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A New Stage in the School of Policy Studies

幅広い専門知識と、自らの考えを発信する力を身に付け、
現代社会のあらゆる問題を解決に導く人を育成する。

　関西学院大学総合政策学部では、現代社会におけるさまざまな問題に対して、多様な学問領域の専門知識に基づき解決

策を探り、実際に現場に出かけてその解決策を実践できる能力の育成をめざしています。社会で生じている諸問題は、その焦

点が時々刻々と変わる傾向があります。そのため、単一の学問領域に頼っていては最適な解を見つけ出すことはできません。

学生の皆さんには、複数領域の教員の助言のもと、最適解をその都度その都度考えていくことが求められます。学部教育で

は、専門能力だけでなく、英語能力やICT関連の能力を取得することも重視していますが、それは社会問題に対する最適解を

見出し、それを実社会に伝えていく際のツールとして必要だからです。

　総合政策学部でどのような問題に取り組み、その解決策を提示していくかは、すべてあなた自身に委ねられています。総合

政策学部で学ぶ学生諸君には、「仕えられるためではなく、仕えるために」という学部モットーを体現すべく、グローバルレベ

ルでの問題解決策を考え、それを身近なところから実践していくことのできる人間になってもらいたいです。

Top Me�age

古川 靖洋 学部長

Native speakerによる少人数制英語教育プログラムにより、自らの考えや政策提案

を的確に表現できる発信型英語コミュニケーション能力を磨きます。また、2021年

度からは希望する学生全員が目的やレベルに適した海外派遣プログラム（留学や海

外フィールドワーク・国際ボランティア）に参加できます。
※希望が集中する渡航先・渡航期間については成績等に基づく選抜があります。

p.10
海外研修について希望するすべての学生が

海外研修に参加可能

高度なデータサイエンス
教育の充実

本学部では30名近くの専任教員がデータ・ICT研究者である強みを生かし、課題発見

からデータ分析・システム実装・レポート作成までの一貫教育を行います。人口知能や

ビッグデータ、因果推論といった最新トピックにも対応し、Python、Java、R、Stataな

どの言語およびソフトウェアツールの利用方法も指導します。

データサイエンス教育
について

p.11

社会問題の解決に
実践的に挑戦できる

官庁や国内外の自治体等と連携し、授業を通じて社会問題の解決に挑戦できます。ま

た、2021年度からは新たに「産業インキュベーションクラスタ」「政策コンサルティング

クラスタ」を都市政策学科へ配置し、地域イノベータ教育の充実を図ります。

社会問題の
解決に挑戦
p.13

副専攻プログラムの
さらなる充実化

多数の元国際機関職員が教員として活躍する利点を生かし、全学プログラムであ

る「国連・外交プログラム」と連携して国連職員・外交官に向けた教育を充実させま

す。また、これまでの「建築士プログラム」を副専攻として位置づけ、修了すれば、

建築士資格の受験資格を得ることができます。

副専攻プログラム
について
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総合政策学部は、地球規模で進む環境問題、収束しない途上国問題、地価高騰などの都市問題と

いった、既存の学問だけでは対応できない問題を解決するため、1995年4月に生まれました。四半世紀

を経て、社会はますます複雑になり、解決すべき課題は山積しています。「枠にとらわれず学び、課題解決

に役立てる。」強い問題意識と高い向学心、そして現場での行動力を持つ学生を歓迎します。

Educating
with Innovation
課題解決のための「学び」
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多面的な要因で構成される社会問題を、学際的かつグローバルな視点で考察し、

問題の解決に役立つ政策を立案・実行できる能力を養成します。

大学での学び方や世界市民に必要な教養などの
基礎力を習得し、幅広い分野に触れます。

4年間の学びの流れ

多面的な要因で構成される社会問題を、学問横断的（学

際的）に考察することにより、現実社会で役立つ政策を

立案・実行できる能力を養成します。

多面的・学問横断的 に学ぶ

深く学びたい分野を選択し、専門性を身に付けます。
選んだ学科以外の科目を受講することも可能です。 

ゼミナールに所属し研究活動を実施。各学科の中で
さらに細分化した専門領域の研究を行います。 

ゼミナールで継続して個別の研究テーマを深化させ、
卒業論文で統括します。

学
科
選
択
（※

）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
決
定

「自然と人間の共生、人間と人間の共生」の理念のもと、社会科学、自然科

学、人文科学のさまざまな分野を総合的に学ぶことで、地球規模の課題に対し

立案・実行できる人材を育成します。

総合政策学科

社会をより良くするために、日々進歩する情報通信技術を活用。情報化社会が

抱える問題を総合的に考察し、多様なメディアを用いて諸問題を解決する政策

案を社会に発信できる人材を育成します。

メディア情報学科 

グローバル社会における都市と地域の活性化策とは何かを考察し、時代に即し

た都市政策を提案できる人材を育てます。総合的・実践的な知識を学修し実践

的な政策立案・実行能力を身に付けます。

都市政策学科

国連が掲げる「国際社会における平和構築」「国際発展と開発」「人権の擁

護」という３つの課題を中心に国際政策の理論と実践を研究。国際社会で課題

を発見・解決する能力を持つ人材を育成します。

国際政策学科 

フィールドワーク等を活用することにより、講義で学んだ諸

理論を現実の問題に適用する能力を養成します。

学内・学外で学ぶ

100チーム以上が参加する学内研究発表会「リサーチ・フェア」や映像

表現の科目を活用し、高度なプレゼンテーション力を養成します。

社会に発信・説明できるように学ぶ

政策課題をデータを用いて把握・分析し、複雑な社会課題に

対する解決策を定量的に提示できる能力を養成します。

データを用いながら学ぶ

地球上で起きている諸問題に対し、グローバルな視点で

解決策を考え、足元から実行できる能力を養成します。

グループワークやディベートなどを取り入れた少

人数・演習形式のクラス。授業では、論文を書く

ために必要なリサーチ方法からリサーチ結果を

まとめるレポートの書き方、効果的なプレゼン

テーションまで基礎的な能力を養います。
※入学時は学科に所属せず、1年終了時に自らの関心や将来の進路に応じて学科を選択します。
　希望者が定員を超えた場合は、選考を行い所属を決定します。

● 日本に集まる訪日外国人数と観光資源の関係性－地域の特徴－

● 富士山のオーバーユースに対する受益者負担制度の研究
    －入山料導入の実現性－

● 人工知能技術の進展がもたらす第４次産業革命への日本の対応に関する研究

●  災害時の機能確保および平時の機能向上に資する通信網の提案

● 発展途上国における女子教育と経済効果の関連性

● 日本企業のSDGs活動の現状と課題

● 市街地の減築と緑化による街区環境改善効果に関する研究　
　－熱流体シミュレーション解析を用いた持続可能な建築モデルの提案－

● 日本の高齢者福祉の特徴－福祉レジーム論と歴史的分析による探究－

●  日本の企業におけるダイバーシティ・マネジメントの必要性
　－ LGBT施策が企業業績に与える影響－

国際的に学ぶ

［ 学 科 ］［ 科 目 例 ］

［卒業論文のテーマ］

● 基礎演習  　● キリスト教学 　● コンピュータ演習　

● 英語コミュニケーション　●  統計学

大学でのアクティブな学び方を習得する

授業で得た
知見や発想を

研究にフィードバック● 総合政策A・B 　● ヒューマン・エコロジー 　● メディア情報入門  

● 国際政策入門    ● 都市政策入門　

問題を多角的にとらえる“総合政策”の視点を磨く

● 自然環境論　● 経済学概論　● 社会福祉論　● グローバル･キャリアデザイン 

● 言語学概論　● メディア社会論　● 政治学　● 哲学概論

深く学びたい分野を探る

基礎演習

Pick Up

多様な科目群に触れられる学び

哲学 福祉言語
メディア 社会

環境 政治 経済国際
協力 経営

都市

総合政策学部 学びの特徴

学際性 ＋   政策立案
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現代社会で起きている問題は、どれも複雑で、一つの学問知識を習得するだけでは解決することができません。総合政策学部は総合政策、メディア情
報、都市政策、国際政策の4学科で構成されていますが、それぞれの学科が独立しているのではなく、取り組む課題や学問的アプローチの点で互いに
深い関係を持っています。学科の専攻科目やフィールドワークで専門知識を深化させると同時に、学科を超えて自由に科目を履修することで総合的な
視野を養います。

Feature 多面的・学問横断的に学ぶ

総合政策学部の教員は、さまざまな専門分野のスペシャリストであり、社会の最前線で活躍する実務家。理論に立脚した実践的な解決策を学ぶことができます。

グローバル化が加速する現代において、国際協力の本質は恵まれた側が困窮する側を

助けることではなく、同じ地球上に生きるパートナーとして共生を図ることにあります。

本学科では、国際機関、政府、NGO、民間企業などで実務を経験した教員と、各分野

を深く研究してきた教員が協同し、激動する国際社会の課題を多角的に指導。タイム

リーかつアクティブな授業で、生活に関わる身近な課題として国際問題を考えます。本

学科での学びを持続可能な国際社会の実現に向けた原動力にしていきましょう。

少子高齢化と若者による東京一極集中から、地方都市の活力が失われています。そうし

た都市を再生するには、有効な政策立案が重要です。本学科では、現代の都市社会が

抱えるさまざまな課題を解決に導くために、経済学、経営学、政治学、都市科学などの

あらゆる社会科学系の教授陣を配置。フィールドワークやデータに基づく定性的かつ定

量的な分析をベースにした座学に加え、自治体、民間企業、NPOと連携した「実践的」

な授業を提供することで、持続可能な都市・地域をけん引する人材を育成します。

持続可能な社会のあり方が問われる現在、本学科の「自然と人間の共生、人間と人間

の共生」の理念は重要性を増しています。「自然環境」「社会・経済・技術システム」「言

語・文化・思想」の３領域から自由に選べるカリキュラムは、複数のテーマに興味を持つ学

生や、進路をじっくり見極めたい学生に最適です。また、実務を含む幅広い経験を持つ

教員が多く、その豊富な人的ネットワークも魅力の一つといえます。この社会が抱えるさ

まざまな問題を理解し、解決の方法を立案できる「総合政策人材」をめざしませんか。

メディア情報学科では、国際社会から身近な地域まで、自ら見つけた課題に向き合い、その

解決策をどのようなメディアを使って発信するのが効果的かを提案していく力を養います。

ドローンやWebからの大規模データ収集などのプログラミング教育、データベース、

ネットワーク、Webシステム開発、数理的意思決定、人工知能や機械学習、映像制作

まで実践的内容を幅広く学ぶことで、メディアを活用し、より良い社会の実現に寄与

できる人材育成をめざします。

この他3名が就任予定

（五十音順）

教員・研究者紹介

データベースは

こちらから

　

白川 俊介 准教授
①多文化共生の公共哲学／グローバル社会に
　おける倫理学／ナショナリズムの政治哲学
②西南女学院大学短期大学部 非常勤講師

SRINIVAS,Hari 教授
①Environment／Sustainability／　　
　Communities
②国連環境計画国際環境技術センター(UNEP)

牲川 波都季 准教授
①言語表現教育／日本語教育／
　言語とナショナリズム
②秋田大学 国際交流センター准教授

関根 孝道 教授
①法学／法政策学／環境法／
　比較環境法
②弁護士

DeChicchis,Joseph 教授
①Linguistics／Semiotics／
　Language Policy
②広島大学 総合科学部助教授

安髙 雄治 教授
①人類生態学／環境適応／人口
②長崎大学 熱帯医学研究所助手

今井 一郎 教授
①生態人類学／環境保護／資源利用
②弘前大学 人文学部助教授

ONO,Leslie Naomi 准教授
①Program Management／Program Evaluation／Needs Analysis／
　Materials Development／Motivation／Sociolinguistics
②関西学院大学 総合政策学部 外国人常勤講師

佐山 浩 教授
①国立公園／環境政策／持続可能な地域
②環境省近畿地方環境事務所長

四方 理人 准教授
①社会保障／格差・貧困／生活時間
②関西大学ソシオネットワーク戦略研究
　機構統計分析主幹

JORDAN,Jennifer 専任講師
①Learner Corpus Linguistics／Learning 
　Environments／Self-access Learning
②京都産業大学 外国語学部専任講師

細見 和志 教授
①メルロ＝ポンティ／現象学／
　フランス思想
②関西学院大学 文学部非常勤講師

宮川 雅充 教授
①環境衛生学／環境社会学
②吉備国際大学 国際環境経営学部
　専任講師

村瀬 義史 准教授
①現代のキリスト教／宗教間対話／
　エキュメニズム
②活水女子大学 文学部専任講師

LAI,On-Kwok 教授
①Regional Development／Area Studies／　
　Comparative Policy Studies
②ニュージーランド・ワイカト大学 政治・公共政策学科レクチャラー

李 政元 教授※1

①QWL／高齢者福祉／児童福祉／　
　家族福祉／社会調査
②関西福祉科学大学 社会学部社会福祉学科専任講師

朴 勝俊 教授
①環境税制改革／東アジア／EU
②京都産業大学 経済学部准教授

井垣 伸子 教授
①数学／意思決定科学／確率過程／
　オペレーションズ・リサーチ
②帝塚山大学 経営情報学部教授

伊佐田 百合子 教授
①多目的意思決定／メディアプランニング／
　ソフトウェア工学
②帝塚山大学 経営情報学部助教授

大用 庫智 専任講師
①人工知能／認知心理学
②青山学院大学 理工学部 非常勤助手

窪田 誠 教授
①ネットワークシステム／
　教育情報システム／情報倫理教育
②学習院大学 計算機センター専任講師

三道 弘明 教授
①マネジメント・サイエンス／オペレーションズ・
　リサーチ／オペレーションズ・マネジメント
②大阪大学大学院 経済学研究科教授

津田 睦美 教授
①視覚芸術
②成安造形大学 芸術学部教授

TIJERINO,Yuri Adrian 教授
①Ontology／Semantic Web／　　
　Artificial Intelligence／Web2.0
②米国・ユタバレー大学講師

山田 孝子 教授
①モデル分析／シミュレーション／性能評価
②電気通信大学大学院 情報システム学
　研究科助教授

山中 速人 教授
①文化社会学／メディア論／
　オセアニア地域研究
②中央大学 文学部教授

𠮷野 太郎 専任講師
①情報通信技術（ICT）と社会／
　計算機物理学／科学と社会　
②大阪大学 言語文化部部門共通助手

角谷 和俊 教授
①情報デザイン／社会情報基盤／
　クロスメディア設計
②兵庫県立大学 環境人間学部教授

大村 華子 教授※2

①政治行動論／比較政治／応用計量
　政治分析
②京都大学大学院 法学研究科助教

亀田 啓悟 教授※3

①経済の統計分析（財政政策の有効性、財
　政と金融の関係、財政不安の定量化等）
②新潟大学 経済学部助教授

北原 鉄也 教授
①政治学／行政学／都市計画
②大阪市立大学大学院 創造都市研究科
　科長・教授

客野 尚志 教授
①都市／建築環境／
　空間統計モデリング／都市計画
②兵庫県立 人と自然の博物館主任研究員

安 煕錫 教授※2

①経営学／韓国企業経営／国際企業
②流通科学大学 商学部教授

宗前 清貞 准教授※3

①政策過程／医療制度
②大阪薬科大学 総合化学系教授

長峯 純一 教授※3

①政策分析と評価／政策決定過程／
　行財政改革
②追手門学院大学 経済学部助教授

長谷川 計二 教授
①社会的ジレンマ／中間支援／市民活動
②佛教大学 社会学部助教授

古川 靖洋 教授※2

①計量経営学／経営戦略論／
　オフィスの生産性　
②嘉悦女子短期大学 経営情報学科助教授

井上 一郎 教授
①国際関係論／中国の外交と政治／
　東アジアの国際関係
②外務省（第二国際情報官室課長補佐）

今西 祐介 准教授※3

①理論言語学（統語論・形態論）／
　フィールド言語学（マヤ諸語、琉球諸語）
②米国･マサチューセッツ工科大学リサーチ・ティーチングアシスタント

斉藤 憲晃 教授
①都市計画制度／土地利用規制／
　住宅供給システム
②(独)建築研究所 住宅・都市研究グループ長

小西 尚実 准教授
①国際人事政策／人材育成・能力開発／
　組織の多様性
②アジア開発銀行本省 総裁補佐官

柴山 太 教授
①米英外交軍事史／日本再軍備／
　国際思想史
②愛知学院大学 総合政策学部教授

園田 明子 教授
①国際法／国際機構論／国際社会の組織化
②フランスNPO所長補佐、
　関西学院大学 社会学部非常勤講師

戸部 智 専任講師
①国際金融論／国際資本移動
②慶応義塾大学 
　グローバルリサーチインスティチュート 所員

西立野 修平 准教授
①国際経済学／応用計量経済学／日本経済
②経済産業省 産業構造課 課長補佐

実 哲也 教授※3

①アメリカ政策研究／政策形成過程論／
　メディア論
②日本経済新聞 論説副委員長

西野 桂子 教授
①国際協力／開発とビジネス／
　ODA評価／NCD対策／ジェンダー
②GLMインスティチュート代表理事、UNICEF職員

村田 俊一 教授
①紛争・社会問題／開発援助政策／
　プロジェクト理論・Process consultation
②国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局次長

HEFFERNAN,Kevin 教授
①Language and Culture／Language 　　
　Change／Language Contact／Dialects
②カナダ・York University 講師

※1…2021年4月、都市政策学科から移籍予定 ／ ※2…2021年4月、国際政策学科から移籍予定 ／ ※3…2021年4月、総合政策学科から移籍予定
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総合政策学科　朴 勝俊 教授 国際政策学科　西野 桂子 教授

メディア情報学科　津田 睦美 教授 都市政策学科　安 熙錫 教授

①…

専
門
分
野

②…

前
職
・
主
な
経
歴

多種多様な専門分野を持つ教員 2021年4月所属予定一覧

ARBER, Richard 外国人常勤講師
①Academic Discourse／Composition
 　Studies／Linguistic Anthropology
②関西学院大学非常勤講師

COLPITTS, Brad 外国人常勤講師
①Educational Leadership／Learning Technology／ 
　EFL Writing
②関西学院大学 言語教育研究センター講師

STONES, Thomas 外国人常勤講師
①Academic Skills Development／
　Self-Directed Learning／Formulaic Language
②Beo（大阪）講師

TAT, Christina 外国人常勤講師
①Extensive Reading／Academic Writing／
　Comparative Education
②京都橘大学講師

GAY, Sean 外国人常勤講師
①Content-Focused Language Education／EFL 
　Identity Development／Comparative Pedagogy
②立命館大学嘱託講師

GEDDES, Aaron 外国人常勤講師
①CALL／Curriculum Design／Collaboration
②関西外国語大学講師

DICKERSON, Lucas 外国人常勤講師
①Curriculum Design／Educational 　
　Technology／Fine Arts
②関西外国語大学講師

DRAPER, Luke 外国人常勤講師
①Academic Skills Development／Content and Language 
　Integrated Learning／Creative Writing and Literature
②愛媛大学講師

BALLOU, Kevin 外国人常勤講師
①Curriculum Design／Study Abroad／
　Educational Technology
②神戸女学院大学講師

BALL, Daniel 外国人常勤講師
①Reading Motivation／Second Language 
　Acquisition／English Literature
②関西外国語大学講師

BROOKS, Gavin 外国人常勤講師
①English as an Additional Language／
　Vocabulary／Lexical Diversity
②同志社大学講師
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英語研修だけでなく、現地でのボランティ

ア活動などのフィールドワークを通して、現

地の文化・価値観・考え方を身に付けます。

ソノマ州立大学（アメリカ）
英語研修＆フィールドワーク

交換留学・長期留学 中期留学 海外インターンシップ 外国語研修

現地でのフィールドワークを通じて途上国の現

状を知ることができ、現地大学生との交流を

通じて異文化理解を深めることができます。

フィリピンフィールドワーク

開発途上国等でボランティアとして、派遣

先のスタッフや現地の人々とともに多彩な

活動をする約5か月間のプログラムです。

国際ボランティア

ニューヨークの国連本部において、国連職員や国

連日本政府代表部職員などの講義やディスカッ

ションを体験し、平和構築について考えます。

国連セミナー

この授業ではさまざまなトピックについて英語

でグループディスカッションをします。もちろん

クラスメイトとも英語で話します。

Seminar
パワーポイントなども使いながら英語でプレゼンテー

ションするスキルを学習します。リサーチスキルや声の

出し方などの実践的なスキルも学びます。

Presentation
身近で関心のあるトピックや地球規

模の重要課題について、映像など

を用いて学びます。

Special Topics

総合政策学部では、多様な国籍や文化的背景、実務経験を持つ教員による独自の英語教育を展開。

国際社会で活躍するために不可欠となる、英語運用能力と国際感覚の獲得に向け、3つの柱で徹底的に鍛えます。

交換留学、海外インターンシップ、国際ボランティア、学部独自プログラムなどの海外派遣プログラムへの参加を積極的に
サポート。希望する学生は、全員が目的レベルに適した海外プログラムに参加できます。

多彩な留学＆海外支援プログラム

国際的に学ぶ

休学せずに1学期間または2学期間、協定

校に留学できる制度です。専門知識や興

味のある分野を海外で究める、本格的な

留学プログラムです。

集中的に語学力アップをめざすための約4

か月留学プログラム。カナダ、アメリカ、イ

ギリス、フランス、スペイン、オーストラリ

ア、マレーシアで実施しています。

現地日系企業等でのインターンシップ

を経験できるプログラムです。約４週間

の短期型と約４か月間の中期型があり

ます。

春休み・夏休みを利用して参加できる3～

6週間の短期プログラムです。英語、中

国語、スペイン語、朝鮮語の研修があり

ます。

総合政策学部では、英語で発信されるさまざま情報を収集、理解するとともに、自らの考えや思

いを口頭や文章、映像等で伝える実践的な力を養うことに教育の重点を置いており、英語は学び

を助けるツールとして活用しています。世界的に話題となっている時事問題を取り上げて自分の

考えを話すトレーニングを行ったり、持続可能な社会を実現するための地球規模の課題について

ディスカッションを行ったりすることで、高度な教養と英語の運用能力を同時に身に付けます。

国際政策学科 3年生
小森 朱夏 岐阜・県立長良高等学校

国際政策学科

村田 俊一 教授
前国連アジア太平洋経済社会委員会
（ESCAP）事務局次長

英語を用いた講義・演習TOPIC 1

TOPIC 2

一つの専門知識や国内・外という枠にとらわれていては、複雑に絡み合う現代社会の諸問題を

解決に導くことは困難です。人の痛みを理解し、多様性を受け入れる感性はもちろん、その時々

の変化に応じて多様な視点から物事を考えられる高度な一般教養を備えなければなりません。

実務経験の豊富な教員たちによる指導で、グローバル社会で活躍するための生きた学びを提供

します。

グローバル社会で活躍するための学びを提供

学部の講義・演習の多くが英語を用いて行われます。グローバルな問題・政策課題について英語で思考し、
広く世界の人 と々コミュニケーションをとる力や国際問題を解決に導く力を養います。

国際問題を解決に導く力の育成

Student's Voice

第2の柱

第3の柱

国連をはじめとする国際社会を舞台に活躍してき

た教授たちのもとで学べるため、さまざまな価値

観に触れられます。また5カ月間のネパールでの社

会貢献活動や村田俊一教授のゼミでの活動か

ら、課題解決に取り組む力を身に付けることがで

きました。幅広い学問分野に興味があるので、将

来は発展途上国への社会貢献ができる企業に就

職して経験を積む中で、生涯をかけて追究したい

テーマを見つけ、研究し続けたいと考えています。

習得する
主なスキル

 語彙の
学び方、覚え方

 英語での
グループ

ディスカッション
の方法

 さまざまな
タイプの英文の
聞き取り方

 英語での
プレゼンテーション

の方法

さまざまな
タイプの英文の
書き方

英文を
速く効率的に
読む方法

さまざまな
トピックについて
英語で話す方法

授業の一例

読み書きを重視する高校までの

英語の授業とは違い、学んだ英

語を実践する機会があることが

English Communicationの魅力で

す。授業は学生と教員の距離が

近く、楽しい雰囲気で行われる

ので、自分の考えや意見を臆す

ることなく伝えることができま

す。英語の運用能力だけでなく、

主体性が身に付きました。今は1・

2年生の英語学習をサポートする

ラーニングアシスタントとして活

動しています。後輩の英語力を引

き出すために試行錯誤すること

が、自分自身の成長にもつながっ

ていると感じます。

English Communicationでは、学部

で学ぶために必要な英語スキルの

習得をめざし、皆さんが英語のコ

ミュニケーションに自信が持てるよ

う、サポートします。Reading、

Writing、Listening、Speaking、

Presentation、Seminar等のクラス

があり、レベルが高い学生には

特別なプログラムが用意されて

います。週4回受けるそれぞれの

クラスは相互に連携しており、英

語のスキルを総合的に伸ばすこ

とができます。グループワークで

お互いに支え合いながら問題解

決に取り組むアクティブ・ラーニン

グ型の授業で、楽しみながら英

語を学ぶことができます。

自らの考えや意見、政策提案を的確に表現し、広く世界に向けて発信するための英語コミュニケーション能力を磨く授業で
す。授業中は、指示も受け答えもすべて英語のみ。学生は読み書きだけでなく、英語で思考し、質疑応答することが当たり前
の環境で学びます。言語だけでなく異なる文化に触れ、さまざまな考え方や価値観を学びます。

English Communication （EC）
第1の柱

大学での学びに必要なアカデミックな英語力

を習得するためにコーディネートされた2年間の

プログラムです。

週4日、必修科目
環境問題、IT関連などさまざまな政策課題に

焦点を当てた、総合政策学部ならではのテーマ

を扱っています。

独自のカリキュラム・テキストを使用

各自の英語力に適したクラスに所属し、きめ細

かい指導を受けることができます。

入学時TOEFL®スコア別の
少人数クラス編成

総合政策学部 総合政策学科  JORDAN,Jennifer 専任講師

Teacher's  Voice

国際政策学科 3年生 羽田 昂志 滋賀・県立八日市高等学校出身

Student 's Voice

POINT 1 POINT 2 POINT 3

Feature
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データを使った分析・表現が必須となった現代社会において、複雑に絡み合う社会課題に対する解決策を導く、高
度なデータサイエンス教育を提供。各分野で専門的な研究を行っている教員たちが、コンピュータなどの情報端末を
用いて皆さんの学びをサポートします。

データを用いながら学ぶ
“Think globally, Act locally.”（地球規模で考え、足元から行動を起こせ）をモットーに、講義で学んだ理論を
実際の現場で生かす実践力を養います。また、フィールドワーク等で発見した諸問題を理解・分析することで、さら
に専門性を深め、解決策を探っていく学びこそが、ボトムアップで志向する本学部ならではの特徴です。

Feature 学内・学外で学ぶ

総合政策学部では「データから事実を明らかにし、政策提言に

つなげる」ために、統計学や人工知能（AI）などを含むデータサ

イエンス関連科目を用意しています。StataやRなどの統計分析ソ

フトやPython等のプログラミング言語を習得し、環境や経済、

選挙、マーケティング、言語等に関するさまざまなデータを、回

帰分析や因子分析、ディープラーニング等の手法を用いて分析

できるようにします。１年次から統計学の基礎を固め、2年次以

降は少人数制の実習科目や研究演習で各種の手法を学び、応

用力を養います。こうしてデータを用いて課題を特定しソリュー

ションを提示できる人材を育成します。

多様な科学・技術を総合する本学部での活動を支えるために、大規模PC教室に加え、高性
能・高機能な支援ツールを配備し、教育の質をより高めるための学習環境を整備しています。

データを用いた
政策提言ができる人材を育成

教育・研究を支える
設備・ツール

データサイエンス基盤教育フローチャート:段階別の専門講義と体験型演習

環境問題を解決する活動に携わりたいという想いから本学部へ進

学。シドニー大学へ交換留学した際には、動物園でのフィールドワー

クに参加し、動物保護や動物福祉評価について学びを深めました。

また、2019年12月スイスで開催された赤十字国際会議では、日本赤

十字社ユース代表として、核廃絶に向けたスピーチをしました。多角

的な視点を持ちさまざまな活動経験を経たことで、学部での学びによ

り臨場感を持って取り組めています。今後は、赤十字奉仕団員として

核廃絶活動の新企画の実行や、アカデミックコモンズ・プロジェクト※

「ECO STATION」の代表として“日々の生活のちょっとしたECO活動”を

テーマとした環境問題の解決活動により一層励みたいです。

※神戸三田キャンパス内施設アカデミックコモンズ（p.17）において、自分たちの掲げた目
標　に挑戦することで、『生きた学びを実践』する取り組みです。

地球の環境保全に向けて

実際に行動することで、

学部での学びが深まる

総合政策学科 2年 

足立 晴香 
大阪・関西学院千里国際高等部出身

高校生の時に地元、広島で発生した土砂災害を経験し、メディアの

在り方や災害時の対応について興味を持ちました。大学では阪神・

淡路大震災の伝承活動に取り組み、震災当時の写真を収集し、そ

れらを利用した展示活動を行っています。写真をご提供くださった

方の被災時のつらい想いに触れる度、震災を風化させてはいけない

と強く感じます。震災を経験していない世代がその記憶を継承して

いくために何ができるのか手探りで活動する中、展示を見てくださっ

た方が自身の子どもに震災のことを教えている姿を目にして、この

活動に大きな意義を感じました。大学のゼミでも、これまでの経験

を生かし、伝承活動に関する映像作品を制作するなど、メディアを

通して自分のアイデアを発信し続けています。

手探りで始めた

震災伝承のための活動に

大きな意義を見出せた

メディア情報学科 3年

春口 桃奈 
広島・比治山女子高等学校出身

「都市財政論」の授業で、兵庫県西脇市のプロモーションを考える

フィールドワークを行いました。これをきっかけに、地域の価値を再

発見し広く発信したいと考えるように。現在は、リノベーションした

空き家を舞台にイベントを開催したり、空き家から出た和製の家具

を外国人向けのネットオークションで販売したりする活動に参加し

ています。活動の中で、文献やインターネットでは得られなかった新

しい発見が多くあり、先入観にとらわれず自ら足を運び調査するこ

との重要性を感じました。地域が直面する問題は、多くの要因が複

雑に絡み合っています。幅広い分野の学問を総合的に学習できる

学部での学びを生かし、今後も地域の課題解消につながる政策立

案をしていきたいです。 

現場で得られる

気づきを大切に

都市再生に取り組む

都市政策学科 3年

高橋 潤平 
兵庫・県立多可高等学校出身

1年の春休みに参加したベトナムフィールドワークでの経験は、開発

途上国に初めて訪れた私にとって発見の連続でした。現地の人々の

温かい人柄は、実際に足を運んだからこそわかったことだと思いま

す。一方で、ひどい交通渋滞や大気汚染といった社会問題にも直面

し、途上国支援の必要性をより強く実感しました。その後、国連ユー

スボランティアに参加し、国連児童基金ベトナム事務所で5カ月間働

くなど、国際問題に触れる経験を重ねてきました。途上国の現実を

知れば知るほど知的探究心が高まり、現在、大学では開発経済学の

理論とそれに基づくデータによる実証分析についての学習、研究に

取り組んでいます。将来は関西学院のモットー「Mastery for Service」

を体現する、国際社会に貢献できる人材になりたいです。

途上国への問題意識が

学問への探究心を

高めてくれる

国際政策学科 3年

梅谷 隼人 
和歌山・初芝橋本高等学校出身

総合政策学部 メディア情報学科　大用 庫智 専任講師

❺ 解決案提案❸ データ収集STEP ❶ 課題発見

ヒアリング

参与観察

問題設定

現状分析

現地調査

統計収集

多変量解析

空間統計（GIS）

モデル構築

人工知能
「深層学習、自然言語処理」

効果検証

プレゼンテーション

データ可視化
［Visualization］

レポート作成

社会調査
「アンケート、インタビュー」

社会実験

ビッグデータ

Web Scraping

❷  調査

キーワード

データ解析
システム実装❹

利用言語＆
ソフトウェア Python, Java, C, VBA, R, Stata, SPSS, Excel, WebGIS 等

Feature

本学部配備のパソコンが約500台、さらに全学部共

有で使用できるパソコン教室もあり、授業が実施され

ない時間帯は自主学習のために利用できます。

豊富なコンピュータシステム
データ分析の結果を伝える訓練のための設備とし

て、最新の4Kデジタル撮影機材を使いプレゼンテー

ションなどを撮影できる本格的なスタジオがあります。

本格的な撮影スタジオ
動画編集やグラフィックデザイン、GIS、CAD、リア

ルタイム３D開発プラットフォームなど専門的なソフ

トウェアも利用可能です。

多彩なアプリケーションソフトウェア
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課題解決には、自分の考えを正しく伝えるプレゼンテーション力が欠かせません。同時に相手の真意を理解し、議論する

ことで、課題を解決へと導く力も重要なスキルです。この2つの力を養える総合政策学部の取り組みや環境を紹介します。

Feature 社会に発信・説明できるように学ぶ

総合政策学部では、学生の進路選択の幅が広がる独自のプログラムを多数展開しています。

プログラムを通して、卒業後のキャリアに役立つスキルを身に付けることが可能です。

キャリア形成を支える独自のプログラム

国際機関、国際NGOなどの国際協力、社会貢献活動やグローバルなビジネスの分野で活躍をめざす学生を対象

に、グローバル化に対応した国際競争力を育成する少数精鋭のプログラムです。GCaP

「自然と人間の共生、人間と人間の共

生」という理念を掲げる総合政策学

部では、安全・快適で美しさも兼ね備

えた持続可能な都市空間の創造をめ

ざし、一級建築士を養成するカリキュ

ラムを編成。文理融合型カリキュラム

に含まれる指定科目を修得し卒業す

れば、一級建築士試験を「実務経験

なし」で受験することが可能です。

発表15分・質疑応答10分の制限時間で研究成果

を発表し、リサーチ力とプレゼンテーション力を競

います。質疑応答は学会さながらの迫力で、審査

員からのアドバイスを今後の研究に生かします。

● 中学教員１種(英語・社会)
● 高校教員１種(英語・公民・情報)
● 学校図書館司書教諭
● 国際バカロレア教員認定証(DP)

● 一級建築士・二級建築士・木造建築士試験受験資格 ※1 ※2 ※4

● １級・2級建築施工管理技術検定受験資格 ※2 ※3 ※4 

建築士プログラム

「話す」「聴く」から
「ディスカッション」に発展

さまざまな人が参加

３～４年生

新しい考えが生まれる

現代・未来社会を支える情報ネッ

トワーク基盤に関わる実践的な知

識・技術を学べる世界標準プログ

ラム。世界で最も有名なネット

ワークプロフェッショナル認定国

際資格ＣＣＮＡをめざせます。プロ

グラムを通じて得た知識・技術

は、実社会の多様な業界で生か

すことができます。

シスコネットワーキングアカデミープログラム
（Cisco Certified Network Associate<CCNA>）

より豊かな暮らしを目指して
～フィリピンのヌエバ・ビスカヤ州の事例を用いて～

口頭発表

発表スタイルに制約はありません。教室を借り切っての

ワークショップや写真展示など、何をどう発信するかは工

夫次第。発表者が個性を発揮し、自由に企画を運営する

ことができます。

自由形式発表

公共政策、経営管理、国際関係、

経済学、プロジェクトマネジメント

など、総合政策学部の総合性を生

かした実践的な授業を提供。

POINT 1

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養成することを目的とした複数分野

専攻制（MS）特別プログラム※です。総合政策学部での学びに加えて、「国連ユースボランティア」「国際社会貢

献活動」などの海外での実践プログラムを経験することで、国際社会で働くために必要な広い視野を養います。

※自学部の学修に軸足を置きながら、他学部などが提供する異なる学問分野をまとまった形で学ぶことができるよう体系づけられたプログラムです。
　総合政策学部の学生も多数チャレンジし、卒業後のキャリアに生かしています。

国連・外交
プログラム

PICK UP

取得できる
資格・免許

海外留学または途上国フィールド

ワークに参加し、問題解決能力、

政策応用力、高度なコミュニケー

ション能力、実践的な英語能力を

身に付ける。

POINT 2

実際の国際問題を題材に、課題の

設定や政策立案の方法を学び、問

題解決能力を養うトレーニングを

少人数制のゼミで実施。

POINT 3
英語によるディスカッションやレ

ポート作成、プレゼンテーション能

力を磨き、高度な対人関係スキル

や多角的な問題に向き合う思考力

を鍛える。

POINT 4

国際政策学科 3年 中根 杏 静岡・県立掛川西高等学校出身

Student's Voice

GCaPの魅力の一つとして挙げられるのが、少人数制のゼミです。この授業

では、国際問題の実際のケースを用いて、課題の設定や政策立案の方法

を学びます。テーマに沿って学生同士が日本語や英語で盛んにディスカッ

ションを行うため、一人ひとりの「考え」に触れることができお互いの理解

が深まりました。認め合える仲間たちと切磋琢磨しながら勉学に励むこと

ができたのは貴重な機会だったと思います。また、さまざまな経験を積まれ

た先生方と1対1でキャリアプランなどを相談できる制度があり、進路につ

いて主体的に考えられる点もおすすめです。

学生が日ごろの学びや研究成果を発表する場として1998年から毎年開催されている総合政策学部独自のイベント。さまざまな問題意識を持つ学生たちが発表

する研究テーマはバラエティに富んでおり、研究発表会を通して社会に目を向け、総合政策的思考を身に付ける実践的な学びの場となります。また高校生や卒

業生などにも広く開放されているため、普段出会うことのない多様な考えに触れられる絶好の機会です。発表者が伝えたいことを正しく理解し、それに対する

自分の意見を持ち、議論を重ね、これまでお互い気づかなかった新しい考え・可能性を生み出す。このようにイノベーションを起こす場としても機能しています。

発表者が何を伝えたいのか、それ
に対して自分はどう応えるのか。議
論が深まることで、今までになかっ
た新しい考え・可能性が導かれる。

リサーチとプレゼンテーションを
実践し、卒業論文や卒業後に生かす

卒業生 自らの仕事を語り、学生の進路選択
のきっかけをつくる

高校生 院生

教職員 一般市民

他学部・
他大学の学生

発表者や見学者として、
大学での学びに触れる

総合政策学部で行われている「英語コミュニケーション」の

授業から選抜されたチームが出場し、さまざまなテーマに

ついて英語のみでプレゼンテーションを行います。

EC Presentation

開催期間中、会場内に常時設営されるポスター

による発表です。研究成果を1枚のポスターに

分かりやすくまとめ、ダイレクトに伝える情報発

信力を競います。

ポスター発表

兵庫県西脇市でのフィールドワーク、市長や市職員とのディスカッションを通して、地域マネ

ジメントの理論や制度、その実態を学びます。今年度は、防災コミュニティづくりの観点から

地方都市が抱える課題を理解し、解決法を提言します。公務員をめざす方におすすめです。

防災コミュニティづくりと地域活性化 科目名称 ： 公共政策課題研究A

日本政策学生会議（ISFJ）

ISFJ政策フォーラムは、論文およびプレゼンテーショ

ンにより、実証分析に基づいた研究および政策提言

を競う学生主体の論文大会です。2019年度は、22大

学の36のゼミから合計93組がエントリーし、亀田啓

悟教授のゼミが 優秀賞を受賞しました。

人口減少社会に適した下水道事業を目指して

2019年度 政策フォーラム 優秀賞受賞

▶ タイトル

科目名称 ： 総合政策演習5

「ふるさと納税制度」を通じた他自治体への寄附金（居住地域から他地域への納税の振り替

え）額がどのような要因で決まるかを統計分析し、政策担当者にその結果を踏まえた政策提

言を行います。

ふるさと納税への政策提言

授業の詳細は、シラバス情報照会より“科目名称”で検索。
https://syllabus.kwansei.ac.jp/uniasv2/UnSSOLoginControlFree

科目名称 ： 国際政策演習14

グループ研究を行うことにより、イノベーションやコワーキングスペースなどの文献やデータの

収集方法、分析の進め方、プレゼンテーションの方法、論文の作成方法などを習得します。

インキュベーション施設の活性化提案

Research Fair 高校、大学、社会のつながりを見出すリベラルアーツを体現した、
広く開放された研究発表会

社会問題の解決に挑戦 自分で立案した政策を各市町村の自治体で働く政策担当者に向けて
提案していく実践的な学びを提供。

１～２年生 上級生の発表を参考に
学科、ゼミを選択する

1

2 3

資格

Research Fair 2020 
2020年11月20日（金）・21日（土）

予
告

熱流体解析とエネルギー収支分析による
持続可能キャンパスモデルの提案

Pick up

2019年度最優秀賞2019年度最優秀賞

※1 建築士試験の受験資格を緩和する改正建築士法が2020年3月に施行されました。
　   大学で指定科目を修めて卒業すれば、一級建築士試験を「実務経験なし」で受験可能となります。
※2 副専攻プログラム修了者のみ対象
※3 卒業後に3年以上（1級）、1年以上（2級）の実務経験が必要です。
　    試験制度については将来変更される可能性があります。 
※４ 必ずしも4年間での取得は保証できません。
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グローバル化が進む現代社会だ

からこそ、豊かな社会を実現する

ための政策立案・実行する能力が

必要とされます。

海外展開を積極的に

行う業界・企業のほ

か、次代を担うメディ

アや通信業界・企業へ

の就職が顕著です。

70％を超える女子学

生が総合職として就

職。総合的な課題解

決力を生かし、多様な

分野でグローバルに活

躍しています。

● 建設業
大和ハウス工業
住友林業
積水ハウス
竹中工務店
日揮
大林組
パナソニックホームズ

● 製造業
バンダイ
ダイキン工業
武田薬品工業
日立製作所
パナソニック
帝人
富士通

ブリヂストン
資生堂
富士ゼロックス
日本製鉄
IHI
川崎重工業 
神戸製鋼所
アサヒホールディングス
大日本印刷
トヨタ自動車

● 情報通信業
NTTドコモ
日本電気
西日本電信電話
KDDI
SCSK

カプコン
NECソリューションイノベータ
ソフトバンク
日本アイ・ビー・エム
グーグル
ヤフー

● 運輸業
日本航空
全日本空輸
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
日本通運

● 卸売業
双日
三井物産
ジョンソン・エンド・ジョンソン

1

2 3

企業の要請が高い 
「総合政策」の学び

成長分野・業界へ
高い就職実績

女子学生の就職に
定評があります

100%

就職率（2018年度実績）

総合政策学部進路選択の

主な就職先（2016-2018年度実績）

豊田通商
ワールド

● 小売業
高島屋

● マスコミ
読売新聞東京本社
TBSテレビ
ADKグループ
日本放送協会

● 金融業・保険業
みずほフィナンシャルグループ
三井住友銀行
第一生命保険
大和証券グループ
三菱UFJ銀行

業種別就職状況（2018年度実績）

18.5 %

15.0 %

13.0 %

製造業

サービス業

10.8 %情報通信業

運輸業8.7 %

5.7 %建設業

3.7 %マスコミ

3.1 %
教育・学習支援業 2.9 %

不動産業・リース業
1.6 %
医療・福祉、その他

4.7 %公務員
（教育公務員除く）

12.4 %卸売・小売業

金融業・
保険業

3つの強み

卒業生の声

日本政策金融公庫
東京海上日動火災保険

● 不動産業・リース業
オリックス
三菱地所レジデンス
三井住友ファイナンス&リース 

● 電気・ガス
関西電力
大阪ガス

● その他サービス
乃村工藝社
オリエンタルランド
JTB

● コンサルティング・シンクタンク
アクセンチュア

日本総合研究所

● 教育・学習支援業
大阪府教育委員会
兵庫県教育委員会
関西学院
公文教育研究会
ベネッセコーポレーション

● 公務
国税専門官
労働基準監督官
航空管制官
国家公務員
兵庫県
大阪市

総合政策学部の卒業生は、学部での多様な学びを糧とし、国内・国外を問わず活躍しています。
持続可能なより良い社会の実現に向けて、それぞれのフィールドで課題解決に取り組む卒業生の姿をご紹介します。

国連・国際機関での活躍をめざす人材育成のための大学院博士課程前期課程の副専攻が、2017年4月より始動。国連の採用基準
“UN Competency Framework”に基づいた体系的なカリキュラムを編成し、国連・外交の第一線で活躍した実務家教員が指導します。

大学院副専攻国連・外交コース

※ 就職率は就職希望者に対する就職決定者の割合です。

※円グラフの数値は小数点第２位で四捨五入しているため、合計が100％にならないことがあります。

実践的な学びを糧に

地球規模の問題に

立ち向かう

海外インターンシップや、キャンパスにおける環境問題解決に向け

たプロジェクトなど、実践的な学びを経験することができた大学時

代。社会課題に取り組む際に欠かせない、多角的な視野で考える

力を養うことができました。また、個性豊かな仲間たちと出会い、

ともに学んだことが人生の大きな財産となりました。現在はゼロ・

ウェイストという、ごみや無駄を生み出さない社会を構築するため

の活動を行っています。世界中でゼロ・ウェイストに取り組むコミュ

ニティが増えていくことで、社会制度に変革を巻き起こすような仕

掛けづくりをしていきたいです。 

スイスの事業会社に勤務しており、在ボリビア鉱山で採掘された鉱

石の輸出業務に携わっています。産業の基盤となる金属原料を適正

な価格で遅滞なく出荷することが主な業務ですが、ストライキや悪天

候といった予想外の事態に見舞われることもしばしば。製品出荷の

遅延などのトラブルが起きたときには、顧客への影響を最小限に留

めるべく、対策を洗い出し、優先順位をつけ実行しています。学部

での学びを通して、予測不能なグローバル社会で生き抜くために欠

かすことのできない問題解決能力を身に付けられたことが、現在の

仕事に役立っています。

特定非営利活動法人
ゼロ・ウェイストアカデミー 
前理事長

坂野 晶 さん／2012年3月卒業

グローバル社会で

活躍するための

基礎体力を養える場所

住友商事株式会社 
鉛・亜鉛事業部

金 尚浩さん／2015年3月卒業

価値観を広げることで

自分の新しい可能性が

見えてくる

手術で用いられる医療機器の営業をしています。実際にオペに立ち

会い、医師や看護師が製品を扱う際のアドバイスをする機会も多

く、人の命に直結する仕事に大きなやりがいを感じる日々です。学生

時代の研究テーマはビッグデータを用いた経済分析。統計学、社会

学など異なる分野の専門知識も応用し取り組みました。多様な思考

を持つ仲間や先生方とともに学び、柔軟な発想力を得られたこと

が、現在の業務でのさまざまな問題に対する多角的なアプローチと

して生きています。将来はアメリカ本社で海外の医療システムを学

び、それらを日本に導入することで医療の質向上に貢献したいです。

国連ボランティアや霞が関セミナーへの参加から、先生方との勉強

会や読書会の企画に野菜の栽培まで。総合政策学部の先生方や

仲間たちの後押しのおかげで、在学中はさまざまなことに挑戦する

ことができました。現在は、クライアントに対して、楽天市場上での

売上の最大化をめざし、楽天市場広告を活用したマーケティング

戦略のご提案を行っています。多くの人と関わる仕事において、在

学中に培った問題解決能力やチャレンジ精神が大いに役立ってい

ます。将来は物販領域におけるOMOサービスを開発・促進し、より

大きな社会課題に貢献できるよう、チャレンジし続けたいです。

ジョンソン・エンド・
ジョンソン株式会社
メディカルカンパニー 

野川 凌 さん／2016年3月卒業

大学時代の

幅広い経験が

挑戦を後押ししてくれる

楽天株式会社
コマースカンパニー
マーケットプレイス事業部

浅野 由香梨 さん／2013年3月卒業

就職

進学

利便性の高い就職活動拠点

東京駅八重洲北口直結のサピアタワー内にありま

す。就職活動時期は、夜行バスで上京した学生に

対応するために早朝から開室しています。パソコン

の利用や遠隔Webシステムを利用した個人面談、

交通手段のアドバイスなど、慣れない土地での就

職活動をサポートします。

東京丸の内キャンパス

阪急大阪梅田駅近くにキャリアセンター分室を設

置。個人面談やパソコンの利用、先輩名簿の閲

覧、就職関係証明書の発行など、他のキャンパス

のキャリアセンターと同じサービスが受けられま

す。さらに学内企業説明会なども開催し有益な情

報を発信しています。

大阪梅田キャンパス

2019年度の就職実績は、本学部ホームページよりご確認ください。
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KOBE S ANDA C AMPUS

総合政策学部 1年
衣川 知里 
兵庫・神戸市立葺合高等学校出身

Student's Voice

個人で取り組む課題からグループワークま

で、さまざまな場面で日常的に利用される、

みんなの集いの場です。私の参加している

アカデミックコモンズ・プロジェクトでは、さ

まざまな事情で学校に通えない発展途上国

の少女たちの支援に取り組んでいます。各

プロジェクトには専用のスペースが提供され

るなど、環境が整っているため、集中して議

論することができ、同じ志を持つ仲間たちと

熱心に活動に取り組むことができています。

学習・憩い・学生活動の融合をコンセプトとし、「学生の学生による学生のための生きた学びの場」として活用されているアカデミックコモンズ。

探究とディスカッションを通じて新たな価値を創造し、それを広く発信する。学生たちのこのような活動を支える空間です。

専用の個室やロッカーを一定

期間保有できる制度があり、

プロジェクトの活動拠点とし

ても活用されています。

ゆっくりとくつろげるスペース
も備わっており、友達と会話
を楽しんだり、食事をとったり
してリフレッシュすることがで
きます。

アカデミックコモンズpick  up

個人利用のためのリサーチ
ルームでは、勉強や読書に集
中することができます。

１人で利用

開放的な共同学習スペースで
は、机やいすを自由に動かせ
るので、学習スタイルやグルー
プ規模にあわせた学びの空間
がつくれます。

グループで利用

憩いの場として
利用

アカデミックコモンズ・
プロジェクトで利用

神戸三田キャンパスには駐車場・駐輪場があるため、自動車・バイクによる通学も可能です。

※自動車通学は本人が申請し、許可された場合のみ可能。

広大な敷地面積を誇り、スパニッシュ・ミッション・スタイルで美しく統一されたキャンパスには、

最新の設備や機器が整っており、最先端の研究が可能です。

2021年度4月の学部新設、拡充により、さらに質の高い充実した教育・研究を実現します。

総合政策学部

神戸三田キャンパス ランバス記念礼拝堂

［ Ⅰ号館 ］ 総合政策学部担当事務室

［ Ⅱ号館 ］ 総合政策学部

［ Ⅲ号館 ］ 総合政策学部

［ 第一厚生棟 ］ Lunch Box（食堂）、Toy Box（物販）

Central Garden

体育館

［ 第三厚生練 ］ Colorful Box（コンビニ）、 Sun Cafe、 Free Box （学生ホール） 

Sky Garden

［ 第二厚生棟 ］Fresh Box （食堂）、 学生ホール、 ラウンジ 

［ Academic Commons ］ 神戸三田キャンパス事務室、保健館分室、

キャンパス自立支援室、学生支援相談室、キャリアセンター、

国際連携機構(国際教育・協力センター)、

教務機構（教職教育研究センター、事務部）、安全管理室、クレセントカフェ

［ Ⅶ号館 ］ 理工学部

バスロータリー（神姫バス「関西学院大学」・シャトルバス） 

第1学生駐輪場

［ Ⅵ号館 ］ 理工学部担当事務室、図書メディア館、研究推進社会連携機構

［ Ⅳ号館 ］ 理工学部本館・別館

［ Ⅴ号館 ］ 理工学部

エコファーム 

ゴルフ練習場

テニスコート

ゴルフアプローチ兼アーチェリー練習場 

クラブハウス、 KSCトレーニングルーム

建築実験棟（総合政策学部）

航空部格納庫 

陸上競技場

グラウンド

学生駐車場（西側）

学生駐車場（東側）

バス停（神姫バス 「関西学院前」） 

バス停（神姫バス「学園3丁目」） 

第2学生駐輪場（自転車専用） 

神戸三田キャンパス
［ 神戸方面 ］

三ノ宮駅

神
姫
バ
ス

「
関
学
エ
ク
ス
プ
レ
ス
」

神姫バス
「ＫＧ Ｌｉｎｋ」

JR
宝塚線

JR

神
姫
バ
ス

「
関
学
エ
ク
ス
プ
レ
ス
」

大阪駅

新三田駅

神戸三田キャンパス

［ 大阪方面 ］

新大阪駅

三宮から

最速48分
新大阪から

最速59分

48分

15分

59分42分

4分

西宮上ケ原キャンパスで授業を受講する学

生のために、シャトルバスを運行。乗り換え

不要でスムーズに移動できるため、多くの学

生が利用しています。

神戸三田
キャンパス

西宮上ケ原
キャンパス

60分
2つのキャンパスを結ぶ直通シャトルバスを運行Point3

N

関学生限定の関学NicoPaを利用すればいつでも関学生特別割引運賃で乗車できます。

関学NicoPaでお得に乗車！！Point2

三宮・新神戸方面、新大阪・千里ニュータウン方面からキャンパスまで

ノンストップで運行。観光バスタイプなのでゆったり座って通学できます。

JR新三田駅とキャンパスをノンストップ、15分で結びます。授業時間に合わ

せて、登下校それぞれ運行しており、学生たちは積極的に活用しています。

関学
エクスプレス

KG Link

早くて便利なキャンパス直行バス！Point1

A C CE S S
神戸三田キャンパスへの主なアクセス

Academic  Commons
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