
Fort
i tu

de

   
 H

om
e-g

ro
und

Challe
nge

Understanding of

Diversity

Self-
su�

cie
ncy

ダブルチャレンジの
いまこそ挑め、新たな世界に。

すすめ
International Program
Hands-on Learning Program
Minor Program

Away-
gro

und

Challe
nge

インターナショナル
プログラムの
情報が満載！

2 0 2 3年度版

発　行 ： 関西学院大学
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155

発行日 ： 2023年3月

https://gap.kwansei.ac.jp/gap_m_004299.html

https://gap.kwansei.ac.jp/gap_009718.html

ダブルチャレンジでの多様な経験や学びを通して
自らの可能性を切り拓いてきた

在学生・卒業生の声をインタビュー形式で紹介しています！

ダブルチャレンジについての紹介動画はこちらから！



関西学院大学では、学生の皆さんが学部・専攻での専門の学びに加え、新たな分野、新しい世界に一歩踏み出し、充実し
た学生生活を送っていただきたいと願い、「ダブルチャレンジ」制度を通した多様な学びの機会を提供しています。
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」などの資質を育み、そ
して就職活動で欠かせないガクチカ※を得る重要な機会。学生時代に熱中できることを見つけたい方、就職活動
までにガクチカの経験を積んでおきたい方、積極的に「ダブルチャレンジ」に取り組み、新しい世界を広げましょう。

世界の文化や社会を知りたい

専門以外の分野も体系的に学んでみたい

実社会で学んでみたい

分野を超えた横断的な学び

AIやデジタル社会

国際機関や外交問題

YES

NO

地域社会と連携したフィールドワーク

企業・団体での実践型インターンシップ

企業・地域・行政の課題を解決するプロジェクト

日本に居ながら協定校のネットワークで
世界とつながる

オンライン国際教育プログラム/
Cross-Cultural College/
インドネシア交流セミナー

チャレンジの目的は？ 興味があるのは？

興味があるのは？海外を訪れて
学びたい？

「ダブルチャレンジ制度」は、「関西学院大学グローバル・アカデミック・ポート構想」の取り組みの一つです。
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」事業に、本学の「国際性豊かな学術交流の母港『グローバル・アカデミック・ポート』の構
築」が採択されました。「ダブルチャレンジ制度」は本構想の主要な項目の一つとして、学生が所属学部や主専攻の学びに加えて、異なるものとの出会
いの場「アウェイチャレンジ」に挑戦する独自の制度です。３つの分野のプログラムを通じて、全学生が将来、グローバルに活躍するために不可欠な
資質を身につけ、世界から信頼される日本の“Top Global University”になることをめざしています。

多彩なプログラムを実施中！
あなたの興味・目的に合うプログラムがきっと見つかります。

まずはチャートで、自分に合うプログラムを探そう！

履修登録の際に全員が登録する必要がありますが、修了は必須ではありません。ただし、グローバル社会を生き抜
くための「主体性」や「タフネス」などを育むため、本制度を利用した多様なチャレンジを推奨しています。

登録は１年生秋学期からですが、１年生春学期から履修できる科目や参加申込可能なプログラムがあります。

無料で参加できるものから、学外での実習や留学などの実費がかかるものまで、さまざまなプログラムがあります。

登録は１年生秋学期から毎学期行います。修了の回数制限はないため、複数のプログラム修了や科目履修も可
能です。

参加は自由！

挑戦は
１年生から！

参加無料の
プログラムも！

何度でも
チャレンジ！

知りたいポイントを、さらに詳しく！

※学生時代に力を入れたこと

新しい世界にチャレンジ
学部・専攻を越えた学びを提供し、
充実した学生生活を応援します！

学部・専攻での学び

国を越え、
世界を知る

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

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

関西学院大学ならではの制度で

海外協定大学で
現地学生とともに専門分野を学ぶ

交換留学
３～４カ月集中して語学力＆現地での生活力UP

中期留学

開発途上国でボランティアを行う

国連ユースボランティア/
国際社会貢献活動

夏休みや春休みの短期間で学ぶ

外国語研修/海外フィールドワーク/
学部・センター等提供プログラムなど

他学部の分野を体系的に学ぶ

複数分野専攻制（MS）

「AIを使いこなす」力を身につける

AI活用人材育成
プログラム

国連職員・外交官経験者から学ぶ

国連・外交プログラム

リアルな仕事の現場を経験する

ハンズオン・
インターンシップ

企業・地域・行政の課題解決に挑む

PBL科目

インターナショナルプログラム

詳しくは14ページをCHECK！詳しくは3～12ページをCHECK！ 詳しくは13ページをCHECK！

「社会とは何か」を考える

社会探究科目
（演習・実習）

専門外の領域に挑む

KSC分野
横断プログラム

ダブルチャレンジ
プログラムガイドは
こちらから！

上記はダブルチャレンジのプログラムの一例です。より詳しいプログラムの情報・対象科目は、「ダブルチャレンジ」プログラムガイドをご確認ください。
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約 以上280
2022年度春学期

300
2022年度秋学期

500名
以
上

100
その数

以
上

数字で見る、
関西学院大学の国際プログラム。
本学の海外派遣者数は年々増加傾向にあり、多くの学生が海外に赴き、留学や異文化体験によって自分の世界を広げています。
学生生活をより充実させるために、皆さんのご家庭でもこの冊子をもとに国際プログラムについて話し合い、検討してみませんか？

国際教育·協力センター（CIEC）が提供するプログラムのほかに、
学部等が提供するプログラムもあり、

コロナ禍においても2021年度秋学期より派遣を再開し、

が留学に参加しました。

国際プログラムに参加した先輩の留学体験談

Interview

大学では留学も部活動も両立したいと考え、早期から情報収集をはじめました。部の先輩
に相談すると、「2・3年次は忙しくなる」とアドバイスいただいたことから、1年生の夏休み
に実施されるプログラムに参加。1カ月という短期間でしたが、学校やホストファミリーのも
とで朝から晩までネイティブの英語に触れることができ、語学力が磨かれました。また、オー
ストラリア滞在中には、初めての場所、初めての挑戦をたくさん経験したことで、何にでも
取り組む姿勢が身についたと感じています。
留学という目標を達成できたことで、2・3年次は心置きなく部活動に打ち込むことができま
した。また、部活動に加えて体育会学生本部にも所属。体育会系部活動全体の運営に
携わり貴重な体験ができたのも、留学で培った積極性のたまものです。さらに、部活動も
引退し、就職活動も落ち着いた4年次の夏休みには、二度目の夏季外国語研修に参加。
部活動と留学の両立は難しいイメージがありますが、早期から計画すれば実現可能です。
留学をめざす方には、ぜひどちらもトライしてほしいです。

留学経験のある同級生がネイティブの先生方と英語で楽しそうに話しているのを見て、
「自分もあんなふうに話してみたい」と感じたことが留学のきっかけです。コロナ禍で渡航
中止期間が続き、ようやく再開の目処が立ったのは3年次になってから。留学に行けば卒
業が1年遅れるというタイミングだったため迷いもありましたが、学生生活を悔いなく過ごし
たいと思い、家族の応援もあってプログラム参加を決意しました。
カナダに到着した直後は、周囲の英語がまったく理解できず不安になったことをよく覚え
ています。しかし、しばらく過ごすと耳が慣れ、ネイティブの発音を聞き取れるようになりまし
た。また、私はコミュニケーションに苦手意識をもっていたのですが、せっかくの機会だから
と奮起して現地の学生が通うジムについて行ったり、サッカーやバスケットボールに参加し
たりするうちにコミュニケーションをとることが楽しくなり、内気な自分の殻を破れたように感
じます。1年延びた学生生活を使ってさらにチャレンジを続け、将来は海外の方と関われる
環境で働きたいという夢ができました。

世界に
チャレンジ

世界各国の大学と学術交流・学生交換等の協定を締結しており、
多様な文化・生活圏にある海外大学で学べる留学プログラムを各種提供しています。

インターナショナル
プログラム

世界 カ国・地域に57

名1500
2023年度は

どれぐらいの協定校大学や機関があるの？

2022年度はどれくらいの学生が留学に参加したの？

留学プログラムはどれくらいあるの？

キャンパスにはどれくらいの留学生がいるの？

名
以
上

1年生からのスタートダッシュで、
留学と体育会系の部活動を両立。

海外という環境だからこそ、
自分の殻を破ることができました。

国境を越え、世界を知る

ご存知ですか？ 関学生の留学事情。

2019年8月～9月 夏季外国語研修 オーストラリア／クイーンズランド大学
2022年8月～9月 夏季外国語研修 イギリス／キール大学

経済学部 4年

松田 絃さん
GEN MATSUDA

2022年5月～8月 英語中期留学 カナダ／マウント・アリソン大学
人間福祉学部 4年

房安 将希さん
MASAKI FUSAYASU

約

の留学生を受入予定

※正規・交換・短期留学生の合計
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2019年8月～9月 夏季外国語研修 オーストラリア／クイーンズランド大学
2022年8月～9月 夏季外国語研修 イギリス／キール大学

経済学部 4年

松田 絃さん
GEN MATSUDA

2022年5月～8月 英語中期留学 カナダ／マウント・アリソン大学
人間福祉学部 4年

房安 将希さん
MASAKI FUSAYASU

約

の留学生を受入予定

※正規・交換・短期留学生の合計
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プログラム内容

具体的な国際プログラムの内容について教えてください。

プログラム内容や派遣先によって異なりますが、派遣期間に比例して
求められる語学レベルも参加にかかる費用も高くなる傾向にあります。
留学の目的と、語学レベルや留学費用などを照らし合わせてみましょう。

開発途上国（マレーシア・ベトナムな
ど）でのフィールドワークを通して、現
地の経済・歴史・教育・文化などを実
践的に学びます。中長期の国際ボラ
ンティアへの参加を検討している方
向けの短期研修プログラムです。

海外フィールドワーク

語学レベル ★　費用 ★～★★　期間 10日間

海外協定校の学生との交流や、現地諸施設の訪問などを通して、異
文化やその歴史的背景を理解し、海外での新たな視点や価値観を
得ることを目的としたプログラムです。語学力に自信がない方、海外・
留学が初挑戦という方におすすめです。

海外異文化体験セミナー

語学レベル ★★
費用 ★
期間 10日間

協定校で外国語を集中的に学びま
す。個人の語学レベルに合わせたク
ラスに配属される大学が多く、プログ
ラムによってビジネス英語やインター
ンシップ、英語での講義受講なども可
能です。

中期留学

語学レベル ★★★
費用 ★★★★～★★★★★
期間  3～4カ月

初中級者向け 中上級者向け

入門編 初級者向け

中期海外インターンシップ

オーストラリアの協定校でのビジネス英語研
修に加え、日本企業を含む現地企業での実
践的なインターンシップを経験できます。ビジ
ネスに即応できる高い英語コミュニケーショ
ン力とともに、異文化や価値観を理解する
力を養成することを目的としています。

語学レベル ★★★～★★★★
費用 ★★★★★　
期間  4カ月

認定留学

自身で学びたい大学（協定校を含む外国の
大学）を決定し、本学への留学プログラムと
して申請することができます。

語学レベル ★★★～★★★★★
費用 ★★～★★★★★
　　 （期間・行先国により異なる）
期間 1学期～1年間

語学レベル ★～★★　費用 ★～★★★★　期間 2～6週間

夏休み（8～9月）や春休み（2～3月）の授業がない時期を利用して、
海外の協定校で英語・中国語・朝鮮語・スペイン語などの言語を2～
6週間で集中的に学習します。

外国語研修

語学レベル ★★　費用  ★～★★★　期間 4週間

アメリカ、オーストラリアやベトナムの日系企業でインターンシップを行
います。個人の英語力や能力に応じて企業や業務内容を調整します
ので、英語力に自信があまりない…という方でも挑戦できます。

短期海外インターンシップ

語学レベル ★～★★★　費用 行先国により異なる　期間 4週間

各学部が海外協定校などと提携し、それぞれの学問領域に根差した
特色あるさまざまなプログラムが提供されています。自身の専門分野
についての見識を深められる内容が多く、「英語力の向上だけでは物
足りない！」という方におすすめです。

学部・センター等提供プログラム

語学レベル ★★　費用 ★　期間 2週間

本学とインドネシアの協定校サティヤ・ワチャナ・キリスト教大学の間
で1977年から毎年行われている国際合同セミナーです。インドネシ
アの学生と寝食をともにしながら、多様な交流プログラムを通して相
互理解を深めつつ、より良い国際社会を創り出す「世界市民」として
の資質を身につけます。2023年度はインドネシア、2024年度は日本
で実施予定です。

インドネシア交流セミナー

留学・国際教育に関する情報発信を強化しています！

語学レベル ★★★★
費用 ★★★★～★★★★★
　　 （期間・行先国により異なる）
期間 1学期～1年間

本学の協定校で1～2学期間（1年）留学す
る制度です。中期留学のように語学を集中
的に学ぶものではありませんが、英語力に
応じて、英語集中科目と学部の専門科目等
を履修することが可能です。

長期留学 （学部科目履修型）

カナダの4大学との協働で運営するバー
チャル・カレッジです。カナダの学生とともに
ビジネス課題に取り組むことで、異文化理
解やコミュニケーション力を身につけ、グロー
バル社会に貢献できる世界市民リーダーズ
を育成します。8月には日本で、2月にはカナ
ダでプログラムを実施します。

Cross-Cultural College

語学レベル ★★★★★
費用 ★～★★
期間　1～2週間

（CCC）

開発途上国の国連諸機関やNGO、教育
機関などに赴き、ボランティア活動を行いま
す。学内選考では、開発途上国での活動実
績や国際ボランティア関連科目の履修など
の学習歴が強く求められます。

（国連ユースボランティア・国際社会貢献活動）
国際ボランティア

語学レベル ★★★★～★★★★★
費用 ★～★★★（派遣先により異なる）
期間 5カ月

本学に在籍しながら休学することなく協定
校へ1～2学期間（1年）留学できる制度で
す。約55カ国・地域、約190校の質の高い
協定校で、世界中から集まった優秀な学生
と一緒に学び合える環境が整っています。
留学先の授業料は本学授業料納入をもっ
て相殺されます。

交換留学

語学レベル ★★★★～★★★★★
費用 ★★～★★★★★
　　 （期間・行先国により異なる）
期間 1学期～1年間

費用の目安

★：原則として語学力は不要

★★：TOEIC®などの英語スコアを目安として設定

★★★：TOEIC®500点相当以上

★★★★：TOEIC®700点相当以上

★★★★★：TOEIC®800点相当以上

語学レベルの目安

★：～30万円

★★：30～60万円

★★★：60～80万円

★★★★：80～130万円

★★★★★：130万円以上

ひと口に「国際プログラム」と言っても、目的や期間、場所など考えることがもりだくさん。
ここからは留学や各種国際プログラムについての気になる疑問にQ&A形式でお答えします！ 

国際プログラムQ&A

インターナショナルプログラム

LINEYouTubeWEBサイト

https://ciec.kwansei.ac.jp/

Twitter

@kwansei_ciec

Instagram

@kwansei_ciecCIEC KGU

※上記は目安のスコアです。実際の出願スコアと異なる場合があるので、
詳しくは各プログラムのWEBサイトにてご確認ください。

※為替レートによって変動する可能性があります。

7ページに
PICK UP
プログラムを
掲載！

情報収集はこちらから
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留学に挑戦するには、どの程度の英語力が必要ですか？

※上記の点数はあくまでも目安です。交換留学など、中長期の留学には
　TOEFL iBT®やIELTSのスコアが必要となります。

語学スコアを
取得していない人

留学先では英語力別に
クラスを編成。

※一部、レベル分けのないプログラムや
　日本の学生（関学生のみ）で学ぶプログラムもあります。

授業についていけなかったらどうしよう…と不安にな

るかもしれませんが、多くの外国語研修や中期留学

プログラムでは最初にプレイスメントテストを実施し、

初級から上級までのクラス分けが行われます。自身

の語学力に合ったクラスで、無理なく、着実に実力を

伸ばすことができます。

TOEIC®
500～700点
程度の人

TOEIC®
700点以上の人

●交換留学 
●Cross-Cultural College（CCC）
●国際ボランティア など

オススメ

●中期留学
●中期海外インターンシップ など

オススメ

●外国語研修
●海外異文化体験セミナー など

オススメ

英語力に自信がないので留学は心配…。留学までに英語力を上げる方法は？

無料TOEFL®TEST、
IELTS TEST対策講座

留学をめざす学生を対象にTOEFL ITP®

（通常受験料4,600円）を無料で受験で

きる機会を設定しています。TOEFL 

iBT®テストおよびIELTSは留学を希望す

る際に、大多数の海外の大学でスコアの

提出が必要とされる英語能力試験です。

１回の受験料が2万円以上と高く、気軽

に受験することが難しいため、効果的なス

コアアップをめざしたポイント解説セミ

ナーを実施しています。

e-learning教材

目安として中期留学に挑戦するには一般的にTOEIC®で500点以上のスコアが
必要とされています。これを一つの基準としてお考えください。

英語試験のスコアを高めたい方は、TOEFL®、IELTSの学内の無料対策講座や
ネイティブ教員による授業を受講してください。英語e-learning教材の活用も！

本格的に海外の大学で学ぶにはまだ
少し語学力が足りないため、短期プロ
グラムがオススメです。

日常生活の意思疎通が英語でできる
あなたは、数カ月の留学でも充実した
日 を々過ごせるはず。

英語で意見交換ができるレベル。海外
で専門分野を学んだり、国際活動に参
加することができます。

英語インテンシブ・プログラム

レベル別・少人数で行うインテンシブ・イングリッ

シュ・コース※1、特定の英語スキル向上をめざす

スキルアップ・コース※2、さまざまなテーマについ

て“英語で”学び実践力を高めるコンテンツ・

コース※2があります。いずれもネイティブ教員による

オールイングリッシュの授業です。

条件

※1 対象：神・文・社会・法・経済・
 商・人間福祉学部
※2 対象：全学部

英語運用能力試験でのスコアアップや、留学をめざ

す学生を対象にe-learning教材を用意しています。

利用料は無料（要申し込み）、自主学習に最適な 

教材ですのでぜひ活用してください。
●ALC NetAcademy NEXT TOEIC®
L&Rテスト突破コース 〈500点・600点・730点〉

費用 ★★　期間 約1週間

イギリスにて、さまざまな文化的事象の見学・調査を通じて理解を深
めます。SOAS（ロンドン大学）やジャパンハウスでの説明会・ミュージ
カルの鑑賞・博物館や美術館での見学会等を予定しています。

文学部

学部・センター等提供プログラム COIL・オンラインプログラム

語学レベル ★★★★★　
費用 ★★★★★ （期間・行先国により異なる）　期間 1～2.5年

本学に在籍しながら海外の大学に留学し、大学間の相互単位認定
により、2つの学位が取得できる制度です。

社会学部、商学部、国際学部生のみ対象

ダブルディグリー留学

費用 ★★　期間 約10日間

インドの名門ネルー大学を訪問し、現地学生と共同交流セミナーを行
いながら、インドと日本の政治・社会を比較します。また、インドの孤児
院や患者施設でのボランティアを通じて、広い視野をもって活躍でき
る真の「世界市民」の育成をめざします。

法学部

費用 ★★★～★★★★　期間 約4週間

米国のソノマ州立大学付属のアメリカン・ランゲージ・インスティ
テュートでの英語研修に加え、現地の小学校などで日本文化を紹介
するボランティアなど、さまざまな課外活動が盛り込まれた充実した内
容のプログラムです。

総合政策学部

費用 ★　期間 約10日間

インドネシアのディポネゴロ大学で、南方海域特有のサンゴ礁や海洋
生物を、ダイビングをしながら観察し、その生態について学びます。

生命環境学部

費用 参加費なし　期間 春学期

オランダ・ハーグ応用科学大学の学生と共にデザイン志向とカル
チャーマップというフレームワークを活用しながら、グローバルビジネス
におけるリーダーシップについて学ぶことができます。

商学部

費用 ★　期間 約3週間

ニュージーランドの中学校・高校での日本語教師アシスタントや、現
地学生との交流を通じて、ニュージーランドの教育事情を学ぶことが
できます。

教育学部

インターナショナルプログラム

その他、各学部では専門分野に根差した特色ある国際プログラムが多数提供されています。
詳細はウェブサイトや募集要項をご確認ください！

※プログラムの情報は2023年3月時点のものです。今後変更になる可能性があります。

※COILとは：「Collaborative Online International Learning」の頭文字をとったもの。
　　　　　 海外とのオンライン協働学習のことを指す。

PICK UP プログラム PICK UP プログラム

～イギリス研修/美学芸術学資料研究　クラス７～ ～オンライン・インターナショナル・ラーニングA（国際ビジネス001）
【グローバル・ビジネス・インターンシップ】～

～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）～

～法学・政治学グローバル演習D＜インド・ネルー大学＞～

～ソノマ州立大学英語研修＆フィールドワーク～

～Introduction to Scientific Diving～

kwic
（在学生向け）

言語教育
研究センター
ホームページ

詳細は
こちら！
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国際ボランティア

留学準備

プログラムもサポートも盛りだくさん。
本学の環境を積極的にご活用ください！

留学に悩んだら
まず「留学の窓口」に
ご相談ください。 募集要項、WEBサイト・SNSなどの最新情報をいち早くGET！ 

各種留学促進イベント、無料英語講座・英語開講科目など、
学内のリソースをフル活用！ 

自分から動く積極性と行動力！ 

1年次 2年次 3年次 4年次

1年次 2年次 3年次

総合政策学部 3年

谷川 望美さん
NOZOMI TANIGAWA

国際学部 3年

村田 陽菜さん
HINA MURATA

留学アドバイザー
北澤 冬子 さん

成功のポイント！

西宮上ケ原キャンパスG号館1階。オンライ
ン面談も可能です。

留学プログラムの紹介から情報収集の仕方、
事前準備など、留学に関するご相談に
個別に対応します。

https://ciec.kwansei.ac.jp/
abroad/preparation/counter/

https://ciec.kwansei.ac.jp/information/news/ciec-20233.html

複数の留学プログラムを利用して次のステップへ

国際ボランティアを見据えて1学年から着実に準備

いつ頃から準備を始めればいいですか？

1週間や10日間程度の短期プログラムは簡単な手続きだけで
参加できますが、中長期のプログラムは早くから準備しておく必要があります。

高校生のときから開発途上国への教育
支援に関心があり、大学では必ず海外
に行きたい、国際支援に携わりたいと考
え関西学院大学に進学しました。入学
直後にコロナ禍となり派遣中止期間が
続きましたが、早期から説明会への参
加や、TOEIC®の受験、オンライン留学へ
の参加など、いつ派遣再開してもいいよ
うに準備してきました。

留学のきっかけと取り組み

希望者に留学を経験した『留学先輩』を紹介し、気軽に相談
できる機会を提供することで、留学に関する不安や悩みを解
消し、皆さんの留学を後押しする新しい相談制度です。詳細
はこちらからご確認ください。

本学には、さまざまな留学プログラムがあり、目的、期
間、国等それぞれの学生に合った留学プログラムを
見つけて頂くことができます。また、学内でできる国際
交流や留学準備のための英語試験対策や実践力を
養う科目等も多数提供しています。留学フェアや相談
会等各種イベントも活用しながら情報収集し、留学に
向けて積極的に行動していきましょう。

※学年は2022年度時点のものです。

インターナショナルプログラム

両親には入学前から
留学の意思を伝えて
いたため、プログラムや
奨学金についての情
報収集を手伝ってくれ
るなど協力的でした。

観光サイトを運営する企業の
インターンシップに参加。現地
のNPO・NGOについて記事にま
とめ、サイトに掲載したことで、
異文化理解が深まりました。

2021年8月～12月 （オンライン）

海外インターンシップ
（学外プログラム）

今後の目標

今後の目標

推奨科目の履修プログラム選択

派遣前に履修が推奨
されている科目を積極
的に履修。グローバル
社会の課題など留学
に役立つ実践的な
テーマを学びました。

国際社会貢献
活動奨学金（30

万円）が適用さ
れるため、金銭
面の負担が抑え
られました。

奨学金

※2023年1月取材時の情報です。

留学直後は専門的な議論や大人数での会話に入れず、気
持ちが折れそうに。そのとき、他国の留学生が「あなたに足り
ないのは、語学力よりも自信だよ」と言ってくれました。知って
いる人が誰もいない留学先は、のびのびと挑戦できる貴重
な環境。文法が正しいかどうか気にせず発言しようと意識し
てみると、周囲が耳を傾けてくれました。自分の意識一つで
経験できることは何倍にも広がるのだと学びました。

交換留学

2022年2月～11月語学力

TOEIC®のスコアが予想以上
に低く、留学の窓口に相談
しました。テストにも相性が
あると教えていただき、
IELTSを受験すると、希望す
る留学先の基準を満たす
スコアに到達！語学力に自
信がつきました。

CIECの案内で外部の奨学金を受給し、
その後CIECのLINEで緊急留学支援金
を知り、留学中に申請しました。

奨学金

留学の模擬体験ができるCIEC開講講座
を履修。

渡航準備

オーストラリア／マードック大学

ベトナムの学生と環境問
題について、調査・議論・
発表するプログラム。環境
問題に関心があり、交換
留学に向けた準備として
参加しました。

グローバルPBL

2021年8月 （オンライン）
ベトナム

※2023年1月取材時の情報です。

留学をめざしたのは、ホームステイ経験
のある母の影響で、海外に憧れがあっ
たから。留学するなら、ただ語学を学ぶ
だけでなく、英語を使って専門知識を学
びたいと考えていました。両親とも早期
から相談して、金銭的な負担と学びの
質の充実を考え、留学先大学の授業料
が免除される交換留学を希望し、準備
してきました。

留学のきっかけと取り組み

現地では義務教育でも経済的な
理由で中退する子どもがいます。
知識としては知っていても、いざ目
の当たりにした衝撃は大変なもの
でした。こうした子どもを一人でも
減らすことが、私が生涯かけても達
成したい目標になりました。まずは
途上国に関わる事業を行う企業で
働き、経験を積みたいです。

NGOの一員として、子どもたちへの日本語教育
を担当しました。思うように授業が進められな
かったり、慣れないアンケートの集計や分析に苦
戦したりと難題尽くし。そのおかげで、粘り強さ
が身についたと感じています。また、多くの人と会
う中で、積極性や行動力が磨かれました。

2022年4月～8月
国際社会貢献活動／カンボジア

出願 第1次・2次選考 推薦者決定

出願交換留学出願 推薦者決定

募集説明会 事前研修

スリランカ

留学当初は海外で働きたいとの思
いはありませんでしたが、留学先で
学んだ学問領域がとてもおもしろ
く、就職後の最終目標としてマー
ドック大学大学院で学びを深めた
いと考えるようになりました。その準
備として、カナダの協定校で実施さ
れるCross-Cultural Collegeに参
加し、ビジネスに対応できるスキル
や語学力を身につける予定です。

PICK UP!
新制度「留学先輩相談」

09 10

国際ボランティア

留学準備

プログラムもサポートも盛りだくさん。
本学の環境を積極的にご活用ください！

留学に悩んだら
まず「留学の窓口」に
ご相談ください。 募集要項、WEBサイト・SNSなどの最新情報をいち早くGET！ 

各種留学促進イベント、無料英語講座・英語開講科目など、
学内のリソースをフル活用！ 

自分から動く積極性と行動力！ 

1年次 2年次 3年次 4年次

1年次 2年次 3年次

総合政策学部 3年

谷川 望美さん
NOZOMI TANIGAWA

国際学部 3年

村田 陽菜さん
HINA MURATA

留学アドバイザー
北澤 冬子 さん

成功のポイント！

西宮上ケ原キャンパスG号館1階。オンライ
ン面談も可能です。

留学プログラムの紹介から情報収集の仕方、
事前準備など、留学に関するご相談に
個別に対応します。

https://ciec.kwansei.ac.jp/
abroad/preparation/counter/

https://ciec.kwansei.ac.jp/information/news/ciec-20233.html

複数の留学プログラムを利用して次のステップへ

国際ボランティアを見据えて1学年から着実に準備

いつ頃から準備を始めればいいですか？

1週間や10日間程度の短期プログラムは簡単な手続きだけで
参加できますが、中長期のプログラムは早くから準備しておく必要があります。

高校生のときから開発途上国への教育
支援に関心があり、大学では必ず海外
に行きたい、国際支援に携わりたいと考
え関西学院大学に進学しました。入学
直後にコロナ禍となり派遣中止期間が
続きましたが、早期から説明会への参
加や、TOEICの受験、オンライン留学へ
の参加など、いつ派遣再開してもいいよ
うに準備してきました。

留学のきっかけと取り組み

希望者に留学を経験した『留学先輩』を紹介し、気軽に相談
できる機会を提供することで、留学に関する不安や悩みを解
消し、皆さんの留学を後押しする新しい相談制度です。詳細
はこちらからご確認ください。

本学には、さまざまな留学プログラムがあり、目的、期
間、国等それぞれの学生に合った留学プログラムを
見つけて頂くことができます。また、学内でできる国際
交流や留学準備のための英語試験対策や実践力を
養う科目等も多数提供しています。留学フェアや相談
会等各種イベントも活用しながら情報収集し、留学に
向けて積極的に行動していきましょう。

※学年は2022年度時点のものです。

インターナショナルプログラム

両親には入学前から
留学の意思を伝えて
いたため、プログラムや
奨学金についての情
報収集を手伝ってくれ
るなど協力的でした。

観光サイトを運営する企業の
インターンシップに参加。現地
のNPO・NGOについて記事にま
とめ、サイトに掲載したことで、
異文化理解が深まりました。

2021年8月～12月 （オンライン）

海外インターンシップ
（学外プログラム）

今後の目標

今後の目標

推奨科目の履修プログラム選択

派遣前に履修が推奨
されている科目を積極
的に履修。グローバル
社会の課題など留学
に役立つ実践的な
テーマを学びました。

国際社会貢献
活動奨学金（30

万円）が適用さ
れるため、金銭
面の負担が抑え
られました。

奨学金

※2023年1月取材時の情報です。

留学直後は専門的な議論や大人数での会話に入れず、気
持ちが折れそうに。そのとき、他国の留学生が「あなたに足り
ないのは、語学力よりも自信だよ」と言ってくれました。知って
いる人が誰もいない留学先は、のびのびと挑戦できる貴重
な環境。文法が正しいかどうか気にせず発言しようと意識し
てみると、周囲が耳を傾けてくれました。自分の意識一つで
経験できることは何倍にも広がるのだと学びました。

交換留学

2022年2月～11月語学力

TOEICのスコアが予想以上
に低く、留学の窓口に相談
しました。テストにも相性が
あると教えていただき、
IELTSを受験すると、希望す
る留学先の基準を満たす
スコアに到達！語学力に自
信がつきました。

CIECの案内で外部の奨学金を受給し、
その後CIECのLINEで緊急留学支援金
を知り、留学中に申請しました。

奨学金

留学の模擬体験ができるCIEC開講講座
を履修。

渡航準備

オーストラリア／マードック大学

ベトナムの学生と環境問
題について、調査・議論・
発表するプログラム。環境
問題に関心があり、交換
留学に向けた準備として
参加しました。

グローバルPBL

2021年8月 （オンライン）
ベトナム

※2023年1月取材時の情報です。

留学をめざしたのは、ホームステイ経験
のある母の影響で、海外に憧れがあっ
たから。留学するなら、ただ語学を学ぶ
だけでなく、英語を使って専門知識を学
びたいと考えていました。両親とも早期
から相談して、金銭的な負担と学びの
質の充実を考え、留学先大学の授業料
が免除される交換留学を希望し、準備
してきました。

留学のきっかけと取り組み

現地では義務教育でも経済的な
理由で中退する子どもがいます。
知識としては知っていても、いざ目
の当たりにした衝撃は大変なもの
でした。こうした子どもを一人でも
減らすことが、私が生涯かけても達
成したい目標になりました。まずは
途上国に関わる事業を行う企業で
働き、経験を積みたいです。

NGOの一員として、子どもたちへの日本語教育
を担当しました。思うように授業が進められな
かったり、慣れないアンケートの集計や分析に苦
戦したりと難題尽くし。そのおかげで、粘り強さ
が身についたと感じています。また、多くの人と会
う中で、積極性や行動力が磨かれました。

2022年4月～8月
国際社会貢献活動／カンボジア

出願 第1次・2次選考 推薦者決定

出願交換留学出願 推薦者決定

募集説明会 事前研修

スリランカ

留学当初は海外で働きたいとの思
いはありませんでしたが、留学先で
学んだ学問領域がとてもおもしろ
く、就職後の最終目標としてマー
ドック大学大学院で学びを深めた
いと考えるようになりました。その準
備として、カナダの協定校で実施さ
れるCross-Cultural Collegeに参
加し、ビジネスに対応できるスキル
や語学力を身につける予定です。

PICK UP!
新制度「留学先輩相談」
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サポート費用

PICK UP！

交換留学など中長期の留学をめざす人は、［選考型］の奨学金も受けられます。

交換留学

長期留学
（学部科目履修型）

●長期留学奨学金（2セメスター：50万円、1セメスター：25万円）

ダブルディグリー
留学

●ダブルディグリー留学奨学金
　（月額10万円、ただし留学先大学と本学の学費が相殺される場合はひとり月額3万円とする※）

実際いくらくらいかかるものなの？

留学費用の目安

留学にかかる費用は、留学先の国・地域、留学期間、滞在施設、さらには個人のライフスタイルや
生活パターンなどによって大きく変わりますので、一概には言えません。
こちらに目安としての金額を示しますのでご参考にしてください。

●井谷憲次奨学金（2セメスター：100万円、1セメスター：50万円）
●笹森四郎奨学金（2セメスター：100万円、1セメスター：50万円）
●交換留学奨学金（2セメスター：30万円、1セメスター：15万円）
●日本学生支援機構海外留学支援制度（協定派遣）奨学金（月額6～10万円※、上限12カ月）
●その他、学外奨学金 ※派遣国・地域による

※大学院は月額7万円

外国語研修
（2～6週間）

プログラム費

30～90万円
（平均60万円）

現地でかかる費用

8～10万円

現地でかかる費用

20～30万円
中期留学
（3～4カ月）

プログラム費

100～450万円
（平均160万円）

※ 国際社会貢献活動の場合。国連ユースボランティア
　 の場合は国連ボランティア計画（UNV）の規定により
　 各種手当（渡航費、滞在費、保険等）が支給されます。

申請者全員に

3万円
or

（研修先がアジア）

5万円
（研修先がアジア

以外）

奨学
金による支援

申請者全員に

20万円

奨学
金による支援

渡航準備費用

10～25万円
国際

ボランティア
（5カ月）

現地でかかる費用

30～60万円 申請者全員に

奨学
金による支援

30万円※

高額なイメージのある海外留学ですが、アジアでの英語研修など、安価で質の高いプログラムも多数あります。

例えば、約1カ月程度の英語圏での外国語研修なら、一般的には生活費も含めて
平均60～70万円程度が必要です。

※国際教育・協力センター（CIEC）以外が提供する一部のプログラムは、以下の対象外となる場合があります。

※海外36都市に設置されている
　JIデスクでの対応となります。

いずれの滞在形態にもメリットとデメリットがあります。重要なのは、滞在先の特徴をあらかじめよく確認すること。そして、
留学先で問題が生じた場合は貴重な成長機会ととらえ、まずは自分自身で解決に向けて現地の担当者などに相談することです。ポイント

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

参加者が多い
外国語研修や
中期留学など

ホームステイ

LINE通話で
問い合わせ
可能に！

寮

アパートなど
学生自身が
手続きを行う
交換留学など

● 現地での生活を体験できる
● ホストファミリーとの会話ができる

● 食事環境や生活スタイルなどが、滞在する家庭によって異なる

● 同じ学校に通う学生たちと共同生活をするため、友だちがつくりやすい
● 通学時間が短い

● 自分で食事を用意する必要がある

● 自分のペースで自由に生活できる
● 物件探しなどの経験によって自発的な行動力が身につく

● 契約内容の確認など安全性の見極めが難しい

事故にあってケガをしてしまった、突然の

病気で入院しなければならない…。そんな

緊急事態が発生したときに医療機関の紹

介や治療費のキャッシュレスサービスなど

でサポートします。

留学先で必要な日用品を買い揃えたい、日

本に荷物を送りたい、観光情報を知りたい

など、事故の場合以外のさまざまな情報・案

内、予約・手配のサポートもきめ細かく行っ

ています。

パスポートやクレジットカードの紛失・盗難

で困っている、事故時の警察への手続き

が分からない…。さまざまなトラブルの相談

にお応えし、各種手続きの情報提供などを

行っています。

オリエンテーション

危機管理体制

サポートデスク

事前の備えをしっかり

緊急事態に備える

トラブル時にサポート

医療サポート 生活サポート トラベルサポート

出発前に、トラブル回避、危機発生時の対応についてしっかりと指導し、
最も大切な本人の心構えを促します。

危機発生時には、学長の下に緊急対策本部を設置し、
プログラム提供部局と連携し迅速に対応。

現地で発生する個々のトラブルに対し、提携している
プロフェッショナルのサポートデスクが日本語で24時間365日対応。

留学中はどのような場所に滞在するの？

全員が留学を通して成長し、無事に帰国できるように、
出国前から帰国まで万全のサポート体制を設けています。

留学プログラムによって異なりますが、
ホームステイ・寮・アパートの3つの選択肢が挙げられます。

現地の治安など、トラブルが起こらないか心配…。

インターナショナルプログラム

加えて、2023年度に実施される海外派遣プログラム（一部対象外あり）については、上記奨学金とは
別に「緊急留学支援金」の支給対象となります。例えば2カ月未満の短期プログラムであれば8万
円、中期留学であれば10万円など、学年やプログラム期間に関係なく、申請者全員（学部生のみ）
に支給されますので、ぜひ活用してください。詳細はこちらからご確認いただけます。

11 12

サポート費用

PICK UP！

交換留学など中長期の留学をめざす人は、［選考型］の奨学金も受けられます。

交換留学

長期留学
（学部科目履修型）

●長期留学奨学金（2セメスター：50万円、1セメスター：25万円）

ダブルディグリー
留学

●ダブルディグリー留学奨学金
　（月額10万円、ただし留学先大学と本学の学費が相殺される場合はひとり月額3万円とする※）

実際いくらくらいかかるものなの？

留学費用の目安

留学にかかる費用は、留学先の国・地域、留学期間、滞在施設、さらには個人のライフスタイルや
生活パターンなどによって大きく変わりますので、一概には言えません。
こちらに目安としての金額を示しますのでご参考にしてください。

●井谷憲次奨学金（2セメスター：100万円、1セメスター：50万円）
●笹森四郎奨学金（2セメスター：100万円、1セメスター：50万円）
●交換留学奨学金（2セメスター：30万円、1セメスター：15万円）
●日本学生支援機構海外留学支援制度（協定派遣）奨学金（月額6～10万円※、上限12カ月）
●その他、学外奨学金 ※派遣国・地域による

※大学院は月額7万円

外国語研修
（2～6週間）

プログラム費

30～90万円
（平均60万円）

現地でかかる費用

8～10万円

現地でかかる費用

20～30万円
中期留学
（3～4カ月）

プログラム費

100～450万円
（平均160万円）

※ 国際社会貢献活動の場合。国連ユースボランティア
　 の場合は国連ボランティア計画（UNV）の規定により
　 各種手当（渡航費、滞在費、保険等）が支給されます。

申請者全員に

3万円
or

（研修先がアジア）

5万円
（研修先がアジア

以外）

奨学
金による支援

申請者全員に

20万円

奨学
金による支援

渡航準備費用

10～25万円
国際

ボランティア
（5カ月）

現地でかかる費用

30～60万円 申請者全員に

奨学
金による支援

30万円※

高額なイメージのある海外留学ですが、アジアでの英語研修など、安価で質の高いプログラムも多数あります。

例えば、約1カ月程度の英語圏での外国語研修なら、一般的には生活費も含めて
平均60～70万円程度が必要です。

※国際教育・協力センター（CIEC）以外が提供する一部のプログラムは、以下の対象外となる場合があります。

※海外36都市に設置されている
　JIデスクでの対応となります。

いずれの滞在形態にもメリットとデメリットがあります。重要なのは、滞在先の特徴をあらかじめよく確認すること。そして、
留学先で問題が生じた場合は貴重な成長機会ととらえ、まずは自分自身で解決に向けて現地の担当者などに相談することです。ポイント

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

参加者が多い
外国語研修や
中期留学など

ホームステイ

LINE通話で
問い合わせ
可能に！

寮

アパートなど
学生自身が
手続きを行う
交換留学など

● 現地での生活を体験できる
● ホストファミリーとの会話ができる

● 食事環境や生活スタイルなどが、滞在する家庭によって異なる

● 同じ学校に通う学生たちと共同生活をするため、友だちがつくりやすい
● 通学時間が短い

● 自分で食事を用意する必要がある

● 自分のペースで自由に生活できる
● 物件探しなどの経験によって自発的な行動力が身につく

● 契約内容の確認など安全性の見極めが難しい

事故にあってケガをしてしまった、突然の

病気で入院しなければならない…。そんな

緊急事態が発生したときに医療機関の紹

介や治療費のキャッシュレスサービスなど

でサポートします。

留学先で必要な日用品を買い揃えたい、日

本に荷物を送りたい、観光情報を知りたい

など、事故の場合以外のさまざまな情報・案

内、予約・手配のサポートもきめ細かく行っ

ています。

パスポートやクレジットカードの紛失・盗難

で困っている、事故時の警察への手続き

が分からない…。さまざまなトラブルの相談

にお応えし、各種手続きの情報提供などを

行っています。

オリエンテーション

危機管理体制

サポートデスク

事前の備えをしっかり

緊急事態に備える

トラブル時にサポート

医療サポート 生活サポート トラベルサポート

出発前に、トラブル回避、危機発生時の対応についてしっかりと指導し、
最も大切な本人の心構えを促します。

危機発生時には、学長の下に緊急対策本部を設置し、
プログラム提供部局と連携し迅速に対応。

現地で発生する個々のトラブルに対し、提携している
プロフェッショナルのサポートデスクが日本語で24時間365日対応。

留学中はどのような場所に滞在するの？

全員が留学を通して成長し、無事に帰国できるように、
出国前から帰国まで万全のサポート体制を設けています。

留学プログラムによって異なりますが、
ホームステイ・寮・アパートの3つの選択肢が挙げられます。

現地の治安など、トラブルが起こらないか心配…。

インターナショナルプログラム

加えて、2023年度に実施される海外派遣プログラム（一部対象外あり）については、上記奨学金とは
別に「緊急留学支援金」の支給対象となります。例えば2カ月未満の短期プログラムであれば8万
円、中期留学であれば10万円など、学年やプログラム期間に関係なく、申請者全員（学部生のみ）
に支給されますので、ぜひ活用してください。詳細はこちらからご確認いただけます。
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社会探究演習Ⅰ・Ⅱ ハンズオン・インターンシップ

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、社会に「何を」学ぶのか、問うべき問いは何かを追求し、自らの考えを研ぎ澄ましていきます。現場(社会)に出向
き、具体的なモノや出来事(コト)に「触れ」る中で、「知的基礎体力」を身につけます。

ハンズオン・ラーニング・プログラムは、各キャンパスや関西圏のほか、全国
各地の多彩なフィールドでプログラムを実施しています。授業実施期間中に
実施するフィールドワーク、夏休み・春休みの長期休暇中実施する、１週間
程度の実習、６週間程度のインターンシップなど、さまざまなプログラムがあ
り、課外活動との両立や複数受講も可能です。また、2023年度から新たに
海外（インド）でのプログラムがスタートします。

夏休み・春休みの6週間で実施するインター
ンシップ・プログラムです。事前にプロジェク
ト案を練り、その妥当性を受入先などと検討
し、現地に乗り込みます。現地ではプロジェク
ト案を更新しながら具体案を試行。このプロ
セスから、与えられた状況下で事柄に肉薄
し、考え抜き、可能性のあるものを他者と協
調しながら生みだす力を身につけます。

社会に直接“触れる”ことで、地域の人々と共
に課題を見つけ、問題を設定しながら、社会
とは何かを探究していく科目です。短期間、
数回に分けたフィールドワークを実施しま
す。「社会探究演習Ⅱ」は、同科目のⅠで取り組
んだテーマをより深く探究することを目的と
します。

丹波篠山・今田、 大阪、神戸

実施フィールド

原発問題特別演習「福島」

原発事故によって被害を受けた福島の現状
を学び、日本の原子力発電の位置づけを考え
る春学期集中プログラムです。多岐に渡る分
野から講師を招き、講義と現地実習によって
学びます。プログラムの最後には、日本そし
て世界のエネルギー問題についての自分た
ちの思い、また、福島の復興について何がで
きるか、何をすべきかを発表します。

～福島から原発を考える～

“考える”を鍛える。 ～関学ならではの学び～

社会に
チャレンジ ハンズオン・ラーニング・

プログラム

キャンパスを出て、社会に学ぶ

申込時期・方法は
HPでCheck !

科目説明会の
動画も掲載中！

ハンズオン・ラーニングセンター提供科目のほか、キャリアセンター提供科目や学部独自科目も充実しています。
興味のあるプログラムを見つけて、新たなフィールドへとチャレンジしてください。

Twitter
@kg_hands_on

Instagram
@kg.hands_on

ハンズオン・ラーニングセンター提供プログラムの

PICK UP 科目

他学部、言語教育研究センター、国連・外交統括センター、共通教育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、他学部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。
より専門的な学びを深めるための学部独自プログラムも提供しています。
また、副専攻プログラムを利用して最短の4年間で2つの学部を卒業（2つの学位を取得）することができるマルチ
プル・ディグリー制度も備えています。

PICK UP プログラム

先端の学問や、将来を見据えた学びを体系的に提供する全学プログラム、
キャンパス独自プログラムのほか、資格取得をめざすなど専門領域の学びを深める学部独自プログラムも多数。

将来、国際機関や外交・国際協力など、世界の公共の場で活躍す
るリーダーをめざす学生のためのプログラムです。
学部での学びと並行し、国連・外交に関する科目や国際ボラン
ティアなどの海外派遣プログラムの履修を通じて、グローバル社
会で貢献する力を養います。国連職員や外交官、JICA職員と
いった国際公共の第一線でキャリアを重ねた実務家教員から直
接学ぶことができます。

全学部生対象

国連・外交プログラム
世界で活躍するリーダーをめざす

神戸三田キャンパス生対象

急速に発展する現代社会には、複数の領域にまたがる知識や専
門性を組み合わせたイノベーションが求められます。
この要請に応えるべく、文理の専門分野の基礎科目で構成され
た「KSC分野横断科目群」と、SDGsへの考察を深める「KSC総
合教育科目」を設置。理系4学部と総合政策学部で文理の境界、
学問分野を越えた分野横断型の学びを実現し、“Borderless 
Innovator”（革新者）を育成します。

KSC分野横断プログラム
困難にあえて挑むイノベーターを育成する

最先端のAIの一つとして知名度の高い“Watson”を擁するグ
ローバル企業・日本IBMと本学が共同開発したプログラムです。
本プログラムでは、「AI・データサイエンス関連の知識を持ち、さ
らにそれを活用して、現実の社会課題・ビジネス課題を解決する
能力を有する人材」を「AI活用人材」と定義。体系的・実践的にス
キルを修得し、AIに仕事を奪われるのではなく、「AIを使いこな
す」人材育成をめざします。

全学部生対象

AI活用人材育成プログラム
AIを「使いこなす人材」へ

他分野に
チャレンジ 副専攻プログラム

学部を出て、他分野を学ぶ

実施フィールド 実施フィールド

全国各地の企業・団体 福島県

最新情報は
SNSでCheck !副専攻

についての詳細は
こちらから！
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ダブルチャレンジの
いまこそ挑め、新たな世界に。
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インターナショナル
プログラムの
情報が満載！
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ダブルチャレンジでの多様な経験や学びを通して
自らの可能性を切り拓いてきた

在学生・卒業生の声をインタビュー形式で紹介しています！

ダブルチャレンジについての紹介動画はこちらから！


