
 

◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 

（グローバル教育センター提供科目） 

 

Freshman “Go Global” Program-51 

 
開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：2単位 

 

 

当プログラムでは、出発前（春学期）の事前授業、現地での集中研修（8 日間程度）及び 9月の事後授業に

基づき、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１．登録に関する注意点 

(1) 春学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施される

今出川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。 

(2) 現地研修期間が重複する他の授業も登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 同期間に実施されるサマープログラムとの併願不可。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、2020年度春学期科目として、大学が一括で登録するため登録手続

は不要。一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期の履修中止受付期間中に政策学部事務室に

てエラー修正を受け付ける。 

(5) 春学期末には成績付与されない（春学期成績通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は秋学期成

績通知日となる。そのため、再修生で 9月卒業予定者は、登録することができない。再修生で登録を希

望する者は、出願時に政策学部事務室に相談すること。 

(6) 登録希望者対象の募集説明会は、2020年 4 月に実施する。⇒映像配信します。募集・選考日程は

「３．募集・選考日程」を参照すること。 

(7) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(8) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(9) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(10) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、

キャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(11) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更さ

れる場合がある。 

(12) プログラムについて、不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

※今後の世界情勢の動向を注視した上で、5月下旬を目途に、大学としてプログラムの開催可否について検

討をします。 

  



 

２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 定員 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Freshman “Go Global” 

Program - 51 

 

【現地研修期間： 

8月 30日(日)-9月 6日(日)】 

  有井    健 

  木田    佳男 

ベトナム 

(ﾎｰﾁﾐﾝ) 
約 25名 11名 

6月 4 日(木)6･7講時 

6月 18日(木)6･7講時 

7月 2 日(木)6講時 

7月 16日(木)6講時 

9月 9日(水) 

3講時 

 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 【説明会開催の中止】 

 日程：①4 月 7日（火）12:30-13:00 

②4月 8 日（水）12:30-13:00     いずれかに参加すること 

 場所：（今出川校地及び京田辺校地） 

           開催場所は決定次第、大学 HP にて連絡（以下を参照のこと） 

          大学ＨＰ＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 ⇒実施なし。 

科目担当者によるプログラム説明は 4月 1日より大学 HP内海外フィールドワーク科目ページで映像

配信します。 

閲覧先：大学 HP＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 

○出願期間 【出願方法の変更】 

日程：4月 9 日（木）～4月 16 日（木）（土日祝を除く 9:00～11:30、12:30～17:00） 

       ※なお 4 月 16日（木）最終日のみ 15:00 までとする 

受付場所：（今出川校地）国際教養教育院事務室（弘風館 5階） 

      （京田辺校地）京田辺キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口） 

 ⇒出願書類は出願期間内に PDF ファイルに変換し、メールに添付して提出すること。 

  メール件名：「Freshman “Go Global” Program（51クラス: ベトナム） 学生 ID 名前」 

  提出先：ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp 

  ※メールを受領した後、受領したことを国際教養教育院事務室より返信する。返信がない場合には平日

9：30-11：30、12：30-17：00の間に国際教養教育院事務室（075-251-3240）に電話すること。 

  ※出願提出書類については、大学 HP＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク

科目のページで確認すること。 

 

○選考日時発表 

日程：4月 20日（月） 午後 

 同志社大学から付与されたメールアドレス宛に通知 

 

 

 



 

○選考試験 

 日程：4月 22 日（水）・23 日（木） 所要時間約 10分（延長の場合あり） 

 場所：（今出川校地）場所・集合時間は、選考日時発表時に発表 

 ※面接開始時間の 5 分前には、面接会場前で待機すること 

 

○選考結果発表 

 日程：4月 27 日（月） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 

  



 

 

Freshman “Go Global” Program-52 

 

開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：2単位 

 

当プログラムでは、出発前（秋学期）の事前授業、現地での集中研修（10日間程度）及び 3月の事後授業に

基づき、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１．登録に関する注意点 

(1) 秋学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施される

今出川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。 

(2) 現地研修期間が重複する他の授業も登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 同期間に実施されるスプリングプログラムとの併願不可。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、2020 年度秋学期科目として、大学が一括で登録するため登録手続

は不要。一括登録により登録エラーが生じた場合は、秋学期の登録期間中に DUET でエラー修正するこ

と。 

(5) 秋学期末には成績は付与されない（秋学期成績通知日には、成績は「保留」となる）。成績公表は、次

年度春学期成績通知日となる。そのため、4年次生以上は登録することができない。4 年次生以上で登

録を希望する者は、出願時に政策学部事務室に相談すること。 

(6) 登録希望者対象の募集説明会は、2020年 4 月に実施する⇒映像配信します。募集・選考日程は「３．募

集・選考日程」を参照すること。 

(7) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(8) 履修登録期間には、当プログラム履修可否を考慮した登録をすること。 

(9) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(10) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施できない場合がある。また、参加者決定後、

キャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(11) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更さ

れる場合がある。 

(12) プログラムについて、不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

※今後の世界情勢の動向を注視した上で、11 月下旬を目途に、大学としてプログラムの開催可否について検討

をします。 

  



 

２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 定員 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Freshman “Go Global” 

Program - 52 

 

【現地研修期間： 

2021年 

2月 24日(水)-3月 5日(金)】 

中村    拓也 

ROBERT WILLIAM 

ASPINALL 

ドイツ 

(ﾃｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ他) 

フランス 

イギリス 

約 30名 11名 

10月 8 日(木) 6講時 

10月 22日(木) 6講時 

11月 5 日(木) 6講時 

11月 19日(木)6･7講時 

12月 10日(木) 6講時 

2021年 1月 21日（木） 

               6講時 

2021年 

3月 9日(火) 

3･4講時 

 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 【説明会開催の中止】 

 日程：①4 月 7日（火）12:30-13:00 

②4月 8 日（水）12:30-13:00     いずれかに参加すること 

 場所：（今出川校地及び京田辺校地） 

           開催場所は決定次第、大学 HP にて連絡（以下を参照のこと） 

          大学ＨＰ＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 ⇒実施なし。 

科目担当者によるプログラム説明は 4月 1日より大学 HP内海外フィールドワーク科目ページで映像

配信します。 

閲覧先：大学 HP＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 

○出願期間 【出願方法の変更】 

日程：4月 9 日（木）～5月 19 日（火）（土日祝を除く 9:00～11:30、12:30～17:00） 

       ※なお 5 月 19日（火）最終日のみ 15:00 までとする 

受付場所：（今出川校地）国際教養教育院事務室（弘風館 5階） 

      （京田辺校地）京田辺キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口） 

 ⇒出願書類は出願期間内に PDF ファイルに変換し、メールに添付して提出すること。 

  メール件名：「Freshman “Go Global” Program（52クラス： ドイツ） 学生 ID 名前」 

  提出先：ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp 

  ※メールを受領した後、受領したことを国際教養教育院事務室より返信する。返信がない場合には平日

9：30-11：30、12：30-17：00の間に国際教養教育院事務室（075-251-3240）に電話すること。 

  ※出願提出書類については、大学 HP＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク

科目のページで確認すること。 

 

○選考日時発表 

日程：5月 21日（木） 午後 

 同志社大学から付与されたメールアドレス宛に通知 

 

 

 



 

○選考試験 

 日程：5月 26 日（火）・27 日（水） 所要時間約 10分（延長の場合あり） 

 場所：（今出川校地）場所・集合時間は、選考日時発表時に発表 

 ※面接開始時間の 5 分前には、面接会場前で待機すること。 

 

○選考結果発表 

 日程：5月 29 日（金） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 

  



 

◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 

（グローバル教育センター提供科目/グローバル・リベラルアーツ副専攻英語開講科目） 

 

Mid-college “Be Strong” Program 

 
開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：4単位 

 

 

当プログラムでは、出発前（春学期）の事前授業、現地での集中研修（10日間程度）及び 9月の事後授業に

基づき、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１．登録に関する注意点 

(1) 春学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施される

今出川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。 

(2) 現地研修期間が重複する他の授業も登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 同期間に実施されるサマープログラムとの併願不可。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、2020 年度春学期科目として、大学が一括で登録するため登録手続

は不要。一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期の履修中止受付期間中に政策学部事務室に

てエラー修正を受け付ける。 

(5) 春学期末には成績付与されない（春学期成績通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は秋学期成

績通知日となる。そのため、再修生で 9月卒業予定者は、登録することができない。再修生で登録を希

望する者は、出願時に政策学部事務室に相談すること。 

(6) 登録希望者対象の募集説明会は、2020年 4 月に実施する⇒映像配信します。募集・選考日程は「３．募

集・選考日程」を参照すること。 

(7) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(8) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(9) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(10) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、

キャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(11) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更さ

れる場合がある。 

(12) プログラムについて、不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

※今後の世界情勢の動向を注視した上で、5月下旬を目途に、大学としてプログラムの開催可否について検討

をします。 

 

  



 

２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目 担当者 研修先 定員 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Mid-college  

“Be Strong” Program 

 

 

【現地研修期間： 

8月 19日(水)-8月 28日(金)】 

ROBERT WILLIAM 

ASPINALL 

村田    晃嗣 

八木    匡 

佐藤    研一 

川浦    昭彦 

根岸    祥子 

SUZANNA PAVLOSKA 

アメリカ 

(ﾜｼﾝﾄﾝ D.C.) 
約 30名 11名 

 

5月 7 日(木) 6講時 

5月 14日(木) 6講時 

5月 21日(木) 6･7講時 

5月 28日(木) 6･7講時 

6月 4 日(木) 6･7講時 

6月 11日(木) 6講時 

6月 18日(木) 6講時 

6月 25日(木) 6講時 

7月 2 日(木) 6講時 

7月 9 日(木) 6講時 

 

9月 3日(木) 

3･4講時 

 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 【説明会開催の中止】 

 日程：①4 月 7日（火）12:30-13:00 

②4月 8 日（水）12:30-13:00     いずれかに参加すること 

 場所：（今出川校地及び京田辺校地） 

           開催場所は決定次第、大学 HP にて連絡（以下を参照のこと） 

          大学ＨＰ＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 ⇒実施なし。 

科目担当者によるプログラム説明は 4月 1日より大学 HP内海外フィールドワーク科目ページで映像

配信します。 

閲覧先：大学 HP＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 

○出願期間 【出願方法の変更】 

日程：4月 9 日（木）～15日（水）（土日祝を除く 9:00～11:30、12:30～17:00） 

       ※なお 15日（水）最終日のみ 15:00 までとする 

受付場所：（今出川校地）国際教養教育院事務室（弘風館 5階） 

      （京田辺校地）京田辺キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口） 

 ⇒出願書類は出願期間内に PDF ファイルに変換し、メールに添付して提出すること。 

  メール件名：「Mid-college “Be Strong” Program（アメリカ） 学生 ID 名前」 

  提出先：ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp 

  ※メールを受領した後、受領したことを国際教養教育院事務室より返信する。返信がない場合には平日

9：30-11：30、12：30-17：00の間に国際教養教育院事務室（075-251-3240）に電話すること。 

  ※出願提出書類については、大学 HP＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク

科目のページで確認すること。 

 

 

 

 



 

○選考日時発表 

日程：4月 17日（金） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 

 

○選考試験 

 日程：4月 20 日（月）・21 日（火） 所要時間約 10分（延長の場合あり）。一部英語にて実施 

 場所：（今出川校地）場所・集合時間は、選考日時発表時に発表 

 ※面接開始時間の 5 分前には、面接会場前で待機すること。 

 

○選考結果発表 

 日程：4月 24 日（金） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 


