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１．科目概要 

将来、中央省庁で活躍したいと考えている学生を対象にキャリアビジョンや学生生活のアクションプラ

ンをたてる機会として開講します。 

各省庁担当者による、中央行政に関する知識や省庁の業務内容、また国家公務員として求める人物像等

についての講義を行います。 

さらに、現在、霞が関で活躍している本学OB・OG官僚との座談会や霞が関周辺見学も予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

開講学期 秋学期集中 

開講日・会場 

・2019年1月30日（水） キックオフセッション 

西宮上ケ原キャンパス 全学共用棟401教室 

・2019年2月12日（火）～15日（金） 

東京丸の内キャンパス 

国立オリンピック記念青少年総合センター 

・2019年2月20日（水） ファイナルセッション 

西宮上ケ原キャンパス G号館202教室 

（詳細は「２．実施スケジュール」を参照ください） 

定員 60名 

単位数 
2単位 

※単位認定の取り扱いについては各学部で発行されている「履修心得」を確認すること 

履修基準年度 1年生   ※2019年3月卒業見込み者は履修できません。 

担当者 

◎  関西学院大学  ハンズオン・ラーニングセンター           准教授 

関西学院大学  法学部                                   教授 

関西学院大学  国連・外交統括センター               教授 

関西学院大学                                        教授 

  （五十音順 ◎代表教員） 

協力省庁および事務局 

（昨年度実績） 
財務省、総務省、外務省、防衛省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 

参加費 

8,000円程度（3泊4日の宿泊費、食費を含む） 

※但し、下記項目については参加費に含まれませんので別途自己負担となります。 

・交通費 

東京までの往復運賃、東京都内での交通費   

・食事代 

東京合宿2、3日目の昼食・夕食 

成績評価方法 シラバス参照のこと。成績発表は3月上旬の予定です。 

勝又 あずさ 

金﨑 健太郎 

神余 隆博 

村尾 信尚 
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２．実施スケジュール（詳細のプログラムはあくまでも予定であり変更の可能性があります） 

2019年1月30日（水） キックオフセッション 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

10:00～10:30 

 

開講式 

アイスブレイク(自己紹介) 
勝又 あずさ 准教授 

西宮上ケ原キャンパス 

全学共用棟 401教室 

10:30～12:00 
講義  

「中央省庁の組織と役割」（仮） 
金﨑 健太郎 教授 

12:00～13:00 昼食（休憩）  

13:00～16:00 「参加心得 ・ 質問スキル」 勝又 あずさ 准教授 

16:00～16:30 連絡事項 ハンズオン・ラーニングセンター 

 
2019年2月12日（火） 東京合宿(1日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

12:00～12:15 受付・集合 ハンズオン・ラーニングセンター 

東京丸の内キャンパス 12:30～13:00 東京開講式 ハンズオン・ラーニングセンター 

13:00～14:00 講演 村尾 信尚 教授 

14:00～15:30 オリンピックセンターへ移動 (学生グループ) 
 

15:30～17:30 省庁説明会① 省庁担当者 
オリンピックセンター 

17:30～18:00 宿泊オリエンテーション ハンズオン・ラーニングセンター 

18:00～19：00 夕食   
 

カフェテリアふじ 

19:00～21:00 現役官僚による講演 現役官僚  

オリンピックセンター 

21:00～23:00 入浴・就寝 
 

 
2019年2月13日（水） 東京合宿(2日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

7:00～9:15 朝食／霞が関（省庁）へ移動 
 

カフェテリアふじ 

9:30～11:30 省庁説明会② 省庁担当者 

霞が関 省庁 

11:45～13:15 昼食・移動 省庁担当者 

13:30～15:30 省庁説明会③ 省庁担当者 霞が関 省庁 

16:00～18:00 省庁説明会④ 省庁担当者 霞が関 省庁 
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18:00～19：30 夕食・移動 （学生グループ）  

19:45～21:00 グループワーク（振り返り・明日の目標） 勝又 あずさ 准教授 

オリンピックセンター 

21:00～23:00 入浴・就寝 
 

 
2019年2月14日（木） 東京合宿（3日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

7:00～9:15 朝食／霞が関（省庁）へ移動 
 

カフェテリアふじ 

9:30～11:30 省庁説明会⑤ 省庁担当者 
霞が関 省庁 

11:30～13:00 昼食・移動  （学生グループ） 

13:30～15：00 
国会議事堂・霞が関周辺見学 
※見学後、オリンピックセンターに移動 

（学生グループ） 
国会議事堂（衆議院）
霞が関周辺 

15:30～17:30 省庁説明会⑥ 省庁担当者 霞が関 省庁 

17:30～19:00 夕食・移動 （学生グループ）  

19:00～19:30 座談会 準備作業 
 

オリンピックセンター 19:30～21:30 関学OB/OG官僚との座談会 本学卒業の現役官僚 

21:30～23:00 入浴・就寝 
 

 
2019年2月15日（金） 東京合宿(4日目) 

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

7:00～8:00 朝食    カフェテリアふじ 

8:00～9:00 
宿泊室・談話コーナーの清掃・整頓 

シーツ・枕カバー・宿泊室の鍵返却 
 

オリンピックセンター 9:00～11:30 グループワーク（振り返り） 勝又 あずさ 准教授 

11:30～12:00 閉講式 勝又 あずさ 准教授 
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2019年2月20日（水） ファイナルセッション                

時間 プログラム内容 講師・担当者 会場 

9:30～10:00 霞が関セミナーを振り返って 勝又 あずさ 准教授 

西宮上ケ原キャンパス 

G号館202教室 
10:00～11:30 

講義 

「国家公務員を志す関学生へ」(仮) 
神余 隆博 教授 

11：30～13：00 キャリアデザイン・総まとめ 勝又 あずさ 准教授 

以下は希望者のみ 

14:00～16:00 国家公務員志望者のためのセミナー 金﨑 健太郎 教授 
西宮上ケ原キャンパス 

G号館202教室 

 

３.申込・発表・発表後の手続きの流れ 

プロセスと日時 内容 

履修申込（エントリーシート提出） 
2018年11月30日（金）8時50分 ～  
2018年12月5日（水）16時50分 

■提出書類： 

2018年度「霞が関セミナー」エントリーシート 

 エントリーシートはWordで作成・手書きのいずれでも可。 

■参加手続き場所 
＜西宮上ケ原キャンパス＞ ハンズオン・ラーニングセンター 
＜神戸三田キャンパス＞ 教務機構事務部(アカデミックコモンズ2F) 
※期間外の受付はできません。 

※エントリーシートの作成にあたっては、「作成方法」（P.5

参照）をよく読み、間違いのないように記入してください。 

選考結果発表 
2018年12月10日（月）8時50分 

■発表方法：教学Webサービス「個人伝言」 

■書類選考の結果、履修者を発表しますので、必ず「個人伝

言」を確認してください。 

履修手続き 
2018年12月10日（月）8時50分～ 
2018年12月12日（水）16時50分 

■選考の結果、合格となった学生は、期間内に履修に必要な

手続きを行ってください。履修手続きの完了をもって履修

確定となります。 

【履修手続き場所】 

＜西宮上ケ原キャンパス＞ ハンズオン・ラーニングセンター 

＜神戸三田キャンパス＞ 教務機構事務部 

(アカデミックコモンズ2F) 

 
４．参加（履修）にあたっての注意事項 

① 今後の政情の変化・各省庁の都合等のため、プログラム内容が変更される可能性があります。 

② 活動記録および広報活動のため、本プログラム中の様子を撮影・録画することがあります。また撮影し

た写真や動画（その一部）をハンズオン・ラーニングセンターならびに学内各部署発行・発信の広報媒体に

て使用・掲載することがあります。 

③ 履修発表後、期間内に履修手続きを行ってください。履修手続きが行われなかった場合は東京合宿へ参

加できません。 

④ 履修者発表後の参加辞退（履修取り消し）はいかなる理由があっても認められません。 

⑤ 一旦納入した参加費は、返金できません。 

⑥ プログラム催行中に疾病等により、参加継続が難しい状況となった場合、担当教員の判断により帰宅を

要請する場合があります。また、状況によっては保護者等にプログラム開催場所まで迎えに来ていただ

くことがありますので、その旨を保護者にも了解いただいた上で参加してください。 

⑦ 上記⑥により、プログラム途中で参加を取りやめた場合も、参加費の返金はできませんのでご了承くだ

さい。 
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⑧ 履修申込者および履修決定者への連絡は、教学Webサービスの「個人伝言」を利用してお知らせする場

合がありますので、必ず教学Webサービスをこまめに確認するようにしてください。 

 

 

５．エントリーシート作成方法 
1. 記入の前に各項目ならびに記入例、および注意事項をよく確認し、間違いの無いように記入してください。 

2. 作成は、フォーム（Wordファイル）に直接入力しても構いませんし、フォームをプリントアウトしたもの

に手書きで記入しても構いません。 

3. フォームのデータは教学Webサービスまたは、ハンズオン・ラーニングセンターのホームページ「現在募集

のプログラム」からダウンロードしてください.https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/c_hl_012838.html                                    

Wordで記入する場合、記入後、A4サイズ 1枚で出力し、署名をし、提出してください。 

4. 手書きで記入する際は、黒インクのペン・ボールペンを使用すること。鉛筆書き、消えるボールペン、黒 

以外の色での記入は無効です。修正ペンの使用は不可です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号： 
緊急時にすぐ連絡の
取れる番号（携帯電話

など）を記入してくだ
さい。 

現住所ならびに電話番
号（固定電話無しの場合

は携帯電話番号）を記載
してください。なお、こ
の現住所情報は省庁見

学等に把握が必要なた
め、関係部局と共有しま
す。 

現地での急病など、緊

急の際にはこの方に
連絡を取りますので、
父母・兄姉など近親者

を記入してください。 

履修者選考の資料となりますので、 

しっかり記入してください。 

【NGの例】 

・記入が半分に満たない程余白が多い 

・誤字脱字が多い 

・記載内容が「霞が関セミナー」に無関係なもの 

・Word作成の場合、勝手に書式を変更しているもの 

https://www.kwansei.ac.jp/c_hl/c_hl_012838.html
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６．問い合わせ先 

 

関西学院大学 ハンズオン・ラーニングセンター(担当者：三原・平田・鎌田) 
 
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 
 
TEL．0798-54-7479 FAX．0798-54-7486 
 

【書類提出／履修手続きに関する取扱場所】 

西宮上ケ原キャンパス  ハンズオン・ラーニングセンター（大学院1号館1F） 

神戸三田キャンパス   教務機構事務部（アカデミックコモンズ 2F） 
 
【MEMO】 
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