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京都工芸繊維大学は、遠く京都高等工芸学校及び京都蚕業講習所に端を発し、時代の進展ととも
に百有余年にわたり発展を遂げてきた。本学は、伝統文化の源である古都の風土の中で、知

ち

と美
び

と技
わざ

を探求する独自の学風を築きあげ、学問、芸術、文化、産業に貢献する幾多の人材を輩出し
てきた。本学は、自主自律の大学運営により国立大学法人として社会の負託に応えるべく、ここ
に理念を宣言する。

京都工芸繊維大学の理念

　基本姿勢
京都工芸繊維大学は、未来を切り拓くために以下の指針を掲げ、教育研究の成果を世界
に向けて発信する学問の府となることを使命とする。
・人類の存在が他の生命体とそれらを取りまく環境によって支えられていることを深く
認識し、人間と自然の調和を目指す。
・�人間の感性と知性が響き合うことこそが、新たな活動への礎となることを深く認識し、
知と美の融合を目指す。
・社会に福祉と安寧をもたらす技術の必要性を深く認識し、豊かな人間性と高い倫理性
に基づく技術の創造を目指す。

　研　　究
京都工芸繊維大学は、建学以来培われてきた科学と芸術の融合を目指す学風を発展させ、�
研究者の自由な発想に基づき、深い感動を呼ぶ美の探求と卓越した知の構築によって、
人類・社会の未来を切り拓く学術と技芸を創成する。

　教　　育
京都工芸繊維大学は、千年の歴史をもつ京都の文化を深く敬愛するとともに、変貌する
世界の現状を鋭く洞察し、環境と調和する科学技術に習熟した国際性豊かな人材を育成
する。
そのため、自らの感動を普遍的な知の力に変換できる構想力と表現力を涵養する。

　社会貢献
京都工芸繊維大学は、優れた人的資源と知的資源とを十分に活かし、地域における文化
の継承と未来の産業の発展に貢献するとともに、その成果を広く世界に問いかけ、国際
社会における学術文化の交流に貢献する。

　運　　営
京都工芸繊維大学は、資源の適正で有効な配置を心がけ、高い透明性を保ちつつ、機動
的な判断と柔軟かつ大胆な行動をもって使命を達成する。
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　デザイン学専攻
　建築学専攻

（博士後期課程） 
　バイオテクノロジー専攻
　物質・材料化学専攻
　電子システム工学専攻
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　本学の歴史は、明治 30 年代初頭に始まる。日本の近代化が進み、時あたかも新しい世紀
になろうとしたその頃、本学の前身である京都高等工芸学校（明治 35 年（1902）、現在の
左京区吉田に設置）と京都蚕業講習所（明治 32 年（1899）農商務省所管として現在の北区
大将軍に設置）が開学した。
　京都高等工芸学校は、昭和５年（1930）に左京区松ヶ崎に移転後、昭和 19 年（1944）に
京都工業専門学校と改称された。他方、京都蚕業講習所は、大正３年（1914）に文部省直轄
の京都高等蚕業学校となり、昭和６年（1931）に京都高等蚕糸学校、さらに昭和 19 年（1944）
には京都繊維専門学校と改称された。両前身校は、いずれも約半世紀にわたり、伝統文化の
継承発展と近代工学の導入によって斯界に貢献し、当時の最先端技術を担う多数の優れた人
材を世に送り出した。
　昭和 24 年（1949）、戦後の学制改革により、両前身校はそれぞれ工芸学部、繊維学部となっ
て、新制京都工芸繊維大学が発足した。
　昭和 26 年（1951）には、夜間の工業短期大学部を併設し、以来、本学は、戦後の経済復
興とそれに続く高度経済成長の中で、社会の要請と産業界の要望に応えて、幾度かの教育研
究組織の改組・新設を行った。
　昭和 40、41 年（1965、1966）には相次いで大学院修士課程として工芸学研究科（６専攻）
と繊維学研究科（３専攻）を設置した。昭和 43 年（1968）には、繊維学部を北区大将軍か
ら工芸学部のある左京区松ヶ崎に移転し、両学部を現在の松ヶ崎キャンパスに統合した。
　昭和 63 年（1988）には、基礎的研究の主要な担い手である大学の役割が注目を浴びるよ
うになった情勢に応えて、教育研究組織の大幅な改革と大学院博士課程の設置を計画し、工
芸学研究科と繊維学研究科を合体して、博士課程（３専攻）を含む工芸科学研究科を設置。
また、学部学科の改組や、工業短期大学部を廃止して両学部における昼夜開講制の実施など、

沿　革



1950 1960

（S29） 
意匠工芸学科 

 
 
 
 
 
 

●工芸学専攻科 
 
 
 
 
 
 
 

●繊維学専攻科 

（S26） 
・蚕糸別科 

 

（S24） 
機織工芸学科 
 
色染工芸学科 
窯業工芸学科 
 
建築工芸学科 
 
養蚕学科 
製糸紡績学科 
繊維化学科 
 

（S19） 
京都繊維専門学校 

京都蚕業講習所（M32） 

京都高等工芸学校（M35） 

京都高等蚕業学校（T3） 京都高等蚕糸学校（S6） 

（S19） 
京都工業専門学校 

（S24） 
附属図書館 

（S25） 
繊維学部附属農場 

京都工芸繊維大学 工業短期大学部（S26） 

京都工芸繊維大学（S24） 

1930 19401910 19201900

（S34） 
繊維別科 

 （S38） 
・電気工学科 

（S36） 
生産機械工学科 

 （S42） 
・電気工学専攻 

繊維学研究科（S41） 
・養蚕学専攻 
・製糸紡績学専攻 
・繊維化学専攻 

 （S43） 
・繊維工学科 

大学院 工芸学研究科（S40） 
 機織工芸学専攻 
 生産機械工学専攻  
 

 色染工芸学専攻 
 窯業工芸学専攻 
 建築工芸学専攻 
 意匠工芸学専攻 

（S43） 
機械工学科 

（S42） 
工業化学科 

 （S47） 
・機械工学専攻 

 （S47） 
・繊維工学専攻 

 （S46） 
・工業化学専攻 

 （S49） 
・無機材料工学専攻 

1970

 （S53） 
・住環境学専攻 

 （S54） 
・蚕糸生物学
　専攻 

 （S50） 
・蚕糸生物学科 

 （S51） 
・電子工学専攻 

（S45） 
保健管理センター 

（S45） 
無機材料工学科 

（S47） 
電子工学科 

 （S49） 
・住環境学科 

（S52） 
建築学科 

1980 1990 2000

工芸科学研究科（S63） 
（博士前期課程） 
 機械システム工学専攻 
 電子情報工学専攻 
 物質工学専攻 
 造形工学専攻 
 応用生物学専攻 
 高分子学専攻 
（博士後期課程） 
 機能科学専攻 
 材料科学専攻 
 情報・生産科学専攻 
  （S62） 

・高分子学専攻 

（H14） 
 デザイン経営 
 工学専攻 

（H16） 
 建築設計 
 学専攻 

（S58） 
高分子学科 

（S60） 
応用生物学科 

（H10） 

（H10） 

デザイン経営工学科 

先端ファイブロ 
科学専攻 

（S56） 
建築学専攻 

閉学（H4） 

（S55） 
美術工芸資料館 
廃液処理施設 

（S56） 
情報処理センター 

電子情報工学科 
 
物質工学科 
 
造形工学科 

（S63） 
機械システム工学科 

（S62） 
放射性同位 
元素実験室 

（H4） 
環境科学 
センター （H11） 

ショウジョウバエ 
遺伝資源センター 

（H14） 
インキュベーション施設 

（H15） 
繊維学部附属生物資源フィールド 
科学教育研究センター  
総合情報処理センター 

（H16） 

アイソトープセンター 
（H23） 情報科学センター 

（H13） 
アドミッションセンター  
機器分析センター 

（H18） 

（H22） 

繊維科学センター 

昆虫バイオメディカル
教育研究センター
伝統みらい
教育研究センター 

ものづくり教育研究支援センター 
生物資源フィールド科学教育研究センター 
 

（H21） 
創造連携センター 
ベンチャーラボラトリー 
知的財産センター 

（H17） 
インキュベーションセンター  

（H27） 
昆虫先端研究推進センター 
ものづくり教育研究センター

（H2） 
地域共同 
研究センター 

（H7） 
大学院ベンチャー 
・ラボラトリー   

工芸科学部（H18） 
 応用生物学課程 
 生体分子工学課程 
 高分子機能工学課程 
 物質工学課程 
 電子システム工学課程 
 情報工学課程 
 機械システム工学課程 
 デザイン経営工学課程 
 造形工学課程 
 先端科学技術課程 

工芸科学研究科（H18） 
（博士前期課程） 
 応用生物学専攻 
 生体分子工学専攻 
 高分子機能工学専攻 
 物質工学専攻 
 電子システム工学専攻 
 情報工学専攻 
 機械システム工学専攻 
 デザイン経営工学専攻 
 造形工学専攻 
 デザイン科学専攻 
 建築設計学専攻 
 先端ファイブロ科学専攻 
（博士後期課程） 
 生命物質科学専攻 
 設計工学専攻 
 造形科学専攻 
　先端ファイブロ科学専攻 

2010

（H22） 
（博士前期課程） 

（H27） 
（博士前期課程） 
　材料創製化学専攻
　材料制御化学専攻
　物質合成化学専攻
　機能物質化学専攻

　機械物理学専攻
　機械設計学専攻

（H29） 
（博士前期課程）
　京都工芸繊維大学・
　チェンマイ大学
　国際連携建築学専攻

バイオベース
マテリアル学専攻

（H24） 
（博士後期課程） 
バイオベース

（H27） 
　機械工学課程

（H26） 
　生体分子応用化学課程

（H26）
　デザイン・建築学課程

マテリアル学専攻

（H26） 
（博士前期課程） 
　デザイン学専攻
　建築学専攻
（博士後期課程） 
　デザイン学専攻
　建築学専攻

（博士後期課程） 
　バイオテクノロジー専攻
　物質・材料化学専攻
　電子システム工学専攻

3

本学発足以来の抜本的な改革を行った。
　平成 10 年（1998）には、繊維学部にデザイン経営工学科、大学院工芸科学研究科に先端ファ
イブロ科学専攻（独立専攻）を設置し、平成 14 年（2002）にはデザイン経営工学専攻、平
成 16 年（2004）には建築設計学専攻を設置した。
　平成 16 年（2004）４月からは国立大学法人として新しいスタートを切った。新しい運営
体制の下、これまでの歴史や伝統、学問的蓄積を踏まえて、21 世紀の個性的な産業と文化
を創出する「感性豊かな国際的工科系大学」を目指して、全学をあげて取り組みを開始した。
　平成 18 年（2006）４月には、時代の変化に柔軟に対応できる教育体制を強化するため、
教育研究組織の大幅な改組を実施。全学協力体制によって、教育内容や指導をさらに豊富に
し、大学院と一体化した教育研究を行うため、従来の２学部を再編統合して工芸科学部を新
設し、これまでの７学科を３学域 10 課程に再編した。また、本学の伝統である「繊維」に
関する教育研究を積極的に推進するため、繊維科学センターを設置した。
　平成 22�年（2010）4�月には、大学院工芸科学研究科にバイオベースマテリアル学専攻（独
立専攻）の博士前期課程、平成 24�年（2012）4�月には同専攻の博士後期課程を設置した。
　平成 27 年（2015）４月には、課程・専攻体系を改組し、学部段階からの連続性・一貫性
を踏まえた大学院教育を展開していく体制に改めた。
　平成 29 年（2017）４月には、グローバル人材の育成に資するため、ジョイントディグリー
プログラムである京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻を、博士前期課程
にタイのチェンマイ大学と共同設置し、博士前期課程 15 専攻、博士後期課程 8専攻となった。
本学は、その前身校の時期をも含めて、京都の伝統文化に根ざす芸術的意識を基盤として、
現代工学の基礎と応用面にわたる広い分野について教育研究活動を行っている。
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中澤　良夫（昭和 24～ 37年）	 巽　　友正（昭和 63～平成６年）
大倉　三郎（昭和 37～ 41年）	 丸山　和博（平成６～ 10年）
藤本　武助（昭和 41～ 47年）	 木村　光佑（平成 10～ 16年）
増尾富士雄（昭和 47～ 53年）	 江島　義道（平成 16～ 24年）
吉田德之助（昭和 53～ 57年）	 古山　正雄（平成 24～）
福井　謙一（昭和 57～ 63年）

学長	 古山　正雄
理事（副学長）	 森迫　清貴（総務・施設担当）
理事（副学長）	 大谷　芳夫（教育・学生担当）
理事（副学長）	 森　　　肇（研究・産学連携・国際担当）
理事（事務局長）	 渡部　英樹（財務・労務担当）
副学長	 PEZZOTTI	Giuseppe
副学長	 堤　　直人
副学長	 吉本　昌広
副学長	 小野　芳朗
監事（非常勤）	 吉田多見男
監事（非常勤）	 安保　千秋

顧問	 千　　玄室（茶道裏千家前家元）
顧問	 清水　　潔（元文部科学省事務次官）
学長特別顧問	 井上　　潔（㈱アーク・イノベーション代表取締役）
参与	 竹永　睦生
学長補佐	 渡辺　泰司
学長補佐	 高畑　　哲

学長		 古山　正雄
理事		 森迫　清貴
理事		 大谷　芳夫
理事		 森　　　肇
理事		 渡部　英樹
副学長		 PEZZOTTI	Giuseppe
副学長		 吉本　昌広
学外委員		 位髙　光司（元日新電機㈱会長）
学外委員		 乾　　賢一（前京都薬科大学学長）
学外委員		 門川　大作（京都市長）
学外委員		 小林　千洋（（一財）NHKサービスセンター　広報コンテンツ本部ゼネラル・エディター）
学外委員		 材木　正己（日東精工㈱代表取締役社長）
学外委員		 鈴木　順也（日本写真印刷㈱代表取締役社長	兼	最高経営責任者）
学外委員		 堀場　　厚（㈱堀場製作所	代表取締役会長	兼	社長）
学外委員		 中井　敏宏（京都府公立大学法人	理事・事務総長）
学外委員		 矢嶋　英敏（㈱島津製作所相談役）

学長		 古山　正雄	 応用生物学系長		 原田　繁春
理事（副学長）		 森迫　清貴	 材料化学系長		 池田　憲昭
理事（副学長）		 大谷　芳夫	 分子化学系長		 前田　耕治
理事（副学長）		 森　　　肇	 電気電子工学系長		 上田　哲也
理事（事務局長）		 渡部　英樹	 機械工学系長		 村田　　滋
副学長		 PEZZOTTI	Giuseppe	 情報工学・人間科学系長		 寶珍　輝尚
副学長		 堤　　直人	 繊維学系長		 西村　寛之
副学長		 吉本　昌広	 デザイン・建築学系長		 中川　　理
副学長		 小野　芳朗	 基盤科学系長		 野村　照夫
昆虫先端研究推進拠点長	 山口　政光	 繊維学域長		 鋤柄佐千子
先端ものづくり・繊維研究推進拠点長	 太田　　稔	 基盤教育学域長		 秋富　克哉

経営協議会委員		 位高　光司	 教育研究評議会評議員		 太田　　稔
経営協議会委員		 乾　　賢一	 教育研究評議会評議員		 小野　芳朗
経営協議会委員		 小林　千洋	 教育研究評議会評議員		 堤　　直人
経営協議会委員		 材木　正己	 教育研究評議会評議員		 山口　政光
経営協議会委員		 矢嶋　英敏	 教育研究評議会評議員		 吉本　昌広

歴代学長

役員等

顧問等

経営協議会委員

教育研究評議会評議員

学長選考会議委員
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工芸科学部長		 森　　　肇
大学院工芸科学研究科長		 森　　　肇
生命物質科学域長		 堤　　直人
設計工学域長		 吉本　昌広
造形科学域長		 小野　芳朗
繊維学域長		 鋤柄佐千子
基盤教育学域長		 秋富　克哉
応用生物学系長	 原田　繁春
材料化学系長	 池田　憲昭
分子化学系長	 前田　耕治
電気電子工学系長	 上田　哲也
機械工学系長	 村田　　滋
情報工学・人間科学系長	 寶珍　輝尚
繊維学系長	 西村　寛之
デザイン・建築学系長	 中川　　理
基盤科学系長	 野村　照夫
KYOTO　Design　Lab	ラボラトリー長	 小野　芳朗
スーパーグローバル大学推進拠点長	 森　　　肇
COI 拠点長	 PEZZOTTI	Giuseppe
COC推進拠点長	 大谷　芳夫
昆虫先端研究推進拠点長	 山口　政光
　昆虫先端研究推進センター長	 山口　政光
　　ショウジョウバエ遺伝資源研究部門長	 高野　敏行
　　生物資源フィールド科学研究部門長	 中元　朋実
　　昆虫バイオメディカル研究部門長	 山口　政光
先端ものづくり・繊維研究推進拠点長	 太田　　稔
　ものづくり教育研究センター長		 太田　　稔
　繊維科学センター長		 佐久間　淳
　伝統みらい教育研究センター長		 濱田　泰以
研究戦略推進本部長		 森　　　肇
教育研究基盤機構長		 森迫　清貴
附属図書館長		 大谷　芳夫
美術工芸資料館長		 並木　誠士
情報科学センター長		 桝田　秀夫
環境科学センター長		 柄谷　　肇
機器分析センター長		 堤　　直人
アイソトープセンター長		 鈴木　秀之
総合教育センター長		 森迫　清貴
学生支援センター長		 大谷　芳夫
アドミッションセンター長	 大谷　芳夫
国際センター長		 PEZZOTTI	Giuseppe
保健管理センター長	 荒井　宏司
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター長	 藤川　洋子
高度技術支援センター長		 森迫　清貴

事務局長（理事）	 渡部　英樹
企画調整役	 坂口　義美
総務課長（兼務）	 山﨑　真司
総務課	広報室長（兼務）	 山﨑　真司
総務課	環境・安全管理室長（兼務）	 山﨑　真司
企画戦略課長	 山﨑　真司
人事労務課長	 田中　和代
財務課長	 竹内　佑介
経理課長	 伊藤　滋延
情報管理課長	 人見比呂司
施設マネジメント課長	 山本　和人
研究推進課長	 砂田　真也
産学・地域連携課長	 田中　辰次
国際課長	 堀江　　尚
学務課長	 茨田　正洋
学生サービス課長	 芝田　幸宏
入試課長　	 岩田　容子

部局長・施設長等

事務局
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	 （平成 29年 5月 1日現在）

区分 学長 理事（副学長） 理事（事務局長） 副学長 監事（非常勤） 計

1 3 1 4 2 11

	 （平成 29年 5月 1日現在）

区　分 教授 准教授 講師 助教 助手 計
応用生物学系 11 8 0 6 0 25
材料化学系 12 15 0 8 0 35
分子化学系 15 8 0 9 0 32
電気電子工学系 14 7 1 6 0 28
機械工学系 13 10 0 7 0 30
情報工学・人間科学系 12 7 1 6 0 26
繊維学系 12 5 0 4 0 21
デザイン・建築学系 18 16 2 9 1 46
基盤科学系 20 11 1 3 1 36
大学戦略推進機構系 1 0 4 9 0 14
教育研究基盤機構系 1 0 0 0 0 1
合計 129 87 9 67 2 294

	 （平成 29年 5月 1日現在）

区　分 局長・管理職※ 副課長・専門員 係長・専門職 主任 係員・課付 計

事務局 14 14 44 10 44 126

	 ※管理職とは、企画調整役、課長をいう。

	 （平成 29年 5月 1日現在）

区　分 技術専門員 技術専門職員 技術員 計

高度技術支援センター 2 15 7 24

	 （平成 29年 5月 1日現在）

区　分 看護師 計

保健管理センター 1 1

　国立大学法人法の規定に基づき、平成 28 年４月から平成 34 年３月までの６年間に

おいて、国立大学法人京都工芸繊維大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）

及び当該中期目標を達成するための計画（中期計画）を定めている。また、中期計画に

基づき、当該年度の業務運営に関する計画（年度計画）を定め、実行している。これら

は大学公式ホームページ（https://www.kit.ac.jp）にて公表している。

役員等数

教員数

事務職員数

技術職員数

看護師数

中期目標・中期計画・年度計画
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　本学は、平成 16 年 4月に国立大学法人として、新たなスタートをきり、同年 11 月に、

今後の教育研究活動等の道標となる「理念」を制定した。これを機に、「新理念」の精

神である「知・美・技」を掲げて未来を切り拓いていこうとする本学を表現するにふさ

わしい新しいシンボルマークを、平成 17 年 7月に、学内公募により制定した。

　このシンボルマークは、本学の理念を具体的にビジュアル化したものである。

■　相対する 2つの形態には、以下のような理念が込められている。

　�　左部分の丸みを帯びたフォルムによって、芸術と、既存の形式にとらわれない柔軟

な感性や豊かな人間性を表現している。右部分のシャープなフォルムは、科学と人間

の理論的な知性や理性を表現している。そしてこれらの 2つが融合することによって

「科学と芸術の出会い」を示している。さらに有機的な左部分を人間をとりまく自然

環境、右部分を人間が作り出す技術と捉えることも出来、自然と科学技術の共生とい

う意味も込められている。

■�　また 1つの根元から大きく広がりいく形態は、歴史都市京都から世界に向けて、人

間・環境・産業・文化調和型の個性あふれる先端テクノロジーを発信していく様子と、

それを可能にする確かな力量と豊かな感性のひろがりを示している。

■�　色彩は、感性を表す左部分は柔らかく伸びやかな印象を与える暖色系、理性を表す

右部分は冷静で堅実な印象を与える寒色系を配し、京都の伝統と落ち着きを感じさせ

るトーンで統一感を出している。

　このように、本学の理念である知性と感性の響き合い、知と美とが結びつき技を作り

出し、伝統文化と先端科学の融合を目指す本学の姿勢が反映されている。

シンボルマーク



学  長 

監  事 

学長選考会議 

国立大学法人京都工芸繊維大学 （平成29年4月1日現在）

人事委員会 
財務委員会 
施設委員会

広報委員会

大学評価室

KIT男女共同参画推進センター

大学戦略キャビネット

学長
副学長
研究科長
各拠点長
各学系長
各学域長
事務局長

学長
副学長
研究科長
各拠点長
各学系長
各学域長
事務局長

大学院工芸科学研究科
（研究科教授会）

博士前期課程　15専攻

KYOTO Design Lab
スーパーグローバル大学推進拠点
COI拠点
COC推進拠点
昆虫先端研究推進拠点
先端ものづくり・繊維研究推進拠点
研究戦略推進本部

昆虫先端研究推進センター

グローバルエクセレンス

ものづくり教育研究センター
繊維科学センター
伝統みらい教育研究センター

博士後期課程 　８専攻

工芸科学部
（教授会）

9課程

経営協議会 

役 員 会 

学長 
理事（４名）

学内委員
学外委員

教育研究評議会 

学長
理事
副学長
研究科長
各拠点長
各学系長
各学域長

学　長　室

学  長 

京都工芸繊維大学 

監　査　室

大学運営連絡会議

（
戦
略
推
進
委
員
会
）

大
学
戦
略
推
進
機
構

附属図書館
美術工芸資料館
情報科学センター
環境科学センター
機器分析センター
アイソトープセンター
総合教育センター
学生支援センター
アドミッションセンター
国際センター
保健管理センター
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター

高度技術支援センター
（高度技術支援センター運営委員会） 

事 務 局

拠
点

環境安全保健委員会

情報統括室

（
教
育
研
究
基
盤
機
構
管
理
委
員
会
）

教
育
研
究
基
盤
機
構
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管理運営組織図



学域 

設
計
工
学
域

◆教育組織（教育課程） 

工 芸 科 学 部  

応 用 生 物 学 課 程  

生体分子応用化学課程

高 分 子 機 能 工 学 課 程  

物 質 工 学 課 程  

電子システム工学課程 
情 報 工 学 課 程  

機 械 工 学 課 程

デザイン経営工学課程 

デザイン・建築学課程

言語学科目、数学・物理学科目、人間教養学科目

◆教員組織 

グローバルエクセレンス

◆教育研究プロジェクトセンター 

京 都 工 芸 繊 維 大 学  

大学院工芸科学研究科 
博士前期課程 博士後期課程 

先端ファイブロ科学専攻 

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学
国際連携建築学専攻

（ 独 立 専 攻 ）  
先端ファイブロ科学専攻
（ 独 立 専 攻 ）

バイオベースマテリアル学専攻 
（ 独 立 専 攻 ）  

バイオベースマテリアル学専攻 
（ 独 立 専 攻 ）  

大
学
戦
略
推
進
機
構

拠
点

繊
維
学
域

学

　
　
　系

応 用 生 物 学 専 攻
材 料 創 製 化 学 専 攻
材 料 制 御 化 学 専 攻
物 質 合 成 化 学 専 攻
機 能 物 質 化 学 専 攻
電 子 シ ス テ ム 工 学 専 攻
情 報 工 学 専 攻
機 械 物 理 学 専 攻
機 械 設 計 学 専 攻
デ ザ イ ン 経 営 工 学 専 攻
デ ザ イ ン 学 専 攻
建 築 学 専 攻

バイオテクノロジー専攻

物 質 ・ 材 料 化 学 専 攻

電 子 シ ス テ ム 工 学 専 攻

設 計 工 学 専 攻

デ ザ イ ン 学 専 攻

建 築 学 専 攻

応 用 生 物 学 系
材 料 化 学 系
分 子 化 学 系
電 気 電 子 工 学 系
機 械 工 学 系
情 報 工 学 ・ 人 間 科 学 系
繊 維 学 系
デ ザ イ ン ・ 建 築 学 系
基 盤 科 学 系

教
育
研
究
基
盤
機
構

附属図書館
美術工芸資料館
情報科学センター
環境科学センター
機器分析センター
アイソトープセンター
総合教育センター
学生支援センター
アドミッションセンター
国際センター
保健管理センター
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター

高 度 技 術 支 援 セ ン タ ー

長もちの科学開発センター
グリーンイノベーションセンター
ゴム科学研究センター
新世代クリエイティブシティ研究センター

KYOTO Design Lab
スーパーグローバル大学推進拠点
COI拠点
COC推進拠点
昆虫先端研究推進拠点
先端ものづくり・繊維研究推進拠点
研究戦略推進本部

大 学 戦 略 推 進 機 構 系
教 育 研 究 基 盤 機 構 系

系

昆虫先端研究推進センター

ものづくり教育研究センター
繊維科学センター
伝統みらい教育研究センター

生
命
物
質
科
学
域

造
形
科
学
域

学
域

教
育

基
盤

ショウジョウバエ遺伝資源研究部門
生物資源フィールド科学研究部門
昆虫バイオメディカル研究部門

（
地
域
創
生

　T
e
c
h 

P
r
o
g
r
a
m
）

（平成29年4月1日現在）
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　本学では、工学のハード面を基礎としつつ、ソフト面を志向した教育研究を行うとと

もに、段階的に教育研究の広域化、総合化、学際化を進めることを意図して、学部、大

学院博士前期課程及び博士後期課程の教育研究組織が密接に接続連携されており、そし

てこれらを附属図書館、センター等が多角的にサポートしている。

教育研究組織



総務課

施設マネジメント課

国際課

総務係
法規係

施設企画係
建築係
設備係

学務企画係
学務調査係

国際交流係
総務係

留学生係

学部教務係
大学院教務係

学生生活係
奨学支援係
就職支援係

学部入試係
大学院入試係

事務局

財務課

経理課

総務係
予算係
財務係
出納係

経理係
調達係
検収係

情報管理課
情報企画係
学術情報係
資料館事業係

研究科等事務係
広報係
環境・安全係

広　　報　　室
環境・安全管理室

企画戦略課
企画係
評価係
秘書係

人事労務課
人事係
職員係
給与共済係

研究推進課
知的財産係

総務係
研究協力係

産学・地域連携課
地域連携係

総務係
産学連携係

学務課

入試課

学生サービス課

（平成29年7月1日現在）
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事務組織
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　平成 26 年４月、生体分子工学課程を生体分子応用化学課程に、造形工学課程をデザ

イン・建築学課程に改組するとともに、博士前期課程造形工学専攻、デザイン科学専攻

および建築設計学専攻の３専攻をデザイン学専攻と建築学専攻の２専攻に、博士後期課

程造形科学専攻を、デザイン学専攻と建築学専攻に改組した。

　また、平成 27 年４月には、機械システム工学課程を機械工学課程に、博士前期課程

の生体分子工学専攻、高分子機能工学専攻および物質工学専攻の３専攻を材料創製化学

専攻、材料制御化学専攻、物質合成化学専攻および機能物質化学専攻の４専攻に、機械

システム工学専攻を機械物理学専攻と機械設計学専攻に、博士後期課程の生命物質科学

専攻をバイオテクノロジー専攻と物質・材料化学専攻に、設計工学専攻を電子システム

工学専攻と設計工学専攻に改組した。

　これらの改組により、学部段階からの連続性・一貫性を踏まえた大学院教育を展開し

ていく体制となった。

　さらに、平成 29 年 4 月には、京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専

攻を新たに設置した。

　現在、学部９課程、博士前期課程 15 専攻、博士後期課程 8専攻を設置している。

学部
■工芸科学部－学生総数2,676 人	 （平成 29年 5月 1日現在）

学域・課程 コース 入学定員
３年次	
編入学
定員

1年次 2年次 3年次 4年次
合計

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

生命物質科学域 15

　応用生物学課程 50	 30	 24	 28	 26	 30	 22	 28	 29	 217	

　応用化学系※1 128	 49	 177	

　　生体分子工学課程※2 （50） 10	 2	 12	

　　生体分子応用化学課程※1 51	 38	 14	 37	 15	 40	 10	 154	

　　高分子機能工学課程※1 51	 41	 12	 46	 7	 57	 6	 169	

　　物質工学課程※1 67	 56	 13	 53	 20	 57	 22	 221	

設計工学域 20	

　電子システム工学課程 61	 56	 6	 60	 8	 62	 6	 94	 2	 294	

　情報工学課程 61	 57	 6	 51	 11	 58	 5	 78	 8	 274	

　機械システム工学課程※2 （85） 107	 7	 114	

　機械工学課程 86	 80	 10	 75	 14	 82	 8	 269	

　デザイン経営工学課程 40	 22	 19	 21	 21	 21	 19	 35	 23	 181	

造形科学域 10	

　造形工学課程※2 （125） 21	 9	 30	

　デザイン・建築学課程 116	 70	 50	 67	 51	 65	 59	 54	 65	 481	

３学域共通

（学部共通） 5	

　先端科学技術課程※2 夜間主 (30) 28	 5	 40	 10	 83	

合計 583	 0	 443	164	 437	170	 482	166	 621	193	 2,676	

うち地域創生Tech	Program 9	 8	 20	 10	 47	

※ 1　	生命物質科学域の生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程および物質工学課程は、「応用化学系」と
して入学し、２年次において各課程に分属する。

※ 2　	生体分子工学課程、機械システム工学課程、造形工学課程および先端科学技術課程（夜間生）は、改組
により募集を停止した。

学生数
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大学院工芸科学研究科
■博士前期課程� （平成 29年 5月 1日現在）

学域・専攻 入学
定員

1年次 2年次 計 合計男子 女子 男子 女子 男子 女子
生命物質科学域
　応用生物学専攻 40	 18	 20	 17	 18	 35	 38	 73	
　生体分子工学専攻※ （35）
　高分子機能工学専攻※ （35）
　物質工学専攻※ （48）
　材料創製化学専攻 33	 27	 9	 32	 9	 59	 18	 77	
　材料制御化学専攻 32	 22	 6	 20	 6	 42	 12	 54	
　物質合成化学専攻 33	 26	 5	 26	 5	 52	 10	 62	
　機能物質化学専攻 32	 25	 9	 21	 14	 46	 23	 69	
設計工学域
　電子システム工学専攻 50	 50	 4	 52	 4	 102	 8	 110	
　情報工学専攻 46	 43	 5	 48	 7	 91	 12	 103	
　機械システム工学専攻※ （55） 1	 1	 1	
　機械物理学専攻 37	 35	 1	 35	 2	 70	 3	 73	
　機械設計学専攻 30	 29	 4	 32	 61	 4	 65	
　デザイン経営工学専攻 20	 13	 9	 13	 6	 26	 15	 41	
造形科学域
　造形工学専攻※ （25） 1	 1	 1	
　デザイン科学専攻※ （17）
　建築設計学専攻※ （25） 1	 1	 1	
　デザイン学専攻 25	 11	 19	 17	 17	 28	 36	 64	
　建築学専攻 75	 48	 28	 60	 42	 108	 70	 178	
　京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻 4	 1	 1	 1	 1	 2	
繊維学域
　先端ファイブロ科学専攻 35	 33	 8	 27	 5	 60	 13	 73	
　バイオベースマテリアル学専攻 22	 9	 3	 12	 6	 21	 9	 30	
合計 510	 390	 131	 414	 142	 804	 273	 1,077	
※	生体分子工学専攻、高分子機能工学専攻、物質工学専攻、機械システム工学専攻、造形工学専攻、デザイン
科学専攻および建築設計学専攻は、改組により募集を停止した。

■博士後期課程� （平成 29年 5月 1日現在）

学域・専攻 入学
定員

１年次
	男子	 女子

２年次
	男子	 女子

３年次
	男子	 女子

計
	男子	 女子 合計

生命物質科学域
　生命物質科学専攻※ （15） 7	 7	 7	 7	 14	
　バイオテクノロジー専攻 6	 2	 2	 8	 5	 2	 1	 12	 8	 20	
　物質・材料化学専攻 13	 7	 2	 6	 2	 1	 14	 4	 18	
設計工学域
　電子システム工学専攻 5	 3	 1	 3	 7	 7	
　設計工学専攻 10	 12	 2	 2	 6	 2	 20	 4	 24	
造形科学域
　造形科学専攻※ （8） 8	 8	 8	 8	 16	
　デザイン学専攻 5	 2	 3	 4	 2	 3	 4	 10	 14	
　建築学専攻 7	 6	 1	 3	 4	 3	 5	 12	 10	 22	
繊維学域
　先端ファイブロ科学専攻 8	 13	 4	 8	 2	 24	 8	 45	 14	 59	
　バイオベースマテリアル学専攻 6	 4	 8	 3	 3	 2	 15	 5	 20	
合計 60	 49	 14	 36	 20	 59	 36	 144	 70	 214	
※生命物質科学専攻および造形科学専攻は、改組により募集を停止した。
■学部� （平成 29年 3月 1日現在）

区分
工芸科学部
	 昼間	 夜間主 計

日本学生支援機構
１種 328	 14	 342	
２種 375	 22	 397	
計 703	 36	 739	

その他の奨学生 32	 1	 33	
合計 735	 37	 772	

■大学院工芸科学研究科� （平成 29年 3月 1日現在）
区分 博士前期課程 博士後期課程 計

日本学生支援機構
１種 334	 24	 358	
２種 51	 1	 52	
計 385	 25	 410	

その他の奨学生 9	 2	 10	
京都工芸繊維大学基金奨学生（本学独自の奨学金） 9	 9	
合計 394	 36	 429	

奨学生数
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　基礎学力と実践的応用力を身につけた本学の卒業生は、社会の各分野で高く評価され、

様々な産業分野の第一線で活躍している。また、卒業生の半数以上は大学院に進学して

いる。

■工芸科学部
平成 28年度 累計

課程 コース 男子 女子 計 男子 女子 合計
応用生物学課程 26	 25	 51	 216	 204	 420	
生体分子工学課程 32	 15	 47	 298	 116	 414	
高分子機能工学課程 42	 12	 54	 351	 77	 428	
物質工学課程 55	 17	 72	 439	 144	 583	
電子システム工学課程 57	 6	 63	 483	 30	 513	
情報工学課程 56	 6	 62	 426	 63	 489	
機械システム工学課程 83	 6	 89	 660	 34	 694	
デザイン経営工学課程 23	 20	 43	 193	 144	 337	
造形工学課程 68	 62	 130	 550	 491	 1,041	
先端科学技術課程 夜間主 29	 8	 37	 258	 56	 314	
合計 471	 177	 648	 3,874	1,359	 5,233	

※平成18年の改組再編前の学部の卒業生数

【工芸学部】　卒業生総数	19,641人
　	昭和 63	年の改組前の学科の卒業生は、機械工学科1,000	人、生産機械工学科1,095	人、電気工学科1,009	人、
電子工学科669	人、色染工芸学科1,340	人、無機材料工学科568	人、工業化学科911	人、建築学科483人、
住環境学科599人、意匠工芸学科957人、建築工芸学科823人、機織工芸学科598人、窯業工芸学科583	人、
計10,635	人。
　	平成18年の改組前の学科の卒業生は、機械システム工学科1,945人、電子情報工学科 2,528人、物質工学科
2,196人、造形工学科2,337人、計9,006人。
	
【繊維学部】　卒業生総数	8,479人
　	昭和 63	年の改組前の学科の卒業生は、応用生物学科185	人、蚕糸生物学科367	人、高分子学科689人、繊
維工学科724	人、繊維化学科1,316	人、養蚕学科754	人、製糸紡績学科700	人、計 4,735	人。
　	平成 18年の改組前の学科の卒業生は、応用生物学科1,283人、高分子学科 2,127人、デザイン経営工学科
334人、計3,744人。

卒業生数
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■大学院工芸科学研究科
平成 28年度 累計

博士前期課程 男子 女子 計 男子 女子 合計
応用生物学専攻 21	 19	 40	 505	 311	 816	
生体分子工学専攻 1	 1	 191	 74	 265	
高分子機能工学専攻 2	 2	 292	 46	 338	
物質工学専攻 2	 2	 1,233	 181	 1,414	
材料創製化学専攻 27	 4	 31	 27	 4	 31	
材料制御化学専攻 28	 1	 29	 28	 1	 29	
物質合成化学専攻 24	 5	 29	 24	 5	 29	
機能物質化学専攻 22	 12	 34	 22	 12	 34	
電子システム工学専攻 42	 42	 398	 19	 417	
情報工学専攻 44	 10	 54	 354	 50	 404	
機械システム工学専攻 2	 2	 1,141	 43	 1,184	
機械設計学専攻 25	 25	 25	 25	
機械物理学専攻 33	 1	 34	 33	 1	 34	
デザイン経営工学専攻 11	 6	 17	 170	 67	 237	
造形工学専攻 1	 1	 705	 353	 1,058	
デザイン科学専攻 1	 1	 95	 61	 156	
建築設計学専攻 187	 77	 264	
デザイン学専攻 10	 16	 26	 18	 23	 41	
建築学専攻 33	 36	 69	 70	 59	 129	
先端ファイブロ科学専攻 33	 12	 45	 535	 126	 661	
バイオベースマテリアル学専攻 13	 7	 20	 90	 30	 120	
電子情報工学専攻※ 887	 51	 938	
高分子学専攻※ 771	 92	 863	
合計 374	 130	 504	 7,801	1,686	 9,487	
※	平成 18年の改組再編に伴い、電子情報工学専攻および高分子学専攻
は募集を停止の上、学年進行により廃止した。
※	平成 26年の改組再編に伴い、デザイン科学専攻は募集を停止の上、
学年進行により廃止した。
※	平成 27年の改組再編に伴い、生体分子工学先行、高分子機能工学専
攻および物質工学専攻は募集を停止の上、学年進行により廃止した。

平成 28年度 累計
博士後期課程 男子 女子 計 男子 女子 合計
生命物質科学専攻 9	 4	 13	 74	 33	 107	
設計工学専攻 2	 1	 3	 45	 7	 52	
造形科学専攻 1	 3	 4	 21	 16	 37	
建築学専攻 1	 1	 2	 1	 1	 2	
先端ファイブロ科学専攻 7	 4	 11	 128	 48	 176	
バイオベースマテリアル学専攻 1	 1	 5	 2	 7	
機能科学専攻※ 167	 65	 232	
材料科学専攻※ 86	 15	 101	
情報・生産科学専攻※ 119	 7	 126	
合計 21	 13	 34	 646	 194	 840	
論文提出 3 3 181	 25	 206	
※	平成 18年の改組再編に伴い、機能科学専攻、材料科学専攻及び情報・
生産科学専攻は募集を停止の上、学年進行により廃止した。

博士及び修士の
学位授与数

（注）昭和63	年の改組前の大学院工
芸学研究科の修了生は、機織工
芸学専攻37人、色染工芸学専
攻204	人、窯業工芸学専攻55	
人、生産機械工学専攻226人、
建築工芸学専攻82人、意匠工
芸学専攻109	人、電気工学専
攻150	人、工業化学専攻 212	
人、機械工学専攻150人、無
機材料工学専攻130人、電子
工学専攻98人、住環境学専攻
63人、建築学専攻101人、合
計1,617	人。
昭和63	年の改組前の大学院繊
維学研究科の修了生は、養蚕学
専攻 58 人、蚕糸生物学専攻
84	人、製糸紡績学専攻42人、
繊維工学専攻127	人、繊維化
学専攻 245	人、高分子学専攻
85	人、合計641	人。
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� （平成 28年度）

■工芸科学部

課程 /職種 コース 進学 建設 製造 運輸・通信 卸・小売 サービス 公務員 教育 医療・福祉
その他
の業種 その他 計

応用生物学課程 39 5 1 2 1 3 51
生体分子工学課程 39 1 6 1 47
高分子機能工学課程 49 1 1 1 1 53
物質工学課程 64 4 1 3 72
電子システム工学課程 53 8 1 1 63
情報工学課程 50 1 3 3 2 3 62
機械システム工学課程 69 1 11 2 6 89
デザイン経営工学課程 27 1 7 3 1 1 2 1 43
造形工学課程 76 19 6 1 3 4 1 3 17 130
先端科学技術課程 夜間主 11 6 4 1 5 1 2 2 6 38
合計 477 22 54 12 5 14 9 3 2 10 40 648

■大学院工芸科学研究科
博士前期課程

進学 建設 製造 運輸・通信 卸・小売 サービス 公務員 教育 医療・福祉
その他
の業種 その他 計課程 /職種

応用生物学専攻 1 26 2 6 2 1 1 1 40
生体分子工学専攻 1 1
高分子機能工学専攻 1 1 2
物質工学専攻 1 1 2
材料創製化学専攻 30 1 31
材料制御化学専攻 2 24 3 29
物質合成化学専攻 1 28 29
機能物質化学専攻 1 2 25 1 3 1 1 34
電子システム工学専攻 2 1 32 2 2 1 2 42
情報工学専攻 28 20 1 1 4 54
機械システム工学専攻 1 1 2
機械物理学専攻 3 29 1 1 34
機械設計学専攻 2 1 20 2 25
デザイン経営工学専攻 1 2 10 1 2 1 17
造形工学専攻 1 1
デザイン科学専攻 1 1
建築設計学専攻 0
デザイン学専攻 1 2 12 2 1 4 1 3 26
建築学専攻 2 23 2 20 6 1 5 10 69
先端ファイブロ科学専攻 5 27 4 1 2 6 45
バイオベースマテリアル学専攻 2 14 1 1 1 1 20
合計 24 33 308 36 4 42 10 2 2 12 31 504

博士後期課程
進学 建設 製造 運輸・通信 卸・小売 サービス 公務員 教育 医療・福祉

その他
の業種 その他 計課程 /職種

生命物質科学専攻 6 2 2 1 4 15
電子システム工学専攻 1 1
設計工学専攻 1 1 1 1 3 7
造形科学専攻 1 2 2 4 9
デザイン学専攻 1 1
建築学専攻 1 1 2
先端ファイブロ科学専攻 6 2 3 2 13
バイオベースマテリアル学専攻 2 1 3
合計 15 1 7 1 7 4 2 14 51

※博士後期課程の計には単位修得退学者（17名）を含む。

進路状況
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学部における教育
　工芸科学部における教育は、３学域９課程で構成する。また、地域創生Tech�Program

を設けている。

○学生ひとりひとりの「学び」に重点を置いた教育を行う

○学域を超えた協力体制のもと、バリエーション豊かな教育内容や指導法を開拓する

○少人数教育を充実させ、より密度の濃い教育を行う

■工芸科学部

生命物質科学域
課程 課程の内容

応用生物学課程 現代生物学とその応用であるバイオテクノロジーや、生体分子・酵素・
遺伝子・細胞の構造と機能に関する教育のほか、動植物・昆虫・微生
物などの機能と応用に関する教育を行う。

生体分子応用化学課程 生体分子の機能解析、生体由来分子の応用化学、人工分子の生体応
用工学、生体の知恵を実現する化学に関して、原理に加え、技術・
方法を教育する。

高分子機能工学課程 高分子をはじめとする高機能物質の科学および工学を基に、機能材
料やナノ材料のもつ働きや仕組、応用に関する教育を行う。

物質工学課程 基礎化学（物理化学、有機化学、無機化学、分析化学）を基盤に、
物質工学の基礎から応用（有機材料学、高分子材料学、無機材料学、
有機・無機複合材料学など）に関する教育を行う。

設計工学域
課程 課程の内容

電子システム工学課程 電磁気学、電気回路などの基礎に重点を置き、デバイス、エレクト
ロニクス、通信、エネルギー、プログラミングと広範囲な電子シス
テム工学分野の教育を行う。

情報工学課程 ハード／ソフト両面において基礎的理論と実践技法の習得に重点を置き、
情報とコンピュータを理論的体系的に扱うコンピュータ科学（ＣＳ）とと
もに、応用的な分野を扱うコンピュータ工学（ＣＥ）もカバーした教育を
行う。

機械工学課程 数学・物理・情報技術などの基礎学力と伝統的機械工学の専門知識
に加え、豊かな教養や国際的に通用する表現力、問題解決力等、持
続可能かつ安全・安心な社会を支える技術者に必要な力を教育する。

デザイン経営工学課程 デザイン、マネジメント（経営）とエンジニアリング（工学）の幅広
い領域の学びを通して、感知力、思考力、表現力を伸ばし、ものづく
りやビジネスをデザインできる力を教育する。

造形科学域
課程 課程の内容

デザイン・建築学課程 建築・デザインの歴史や理論を学ぶと共に、工学技術を演習し、作
品製作の実践を通してその原理を総合的に身につける教育を行う。

地域創生 Tech�Program
内容

地域産業の活性化や地域課題の解決に向けて、課程の専門知識及び技術をベースに、グローバルな視
野で協働することができる素養を身につけ、さらにアントレプレナー（起業家）精神、知的財産に関
する知識を修得する。

教育
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大学院における教育
　大学院工芸科学研究科は、区分制博士課程の研究科で、２年の博士前期課程と３年の

博士後期課程とで区分を設け、工芸科学部を基礎とする専攻と独立専攻により構成して

いる。学部を基礎とする専攻では、博士前期課程 12 専攻、博士後期課程６専攻を設け

ている。独立専攻は、繊維学域として、博士前期課程２専攻、博士後期課程２専攻を設

けている。

　すべての専攻で社会人の受入れを行っている。

■博士前期課程
学域 専攻

生命物質科学域 　応用生物学専攻

　材料創製化学専攻

　材料制御化学専攻

　物質合成化学専攻

　機能物質化学専攻

設計工学域 　電子システム工学専攻

　情報工学専攻

　機械物理学専攻

　機械設計学専攻

　デザイン経営工学専攻

造形科学域 　建築学専攻

　デザイン学専攻

繊維学域 　先端ファイブロ科学専攻

　バイオベースマテリアル学専攻

■博士後期課程
学域 専攻

生命物質科学域 　バイオテクノロジー専攻

　物質・材料化学専攻

設計工学域 　電子システム工学専攻

　設計工学専攻

造形科学域 　デザイン学専攻

　建築学専攻

繊維学域 　先端ファイブロ科学専攻

　バイオベースマテリアル学専攻
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　大学において重点的に推進する教育、研究及び社会貢献活動並びに教育研究成果の事
業化を進めるため、平成 26 年３月に設置した。
　同機構には、本学の研究レベルの向上を主眼に置いた研究の支援・戦略企画立案拠点、
国際化や地域貢献を推進する拠点を設置し、本学の特色ある研究を更に高め、機能強化
を推進している。

■組織

昆虫先端研究推進センター

ものづくり教育研究センター
繊維科学センター
伝統みらい教育研究センター

ショウジョウバエ遺伝資源研究部門
生物資源フィールド科学研究部門
昆虫バイオメディカル研究部門

KYOTO Desigh Lab
スーパーグローバル大学推進拠点

グ ロ ー バ ル エ ク セ レ ン ス

COI拠点
COC推進拠点
昆虫先端研究推進拠点

研究戦略推進本部
先端ものづくり・繊維研究推進拠点

拠
点

大
学
戦
略
推
進
機
構

　教育研究を推進するためのインフラ機能や教育の支援・戦略立案を行うため、平成
27 年７月に設置した。
　同機構には、本学の教育研究を支える共通資産であり着実に強化していくことが必要
な教育研究インフラ拠点及び一貫した方針に基づき企画・立案・実施を行う教育支援拠
点を設置している。

■組織

教
育
研
究
基
盤
機
構

附属図書館
美術工芸資料館
情報科学センター
環境科学センター
機器分析センター
アイソトープセンター
総合教育センター
学生支援センター
アドミッションセンター
国際センター
保健管理センター
アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター

大学戦略推進機構

教育研究基盤機構
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ショウジョウバエ遺伝資源研究部門
　キイロショウジョウバエ（Drosophila melanogaster）は、赤い眼をもつ体長 3-4mmの
ハエで、人間の住居があれば世界中どこにでも見つかる。1910 年（明治 43 年）、この
ハエの白眼の突然変異体を発見したT.H. モーガンは遺伝子が染色体にあることを初め
て実証した。この成果により、彼は後にノーベル賞を受賞した。以来、キイロショウジョ
ウバエはもっとも有名な実験生物のひとつとなり、今日まで多くの突然変異体が発見あ
るいは人為的に作製され、生命科学の様々な研究に用いられてきた。例えば、ショウジョ
ウバエは味や匂いなどの感覚、学習、求愛などの高度な神経活動の実験に用いることも
容易である。さらに 1999 年にゲノムの全塩基配列が決定されると、キイロショウジョ
ウバエの遺伝子数はヒトのおよそ半分（約 14,000 個）で、そのうち約 10,000 個は構造
や機能の点でヒト遺伝子とよく似ていることが明らかになった。ショウジョウバエが生
命科学研究に必須のモデル生物としてますます重要となりつつあることを受け、平成 11
年に本研究部門の前身となるショウジョウバエ遺伝資源センターが設置された。平成 27
年７月からは昆虫先端研究推進センターの研究部門として他研究部門と連携しながら活
動を行っている。
　現在、本研究部門は世界最大規模の約 30,000 種類のショウジョウバエ系統を保有し、
依頼に応じて国内外の研究者に提供する国際的ストックセンターとして研究コミュニ
ティに貢献している。また、国内外で新たに作出された突然変異を受け入れることで、
保有系統の一層の充実も図っている。
　上記の収集・提供事業に加え、本研究部門独自の遺伝資源の開発・研究にも取り組ん
でいる。ヒトゲノム断片を組み込んだヒト化ショウジョウバエ系統は生物種の枠を超え、
ゲノムの機能と構造を明らかにする研究資源として作り出している。さらに豊富な突然
変異を駆使し、生命システムの頑健性、精子形成と受精、配偶行動、ゲノム進化などに
関する研究を精力的に行ってい
る。赤眼のハエの背に乗って、
生命の原理と多様性の謎に挑
む。最終目標は生と死、老いを
みつめなおすこと。

生物資源フィールド科学研究部門
　本研究部門は、大正 11 年、京都高等蚕糸専門学校の実習桑園として開設され、その
後京都工芸繊維大学繊維学部附属農場を経て、平成 15 年にセンター化し、平成 18 年
から学内共同利用の教育研究センターとなった。平成 27 年７月からは昆虫先端研究推
進センターの一研究部門として他研究部門と連携しながら活動を行っている。
　資源昆虫学分野では有用昆虫の利用と有害昆虫の防御に関する教育研究、資源植物
学分野では資源植物の生態と栽培、環境保全・循環型生物生産に関する教育研究を行っ
ている。
　各教育研究分野には学部・大学院生が在籍し、研究を行っている。本研究部門は学部
授業科目（実験・実習・演習を含む）、大学院授業科目を提供し、「21 世紀におけるヒト、
資源生物、環境の相互作用に関
わる課題に関してバランスのと
れたセンス」を備えた人材育成
を目指した教育・研究環境を提
供している。

昆虫先端研究
推進センター
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昆虫バイオメディカル研究部門
　教育研究プロジェクトセンターとしての活動を経て、平成 22�年に「昆虫バイオメディ
カル教育研究センター」が設立された。その後、学内の組織改組に伴い、平成 27�年７月
からは昆虫先端研究推進センターを構成する研究部門として他の２つの研究部門と連携し
ながら教育研究活動を行っている。
　本研究部門は、ショウジョウバエやカイコなどの昆虫を利用して、ヒト疾患の原因遺伝
子および関連遺伝子を探索し、治療薬や診断マーカーの探索をおこなうこと、疾患の発症
メカニズムを解明し、難病などの治療に役立てること、また、昆虫ウイルスを用いて細胞
増殖因子などを安定に固定化させたタンパク質モジュールを作製し、組織再生などの再生
医療に貢献することを活動目的としている。

■昆虫バイオメディカルの流れ

　本学ものづくり教育の共通基盤施設としての機械工場を核とした新たな教育研究の拠
点として、平成 18�年に設置した。
　本センターは、各種加工機械・設備を集中管理して共同利用施設として提供し、本学
における教育及び研究を加工・工作機能の面から下支えするとともに、以下のミッショ
ンを掲げ、ものづくり教育プログラムの開発、先端的加工機能の拡充、地域企業との情
報交換とコミュニティ形成、及び、ものづくりにかかわる教育・研究のプロジェクト展
開を行っている。

ショウジョウバエ
の研究

病気の原因遺伝子
の研究

カイコの研究 組織、器官の再生研究

新しい治療方法の開発

新しい薬の開発

ものづくり教育
研究センター
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■センターの設立
　本学は、我国の繊維科学・工学分野における人材育成と学術・技術の発展に多大な貢献
を果たしてきたが、平成18年に同分野の教育研究を統括する独立組織として「繊維科学
センター」を設置した。これは、本学が展開する多様な教育研究組織と、より緊密に連携
しながら繊維科学分野の教育研究を総合的に推進することを目的としたものである。また
繊維科学・工学分野の新たな教育・研究組織として「繊維学域」・「繊維学系」が平成27
年度に組織されたのに伴い、本センターは独立組織として更に新しく高度な繊維科学・工
学に関わる技術開発を推進する役割が求められるようになってきた。すなわち、これらの
組織と密接に連携しながら、本センターは、本学がこれまでに蓄積してきた繊維科学・技
術を引き継ぎ発展させながら、繊維関連の教育研究を行うとともに、新しい科学技術の開
発を推進し、今世紀における繊維科学・工学分野をリードしていこうとするものである。

■業務
　本学に課せられた繊維分野における教育研究に対する社会的役割の重要性を鑑みると
き、新しい繊維科学・工学体系の確立をめざしながら深みのある繊維文化の醸成に寄与す
ることが求められている。本センターでは、次のような目標のもとに活動を進めている。
（ 1）�繊維学系と繊維学域と密に連携し、他の研究分野を巻き込みながら、広い分野に

おける繊維科学の教育研究を重点的に進める。
（ 2）�新しい繊維科学・工学体系を創出するとともに、繊維の新潮流を開拓して繊維に

関する世界的な研究拠点とする。
（ 3）�典型的な境界複合領域である繊維分野をカバーできる広範な知識と技術を有する

人材を育成し、社会基盤の形成に資する。
（ 4）高度で高効率な繊維産業の実現と新しい繊維の市場社会の確立に貢献する。
（ 5）�世界的な波及効果のある新たな繊維文化を我が国に構築するとともに、繊維を永

続的な産業分野として発展させる。
（ 6）�本学美術工芸資料館に所蔵された繊維関連資料の整理と調査ならびにそれらの

データベース化を行う。
　
　教育研究プロジェクトセンターとして活動を行ってきた「伝統みらい研究センター」
を基盤とし、平成 22�年に設置した。
　伝統産業とは長い歴史において淘汰され残った技術を基礎とするものであり、その時
代においては最も先駆的な先端産業であったといえ、人が長きに渡りその技術を伝えて
きたということは、人に優しく、美しさや親しみなどの感動を与える技術であり、ひい
ては環境にも優しい技術であったと定義できるだろう。
　本センターの目的は、今考えられる技術と先人たちが残してきた知恵との複合化を行
うことにより、新しいものづくりに応用するための研究を推進することである。

■業務
　本センターは、日本の伝統技術・技能に内在する知恵、「暗黙知」を突き止めて「形式
知」化し、新しいものづくりに応用するため、下記の教育・研究を行う。

（ 1）伝統技能者の動作解析による「技」の解明
（ 2）匠の技：「こつ」の定量化と、それらを生み出す身体能力の解明
（３）匠の「見きわめ」の脳科学、生理学を用いた定量化
（４）高品位製品の製造のための勘所探索
（５）伝統産業工学の授業提供
（６）京都伝統みらいモデルの全国展開
（７）伝統産業工学フォーラムの開催
（８）技能継承のための教育コンテンツ作成

繊維科学センター

伝統みらい
教育研究センター
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　平成 27 年 7 月に、「産学官連携推進本部」（「創造連携センター」、「ベンチャーラボ
ラトリー」、「知的財産センター」を含む）と、本学の研究推進を担ってきた「研究推進
本部」の 2本部を発展的に統合再編し、「研究戦略推進本部」を設置するとともに、そ
の下に各業務を推進する「研究推進・ベンチャー支援室」、「産学公連携室」及び「知的
財産室」の 3室の体制を整備した。

　研究戦略推進本部は、本学における研究力向上、産学連携に係る企画、立案及び実施
を一元的に行う拠点組織として、研究力向上に係る支援、戦略の推進だけでなく、産学
官連携活動の中心となり、これまで以上に共同研究、受託研究等を推進していく。また、
企業との協働により更なる研究活動の推進、研究者交流や地域社会との連携協力事業等
を通じて、新たな連携を創造するとともに、本学で創出された研究成果や知的財産を社
会に還元し、産業や文化への貢献について積極的に取り組んでいる。
　
■業務概要　
（ 1）�研究の推進に関すること

（２）�研究成果等に基づいた実用化及び起業化の推

進に関すること

（３）産学公連携活動の推進及び支援に関すること

（４）学生の独創的な研究開発の推進に関すること

（５）知的財産に関すること

■特許等出願状況（件）
年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

発明等届出件数 51	 22	 49	 44	 55	

特許等出願件数

国内出願※1 25（12） 18（8） 38（21） 33（16） 32（19）

国際出願※2 11（3） 11（2） 4（3） 10（6） 6（4）

外国出願※3 23（14） 5（2） 12（7） 12（8） 5（3）

特許権保有件数	 192（102）件　（平成 29年 6月 1日現在）　　　　※（　）内は共同出願
	 内訳：国内　127（63）件、外国　65（39）件　
	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 1　「国内出願」には基礎出願、国内優先権主張出願、分割出願件数を計上
※ 2　｢国際出願」には特許協力条約（PCT）に基づく出願件数を計上
※ 3　「外国出願」には国ごとに出願した件数（パリ条約に基づく出願、PCT出願・EPC出願後の指定国移行を含む）を計上

研究戦略推進本部

本部長（副学長）

研　　究　　戦　　略　　推　　進　　本　　部

知　的　財　産　室
研究推進・ベンチャー
支　　　　援　　　　室産  学  公  連  携  室

■共同研究等実施状況（件）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

共同研究 147	 131	 134	 132	 131	

受託研究 42	 49	 44	 65	 75	

技術相談 74	 134	 143	 126	 115	
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　大学の附属図書館は、教育と研究を支える重要な機能をもっている。本学では、現在
約 40 万の書籍と約 5,400 タイトルに及ぶ雑誌を所蔵し、このうち約 15 万冊の書籍（製
本雑誌を除く）は図書資料ゾーン書架に配架され、自由な利用が可能である。
　さらに、附属図書館ホームページを「KIT 学術ポータル」（情報検索の窓口）として
整備し、ここから電子ジャーナル及び学術文献データーベースへのアクセスを可能とし
ている。
　また、他大学・研究機関等の所蔵する学術資料の検索サービス、相互利用サービス、
各種情報検索サービス、レファレンスサービスなど学生への学修支援、研究者への研究
支援を行うとともに、卒業生・学外者・地域へのサービス等も展開している。
　平成 26 年度には、多言語、多文化学習に特化した共同学習スペース「グローバルコ
モンズ」を設置し、附属図書館は、まさに「知を探検する」そして「知と遊ぶ」基点と
して、本学における高度な学術活動を支えている。

■蔵書数� （平成 29年 4月 1日現在）
分類 和漢書　 洋書　 計（冊）

0 総記 9,929　	 4,742　	 14,671　	
1 哲学 12,939　	 9,610　	 22,549　	
2 歴史 17,267　	 3,637　	 20,904　	
3 社会科学 27,814　	 9,770　	 37,584　	
4 自然科学 55,176　	 47,431　	 102,607　	
5 工学 61,710　	 39,111　	 100,821　	
6 産業 10,535　	 2,055　	 12,590　	
7 芸術 29,593　	 16,804　	 46,397　	
8 語学 7,216　	 6,387　	 13,603　	
9 文学 12,195　 20,974　	 33,169　	
	合計 244,374　	 160,521　	 404,895　	
和雑誌　2,950	種　　洋雑誌　2,537	種

　本センターは、平成 13 年 4 月に本学のダビンチ（AO）入試を企画、実施するため
の組織として設置された。現在では、本学の全ての入学者選抜の企画と円滑な実施を図
るとともに、アドミッションポリシーに沿った入学者確保のための調査、分析等を行っ
ている。また、受験者や高等学校等からの入試に関する相談への対応、ダビンチ（AO）
入試合格者に対する入学前教育を実施している。

■業務内容
　１．入学者選抜の企画・立案
　２．入学試験の実施
　３．入学者選抜の調査・分析・評価
　４．受験者、高等学校等からの入試に関する進学相談
　５．ダビンチ（AO）入試合格者に対する入学前教育の企画・実施

　本センターでは常駐の医師及び看護師が、学生及び教職員の心身の健康維持・増進を
図るため、定期健康診断や特別健康診断、健康相談及び不慮の疾病やケガに対する応急
処置などの業務に対応している。また、教職員のストレスチェックの開始に伴い、高ス
トレス者への産業医面談を実施している。

　本センターは、学生や教職員の学生生活や就労環境の充実のため、身体上・精神上の
障害をもつ学生及び教職員の支援のための様々な事業を行っている。
　また、本センターには、発達障害を専門とする教員（臨床心理士）、精神科医、カウ
ンセラー（教員経験者、臨床心理士）、看護師が配置されており、対人関係や学業、性
格の悩み、不安、抑うつ、緊張、パニック、発達障害などの「こころの問題」を抱える
学生や教職員の相談窓口としての機能のほか、これらの障害等を持つ学生や教職員と大
学との間に立ち、両者の連絡調整機能としての役割も有している。

附属図書館

アドミッション
センター

保健管理センター

アクセシビリティ・
コミュニケーション
支援センター
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　美術工芸資料館は、昭和 55 年学
内共同教育研究施設として設立さ
れ、本学前身の京都高等工芸学校創
設時（明治 35 年）から教材として
収集してきた資料を十全に保管する
とともに、収蔵資料についての調査
研究および展示公開をおこない、教
育研究に資している。
　収蔵資料の内容は、絵画、版画、
彫刻、陶磁器、金工、漆芸、染織品、
考古資料、文献資料、建築図面など
多岐にわたり、その数は約 5,100 件
（約 51,000 点）にも及んでいる。そ
の中には明治洋画壇の巨星であり、
京都高等工芸学校の図案科教授でも
あった浅井忠の「武士山狩図」やヨー
ロッパ近代ポスターのコレクショ
ン、古今の裂地資料など、芸術的、
学術的あるいは歴史的に高く評価さ
れるものも多く、学外者の展観や全
国の美術館などからの出品依頼も少
なくない。最近収集した資料、建築
家村野藤吾が手掛けた建築設計図面
は、内外から熱いまなざしが注がれ
ている。
　また、京都・大学ミュージアム連
携の中心館として積極的に活動し、
本学が収蔵している美術工芸資料を
ひろく一般に公開している。

■収蔵品の公開・展覧会　　　（平成 28年度）
・複製技術としてのポスター
・村野藤吾の建築	模型が語る豊饒な世界
・京都の墨流し染・糊流し染	－その系譜と新たな可
能性－
・チェコのグラフィックデザイン－ポスターとマッ
チラベルを中心に－
・学業から職業へ－京都高等工芸学校と京都市立美
術工芸学校の図案教育Ⅲ
・おいしい広告－欧米と日本の飲食物のポスターを
中心に－	/	くすりと化粧のアラカルト
・SDレビュー2016	第35回建築・環境・インテ
リアのドローイングと模型の入選展

・松ノ井覚治の建築ドローイング	－ニューヨーク
で学んだボザール建築－
・展覧会ポスターに見るマン・レイ展	「Reflected」
・未来の途中の星座‐美術・工芸・デザインの新
鋭9人展
・守住勇魚と京都高等工芸学校
・里見宗次―フランス・日本・タイのグラフィッ
クス
・第14回村野藤吾建築設計図展	村野藤吾とクライ
アントー近鉄の仕事を通して

美術工芸資料館

■収蔵資料数� （平成 29年 4月 1日現在）
分類 数量 収蔵品数
版画・ポスター 1,300	 6,795	
絵画 102	 188	
東洋画模写 193	 228	
墨蹟・墨蹟模写 5	 43	
大橋コレクション 549	 549	
染織 779	 2,844	
陶磁器 589	 694	
建築 567	 33,094	
家具 117	 273	
装飾 13	 24	
彫刻 39	 42	
漆工 84	 183	
金工 80	 396	
楽器 15	 16	
武具 72	 113	
風俗 180	 668	
考古 23	 198	
生徒及び学生作品 40	 1,059	
文献・資料 233	 944	
原版 26	 1,685	
石膏 23	 154	
雑標本 81	 886	
写真・映像 2	 222	
素描・習作 8	 373	
プロダクトデザイン 10	 204	
合計 5,130	 51,875	

美術工芸資料館
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　情報科学センター（CIS：Center�for�Information�Science）は、昭和 42 年に設立さ
れた京都工芸繊維大学電子計算機室を祖とし、現在では、情報基盤計算機システムと基
幹情報ネットワーク（KITnet）を中心とした、学内の情報通信技術（ICT：Information�
and�Communication�Technology）の基盤を担う施設として発展してきている。その活動
は多岐にわたり、各種基盤システムの開発や管理、運用及び保守はもちろんのこと、学
部と大学院の専門教育の支援を行っている。さらに、学内の各研究室が推進する研究に
対し、これらのシステムを用いた支援や必要な情報技術の提供などを行っている。昨今
の情報セキュリティの重要性の高まりから、学内におけるセキュリティ管理や教育も本
センターの重要な命題であるため、担当教員が ICTに関する最先端の研究を関連の課
程や専攻と共に遂行し、卒業論文や学位論文の研究指導を行っている。

■情報科学センターの位置づけ

　近年、地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、PM2.5、廃棄物問題など様々な地球規模
の環境問題が深刻化しており、その実態の解明と対策が国際的な緊急課題となっている。
環境科学センターは、広い視野からこのような問題を取り扱う組織として、1992 年に
廃液処理施設を改組拡充し設置された。
　本センターは、有害物質の処理設備と分析機器を備え、大学の教育・研究活動で生じ
る廃棄物の管理と処理、排出水の管理、学内外への広報活動など環境保全に関する業務・
研究を行っている。さらに、地球規模の環境問題や安全管理にも対応するため、環境安
全関連の研究・教育を積極的に推進し、環境安全マネジメントシステムの構築・維持・
展開を通じて「環境安全マインド」をもつ人材育成に寄与している。また「環境安全報
告書」の編集を主体的に行い、本学の環境安全活動の情報発信をも担っている。

情報科学センター

演習室風景

情報基盤計算機システムサーバ群情報科学センター正面入口

環境科学センター
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■業務概要
（ 1）大気環境や水環境の環境計測技術・環境動態解析・環境影響評価の研究
（２）リサイクル・環境保全・環境材料に関する研究、産官学との共同研究
（３）環境科学に関する教育及び広報活動

「地球環境論」「環境化学特論」など学部・大学院の環境関連科目の講義
公開講演会「緑の地球と共に生きる」の開催、広報誌「環境」の発行、「環境安全
報告書」の編集

（４）有機・無機廃液の分別指導と学内外における処理の管理
（５）構内排水の定期分析と計測監視
（６）3R(Reduce,�Reuse,�Recycle) のための廃棄物分別収集システムの構築と管理
（７）環境安全マネジメントシステム（ESMS）の構築・維持・展開、ISO14001 の運用・

改善、ESMSの教育研修の実施

　各種測定・分析機器等を集中管理し、学内における教育研究の共同利用に供するとと
もに、本学における教育研究の進展に資することを目的に平成 13 年に設置した。
　本センターでは、学部課程、大学院専攻の教育研究を測定手段や設備面で支援するほ
か、学部課程、大学院専攻ならびに教育研究センターの枠を超えた先導的研究、学際的
研究、融合的研究などを推進していく上で、本センター自体が特色ある研究の基盤形成
に積極的な役割を果たしていくこととしている。

　非密封放射性同位元素をトレーサーとして利用し、生物・理工学の幅広い分野の教育
研究を支援するために昭和 62 年に学内共同利用施設として放射性同位元素実験室を設
置し、平成 23 年 5月にアイソトープセンターに改称した。
　現在、センター内に放射線測定器としてパッカードインスツルメント社製液体シンチ
レーションカウンタ「1900CA型」及び同社製ガンマカウンタ「COBRAⅡ」、富士フィ
ルム社製イメージングアナライザ「BAS-1800 Ⅱ」を設置している。
　使用可能な放射性同位元素はトリチウム、炭素 14、リン 32、リン 33、イオウ 35、
カルシウム 45、鉄 59、ヨウ素 125 の 8 核種で、遺伝子工学分野、酵素反応や物質代謝
等を含めた生化学分野の研究が活発に行われている。また、膜拡散などの工学的分野へ
の利用も期待されている。

　21 世紀の国際的な工科系大学をめざす本学の教育・研究に関わる技術的な業務を担
うセンターとして、平成 18 年に設置した。
　本センターは、生物・総括技術、分析・測定、システム・ネットワーク、ものづくり・
デザインの 4グループ 8系で構成され、所属する技術職員により学生実験・実習・演
習等の教育支援、課程・専攻・センター等への技術支援やプロジェクト参画による研究・
技術支援を行っている。
　これらの支援業務に加えて、技術の継承、レベルアップ及びセンター独自の技術開発
も行っている。

機器分析センター

アイソトープ
センター

高度技術支援
センター
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　これまで本学においては、「国際的工科系大学」を目指して、国際センターを中心に、
在学生の留学促進や外国人留学生の受入、大学等間国際交流協定の締結推進などのほか、
国際科学技術コースの設置や海外インターンシップの推進など、グローバル化を見据えた
取組を展開してきた。
　これらの実績を評価され、平成 26年９月、文部科学省が実施する「スーパーグローバ
ル大学創成支援」事業に採択された。「OPEN-TECH�INNOVATION～世界に、社会に、
地域に開かれた工科大学構想～」をテーマに展開しているこの事業では、社会や産業のグ
ローバル化を牽引する人材「TECH�LEADER」の養成を目標に、これまでの国際化の取
組を基盤として、理工系人材に求められる国際的リーダーシップを涵養するカリキュラム
改革をはじめ、海外大学との教育連携のための教員派遣、日本人学生の海外プログラム参
加率及び留学生比率の飛躍的向上、事務組織の国際化を進めている。

■平成 28年度の主な「スーパーグローバル大学創成支援」実施事業
　・教職員派遣事業の実施
・職員に対する英語研修の実施およびTOEIC
試験実施
・グローバルコモンズにおける多言語／多文
化交流事業や外国語特別クラスの実施
・外国人研究者等による講演会（OPEN�
TECHシンポジウム）の実施
・グローバルインターンシップに対する支援
・e-learning システムや多読プログラムを利用した英語鍛え上げプログラムの実施
・学部１年次生に対するTOEIC 試験実施
・英語スピーキングテストの試行テスト実施
・国際化モデル研究室の活動による海外研究者招聘、海外大学での共同ゼミの実施
・国際連携建築専攻（ジョイントディグリー）実施準備

■外国人留学生数� （平成 29年 5月 1日現在）

学　部 大学院 非正規生
（研究生・国際交流学生等）

国・地域 国費 政派 私費 国費 政派 私費 国費 私費 計
アメリカ合衆国 1	 1	
イスラエル 1	 1	
イタリア 2	 2	 4	
イラン 1 1	 2	
インド 1	 1	
インドネシア 2 1	 3	
エジプト 2	 2	
オーストリア 1	 1	
カナダ 1	 1	
カンボジア 1 1	
コロンビア 1	 1	
サウジアラビア 1	 1	
シンガポール 2	 2	
スイス 3	 3	
スペイン 2	 2	
タイ 11	 1	 11	 1	 24	
トルコ 2	 2	
ドイツ連邦共和国 1	 4	 5	
ニカラグア 1	 1	 2	
ハンガリー 1	 1	
バングラディシュ 1	 1	
フィンランド 4	 4	
フランス 3	 3	
ブラジル 1	 1	
ブルキナファソ 1	 1	
ベトナム 12	 6	 18	
ベネズエラ 1	 1	
ペルー 1	 1	
マレーシア 9 1 10	
モンゴル 3	 1	 4	
中国（台湾） 2 4	 2	 8	
中華人民共和国 26 4	 52	 11	 93	
南アフリカ 1	 1	
大韓民国 3 8	 3	 14	
合計 4 9 32 38	 1	 91	 2	 43	 220	

□在学段階別　　　　学部　　45　　大学院　　　　　130　　非正規生　　	 45
□経費別　　　　　　国費　　44　　外国政府派遣　　	 10　　私費　　　　166

国際交流
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■外国人研究者受入れ状況
区分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度
外国人研究員 2	 2	 0	
ベンチャー・ラボラトリー非常勤研究員 7	 8	 3	
国際訪問研究員 19	 18	 18	
国際協力機構外国人受託研修員 4	 5	 6	
合計 32	 33	 27	

　本学は、現在外国の 79 大学等と学術交流等の協定を締結し、教育研究に関する情報
交換、教職員・学生の交流を行っている。
　また、教育研究の交流を促進するため、海外の研究機関等への研究者及び学生の派遣、
並びに海外の研究機関等からの研究者、外国人教員、学生の受け入れを活発に行っている。

■大学等間交流	 （平成 29年 5月 1日現在）
協定締結大学等 国・地域名 協定発効年 協定締結大学等 国・地域名 協定発効年
東華大学 中華人民共和国 1987年 コンケーン大学 タイ王国 2011年
アクロン大学 アメリカ合衆国 1987年 ベニス大学カ・フォスカリ校 イタリア共和国 2012年
リーズ大学　デザイン学部 連合王国 1990年 ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校 タイ王国 2012年
カイザースラウテルン大学 ドイツ連邦共和国 1991年 デンマーク王立美術アカデミー	建築学部 デンマーク王国 2012年
パリ・ラ・ヴィレット国立建築大学 フランス共和国 1999年 ウィーン工科大学 オーストリア共和国 2012年
マハサラカム大学 タイ王国 2001年 サンタマリア・カトリック大学 ペルー共和国 2012年
カント大学 ベトナム社会主義共和国 2002年 バルセロナ材料科学研究所 スペイン 2012年
カタロニア工科大学ESEIAAT スペイン 2002年 ミマール・スイナン芸術大学 トルコ共和国 2013年
トリエステ大学 イタリア共和国 2002年 ノースカロライナ州立大学 アメリカ合衆国 2013年
新羅大学 大韓民国 2002年 慶南科学技術大学 大韓民国 2013年
釜山大学 大韓民国 2002年 アーヘン工科大学　機械工学部 ドイツ連邦共和国 2013年
ハノイ工科大学 ベトナム社会主義共和国 2002年 ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学） ウクライナ 2013年
ベトナム国立大学ホーチミン理科大学 ベトナム社会主義共和国 2002年 モンゴル科学技術大学 モンゴル国 2013年
キングモンクート工科大学　トンブリ校 タイ王国 2003年 シンガポール国立大学　環境デザイン学部 シンガポール共和国 2013年
カセサート大学 タイ王国 2003年 グラスゴー美術大学 連合王国 2013年
浙江理工大学 中華人民共和国 2003年 テキサス大学アーリントン校 アメリカ合衆国 2014年
ベトナム科学技術アカデミー化学研究所 ベトナム社会主義共和国 2004年 クアラルンプール大学 マレーシア 2014年
アールト大学理学部 フィンランド共和国 2004年 ワシントン大学工学部 アメリカ合衆国 2014年
シュツットガルト専門大学 ドイツ連邦共和国 2004年 ケルン応用科学大学建築学部 ドイツ連邦共和国 2014年
嶺南大学 大韓民国 2004年 ダミエッタ大学応用芸術学部 エジプト・アラブ共和国 2015年
シンガポール国立大学　工学部 シンガポール共和国 2004年 マレーシア科学大学 マレーシア 2015年
ハノイ医科大学 ベトナム社会主義共和国 2006年 ウィスコンシン大学マディソン校 アメリカ合衆国 2015年
水原大学 大韓民国 2006年 オルレアン大学 フランス共和国 2015年
ヴェルサイユ国立建築大学 フランス共和国 2006年 国立交通大学　国際半導体産業学院 台湾 2015年
香港理工大学紡織衣服学院 中華人民共和国 2007年 インド工科大学グワハティ校 インド 2015年
リール・ドゥーエー工科大学 フランス共和国 2007年 ディーキン大学 オーストラリア連邦 2016年
ベトナム国立大学ホーチミン工科大学 ベトナム社会主義共和国 2007年 パムッカレ大学 トルコ共和国 2016年
ロンドン大学聖ジョージ校 連合王国 2007年 RFXコンソーシアム イタリア共和国 2016年
ラハティ応用科学大学 フィンランド共和国 2007年 ユストゥス・リービッヒ大学ギーセン ドイツ連邦共和国 2016年
ENSAIT（国立繊維工芸工業高等学院） フランス共和国 2008年 デンマーク王立美術アカデミーデザイン学部 デンマーク王国 2016年
ヘルワン大学 エジプト・アラブ共和国 2008年 リベレツ工科大学 チェコ共和国 2016年
チュラロンコン大学 タイ王国 2008年 オーバーン大学　理数学部 アメリカ合衆国 2016年
マヒドン大学 タイ王国 2008年 マラヤ大学 マレーシア 2017年
大同大学 台湾 2008年 ジュネーブ造形芸術大学 スイス 2017年
アールト大学　芸術・デザイン・建築学部 フィンランド共和国 2008年 ルツェルン応用科学芸術大学 スイス 2017年
フランス国立高等研究院 フランス共和国 2009年 キングストン大学 英国 2017年
漢陽大学 大韓民国 2010年 リエージュ大学 ベルギー 2017年
材料科学・工学イタリア大学コンソーシアム イタリア共和国 2010年 トリノ工科大学 イタリア共和国 2017年
チェンマイ大学 タイ王国 2010年 モンテレイ工科大学 メキシコ 2017年
ベトナム教育訓練省 ベトナム社会主義共和国 2011年 （計 79大学等）
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　本学は、大学間の交流と協力を促進し、教育内容の充実を図ることを目的とし、平成
11�年 1�月に同志社大学、同年 3�月に京都府立大学、平成 14�年 9�月に京都教育大学、ま
た、平成 13�年４月から京都地域を中心に約 50�の大学・短期大学が参加する大学コンソー
シアム京都に加盟し、単位互換の協定を締結した。また、平成 18�年 10�月には京都府立
大学及び京都府立医科大学と３大学包括協定を締結し、この包括協定に基づく教養教育
共同化による単位互換制度を平成 19�年度より開始した。さらに、平成 22�年 4�月には、
京都市立芸術大学、京都産業大学及び京都ノートルダム女子大学との間で、平成 21�年
度に文部科学省より採択を受けた戦略的大学連携支援プログラム「文化芸術都市京都の
文化遺産の保存・活性化を支える人材育成プログラムの開発・実施」の実施に必要な単
位互換協定を締結し、この協定に基づく単位互換を平成 22�年度より開始した。
　これに加え、平成 26年度より京都府立大学・京都府立医科大学と、教養教育共同化を
開始し、後学期からは、京都府が整備を進める共同化施設「稲盛記念会館」で授業を実
施している。
　これら単位互換制度・教養教育共同化事業は、お互いの大学の個性と特色のある授業
科目を持ち寄り、互いの教育を補完し、学生の幅広い学習ニーズに応えると共に、学生
同士の交流を積極的に推進することを目的としたものである。

平成 29年度単位互換制度に基づく特別聴講学生の派遣・受入状況

部局 区分 学期 同志社大学 京都府立大学 京都府立医科大学 京都教育大学 大学コンソーシアム京都 京都ノートルダム女子大学 京都産業大学 合　　計
人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数

工芸科学部

派遣

前　期 6 11 6 11
後　期 1 1 3 6 4 7
集　中 2 2 2 4 4 6
通　年
計 3 3 11 21 14 24

受入

前学期
後学期 2 2 2 2
集　中 14 15 4 5 18 20
計 14 15 4 5 2 2 20 22

工芸科学
研 究 科

派遣

前　期
後　期
集　中
通　年
計

受入

春学期
秋学期
集　中
計

合　　計

派遣

前　期 6 11 6 11
後　期 1 1 3 6 4 7
集　中 2 2 2 4 4 6
通　年
計 3 3 11 21 14 24

受入

前学期
後学期 2 2 2 2
集　中 14 15 4 5 18 20
計 14 15 4 5 2 2 20 22

（参考）平成 28年度実績
大学

区分
同志社大学 京都府立大学 京都府立医科大学 京都教育大学 大学コンソーシアム京都 京都ノートルダム女子大学 京都産業大学 合　　計
人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数

派　　　遣 2 2 1 1 11 19 14 22
受　　　入 14 14 1 1 15 15

平成29年度京都府立大学・京都府立医科大学との教養教育共同化事業における学生の派遣・受入状況

部局 区分 学期 京都府立大学 京都府立医科大学 京都三大学教養教育研究・推進機構提供科目 合　　計
人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数

工芸科学部

派遣
前学期 523 970 189 199 71 89 783 1258
後学期
計 523 970 189 199 71 89 783 1258

受入
前学期 427 598 52 62 479 660
後学期
計 427 598 52 62 479 660

（参考）平成 28年度実績
大学

区分
京都府立大学 京都府立医科大学 京都三大学教養教育研究・推進機構提供科目 合　　計
人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数 人数 延科目数

派　　　遣 636 842 185 195 59 72 880 1109
受　　　入 336 480 39 44 375 524

大学間交流
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　本学は、教育研究内容の充実、地域社会への一層の貢献等を目的とし、近隣の大学を
中心に積極的に大学等との連携を進めている。
◆�京都地域を中心に約 50 の大学・短期大学が参加する「大学コンソーシアム京都」
による連携
◆京都府立大学及び京都府立医科大学との３大学の教養教育共同化による連携
◆京都産業大学との連携（学術交流）
◆京都ノートルダム女子大学との連携
◆京都市立芸術大学、京都産業大学、京都ノートルダム女子大学との単位互換連携
◆�京都府立医科大学、京都府立大学及び京都薬科大学との国公私立４大学によるヘル
スサイエンス系の教育研究の連携
◆信州大学、福井大学等との繊維系大学連携
◆同志社大学との単位互換連携
◆京都府立大学との単位互換連携
◆京都教育大学との単位互換連携
◆舞鶴工業高等専門学校との連携
◆近畿地区国立大学法人間の大規模災害等発生時の連携
◆�京都府立大学、京都学園大学、舞鶴工業高等専門学校、京都文教大学及び京都大学
との地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）に係る連携

　本学は、千年の歴史をもつ京都の文化をバックグランドとして、ものづくりやデザイ
ンなどの工学分野で実践的な高度専門技術者を養成する教育を行うとともに、地元の中
小企業と共同研究を実施するなど地域に密着した教育研究活動を展開している。
　特に、京都府北部には工科系大学が設置されていない中、京丹後市から提供を受けた
「京丹後キャンパス」を拠点として、北部に集積するものづくり企業が有する技術・経
営課題の解決を図るための取組や、小中学生への理数教育支援を推進してきた。
　平成 25 年度からは、本学内にCOC推進拠点（COC:�Center�of�Community）を設置し、
全学的に地域志向の取組を推進している。さらに、京都府北部においては、舞鶴工業高
等専門学校と連携して、ものづくりや観光産業の振興に取り組んでいる。これらの取組
が、文部科学省平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」に採択された。
　また、平成 28 年 4 月には「福知山キャンパス」を設置するとともに、同キャンパス
を学修拠点として、地域産業の活性化や地域
課題の解決に取り組む技術者を育成する「地
域創生 Tech�Program」を開設した。このプ
ログラムを核として、府内各地の地域創生を
担う人材の育成を推進する「北京都を中心と
する国公私・高専連携による京都創生人材育
成事業」をスタートさせた。この取り組みは、
文部科学省平成 27 年度「地 ( 知 ) の拠点大学
による地方創生推進事業（COC+）」に採択さ
れ、大学COC事業とともに推進している。
　京都における地域貢献の中核となる大学として、「京丹後キャンパス」をはじめ、「福
知山キャンパス」、「KRPものづくり連携拠点」（京都市）や「綾部地域連携室」等を拠
点に、府内の各自治体、学校及び企業等と連携し、地域の産業・文化芸術振興、工学系
人材の育成に向けて、全学をあげて取り組んでいる。

■京都工芸繊維大学の地域貢献の３本の柱�
　・地域振興に資する工学系高度専門技術者の養成
　・工学分野（機械・材料・物質・生命科学・デザイン・建築等の領域）�
における研究成果の地域への還元

　・地域の企業・学校・市民等への「知」の提供�

大学等連携

地域連携

福知山キャンパス
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■京都工芸繊維大学のこれまでの連携の実績�
　・京都府との包括協定� ・京都市との連携協定� ・京丹後市との包括協定
　・綾部市との包括協定� ・福知山市との包括協定� ・京都府教育委員会との連携協定
　・京都市教育委員会との連携協定�・地元経済団体・企業・大学との連携
■平成 28年度の主な事業
　・与謝野町と連携した公共施設における再投資計画の策定
　・綾部市地域での上級機械技術者育成プログラム
　・プラズマを用いた貝類種苗生産のための藻類増殖促進技術の開発
　・京都産昆虫種の系統化による保護活動と活用を目的とした環境教育研究の基盤構築
　・ソーシャルデザイン拠点としての高校映像スタジオの活用プロジェクト
　・伊藤若冲生誕 300 年にあたり錦市場で「若冲を知る」展示企画
　・京都工芸繊維大学美術工芸資料館�in�福知山
　・綾部市の企業見学会、綾部工業団地でのインターンシップ
　・京丹後市の企業による京都工芸繊維大学見学ツアー

　本学では、地域社会への教育貢献として小中高大連携教育を推進し、出前授業及び体
験授業等を通して双方の教育改善に資するとともに、次世代を担う青少年に対して、科
学技術への関心を高める取り組みを行っている。

■高大連携事業（平成 28年度実施事業）
●「スーパーサイエンスハイスクール」指定校との連携事業
　・京都府立洛北高等学校
　　「発光生物の発光を刺激応答の視点から調べる」　ほか
　・京都府立桃山高等学校
　　SSH運営指導委員会の開催
　・京都教育大学附属高等学校
　　サイエンスワークショップ講演

●京都府下高等学校の生物関係教員を対象にした研修講座
　　「X線の歴史と物理 +CT」　ほか

●小・中・高等学校の教員を対象にした講演
　　「英語ユーザーとしてのアイデンティティを育む授業」

●「第 2回京都サイエンスフェスタ」の共催

●京都府教育委員会「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」
　・京都府立亀岡高等学校
　　「①染色の科学②染毛の危険」　ほか
　・京都府立菟道高等学校　ほか
　　「面白い表面 ･コロイド現象 ･染色の不思議」
　・京都府立綾部高等学校
　　「外国語としての日本語」
　・京都府立東宇治高等学校
　　「科学の目で見る蟻の世界」
　・京都府立園部高等学校　ほか
　　「クワ ･カイコ ･シルク」
　・京都府立久美浜高等学校
　　「フラクタル幾何学入門」
　・京都府立鴨沂高等学校　ほか
　　「ものづくりに活かす心理学」

　・京都府立宮津高等学校　ほか
　　「レーザー光を用いた光応用計測」
　・京都府立乙訓高等学校
　　「工場の自動化を支援するアルゴリズム」　ほか
　・京都府立城南菱創高等学校　ほか
　　「色とりどりの七宝焼を作ってみよう」
　・京都府立北稜高等学校
　　「触れる映像」
　・京都府立網野高等学校
　　「身近な品物のＸ線ＣＴ観察」
　・京都府立桂高等学校
　　「生物のコミュニケーションを考えてみよう」
　・京都府立加悦谷高等学校
　　「微小重力環境における物理実験」

小中高大連携
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●大学COC事業地域貢献加速化プロジェクトによる教育事業
　・京都府立工業高等学校
　　「人の知覚と認識」　ほか
　・京都府立西舞鶴高等学校
　　「高校（教育）から大学（研究）へ」　ほか
　・京都府立大江高等学校
　　映像スタジオ活用支援

　・京都府立峰山高等学校
　　「理系大学で学ぶ高校生が考えておくべきこと」
　・京都府立加悦谷高校
　　「大学で学ぶことの意義」

●その他
　・京都市立京都工学院高等学校との連携事業
　・京都市立伏見工業高等学校との連携事業
　・京都府立東稜高等学校との連携事業
　・京都府立園部高等学校との連携事業
　・大阪府立大手前高等学校との連携事業

　・奈良県立奈良北高等学校との連携事業
　・島根県立益田高等学校との連携事業
　・国立台湾師範大学付属高級中学校との連携事業
　・沖縄県教育委員会との連携事業

■中大連携事業（平成 28年度実施事業）

●京都府教育委員会「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」
　・亀岡市立詳徳中学校
　　「発光生物の光の不思議」

■小大連携事業（平成 28年度実施事業）

●京都府教育委員会「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」
　・京田辺私立薪小学校　ほか
　　「スポーツ科学って面白い・人の身体って素晴らしい」
　・福知山市立美河小学校
　　「クワ ･カイコ ･シルク」
　・木津川市立加茂小学校　ほか
　　「虫たちの世界をのぞいてみよう」
　・福知山市立美河小学校　ほか
　　「蟻たちの不思議な世界」
　・京丹波町立下山小学校
　　「光と写真 -ピンホールカメラ -」
　・綾部市立東八田小学校
　　「縞模様を楽しもう」

　・城陽市立寺田南小学校
　　「身の回りのデザインとデザイナーの仕事」
　・京田辺市立大住小学校
　　「身近な素材を利用したデザイン体験」
　・木津川市立加茂小学校　ほか
　　「地球の過去 ･現在 ･未来」
　・木津川市立州見台小学校　ほか
　　「虫たちの世界をのぞいてみよう！」
　・京丹後市立峰山小学校
　　「薄板成形による風鈴などの作成」

●「理科わくわく体験教室 in 京丹後」
　・京丹後市内の小学生対象
　　「ロボット組立プログラミング教室」

●大学COC事業地域貢献加速化プロジェクトによる教育事業
　・綾部市立吉美小学校
　　「縞模様（しまもよう）を楽しもう」

●その他
　・京都市立松ヶ崎小学校との連携事業
　　「松ヶ崎の宝物：ヤママユについて」
　　美術教室「コラージュで映画のポスターを作る！」　　　　　　　　　等
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　本学では、年間を通じて、ユニークな公開講座や講演会、体験学習を実施し、多数の
市民が参加している。

平成 28年度開放事業（公開講座・講演会・体験学習）
講座名 実施部局
オープンキャンパス 2016	 大学
体験入学 2016	 応用生物学課程
大学一日体験入学	 物質工学課程
体験学習「コンピュータのしくみ」	 情報工学課程
創造性豊かなものづくり体験学習	 機械工学課程
「デザインの方法と学び方」	 デザイン・建築学課程
「ショウジョウバエの世界へようこそ」	 ショウジョウバエ遺伝資源センター
夏休み体験教室 2016「自然いっぱいの中で畑探索しよう」	 生物資源フィールド科学教育研究センター
ミニ昆虫展・子ども昆虫教室　ほか	 京都工芸繊維大学・京都北山やままゆ塾
秋の虫へＧＯ！子ども自然観察会	 京都工芸繊維大学・京都北山やままゆ塾
「冬の畑体験 2016」	 生物資源フィールド科学教育研究センター
宝が池・深泥池の虫たち	 京都工芸繊維大学・京都北山やままゆ塾
講演会「ジャズ・ド・ブッファンのセザンヌ」　ほか	 造形史研究室
「認知的インタラクションデザイン学」公開講義	 大学院工芸科学研究科	情報工学専攻
組紐ワークショップ	 伝統みらい教育研究センター、組紐・組物学会事務局
繊維・ファイバー工学コース特別講演会	 繊維・ファイバー工学コース
KIT ライフサイエンスセミナー	 応用生物学系
国際交流懇親会「アーサー・ビナード	おはなし会」	 澤田研究室
先端技術研修 ｢組み込み系 Linux システムチューニング｣	技術講習会	 研究戦略推進本部
第６回大阪地区講演会	 繊維科学センター
セミナー「ダイバーシティ時代のキャリア」	 KIT 男女共同参画推進センター
京のサスティナブルデザイン講義		 久保研究室
AIP シンポジウム	 情報工学・人間科学系
知的財産権セミナー「知財ミックスで支えるブランド戦略」	 研究戦略推進本部　
市民講座	先端技術講座「最先端技術でものを観る」	 機器分析センター
公開講演会	 先端ファイブロ科学専攻
日本電産株式会社代表取締役会長兼社長（CEO）	永守重信氏特別講演会	 大学
TECH	LEADERフォーラム	 スーパーグローバル大学推進拠点、
	 COC推進拠点、KYOTO	Design	Lab
シンポジウム「尊厳のこころを繋ぐユニバーサルデザイン」　ほか	 COI ヘルスサイエンス拠点
創立記念日事業　建築家・安藤忠雄講演会「夢をつくる」	 大学
「緑の地球と共に生きる」講演会	 環境科学センター
	 等

　男女共同参画の新しい社会に向かって、大学においても仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）に配慮した教育、研究及び環境づくりが求められている。
　本学では、「研究活動とライフイベントの両立支援」、「男女共同参画に向けての意識
啓発活動」、「女性研究者ネットワークの構築」を取り組みの柱とし、性別にかかわらず、
それぞれの研究（仕事）と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図れるよう環境
整備や支援を推進するため、本センターを平成 24 年 10 月に設置した。
　本センターでは、コーディネータを配置し、研究（仕事）と生活の両立相談や研究支援
員制度、女性研究者の交流促進、男女共同参画推進セミナーの開催、ホームページやニュー
スレターによる情報発信等の活動を行っている。更に、「KIT交流サロン」を設置し、女
性教職員や女子学生の交流の場として、また、研究（仕事）や子育て・介護等の情報交換
の場として、理系女子のキャリア形成や専門分野を超えての繋がりを促進している。

大学開放事業

KIT 男女共同参画
推進センター
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	 （平成 28年度）
■収入 ■支出
区分 金額（千円）比率（％） 区分 金額（千円）比率（％）
運営費交付金 4,697,957	 54.4% 教育研究経費 7,071,325	 83.5%
施設整備費補助金 220,180	 2.6% 施設整備費 241,180	 2.8%
補助金等収入 411,497	 4.8% 補助金等 383,569	 4.5%
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 21,000	 0.2% 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 768,235	 9.1%
自己収入 2,303,910	 26.7% 国立大学財務・経営センター施設費納付金 0	 0.0%
　授業料、入学金及び検定料収入 2,229,834	 25.8% 合計 8,464,309	 100.0%
　財産処分収入 0	 0.0% ※決算報告書ベースによる。
　雑収入 74,076	 0.9%
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 752,584	 8.7%
引当金取崩 60,280	 0.7%
目的積立金取崩 162,457	 1.9%
合計 8,629,865	 100.0%

■研究協力
　本学では、大学が有する専門的知識と技術を社会に還元し、その発展に貢献するため様々
な形で産業界等との研究協力を行っている。（研究戦略推進本部については22ページ参照）
	 （金額単位：千円）

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度
区分 件数 金額 件数 金額 件数 金額
民間等との共同研究 134 226,241 132 206,895 131 231,215
受託研究※ 44 281,933 65 399,045 75 353,918
奨学寄附金 149 109,563 142 114,033 140 111,876
受託研究員 7 1,173 1 135 2 226
合計 334 618,910 340 720,108 348 697,234
※受託研究には、ナショナルバイオリソースプロジェクト等補助金を含む

■科学研究費補助金� （金額単位：千円）
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

区分 件数 金額 件数 金額 件数 金額
新学術領域研究（研究領域提案型）
計画研究

1	 7,200	 1 9,360 2 18,070
（　1）	 （　2,160）	 （　1） （　2,160） （　2） （　4,170）

新学術領域研究（研究領域提案型）
公募研究

3	 7,000	 5 14,430 5 13,650
（　3）	 （　2,100）	 （　5） （　3,330） （　5） （　3,150）

基盤研究（Ａ） 10	 67,934	 10 90,610 8 108,420
（ 10）	 （ 20,380）	 （ 10） （ 20,910） （　8） （ 25,020）

基盤研究（Ｂ） 17	 69,800	 19 104,260 20 91,260
（ 17）	 （ 20,940）	 （ 19） （ 24,060） （ 20） （ 21,060）

基盤研究（Ｃ） 76	 95,660	 78 114,270 84 126,100
（ 74）	 （ 28,110）	 （ 76） （ 26,370） （ 84） （ 29,100）

挑戦的萌芽研究 16	 19,477	 16 22,490 17 29,510
（ 15）	 （　5,670）	 （ 16） （　5,190） （ 17） （　6,810）

若手研究（Ａ） 0	 0	 3 25,350 3 27,300
（　0）	 （　0） （　3） （　5,850） （　3） （　6,300）

若手研究（Ｂ） 16	 17,700	 17 22,620 15 21,450
16）	 （　5,310）	 （ 17） （　5,220） （ 15） （　4,950）

研究活動スタート支援 1	 1,100	 5 6,890 5 7,020
（　1）	 （　330）	 （　5） 1,590 （　5） （　1,620）

奨励研究 0 0
（　0） （　0）

国際共同研究加速基金 1 14,040
（　1） （　3,240）

特別研究員奨励費 4	 3,600	 6 5,770 6 4,900
（　1） （　 270） （　0） （　0）

研究成果公開促進費（学術図書） 2 2,100	 1 1,100
（　0） （　0）

研究成果公開促進費
（研究成果データベース）

0 0
	 （　0） （　0）

合計 146	 291,571	 160 416,050 167 462,820
（ 137）	 （ 85,000）	 （ 153） （ 94,950） （ 160）（ 105,420）

※括弧書きは間接経費分を内数で示す

財政状況

外部資金受入状況
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　本学では、教育、研究活動を中心とした本学における様々な活動に関する刊行物及び
本学志望者への大学案内等を発行し、広報活動の充実をはかっている。
主な誌名

学報 求人のための大学案内
大学概要（和文） 美術工芸資料館年報
KIT	NEWS（大学広報誌） 知のシーズ集
KYOTO	INSTITUTE	OF	TECHNOLOGY	（英文概要） 情報科学センター広報　　	
KIT	INTERNATIONAL	JOURNAL 環境（環境科学センター年報）
大学案内 保健管理センター報告書
大学院案内 環境安全報告書

施設 主な利用目的 構造等

センターホール 式典、諸行事、特別講義、講演会、公開講
座の開催や各種学会の学術講演会等に利用
されている。

鉄筋コンクリート造 3階建（地下1階）
延面積 2,264	㎡

60 周年記念館 ギャラリーとして使用できるスペース、講
義室、大小 2種類のセミナー室があり、学
外共同研究者の発表会や学会等に利用され
ている。

鉄骨造 2階建
延面積 945	㎡

KIT	HOUSE
（学生食堂）

1階には食堂（カフェテリア）、2階には
ミニコープ・購買・ブックセンターがあり、
学生と教職員のキャンパスライフをサポー
トしている。

鉄骨造 2階建
延面積 1,605	㎡

大学会館 研修室、ホール、食堂 ･喫茶などがあり、
学生の課外活動や芸術・文化活動、学生と
教職員のコミュニケーションの促進の場と
して利用されている。

鉄筋コンクリート造 3階建
延面積 2,166㎡

松ヶ崎 KIT 会館 研究者や教職員等の宿泊や諸会合・研修等
に利用できる研究交流施設「工繊会館」、
同窓会の拠点として利用できる「同窓会パ
ビリオン」、レセプションルームとして利
用できる「KIT 倶楽部」の 3棟を設置して
いる。

工繊会館 :鉄筋コンクリート造 2階建、
延面積425	㎡
同窓会パビリオン :木造 1階建、
延面積81	㎡
KIT 倶楽部 :木造 2階建、
延面積	157	㎡

国際交流会館
（まりこうじ会館）

外国人留学生及び外国人研究者の居住その
他国際交流上有意義と認められる場合に利
用されている。

鉄筋コンクリート造 4階建、
延面積 2,869	㎡

施設 主な利用目的 構造等
学道会館 教育研究活動を側面から支援する目的で日本新薬株式会

社及び篤志家より寄附を受け、平成 18年 3月に嵯峨キ
ャンパスに建設した。「学道会館」の名称は、学問を真
摯に追求する学徒の集いとなることを考え、道元禅師の
「学道用心」を参考にして名付けられた。

鉄骨造 2階建 575	㎡
大研修室、小研修室、
研究者宿泊室２室、事務室

京丹後キャン
パス地域連携
センター

教育・研究・社会貢献上の各種事業を実施することによ
り、京丹後市の企業や市民と様々な分野で交流すること
を目的として、京丹後市の有期無償貸与により設置され
た施設である。
本施設は、本学の教職員、学生の教育・研究や、研修、
合宿などにも利用されている。

鉄骨造 2階建延面積1195㎡
多目的室、研修室、セミナー室、
ラボスペース、宿泊室、
リフレッシュスペース

定期刊行物

厚生施設

60 周年記念館 KIT	HOUSE 松ヶ崎 KIT 会館

研修施設

学 道 会 館 京丹後キャンパス　地域連携センター
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施設 構造及び延面積 施設等

大学会館 3階 鉄筋コンクリート造
3階建

119㎡
※課外活動に供
する部分のみ

文化団体連盟所属課外活動団体用部室、会議室等

文化系サークル
共同利用施設

鉄筋コンクリート造
2階建

478㎡ 文化団体連盟所属課外活動団体用部室
音楽練習室、暗室、

体育館 鉄骨造平屋建 1,160㎡ バスケットボール 2面、バレーボール 2面、バド
ミントン 6面、卓球 8面等に使用可能

武道場・トレーニ
ング室

鉄筋コンクリート造
平屋建

612㎡ 剣道、合気道、空手
トレーニング室、シャワー室、用具室

弓場 木造平屋建 95㎡ 弓道 6人立、用具庫

プール
（プール附属室） （鉄筋コンクリート造平屋建）

990㎡
（92㎡）

25m　7コース
機械室、倉庫、更衣室、シャワー室

グラウンド 13,453㎡ 野球、サッカー、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール等

テニスコート 4,215㎡ 6面（オムニコート 3面、クレーコート 3面）
硬式テニス、軟式テニス

体育器具庫 鉄骨造・プレハブ造
2階建

572㎡ 体育会所属課外活動団体器具庫
洗面、シャワー室

　区分 所在地 土地面積 			建物面積 建物面積内訳等

松ヶ崎キャンパス
（東部構内）

京都市左京区
　松ヶ崎橋上町 1

49,686㎡
　校舎敷地
31,028㎡

運動場敷地
17,668㎡

プール敷地
990㎡

22,023㎡ 事務局庁舎
校舎
附属図書館
60周年記念館
その他

1,897㎡
10,169㎡
4,893㎡
945㎡
4,119㎡

松ヶ崎キャンパス
（西部構内）

京都市左京区
　松ヶ崎御所海道町

73,385㎡ 82,337㎡ 校舎
美術工芸資料館
大学センターホール
大学会館
創造連携センター
ベンチャーラボラトリー
13号館
KITHOUSE
その他

64,554㎡
2,296㎡
2,264㎡
2,166㎡
2,153㎡
1,510㎡
3,937㎡
1,605㎡
1,852㎡

京都市左京区	 1,184㎡
　松ヶ崎鞍馬田町 15-1

663㎡ 工纎会館
同窓会パビリオン
KIT 倶楽部

425㎡
81㎡
157㎡

京都市左京区	 5,710㎡
　松ヶ崎修理式町 12-2 他

9,649㎡ 松ヶ崎学生館
備蓄倉庫

9,550㎡
99㎡

国際交流会館 京都市左京区
　吉田泉殿町 6-2

1,851㎡ 2,869㎡ まりこうじ会館

嵯峨キャンパス 京都市右京区
　嵯峨一本木町

58,152㎡ 4,771㎡ 生物資源フィールド科学教育研究センター
ショウジョウバエ遺伝資源センター
学道会館

2,709㎡
1,487㎡
575㎡

エコフィールド 京都市北区
　上賀茂本山

6,069㎡

西陣宿舎 京都市上京区
　新町通上御霊前上ル
　下清蔵口町 483

7,247㎡ 3,261㎡

等持院宿舎 京都市北区
　等持院南町 36-1

1,861㎡ 929㎡

福知山キャンパス 福知山市字堀
小字草池 3385 番地

8,222㎡ 3,195㎡ 100 号館
200 号館
図書館
特別教室
その他

1,980㎡
521㎡
126㎡
492㎡
76㎡

合計 213,367㎡ 129,697㎡

課外活動施設等

土地・建物
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学　歌

嵯峨キャンパス松ヶ崎キャンパス
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建物配置図





51.
52.
53.

学修支援施設

旧本部棟

保健管理センター、アクセシビリティ・
コミュニケーション支援センター
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