げるコンソー

シアム 

（大学コンソーシアム 

大阪） 

第 6 分科会 

一歩進んだ単位互換 

～戦略的大学連携支援採

択事例を中心として～ 

（大学コンソーシアム京都）

相模女子大学マーガレット本館 2131,2132,2141 講義室

12:30～13:30 運営委員会 相模女子大学マーガレット本館 会議室 1 



5. 勤労学生援助会事務局運営

（１）理事会・総会の開催

2012 年 10 月 26 日開催（決算、予算、事業計画、役員選任） 

八田会長（同志社大学学長）辞任、赤松会長（龍谷大学学長）選任 

（２）選考委員会・臨時理事会 

 2013 年 2 月 6 日開催 

（３）表彰・奨学金贈呈式 

   2013 年 3 月 6 日開催（18 大学・短大 18 名を表彰）

6. 留学生住宅支援事業

（１）京都地域留学生住宅支援機構事務局 

   委員会 2012 年 7 月 24 日 

 会員 9大学(市芸､京外､京教､京産､造形､府大､花大､佛大､龍谷)委員長校 

事業報告（2011 年度利用者数 137 名）及び決算、事業計画及び予算 

（２）京都地域留学生住宅保証機構事務局

 委員会・運営委員会 2012 年 7月 24日 

 事業報告（2011 年度利用者数 21 大学 379 名）及び決算、事業計画及び予算 

7. 調査企画事業

（１）大学政策委員会 

    第 1 回 2012 年 10 月 26 日 

    第 2 回 2013 年 2 月 20 日 

   大学政策委員会幹事会 

    第 1 回 2012 年 11 月 14 日 

    第 2 回 2013 年 1 月 23 日 

    第 3 回 2013 年 3 月 19 日 

   全加盟大学アンケートおよびヒアリングを実施 

（２）大学のまち京都・学生のまち京都推進会議   

 推進会議  

第 1 回 2012 年 8 月 8日 

第 2 回 2012 年 12 月 21 日 

第 3 回 2013 年 3 月 22 日 

 評価専門部会 

  第 1回 2012 年 7月 26 日 

  第 2回 2012 年 9月 5 日 

  第 3回 2012 年 10 月 23 日 

 情勢分析部会（評価専門部会を改組） 

  第 1回 2012 年 12 月 7 日 

  第 2回 2013 年 2月 7 日 



 学生の活動支援専門部会  

  審査会（助成金） 2012 年 7月 7 日 

  成果発表会・表彰式 2013 年 3 月 24 日 

8. 法人組織運営

（１）理事会 

第 1回 2012 年 6月 14 日開催（書面） 

第 2回 2012 年 6月 23 日開催 

第 3回 2012 年 8月 1日開催（書面） 

第 4回 2012 年 11 月 24 日開催 

第 5回 2013 年 1月 26 日開催 

第 6回 2013 年 3月 23 日開催 

（２）評議員会 

第 1回 2012 年 6月 23 日開催 

第 2回 2012 年 8月 10 日開催（書面） 

第 3回 2013 年 3月 24 日開催（書面） 

（３）評議員選任委員会 

第 1回 2012 年 6月 23 日開催 

（４）加盟大学・短期大学の学生数（過去５年間） 

2008(平成 20)年度 169,550 名（前年比  353 名増） 

2009(平成 21)年度 168,984 名（前年比  556 名減） 

2010(平成 22)年度 169,426 名（前年比  442 名増） 

2011(平成 23)年度 169,139 名（前年比  287 名減） 

2012(平成 24)年度 168,888 名（前年比  251 名減）  （各年５月１日調べ） 

（５）財団訪問件数（4～3月来訪分）   合計29件 

 教育機関 行政機関・NPO その他 

国 内 13 8 0 

海 外 7 1 0 

合 計 20 9 0 

（６）財団後援・共催件数（4～3月承認分） 合計54件 

 教育機関 行政機関・NPO その他 

後 援 19 11 19 

協 賛 0 0 0 

共 催 1 4 0 

合 計 20 15 19 



2012 年度理事会・評議員会・評議員選任委員会開催状況 

（１） 理事会 

開催区分 開催年月日 案 件 結果 

第１回 

（書面） 

2012 年 

6 月 14 日 

【審議事項】 

1. 2011（平成 23）年度大学コンソーシアム京都事業報告

及び決算について 

2. 事務局長の任命について 

3. 第 1回評議員会の開催について 

承認・

了承

第２回 
2012 年 

6 月 23 日 

【審議事項】 

1．理事長、副理事長、専務理事の選任について 

 2．評議員選任委員の辞任・選任について 

 3．運営委員の辞任・選任について 

 4．加盟大学の退会について 

【報告事項】 

 1．評議員の辞任・選任について 

 2．理事・監事の辞任・選任について 

 3．2012（平成 24）年度 公益財団法人 大学コンソーシア

ム京都事業進捗状況について 

 4．大学間連携共同教育推進事業について 

 5．第 10回京都学生祭典予算における大学の分担金につい 

 て 

6．2012 年度理事会開催日程について 

承認・

了承 

第３回 

（書面） 

2012 年 

8 月 1日 

【審議事項】 

1．運営委員の辞任・選任について 

 2．2012 年度大学政策委員会の設置について 

3．第 2回評議員会の開催について 

承認・

了承 

第 4回 
2012 年 

11 月 24 日 

【審議事項】 

1．運営委員の辞任・選任について 

【報告事項】 

1．2012（平成 24）年度 公益財団法人 大学コンソーシア 

ム京都事業進捗状況について 

 2．大学政策委員会について 

3．2012 年度理事会開催日程について 

承認・

了承 

第 5回 
2013 年 

1 月 26 日 

【審議事項】 

1．2012（平成 24）年度 公益財団法人 大学コンソーシア 

ム京都補正予算について 

【報告事項】 

1．2012（平成 24）年度 公益財団法人 大学コンソーシア 

ム京都事業進捗状況について 

 2．2012（平成 24）年度理事会開催日程について 

承認・

了承 



第 6回 
2013 年 

3 月 23 日 

【審議事項】 

1．2012 年度第 3回評議員会（書面）の開催について 

 2．2013（平成 25）年度 公益財団法人 大学コンソーシア

ム京都事業計画・予算について 

 3．評議員選任委員の再任について 

 4．運営委員の辞任・選任について 

5．地方公共団体の入会について 

6．就業規則の一部改正について 

【報告事項】 

 1．2012 年度大学政策委員会における第 3ステージ総括 

（中間報告） 

 2．事業進捗について 

 3．各種委員会等の設置について 

 4．2013 年度理事会・評議員会開催日程について 

承認・

了承 

（２）評議員会 

開催区分 開催年月日 案 件 結果 

第１回 
2012 年 

6 月 23 日 

【審議事項】 

1. 理事・監事の辞任・選任について 

2. 2011（平成 23）年度大学コンソーシアム京都事業報告 

及び決算について 

【報告事項】 

1. 評議員の辞任・選任について 

2. 大学間連携共同教育推進事業について 

承認・

了承 

第 2回 

（書面） 

2012 年 

8 月 10 日 

【審議事項】 

1．大学コンソーシアム京都 専務理事の報酬について 

承認・

了承 

第 3回 

（書面） 

2013 年 

3 月 24 日 

【審議事項】 

1．評議員選任委員の再任について 

2．理事の辞任・選任について 

【報告事項】 

1．2012（平成 24）年度補正予算について 

2．2013（平成 25）年度事業計画・予算について 

3．2013（平成 25）年度評議員会開催日程について 

4．地方公共団体の入会について 

承認・

了承 

（３）評議員選任委員会 

開催区分 開催年月日 案 件 結果 

第１回 
2012 年 

6 月 23 日 

【審議事項】 

1. 評議員の辞任・選任について 

承認・

了承 

 以 上  


