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総合政策学部

履修心得

校

2022年度

⚔．プログラムの登録・修了要件
［春学期申請］

［秋学期申請］

定員

10名

出願期間

P. 6～7 参照
①2021年度入学の総合政策学部生
②先修科目：グローバル・キャリアデザイン（秋学期開講）を修得済であること

出願資格

出願書類

選考

③通算 GPA 2.7以上 かつ
TOEFL ITP 475以上／ iBT 52以上／
IELTS 4.5以上／ GTEC（LR）275以上
※ GTEC は2020年度入学生のみ適用

③通算 GPA 2.8以上 かつ
TOEFL ITP 480以上／ iBT 54以上／
IELTS 5.0以上／ GTEC（LR）280以上
※ GTEC は2020年度入学生のみ適用

（①～③は⚓月上旬に kwic「学部・研究科からのお知らせ」に掲載）
①グローバルキャリアプログラム修了要件セルフチェックシート
②グローバルキャリアプログラム志望理由書【日本語】
③ Global Career Program Statement of Purpose【English】
④ TOEFL スコアシート
グ ロ ー バ ル キ ャ リ ア プ ロ グ ラ ム 志 望 理 由 書【日 本 語】、Global Career Program Statement of Purpose
【English】、および出願期間終了後に実施する面接にて本プログラム登録者を決定する。
プログラム修了には、次頁の表の単位修得に加え、以下の⚕つの条件を満たしていることが必要。詳細は GCaP
取りまとめ教員 小西尚実先生に確認すること。
①本プログラム指定の43科目から次頁の表に従って計30単位（交換留学（⚑年）参加した学生のみ26単位）を修
得すること
②プログラム修了のための30単位（交換留学（⚑年）参加した学生のみ26単位）の平均 GPA2.8以上であること
③英語外部試験の認定（TOEIC 800、TOEFL ITP 550、TOEFL iBT 79、IELTS 6.0）のスコアを取得すること
※提出期限：2023年⚒月13日(月) 17：00

修了要件

④本プログラム指定の海外留学プログラム等（以下参照）へ参加し、修了後の報告書（英語、所定用紙）の提出
と報告会での成果発表を行うこと
Ａ．国連セミナー
Ｂ．中期留学
Ｃ．海外インターンシッププログラム
Ｄ．交換留学・認定留学
Ｅ．国際社会貢献活動
Ｆ．国連ユースボランティア
Ｇ．総合政策学部独自プログラム
・ソノマ州立大学英語研修＆フィールドワーク
・上海・蘇州フィールドワーク
・フィリピンフィールドワーク
・台湾・成功大学フィールドワーク
・オンライン海外インターンシップ（タイガーモブ社提供）
・オンライン海外フィールドワーク（ロイタ社提供）
Ｈ．その他（特に学部が認めたもの）
⑤リサーチ・フェアに GCaP 登録者として参加し、英語で発表をすること
※交換留学（⚑年）参加した学生に限り、スペシャリスト：12単位（選択必修⚕より⚘単位、選択必修⚖より⚔
単位）とする。
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⚗．資 格

⚕．
【2021年度以降入学生】GCaP 演習（Seminar）／【2020年度以前入学生】合同演習
同科目は本プログラム登録者のみが履修できる科目で、以下のような概要での実施を予定している。
①目的：
国際問題など実際のケースを用い、課題の設定、政策立案の方法などを学び、問題解決能力や政策提言力を養う
ことを主な目的とする。特に集中的に少人数の演習方式で実施することにより、大教室の講義では習得が難し
い、より実践的なトレーニングを行うことが可能となる。さらに、課題に向けてのディスカッションや成果発表
でのプレゼンテーションを通し、グローバルなキャリアを築く上で重要となる、より高度な対人関係スキルや多
角的な問題思考力を集中的に鍛えることが期待できる。また、同科目において、リサーチの方法や研究の進め方
の知識を深め、将来的に海外の大学院進学が可能なレベルに達することを目標とする。同科目では英語の教材や
資料を多く使用し、さらにディスカッションや発表等でも英語を使用する機会を多く設けているため、より高度
な英語力が習得できるようサポートする。
②実施内容：
春学期・秋学期ともに集中開講。スケジュールはシラバスを確認すること。GCaP 担当教員による講義および、
演習形式で実施。毎年、課題・テーマは変更する。
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総合政策学部

履修心得

校

2022年度

〈グローバルキャリアプログラム必要単位数〉
【2021年度以降入学生】
区分名

科目名（単位数）

履修基準
年度

必要単位

□グローバル・キャリアデザイン(2)

⚑年

□ GCaP Seminar Ｃ(1)

⚓年

□国際政策入門(2)
□経済学概論(2)

⚑年

□ミクロ経済学(2)
□マクロ経済学(2)
□国際関係論(2)
□国際政治学(2)

⚒年

□国際協力論(2)

⚓年

選択必修⚒

□ English Professional Writing Ａ(1)
□ English Professional Writing Ｂ(1)
□ English Public Speaking Ａ(1)
□ English Public Speaking Ｂ(1)
□ビジネス実践英語(1)

⚓年

左記のうち、
⚑科目計⚑単位

選択必修⚓

□ジェンダー論(2)
□国際発展政策課題研究Ａ(2)
□国際発展政策課題研究Ｂ(2)
□国際発展政策課題研究Ｃ(2)
□国際発展政策課題研究Ｄ(2)

⚓年

左記のうち、
⚑科目⚒単位

選択必修⚔

□ GCaP 演習Ａ(1)
□ GCaP 演習Ｂ(1)

⚒年

左記のうち、
計⚒単位

□ Introduction to Communication(2)
□アメリカ政治・経済論(2)

⚑年

□会計学(2)
□ Intercultural Communication(2)
□国際発展政策(2)
□ International Trade(2)
□財政学(2)

⚒年

□プロジェクト評価論(2)
□プロジェクト管理論(2)
□経営組織論(2)
□国際機構論(2)
□国際金融論(2)
□国際公務員(2)
□国際法(2)
□言語類型論(2)

⚓年

必修

選択必修⚑
コア科目
スペシャリスト養成科目

選択必修⚕
（専門科目群）

⚗．資 格

□コンピュータ演習Ⅰ(1)
□コンピュータ演習Ⅱ(1)
□コンピュータ演習Ⅲ(1)
選択必修⚖
□統計学Ⅰ(2)
（統計・IT 関連科目群）
□統計学Ⅱ(2)

⚑年

□経営情報論(2)
□データ解析Ａ(2)
修得すべき単位数合計

⚒年

⚒科目⚓単位

左記のうち、
⚓科目計⚖単位

左記のうち、
⚕科目計10単位
※交換留学（⚑年）
参加した学生に限り、
左記のうち、
⚔科目計⚘単位

左記のうち、
計⚖単位
※交換留学（⚑年）
参加した学生に限り、
左記のうち、
計⚔単位

30単位（コア：14単位、スペシャリスト：16単位）
ただし、交換留学（⚑年）参加した学生に限り、26単位
（コア：14単位、スペシャリスト：12単位※）
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