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はじめに

本日は、関西学院大学神戸三田キャンパスの 
オープンキャンパス、小西尚実ゼミ出展ブースに
お越し頂き、誠にありがとうございます。

このパンフレットは、総合政策学部に興味を抱いて
おられる学生、保護者の皆様に、

学生の目線から関西学院大学、総合政策学部の魅力に
より深い理解をして頂きたく、作成致しました。

このパンフレットが、少しでも皆様の
お役に立てれば幸いです。

小西ゼミ一同 



小西ゼミ3年生のゼミ生紹介を行います。
①名前②出身高校③研究テーマの3点においてゼミ生に聞きました。

小西ゼミ紹介

①大澤 香里南
　Kalina Ozawa
②国際高等学校(兵庫)
③途上国に対する
　ビジネスからの支援
　(BOPビジネス)

①黒崎 琴鼓
　Kotoko Kurosaki
②和泉高等学校(大阪)
③ジェンダー問題

①黒田 玲加
　Reika Kuroda
②大阪教育大学附属高等
　学校 池田校舎(大阪)
③シンガポールの政策

①宮﨑 春菜
　Haruna Miyazaki
②千里高等学校(大阪)
③エスニシティ、
ジェンダー

①田畑 亮馬
　Ryoma Tabata
②筑前高等学校(福岡)
③ガバナンスの欠如が
貧困問題に与える影響

①郡 優海子
　Yumiko Kori
②賢明女子学院高等学校 
　(兵庫)
③日本と海外の雇用問題

①坂口 歩
　Ayumi Sakaguchi
②春日高等学校(福岡)
③消費者行動

①川上 唯菜
　Yuna Kawakami
②藤島高等学校(福井)
③労働問題
 (女性の働きやすい環境)



①吉原 愛実
　Ayumi Yoshihara
②住吉高校(大阪)
③日中関係

①二階堂 倫子
　Rinko Nikaido
②啓明学園高等学校 
　(東京)
③ボランティアや
支援の文化

①押川 紗季
　Saki Oshikawa
②池田高等学校(大阪)
③地方創生とインバウンド

①新坂上 眞帆
　Maho Shinsakaue
②国際高等学校(兵庫)
③人種差別問題について

①中井 咲歩
　Saho Nakai
②八幡浜高等学校(愛媛)
③教育

①福田 真子
　Mako Fukuda
②甲南女子高等学校 
　(兵庫)
③途上国での
インフォーマル教育

①尾上 果穂
　Kaho Onoue
②第一高等学校(熊本)
③人材育成、
マーケティング

①千坂 香
　Kyo Chisaka
②仙台育英学園高等学校
　 (宮城)
③教育

小西ゼミには研究テーマから分かるように、
さまざまな分野に興味を持つ学生が集まっています。
質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください。



総合政策学部とは

総合政策学部とはその名の通り、総合的な 
分野に対して幅広くアプローチできる学部です。 

専門分野が決まっている他の学部と比較すると、 
多様な分野について自由に学びを深めることができます。 

1年生の時は学部内でも学科が決まっておらず、 
広範囲において教養やグローバルイシューなど、 
基本的な知識を学ぶことができる環境があります。 

また、2年生で学科が分かれ、さらに専門の分野を 
突き詰めていくことができると同時に、 

学科を超えた学問分野にアクセスすることもできます。 

そして3年生ではゼミ選択があり、 
より深く専門的に研究したい分野に分かれます。 
特に国際政策学科には元国連職員や外交官などの 
キャリアを経てこられた先生方が在籍しており、 

国際社会のリアルや豊富な経験談も伺うことができます。 

学部内では多種多様な興味分野を持つ学生が 
共存しており、その関わりが強いのも魅力の一つです。 

個性豊かな学生とともに互いに切磋琢磨していける環境で、 
新しい自分に出会ってみませんか？

-今、身近な問題から世界の扉を開く- 



ゼミ生インタビュー

二階堂 倫子 /
総合政策学部 国際政策学科 3年 
出身高校：啓明学園高等学校（東京） 
文/理：文系

私が国際政策学科を選んだ理由は、自分の尊敬する教授がその学科にいたから
です。だから、もしその教授が他学科に所属していたら、私は違う学科を選ん
でいたと思います（笑） 
総合政策学部の良いところは、どの学科に所属していても、その垣根を超えて
他の学科の授業を受けることができるという点です。あえて違いをいうなら、
ゼミは自分の所属している学科の教授のものしか所属することは出来ません。
だから私は、自分の尊敬する教授がいる「国際政策学科」を選びました。

なぜ国際政策学科を選んだのですか？

総合政策学部には総合政策学科を始め、メディア情報学科、都市政策学科、国際政策 
学科の4つの多様な学科があり、学生の志向も様々な個性的な学部です。
ここでは、私たち小西ゼミの所属する国際政策学科について詳しくお伝え致します。

現在私はフィリピンに留学し、 と
いう国際 団体でインターンをしています。 はフィリピンの貧困削減と
持続的な発展のために様々なプロジェクトを企画し運営している団体です。 
業務内容は、フィリピンのゴミ問題に関するリサーチをしたり、ストリートチ
ルドレンの支援に繋がる企画の立案をしたりと多岐に渡ります。フィリピンで
の生活は決して楽しいだけではありませんが、上司や環境に揉まれながら刺激
的な生活を送っています。

今あなたが一番頑張っていることを教えてください！



卒業後

年後

年後

年後

大学院進学 

団体に就職

団体に就職

団体を設立

世界中から、個性あふれる人が集まるシリコン
バレーで多くの人々と出会い学びを深めるため。
また、アメリカは寄付が盛んな国であるため、 
その文化にも浸かりたい。

アメリカの 団体に就職し、現地で行われて
いるチャリティーイベントやプロジェクトの
企画・運営に携わるため。

アメリカから帰国後、最初は日本の に就職し、
そこでチャリティーイベントを企画する。
また、運営のノウハウや組織を設立するための
準備も同時に行う。
最終的に、 団体を自らで設立する。理由は、
日本をもっと支援が身近にある社会にするため。
日常生活に溶け込んだチャリティーイベントや
プロジェクトを企画したい。

二階堂さんのキャリアプラン

二階堂さんのとある１週間

街とも離れ、駅とも少し離れた環境にある総合政策学部ですが、
そんな環境以上にこの学部にはみなさんの可能性が詰まっています。
特に、多様な学生とともに日々刺激しあっていけるのが、
この学部の一番の強みでもあり、魅力でもあると感じています。 
そんな学生生活を通して、あなたも新たな自分を見つけてみませんか？

時限

時限 公共経済学

時限 会計学

特別演習時限 合同演習B 国際貿易論 経営学

時限 国際政治学

放課後 対策講座 サークル活動 サークル活動 対策講座 サークル活動

PBL特別演習は “福島から原発を 考える授業” だそうです！

空きコマはプレゼンの 打ち合わせや課題、 教授とのお話などに 有効活用しています！

週末は六甲山に 登ったり(笑) 料理教室に行ったり アクティブに 過ごしています！

有



関学プログラム紹介

子どもたちに未来の架け橋を

フィリピンの貧困地域で暮らす、靴を履いていない状態で
生活している多くの子供たちを感染症から守るために

靴を届ける活動や、国内の学校や団体へ出張講座を行い、
途上国の現状を伝えることで、日本と途上国の
架け橋となることを目指す活動を行っています。

無限の可能性を秘めた子どもたちが、夢や希望を持つきっかけを創るため、
１人１人が主体的に動き、私たちの最大限の力を、子どもたちへ届けます。

継続的な支援を通して、顔の見える支援を行い、学生ができる国際協力の形を実現します。



フィリピンの、満足に教育を受けることができない
ゴミ山で暮らしている子供やストリートチルドレンを訪れ、

子供たちへの教育支援を行う活動です。
また、現地の国際機関を訪れ、ディスカッションなども
行っています。教育支援の内容など、行う内容を

全て１から作ることがこのフィールドワークの特徴です。

将来、国際機関や国際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志す
学生に対して行う、総合政策学部独自のプログラムです。
将来のキャリアパスを意識して、大学２年生から
スタディ・プランを立て、卒業まで段階的に、

グローバルキャリアを築く上で礎となる知識や教養を
身につけ、実践的なスキルや経験を学びます。 

元国際公務員、外交官や、国際ビジネスの現場で、
長く海外実務経験を積んだ総合政策学部の教員から、
実践的なキャリアアドバイスをもらう機会を通して、

現実的かつ着実に自身の将来の目標へと進むことができる、
それがこのプログラムの大きな特徴です。

フィールドワーク

GCaP



関西学院大学には様々な留学プログラムが用意されています。
一般的によく知られている、夏休みや春休みなどの長期休暇を用いて
言語を学びに行く外国語研修や、春学期や秋学期などの約４か月間
言語を学びに行く中期留学、１学期間または１年間専門知識や 
興味のある学問に関する知識を海外の大学で深める交換留学など、 

それぞれ目的に合わせた多くのプログラムがあります。

上記のようなプログラム以外にもたくさんのプログラムがあります。

｜国連セミナー
ニューヨークにある国連の本部に訪問し、国際社会での課題や

の役割について身近で学ぶことができます。

｜国連ユースボランティア
発展途上国に海外ボランティアとして５ヶ月間程度派遣され、
　現地の現状を自分で感じ、教育や保健衛生などプロジェクト別で
　ボランティア活動を行います。

｜海外インターンシップ
海外にある日系企業で海外でのビジネス経験を積むことができ、
　ビジネス語学も学ぶことができます。

留学やその他海外機会について詳しく知りたい方はこちらから！

豊富な海外機会

関西学院大学 国際教育•協力センター（CIEC）



学生生活

放課後はサークル、
バイト、友達とご飯

睡眠

朝の準備

昼食/自由時間

サークル/バイト

自由時間

授業
授業

空きコマを
有効活用しよう！

授業は1コマ90分だよ！

学生の1日のタイムスジュール

おすすめスペース Academic Commons
アカデミックコモンズは、生徒が開放的な空間でそれぞれの時間を過ごすこと
の出来る場所です。
日々多くの学生が友達やゼミで集まって課題をしたり、グループディスカッショ
ンをしたり、一人で集中して勉強したりと、いろいろな使い方をしています。



高校生の間にやるべきこと

小西ゼミ生に聞きました！
高校生の間にやっておくべき６つのこと

１. 学校行事・部活動を全力で取り組む
人生で最後の学校行事！勉強したい気持ちも分かるけれど、
ここを全力でやりきれば受験モードへとしっかり切り替えることができ
ます！

２. 時間管理
いざ受験モード！毎日勉強をしているとだらけちゃうことも出てくるか
と思います。効率よく勉強するためにも、休憩の時間を自分で管理する
ことを意識すべきです。メリハリを大切に！

４. 英語の勉強
入試も終わり一安心することはもちろんいいのですが、遊び過ぎには注
意です。英語ができる状態での大学生活のスタートと、それ以外ではか
なり世界が違います。総合政策学部では入学後、すぐTOEFLを実施する
ので、英語の勉強は必須です！

３. 志望校・その他の大学の分析
志望校の分析を行う、またその他の大学と志望校を比較し、分析してみ
ましょう。受験勉強をするにあたってモチベーションになるはずです。

５. 車の免許所得
平日は、授業や課題、バイトにサークル活動。長期休暇は旅行やボラン
ティア活動など大学生は多くのチャンスがある分、何かと忙しいです。
車の免許は、やはり大学入学までに取っておくことがベスト！大学2年生
で教習所に通い始めたゼミ生の一人は8ヶ月かかって取り終えました…。

６. 制服を満喫しておく
やはり制服を着られるのは今のうち！
大学入学までに思う存分制服ライフを楽しみましょう。



ゼミ生の卒業後
現在、社会人１年目として働く小西ゼミの卒業生にインタビューをしました。

①現在の職業は？
②総政での学びは働く中でどの様に生かされていますか？

③学生時代に一番努力したことは？

①人材業界で営業の仕事をしています。

②総合政策学部の授業での学び、小西ゼミ、サーク
ル活動等を通していろいろな価値観や考え方を学ぶ
事ができました。社会人になると、学生の頃以上に
相手の立場に立って物事を考えるという事がとても
大切になり、それが相手からの信頼にも繋がるなと
日々感じています。仕事の中でお客様に喜んでいた
だいたり、感謝の言葉をいただくと、総合政策学部
での学び・生活が仕事の中でも活きているなと感じ
ます。

③ボランティア活動(サークル)です。

①現在は老人ホームで働いてます（このインタビュー
後、ITの営業へ転職）。 

②ただ、言われたことをやるだけでなく、考えて工
夫しながら働いてると思います。それは、大学時代
に色んな視点で考える力を身につけたことが大きい
です。

③ボランティアサークルやゼミでの活動を一生懸命
したことです。その活動の中で、どうやったら上手
くいくかを考える習慣が付いたといます。仕事をし
ていてもどうやったら上手く出来るか、どうやった
らいい人生になるかなど、考える癖がついているこ
とは、社会人になって大きいなと思います。

2017年度卒業
岩﨑 大地さん

2017年度卒業
矢野 可南子さん



おわりに

この度は、関西学院大学 総合政策学部
小西ゼミ作成のパンフレットを手に取って頂き、 

誠にありがとうございました。

ここで取り扱った内容以外にも
本学では様々な学び、体験ができます。

ここ総合政策学部で自分だけの4年間を創りませんか？

皆様とキャンパスでお会いできることを
心待ちにしております！

小西ゼミ一同

小西ゼミについてもっと知りたい方へ 

｜ブログ
ゼミ生が実際に更新している研究室ブログがあります！ 

アクセスはこちらから！ 
QRコードからのアクセスが便利ですよ♬

小西尚実研究室




