
科目名 提供部課 科目名 提供部課 科目名 提供部課
入門英語ⅠA 入門英語ⅡA フランス語インテンシブ中級
入門英語ⅠB 入門英語ⅡB ドイツ語インテンシブ中級
スプリング・インテンシブ・イングリッシュ フランス語インテンシブ初級Ⅱ
インテンシブ・イングリッシュ フランス語インテンシブ初級Ⅲ
Skills-based English フランス語アラカルト（読む）
Special English Seminar フランス語アラカルト（書く）
フランス語インテンシブ初級Ⅰ ドイツ語インテンシブ初級Ⅱ
基礎フランス語Ⅰ ドイツ語インテンシブ初級Ⅲ
基礎フランス語Ⅱ ドイツ語アラカルト（読む）
基礎フランス語Ⅲ ドイツ語アラカルト（書く）
基礎フランス語Ⅳ 英語中期留学マウント・アリソン大学Ⅰ ビジネス日本語Ａ
フランス語アラカルト（聞く・話す）Ａ 英語中期留学マウント・アリソン大学Ⅱ ビジネス日本語Ｂ
フランス語アラカルト（聞く・話す）Ｂ 英語中期留学マウント・アリソン大学Ⅲ ビジネス日本語Ｃ
フランス語アラカルト（聞く・話す）Ｃ 英語中期留学クイーンズ大学Ⅰ
ドイツ語インテンシブ初級Ⅰ 英語中期留学クイーンズ大学Ⅱ
基礎ドイツ語Ⅰ 英語中期留学クイーンズ大学Ⅲ
基礎ドイツ語Ⅱ 英語中期留学トロント大学スピーキング
基礎ドイツ語Ⅲ 英語中期留学トロント大学Ⅰ
基礎ドイツ語Ⅳ 英語中期留学トロント大学Ⅱ
ドイツ語アラカルト（聞く・話す）Ａ 英語中期留学ニュー・サウス・ウェールズ大学Ⅰ

ドイツ語アラカルト（聞く・話す）Ｂ 英語中期留学ニュー・サウス・ウェールズ大学Ⅱ

ロシア語初級Ⅰ 英語中期留学ニュー・サウス・ウェールズ大学Ⅲ

ロシア語初級Ⅱ 英語中期留学オックスフォード大学Ⅰ
ロシア語初中級 英語中期留学オックスフォード大学Ⅱ
イタリア語初級Ⅰ 英語中期留学ゲルフ大学Ⅰ
イタリア語初級Ⅱ 英語中期留学ゲルフ大学Ⅱ
イタリア語初中級 英語中期留学ネブラスカ大学Ⅰ
スペイン語初級Ⅰ 英語中期留学ネブラスカ大学Ⅱ
スペイン語初級Ⅱ 英語中期留学ケンブリッジ大学Ⅰ
スペイン語初級Ⅲ 英語中期留学ケンブリッジ大学Ⅱ
スペイン語中級 英語中期留学ケンブリッジ大学Ⅲ
ポルトガル語初級Ⅰ 英語中期留学クイーンズランド大学Ⅰ
ポルトガル語初級Ⅱ 英語中期留学クイーンズランド大学Ⅱ
ポルトガル語初中級 英語中期留学クイーンズランド大学Ⅲ
アラビア語初級Ⅰ 英語中期留学マラヤ大学Ⅰ
アラビア語初級Ⅱ 英語中期留学マラヤ大学Ⅱ
アラビア語初中級 英語中期留学マラヤ大学Ⅲ
基礎中国語Ⅰ 英語中期留学ソノマ州立大学Ⅰ
基礎中国語Ⅱ 英語中期留学ソノマ州立大学Ⅱ
基礎中国語Ⅲ 英語中期留学レスター大学Ⅰ
基礎中国語Ⅳ 英語中期留学レスター大学Ⅱ
中国語中級 英語中期留学ワイカト大学Ⅰ
朝鮮語初級Ⅰ 英語中期留学ワイカト大学Ⅱ
朝鮮語初級Ⅱ 英語中期留学ワイカト大学Ⅲ
朝鮮語初級Ⅲ 英語中期留学ハワイ大学マノア校Ⅰ
朝鮮語中級 英語中期留学ハワイ大学マノア校Ⅱ
インドネシア語初級Ⅰ 英語中期留学チェンマイ大学Ⅰ
インドネシア語初級Ⅱ 英語中期留学チェンマイ大学Ⅱ
インドネシア語初中級 フランス語中期留学導入
日本手話初級Ⅰ フランス語中期留学Ⅰ
日本手話初級Ⅱ フランス語中期留学Ⅱ
日本語Ⅰ フランス語中期留学Ⅲ
日本語Ⅱ 日本語Ⅲ

日本語Ⅳ
スペイン語中期留学Ⅰ
スペイン語中期留学Ⅱ

科目名 提供部課 科目名 提供部課 科目名 提供部課
スポーツ科学講義Ａ スポーツ科学演習Ａ 体育方法学演習Ａ
スポーツ科学講義Ｂ スポーツ科学演習Ｂ 体育方法学演習Ｂ
スポーツ科学講義Ｃ スポーツ科学演習Ｃ 体育方法学演習Ｃ
スポーツ科学講義Ｄ スポーツ科学演習Ｄ 余暇生活学演習Ａ
健康科学講義Ａ スポーツ科学演習Ｅ 余暇生活学演習Ｂ
健康科学講義Ｂ スポーツ科学演習Ｆ 余暇生活学演習Ｃ
健康科学講義Ｃ 健康科学演習Ａ 余暇生活学演習Ｄ
体育方法学講義Ａ 健康科学演習Ｂ 余暇生活学演習Ｅ
体育方法学講義Ｂ 健康科学演習Ｃ 余暇生活学演習Ｆ
体育方法学講義Ｃ 健康科学演習Ｄ
余暇生活学講義Ａ 健康科学演習Ｅ
余暇生活学講義Ｂ
余暇生活学講義Ｃ

全学科目一覧（2022年度入学生）
言語教育科目　

グローバル社会で活躍するために不可欠な言語運用能力と多文化理解力を磨こう！

第1学年 第2学年 第3学年

言語教育研究センター

言語教育研究センター 言語教育研究センター

国際教育・日本語教
育プログラム室

国際教育・日本語教
育プログラム室

国際教育・日本語教
育プログラム室

スポーツ科学・健康科学科目
身体運動や心身の健康について学ぼう

第1学年（すべて1年生から受講可能）

スポーツ科学・健康科学
教育プログラム室

スポーツ科学・健康科学
教育プログラム室

スポーツ科学・健康科学
教育プログラム室



全学科目一覧（2022年度入学生）

科目名 提供部課 科目名 提供部課 科目名 提供部課
コンピュータ基礎 プログラミング言語応用
コンピュータ実践
プログラミング言語基礎
文科系学生のための情報技術入門
情報技術概論

科目名 提供部課 科目名 提供部課 科目名 提供部課
ＡＩ活用入門 ＡＩ活用アプリケーションデザイン実践演習 ＡＩ活用発展演習Ⅱ
ＡＩ活用アプリケーションデザイン入門 ＡＩ活用データサイエンス実践演習
ＡＩ活用実践演習Ａ（JavaによるWebアプリケーションデザイン ） ＡＩ活用発展演習Ⅰ
ＡＩ活用機械学習プログラミング演習
ＡＩ活用実践演習Ｃ（Webデザイン）
ＡＩ活用データサイエンス入門

科目名 提供部課 科目名 提供部課 科目名 提供部課
Language and Communication
Culture and Society
Academic Writing and Presentation
Project-based Seminar in English
海外学習活動（ドイツ）
English for Cross-Cultural Studies A 国連ユースボランティア実習 プロジェクトマネジメントⅣ
English for Cross-Cultural Studies B 国連ユースボランティア課題研究 グローバルゼミB
海外フィールドワーク 国際社会貢献実習
国際情報分析 国際社会貢献課題研究
国際環境論 プロジェクトマネジメントⅡ
教育開発論 プロジェクトマネジメントⅢ
国際平和構築論 International Politics and Economy A
プロジェクトマネジメントⅠ International Politics and Economy B
世界市民論 国際ボランティアゼミⅡ
グローバルゼミA カナダ研究マウント・アリソン大学
国際ボランティアゼミⅠ 国際研究マウント・アリソン大学
グローバル社会の課題と持続可能な未来 カナダ研究トロント大学
ＳＤＧｓスタディーズ入門 マレー文化研究
日本文化総論 タイ文化社会研究
日本政治総論 海外社会体験実習（オーストラリア）
日本史概略 インターンシップ準備演習（オーストラリア
日本企業文化論 海外社会体験実習（マレーシア）
インドネシア交流セミナーＡ 海外社会体験実習（タイ）
インドネシア交流セミナーＢ CCC Joint Seminar in Japan
トルコ交流セミナーＡ CCC Joint Seminar in Canada
トルコ交流セミナーＢ CCC Global Internship in Japan
海外異文化体験セミナー CCC Global Internship in Canada
グローバルＰＢＬ CCC Field Study in Canadian Business
カナダ研究入門Ａ CCC Global Career Seminar in Japan
カナダ研究入門Ｂ CCC Global Career Seminar in Canada
Topics in Canadian Studies A
Topics in Canadian Studies B
Topics in Canadian Studies C
Topics in Canadian Studies D
北欧研究入門
グローバルスタディーズ入門
留学とキャリア設計
International Scholar's Topics A
International Scholar's Topics B
短期海外インターンシップ
外国大学科目
多文化共修科目
総合日本学習科目
CCC Introduction to Multicultural Studies

CCC Introduction to International Relations

CCC Cross-Cultural Workshop
日本語教育基礎
日本語教育基礎演習
国連・外交フィールドワーク 国連・外交入門　（開発） Career Seminar for International Organizati

国際教養としての時事問題 国連・外交入門　（平和・人権・人道） グローバルキャリア開発演習
国連セミナー ＳＤＧｓ実践特別演習

共通教育センター 共通教育センター

情報科学科目
情報化社会をリードするＩＣＴスキルを修得しよう！

第1学年 第2学年 第3学年

言語教育研究センター 言語教育研究センター 言語教育研究センター

ＡＩ活用人材育成科目
ＡＩを活用して新たな未来、価値を創造できる人材になろう！

第1学年 第2学年 第3学年

共通教育センター 共通教育センター 共通教育センター

グローバルスタディーズ科目
多様な国際教育プログラムでの学びで”グローバルな視野”を修得！

第1学年 第2学年 第3学年

国際教育・日本語教
育プログラム室

国際教育・日本語教
育プログラム室

国際教育・日本語教
育プログラム室

国連・外交関連
プログラム室

国連・外交関連
プログラム室

国連・外交関連
プログラム室



全学科目一覧（2022年度入学生）

科目名 提供部課 科目名 提供部課 科目名 提供部課
ＫＧキャリア入門 キャリアゼミＡ 霞が関セミナー
ライフデザインと仕事 キャリアゼミＢ

キャリアゼミＣ

科目名 提供部課 科目名 提供部課 科目名 提供部課
「関学」学 総合コース 総合コース
災害復興学Ａ 連携講座
災害復興学Ｂ コンソーシアムひょうご神戸講座
人権教育科目
総合コース
スタディスキルセミナー
寄附講座
連携講座
西宮市大学共通単位講座
国内協定大学科目
平和学「広島・長崎講座」 ハンズオン・アドバンストⅠ
平和学特別演習「ヒロシマ」 ハンズオン・アドバンストⅡ
原発問題特別演習「福島」
ハンズオン・プラクティス
社会探究入門
社会探究演習Ⅰ
社会探究演習Ⅱ
社会探究実習I
社会探究実習Ⅱ
ハンズオン・インターンシップⅠ
ハンズオン・インターンシップⅡ
ＰＢＬ特別演習

ライフデザイン科目
自分の将来や生き方について考え、人生観や世界観、職業観を実践的に養おう！

第1学年（すべて1年生から受講可能）

キャリアセンター キャリアセンター キャリアセンター

ハンズオン・ラーニ
ングセンター

ハンズオン・ラーニ
ングセンター

ハンズオン・ラーニ
ングセンター

基盤・学際科目
関学で学び、成長するために必要な科目を学ぼう！

第1学年 第2学年 第3学年

共通教育センター 共通教育センター 共通教育センター


	2022_公開用

