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交換留学 １学期間～１年間 国連ユースボランティア ５カ月間 CCC Global Internship in Japan ハンズオン・インターンシップ実習 商学部 ビジネスプロジェクト 国際教育・協力センター/CIEC
複数分野専攻制特別プログラム〈CCS〉
※2016年度以降入学生は募集停止

認定留学 １学期間～１年間 国際社会貢献活動 ５カ月間 CCC Global Career Seminar in Japan ハンズオン・プラクティス 理工学部 臨海実験 国連・外交統括センター
複数分野専攻制特別プログラム
〈国連・外交プログラム〉

長期留学
（学部科目履修型）

１学期間～１年間 中期海外インターンシップ １学期間 インドネシア交流セミナーＢ
社会探究実習I・Ⅱ
（広島・江田島平和FW）

地学実験A 各学部、言語教育研究センター 複数分野専攻制プログラム

英語中期留学 １学期間 短期海外インターンシップ（アメリカ） 約１カ月間
国際教育・協力センター

（CIEC JEASP)
総合日本学習科目
（KGU Summer School科目含む）

社会探究実習I・Ⅱ
（瀬戸内海・豊島環境FW）

地球環境科学実験 文学部 文学部内副専攻プログラム

フランス語中期留学 １学期間 短期海外インターンシップ（ベトナム） 約１カ月間 Theology in Dialogue 社会探究実践演習Ⅰ・Ⅱ
（篠山・今田コミュニティ・ガバナンスFW）

総合政策学部 里山実習 社会学部 社会調査士

スペイン語中期留学 １学期間 海外フィールドワーク 約１週間 Mission in DialogueＢ
社会探究実践演習Ⅰ・Ⅱ
（朝来・竹田城下町活性化PJ）

総合政策演習
（フィールドに出よう！五感で学ぶ、地
域の環境）

認定心理士(心理調査)

外国語研修
（英語、中国語、朝鮮語、スペイン
語）

約２週間～６週間 CCC Field Study in Canadian Business 約２週間 文学部 東アジア文化交流セミナーＡ
社会探究リサーチ・ベーシックＡ
（定量編）・B（定性編）

総合政策演習（パークマネジメント） 総合政策学部 建築士プログラム

CCC Cross-Cultural Workshop ４週間 CCC Global Career Seminar in Canada 約１週間 社会学部 比較社会演習Ｂ 平和学特別演習「ヒロシマ」
都市政策演習
（柏原まちづくりプロジェクト）

社会調査士
※2018年度以前入学生対象

フランス語海外研修 ４週間 インドネシア交流セミナーＡ 約２週間 総合政策学部
日本学総論
※2019年度以降開講分のみ対象

キャリアゼミA・B・C
都市政策演習
（ゆるやかなつながりプロジェクト）

グローバルキャリアプログラム(GCap)

ドイツ語海外研修 ４週間 海外異文化体験セミナー 約１週間 Human Welfare and International Development 霞が関セミナー
都市政策演習
（都市と建築空間フィールドスタディ）

社会学部、
商学部、
国際学部

ダブルディグリー留学 １年～２.５年
インターンシップ準備演習
（オーストラリア）

約３週間 グローバル化社会と福祉 ライフ・キャリア リーダーシップ実習 都市政策演習
（朝来市竹田城跡に頼らない観光まちづくり）

神学部 Mission in DialogueＡ 約１週間
海外社会体験実習
（オーストラリア）

約６週間
Introduction to ASEAN
:Society,Economy,and Politics A/B

ライフ・キャリア発展演習
都市財政論
（西脇市都市経営フィールドワーク）
※2019年度以前開講分のみ対象

文学部 ドイツ語中期留学 ４カ月半
海外社会体験実習
（マレーシア）

約４週間
Introduction to ASEAN:Society,Economy,and
Politics A/B(Short-term-Version)

ライフ・キャリア実践演習 総合政策トピックスA

中国人民大学法学院交換留学プログラム １学期間～１年間
海外社会体験実習
（タイ）

約２週間
ライフデザインと仕事Ａ
（日本企業編）・B（外資系企業編）

環境測定実習

エディンバラ大学春季法律英語研修 約３週間 マレー文化研究 約１２週間 インターンシップ実習
国際発展政策課題研究B
（グローバル化する社会でのサバイバ
ル戦略を考える）

商学部 ビジネスに活かせる海外短期研修プログラム 約１週間～約１カ月間 English through Sports 約２週間
ＰＢＬ特別演習002
（JETRO×産業研究所連携講座）

メディア制作演習（表現）

海外理工学プログラムＢ
(English for Science and
Technology)

約１週間 国連・外交フィールドワーク 約１０日間 ＰＢＬ特別演習004
（富士ゼロックス兵庫㈱「志プロジェクト」）

メディア制作演習（社会情報デザイン）

海外理工学プログラムＢ
(Python Program)

約３週間 国連セミナー 約１０日間
ＰＢＬ特別演習005
（アントレプレナー養成講座）

総合政策トピックスB
（IT企業との連携による創造的発想に
基づくプロジェクト演習）

人間福祉学部 社会起業英語中期留学 １学期間 東アジア文化交流セミナーＢ ５日間 ＰＢＬ特別演習006
（公認会計士と挑む企業のビジネス課題）

公共政策課題研究A
※2020年度以降開講分のみ対象

英語中期留学 １学期間 美学芸術学資料研究７ 約１週間
ＰＢＬ特別演習007
（阪急阪神HD（株）と挑む社会課題）

人間福祉学部 ソーシャルワーク実習

中国語中期留学 １学期間
異文化理解
（ドイツ）２

約１週間
ＰＢＬ特別演習008
（福島で学ぶ復興と原発問題）

精神保健福祉援助実習

朝鮮語中期留学 １学期間 比較社会演習Ａ 約１週間
ＰＢＬ特別演習009
（三木市・旧市街地FW）

社会起業フィールドワーク(国内）

海外社会調査Ａ 約１週間 神学部 キリスト教社会実習 社会起業インターンシップ(国内・海外)

海外社会調査Ｂ 約１～２週間 キリスト教と社会A・B ソーシャルワーク・インターンシップ

法学部 法学・政治学グローバル演習A・B・C・D 約１～３週間 教会と礼拝体験 医療ソーシャルワーク・インターンシップ

海外学習活動
（ウッジ大学）

１週間 文学部 美学芸術学基礎実習 社会起業アドバンスト・インターンシップ

海外学習活動
（ドイツインターンシップ）

約１カ月間 地理学地域文化学実習A・B 学校ソーシャルワーク実習

海外学習活動
（アジア地域の観光開発）

約１カ月間 エクスカーションⅠ・Ⅱ 福祉社会フィールドワーク

海外学習活動
（アフリカ研究）

約１カ月間 臨床心理科学実習A（心理実習) 人間科学フィールドワーク

海外学習活動
（グローバルリーダーの養成）

約１週間 日本文学特殊講義５(神戸文学館） 社会起業プラクティス

海外理工学プログラムA
(企業体感プログラム in シリコンバレー)

約１週間 社会学部 社会調査実習 野外教育指導実習Ⅰ

海外理工学プログラムＢ
(Coral & Forest Study in Tropical Area)

約１０日間 法学部 国内フィールドワーク演習A・B・C・D 人間科学フィールドワーク入門

海外理工学プログラムＢ
(Introduction to Scientific
Diving)

約１０日間 議員インターンシップ実習 ソーシャルワーク実習入門

海外理工学プログラムＢ
(Geoscience Program)

約１週間 経済学部 キャリアワークショップ 日本のシニアビジネスの課題と展望

海外理工学プログラムＢ
（発酵醸造学）

約８日間 国内フィールドワーク演習A・B・C・D 野外教育実習A

ソノマ州立大学英語研修＆フィールドワーク 約1カ月間 国内フィールドワーク実習 野外教育実習B
中国上海・蘇州フィールドワーク 約１週間 野外教育指導実習Ⅱ
台湾フィールドワーク 約１週間 教育学部 実地教育研究(実習)
フィリピンフィールドワーク １０日間 地域社会論
社会起業フィールドワーク（海外） 約２週間 教育課題探究実習
社会起業インターンシップ（国内・海外） ６週間 国際学部 ベンチャービジネス創成
人間福祉グローバル演習A～H 約１～２週間
福祉社会フィールドワーク 約１週間
人間科学フィールドワーク 約２週間
海外ボランティア実習
（US‶アシスタントティーチャー”
ボランティア）

約２週間

海外ボランティア実習
（オーストラリア幼児教育プログラム）

約２週間

海外ボランティア実習
（セブ島ボランティア～Learn English &
Volunteer with Children～）

約２週間

海外ボランティア実習
（台湾における環境教育・SDGs体験学習）

約１０日間

EUフィールド・スタディー 約２週間
Introduction to Business in
Asia
: Innovation, Leadership, and
Strategy

約２週間

国際学部

国際教育・協力センター

/CIEC

神学部

人間福祉学部

国際学部

経済学部

理工学部

総合政策学部

人間福祉学部

教育学部

国際教育・協力センター

/CIEC

国連・外交統括センター

文学部

社会学部

ハ
ン
ズ
オ
ン
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

インターナショナルプログラム
留学プログラム

国際学部

国際教育・協力センター

/CIEC

言語教育研究センター

法学部

理工学部

ダブルチャレンジ対象科目一覧
副専攻プログラム

提供部署 プログラム名
国際ボランティア・フィールドスタディプログラム 融合プログラム

ハンズオン・ラーニング・プログラム
全学科目 学部独自科目


