平成26年度 文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」事業

挑め、新たな世界に！

Global Academic Port

「ダブルチャレンジ」プログラムガイド

「ダブルチャレンジ制度」は、国を越え、世界を知る「インターナショナルプログラム」、

学部を出て、他分野を学ぶ「副専攻プログラム」、キャンパスを出て、社会に学ぶ「ハンズ
オン・ラーニング・プログラム」の3つで構成されています。これらの学びは、今後ますま
す激化すると予測されるグローバルな競争社会を生き抜くために欠かせない「主体性」
「タ
フネス」
「多様性への理解」
「チャレンジ精神」などを育むものです。この「ダブルチャレンジ
制度」をはじめとする本学の多様な学びを通して、学生のみなさん一人ひとりが自らの可能
性を切り拓くとともに、本学のモットーである “Mastery for Service（奉仕のための練達）”
学長

村田 治

を体現する「世界市民」として活躍するための力を養って欲しいと願っています。

インターナショナルプログラム
お問い合わせ

国際教育・協力センター（CIEC）
●
●

詳しくはこちら

▼

TEL：0798-54-6115

西宮上ケ原キャンパス（G号館１階）
神戸三田キャンパス（アカデミックコモンズ２階）

副専攻プログラム

教務機構事務部

詳しくはこちら

●

▼

TEL：0798-54-6180

西宮上ケ原キャンパス（G号館１階）

ハンズオン・ラーニング・プログラム
お問い合わせ

ハンズオン・ラーニングセンター
TEL：0798-54-7479
●

詳しくはこちら

▼

事務局

お問い合わせ

西宮上ケ原キャンパス（大学院１号館１階）

教務機構事務部（「ダブルチャレンジ」プログラム総合窓口）
TEL：0798-54-7479
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「ダブルチャレンジ制度」

プログラム経験者の声

インターナショナルプログラム

「ダブルチャレンジ制度」は、全学生が自身の所属学部や主専攻の学び（ホーム
チャレンジ）に加えて、異なるものとの出会いの場「アウェイチャレンジ」に挑
戦する関西学院大学独自の教育制度です。
本制度を利用した多様なチャレンジを全学生に強く推奨しています。

各学部・専攻
での学び

アウェイチャレンジ

インターナショナルプログラム
副専攻プログラム

ハンズオン・ラーニング・プログラム

詳しくはこちら

▼

ホーム
チャレンジ

経済学部�年

01

国を越え、世界を知る
インターナショナルプログラム

関西学院大学には海外で学ぶことのできる機会がたくさんあります。また、融合プログラム
に参加して海外の学生と共に英語で授業を受けることも可能です。ぜひ積極的に活用してく
ださい。

02

学部を出て、他分野を学ぶ
副専攻プログラム

他学部、言語教育研究センター、国連・外交統括センターが提供する一定の体系づけられた
プログラムを履修することにより、自学部の学習を軸に、他の異なる学問分野をまとまった
形で学ぶことができます。

03

キャンパスを出て、社会に学ぶ
ハンズオン・ラーニング・プログラム

ハンズオン・ラーニングは、国内で唯一、関西学院大学が提供する教育プログラムです。
「触
れる」をキーワードとした学びのスタイルを特徴とし、“考える” ことそのものを鍛え、大学の
学びの基盤となる「知的基礎体力」を身につけます。

呉田 穂乃花

留学経験がなかった私は、現地学
生と衣食住を共にするバディ制度と異
文化体験の機会の多さに惹かれ、マ
レーシアのマラヤ大学に留学しました。
現地学生であるバディと同じ寮に住
み、授業や課外活動も共に行動して
常に英語を話す環境にあったため、自
然と英語力を身につけることができま
した。また、マレーシア観光やモスク
に礼拝する際の衣装着用体験、マレー
シア文化について学ぶ授業等を通し
て、異文化理解を深めることができま
した。この留学経験から、英語力向上
のみならず、異文化理解を通じて自ら
の価値観の変化や視野の広がりを実
感しました。

副専攻プログラム

経済学部・神学部卒

小笠原 彩華

このプログラムは自分のペースに合
わせて進めていくことができるため、
無理のない範囲で新しいことに挑戦で
きます。学部が異なれば雰囲気も異な
り、最初はどうすればよいかわからず、
挫折しそうになることが何度もありま
した。しかし、副専攻プログラムを通
して、主専攻の学びと比較することで、
双方の学部での学びに活かすことがで
きます。授業を受講していく毎にたくさ
んの学びがあり、また多くの人の考え
に触れる機会になりました。これらを
通して、自分自身の考え方にも変化が
あるなど、挑戦する前とは違う自分に
成長したと感じています。

ハンズオン・ラーニング・プログラム

総合政策学部�年

的野 聖芽

私はハンズオンの社会探究演習（丹
波篠山・今田）という授業を履修しま
した。ハンズオンを履修して一番感じ
たことは、普段私たちは物事を抽象的
にしか考えていないということです。実
際に話を聞き、地域に触れることで、
普段思いもしなかった視点や考えを得
ることができます。また、ハンズオンで
は設定された課題を解決しようという
わけではなく、課題そのものについて
考えていくのが大事になってきます。
考えるというのはとても大変ですが、
地域に入っていくにつれて、考えれば
考えるほど面白くなっていきます。

「ダブルチャレンジ制度 」を申請しよう

2018年度入学生より、各学期の履修登録に併せて、今後の大学生活で挑戦しようと考えているプロ
グラムや科目を申請する必要があります。
（申請が行われないと履修登録ができません。）
詳しくは、各学部の『履修心得』を参照してください。

FAQ よくある質問

FAQ

ガイドに掲載されているプログラム・科目はどれも挑戦できますか？
学部（もしくは学科）によって履修できるプログラム・科目が異なります。
詳細は履修心得や各プログラム・科目の開講部局・募集要項等で確認してください。

ダブルチャレンジの申請をしたら、該当プログラム・科目の
履修申込みが完了したと考えていいですか？

プログラム・科目の申込は別途必要です。定められた期間に申し込み・履修手続を行ってくだ
さい。

登録後、希望が変わった場合はどうすればいいですか？

この登録は「目標」となりますので、ダブルチャレンジ申請画面からいつでも変更が可能です。
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2022 年度ダブルチャレンジ対象科目一覧
インターナショナルプログラム
留学プログラム

提供部署

国際教育・協力センター
／ CIEC

科目名称
全学科目

期間

交換留学

1 学期間～ 1 年間

認定留学

1 学期間～ 1 年間

長期留学（学部科目履修型）

1 学期間～ 1 年間

英語中期留学

1 学期間

フランス語中期留学

1 学期間

スペイン語中期留学

1 学期間

外国語研修（英語・中国語・朝鮮語・スペイン語）
言語教育研究センター

フランス語海外研修

２週間～６週間

提供部署

国際教育・協力センター
／ CIEC

4 週間

ドイツ語海外研修

4 週間
学部独自科目

社会学部・商学部・国際学部
文学部
法学部
商学部
理工学部
理学部
工学部
生命環境学部
人間福祉学部
国際学部

ダブルディグリー留学

1 年～ 2.5 年

ドイツ語中期留学

4 か月半

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

エディンバラ大学春季法律英語研修

約 3 週間

ビジネスに活かせる海外短期研修プログラム

約 1 週間

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

約 3 週間

海外理工学プログラムＢ（Python Program）

約 3 週間

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

約 3 週間

海外理学プログラムＢ（Python Program）

約 3 週間

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

約 3 週間

海外工学プログラムＢ（Python Program）

約 3 週間

海外生命環境学プログラムＢ（English for Science and Technology）

約 3 週間

海外生命環境学プログラムＢ（Python Program）

約 3 週間

社会起業英語中期留学

1 学期間

中国語中期留学

1 学期間

朝鮮語中期留学

1 学期間

融合プログラム

提供部署

全学科目

国連・外交統括センター

文学部
法学部
経済学部

総合政策学部

理工学部
科目名

多文化共修科目
総合日本学習科目
国際教育・協力センター
／ CIEC

CCC Global Internship in Japan

理学部

CCC Global Career Seminar in Japan
CCC Joint Seminar in Japan
インドネシア交流セミナー B
グローバル PBL

工学部

学部独自科目
神学部
社会学部
法学部

Mission in Dialogue Ｂ
死生学と宗教
Sociology in English Ｅ・F

生命環境学部

法学・政治学国際交流セミナー
オンライン・インターナショナル・ラーニング（共通）

商学部

オンライン・インターナショナル・ラーニングＡ

建築学部

オンライン・インターナショナル・ラーニングＢ
総合政策学部
人間福祉学部
教育学部
国際学部

日本学総論 ※ 2019 年度以降開講分のみ対象
Human Welfare and International Development

人間福祉学部

グローバル化社会と福祉
海外オンラインセミナー・交流プログラム（多文化共生）
海外オンラインインターンシップ・交流プログラム（日本語教師アシスタント）
Japanese Corporate Governance

教育学部
国際学部

国際ボランティア・フィールドスタディプログラム
全学科目

科目名

国連ユースボランティア
国際社会貢献活動
海外フィールドワーク
CCC Field Study in Canadian Business
CCC Global Career Seminar in Canada
CCC Global Internship in Canada
インドネシア交流セミナー A
海外異文化体験セミナー
グローバル PBL
インターンシップ準備演習（オーストラリア）
海外社会体験実習（オーストラリア）
海外社会体験実習（マレーシア）
海外社会体験実習（タイ）
短期海外インターンシップ
国連・外交フィールドワーク
国連セミナー
学部独自科目
美学芸術学資料研究７
異文化理解（ドイツ ) ２
法学・政治学グローバル演習Ｃ・D
海外学習活動（ドイツインターンシップ）
海外学習活動（アジア地域の観光開発）
海外学習活動（アフリカ研究）
海外学習活動（グローバルリーダーの養成）
ソノマ州立大学英語研修＆フィールドワーク
台湾フィールドワーク
フィリピンフィールドワーク
フィールドワーク（海外短期）
フィールドワーク（海外中期）
インターンシップ（海外短期 )
インターンシップ（海外中期）
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）
海外理工学プログラムＢ（Coral & Forest Study in Tropical Area）
海外理工学プログラムＢ（Introduction to Scientific Diving）
海外理工学プログラムＢ（発酵醸造学）
海外理工学プログラムＢ（Geoscience Program）
臨海実験
海外理学プログラムＡ（企業体感プログラム in シリコンバレー）
海外理学プログラムＢ（Coral & Forest Study in Tropical Area）
海外理学プログラムＢ（Introduction to Scientific Diving）
海外理学プログラム B（NTNU-KGU On-line program 地球と環境）
海外理学プログラムＢ（発酵醸造学）
海外工学プログラムＡ（企業体感プログラム in シリコンバレー）
海外工学プログラムＢ（Coral & Forest Study in Tropical Area）
海外工学プログラムＢ（Introduction to Scientific Diving）
海外工学プログラム B（NTNU-KGU On-line program 地球と環境）
海外工学プログラムＢ（発酵醸造学）
海外生命環境学プログラムＡ（企業体感プログラム in シリコンバレー）
海外生命環境学プログラムＢ（Coral & Forest Study in Tropical Area）
海外生命環境学プログラムＢ（Introduction to Scientific Diving）
海外生命環境学プログラム B（NTNU-KGU On-line program 地球と環境）
海外生命環境学プログラムＢ（発酵醸造学）
建築学国際プログラム（マラヤ大学）
建築学国際プログラム（アデレード大学）
社会起業フィールドワーク（海外）
人間福祉グローバル演習Ａ～Ｈ
人間科学フィールドワーク
人間福祉フィールドスタディ
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）
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）
海外ボランティア実習（セブ島職業体験ボランティア）
EU フィールド・スタディー

期間
5 か月間
5 か月間
約 1 週間
約 2 週間
約 1 週間
約 2 週間
約 1 週間
約 2 週間
約 10 週間
約 5 週間
4 週間
2 週間
約 2 週間
約 10 日間
約 10 日間
約 1 週間
約 1 週間
1 ～ 3 週間
約 1 か月間
約 1 か月間
約 1 か月間
約 1 週間
約 2 週間
約 1 週間
10 日間

約 1 週間
約 10 日間
約 10 日間
約 8 日間
約 1 週間
約 1 週間
約 10 日間
約 10 日間
約 1 週間
約 8 日間
約 1 週間
約 10 日間
約 10 日間
約 1 週間
約 8 日間
約 1 週間
約 10 日間
約 10 日間
約 1 週間
約 8 日間
約 2 週間
約 2 週間
約 2 週間
約 1 ～ 2 週間
約 2 週間
5 ～ 6 週間
約 2 週間
約 2 週間
約 2 週間
約 2 週間

副専攻プログラム
提供部署

ハンズオン・ラーニング・プログラム
プログラム名

提供部署

全学プログラム
複数分野専攻制特別プログラム
※ 2016 年度以降入学生は募集停止

国際教育・協力センター／ CIEC
国連・外交統括センター

神学部

複数分野専攻制特別プログラム〈国連・外交プログラム〉

共通教育センター

AI 活用人材育成プログラム

文学部

文学部内副専攻プログラム

学部独自プログラム

認定心理士（心理調査）

法学部

社会学部

法曹養成連携プログラム

KSC5 学部 ( 理・工・生命環境・総政・建築 )
工学部

文学部

社会調査士

社会学部

法学部

KSC 分野横断プログラム
※ 2021 年度以降入学生対象

経済学部

工学部マルチプル・メジャー（複専攻）プログラム
建築士プログラム
※ 2020 年度以前入学生対象

総合政策学部

商学部

建築学部マイナー制度（建築士プログラム）
※ 2021 年度以降入学生対象
社会調査士プログラム
※ 2018 年度以前入学生対象
グローバルキャリアプログラム（GCAP）

建築学部

総合政策学部

総合政策学部マイナー制度

理工学部

ハンズオン・ラーニング・プログラム
提供部署

理工学部・理学部・工学部
生命環境学部

科目名
全学科目

建築学部

平和学特別演習「ヒロシマ」
原発問題特別演習「福島」～福島から原発を考える～
ハンズオン・プラクティス
社会探究演習Ⅰ・Ⅱ（丹波篠山・今田）
社会探究演習Ⅰ・Ⅱ（大阪）
社会探究演習Ⅰ・Ⅱ（神戸）
社会探究実習Ⅰ・Ⅱ（瀬戸内海・豊島環境ＦＷ）
ハンズオン・ラーニングセンター

社会探究実習Ⅰ・Ⅱ（広島・江田島平和ＦＷ）
社会探究実習Ⅰ・Ⅱ（石見銀山・大森伝統ＦＷ）

人間福祉学部

ハンズオン・インターンシップⅠ・Ⅱ
ハンズオン・アドバンストⅠ・Ⅱ
ＰＢＬ特別演習００２【JETRO× 産研連携講座】
ＰＢＬ特別演習００５【アントレプレナー養成講座】
ＰＢＬ特別演習００７【阪急阪神ＨＤ㈱と挑む社会課題】
ＰＢＬ特別演習００９【三木市・旧市街地 FW】
ＰＢＬ特別演習０１０【朝来・竹田城下町ＦＷ】
ライフデザインと仕事
キャリアセンター

教育学部

キャリアゼミＡ・B・C
霞が関セミナー

科目名
学部独自科目

国際学部

キリスト教社会実習
キリスト教と社会Ａ・Ｂ
教会と礼拝体験
美学芸術学基礎実習
地理学地域文化学実習Ａ・B
エクスカーション I・II
心理臨床学実習
臨床心理科学実習Ａ（心理実習）
日本文学特殊講義５( 神戸文学館 )
社会調査実習
国内フィールドワーク演習Ｃ（公共政策）
議員インターンシップ実習
国内フィールドワーク演習Ｃ（公共政策）
国内フィールドワーク実習
ビジネスプロジェクト（共通）
ビジネスプロジェクトＡ
ビジネスプロジェクトＢ
フィールドワーク（国内短期）
フィールドワーク（国内中期）
インターンシップ（国内短期）
インターンシップ（国内中期）
総合政策トピックスＡ
メディア制作演習（映像表現）/ メディア制作演習（表現）
メディア制作演習（社会情報デザイン）
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）１
総合政策演習（パークマネジメント）1
臨海実験
地球環境科学実験
地学実験Ａ
臨海実習
地球環境科学実験
建築・都市演習（柏原まちづくりプロジェクト）
建築・都市演習（都市と建築空間フィールドスタディ）
建築・都市演習（朝来市竹田城跡に頼らない観光まちづくり）
ソーシャルワーク実習
精神保健福祉援助実習
社会起業フィールドワーク（国内）
ソーシャルワーク・インターンシップ
医療ソーシャルワーク・インターンシップ
社会起業アドバンスト・インターンシップ
学校ソーシャルワーク実習
人間科学フィールドワーク
社会起業プラクティス
野外教育指導実習 I
ソーシャルワーク実習入門
シニアビジネス論
日本のシニアビジネスの課題と展望
野外教育実習Ａ
野外教育実習Ｂ
野外教育指導実習 II
社会起業調査実習
人間科学実習入門
人間福祉フィールドスタディ
実地教育研究（実習）
地域社会論
隠岐地域における課題探究と教育実践
地域における多文化共生教育実践
ベンチャービジネス創成

