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（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）
※日時の時間は 24 時間表記

全学共通教養教育科目
（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）
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 ４２．全学共通教養教育科目 

キャリア形成支援科目・プロジェクト科目

【 科 目 】
① キャリア開発と学生生活－５１
② キャリア開発の課題と方法－５１
③ 働くということ
④ インターンシップ入門  （２０１７・２０１８年度生のみ）
⑤ キャリア形成とインターンシップ－１・５１  （２０１６年度生のみ）
キャリア形成とインターンシップ－２・５２  （２０１６・２０１７年度生のみ）
キャリア形成とインターンシップ－    （２００９～２０１７年度生）
学際科目１－ キャリア形成とインターンシップ   （２００８年度以前生）
⑥ プロジェクト科目

全学共通教養教育科目

（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）
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① キャリア開発と学生生活－５１（２００８年度以前生は「学際科目１－７０」）
【定員】 名
【登録受付】ＤＵＥＴ（ＷＥＢ）でのみ受け付ける。
【登録期間】受付開始：３月３０日（金）  
受付終了：４月 ３日（火） 
【登録決定者発表】
 ＤＵＥＴ（ＷＥＢ）上で発表：４月４日（水）～
登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する。


② キャリア開発の課題と方法－５１（２００８年度以前生は「学際科目２－６９）
【定員】 名
【登録受付】ＤＵＥＴ（ＷＥＢ）でのみ受け付ける。
【登録期間】受付開始：３月３０日（金）  
受付終了：４月 ３日（火） 
【登録決定者発表】
 ＤＵＥＴ（ＷＥＢ）上で発表：４月４日（水）～
登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する。



③ 働くということ
【定員】 名

全学共通教養教育科目

（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）
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【登録受付】ＤＵＥＴ（ＷＥＢ）でのみ受け付ける。
      １次募集：３月２６日（月）  ～ ３月２７日（火）： 
  結果発表：３月２８日（水） 

      ２次募集（定員に空きがある場合のみ）：３月２８日（水）：～３月２９日（木）：
      結果発表：３月３１日（土） ～
登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する。


④ インターンシップ入門（２０１７・２０１８年度生のみ）
【注意事項】
①２０１７・２０１８年度生のみ登録可能である。
②日程等の詳細はシラバスを確認すること。
③履修中止については開講後の７月３０日（月）～８月１日（水）に各キャンパス教務センター（外国
語、保健体育科目窓口）にて受け付ける。５月中旬の履修中止期間には履修中止を認めない。 

【定員】 名
【登録受付】ＤＵＥＴ（ＷＥＢ）でのみ受け付ける。
【登録期間】受付開始：３月３０日（金）  
受付終了：４月 ３日（火） 
【登録決定者発表】
      ＤＵＥＴ（ＷＥＢ）上で発表：４月４日（水）～
登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する。
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⑤ キャリア形成とインターンシップ－１・５１    （２０１６年度生のみ）
キャリア形成とインターンシップ－２・５２（２０１６･２０１７年度生のみ）
キャリア形成とインターンシップ－   （２００９～２０１７年度生）
学際科目１－ キャリア形成とインターンシップ（２００８年度以前生）

＜科目の概要＞
〔１・５１クラス〕
本学キャリアセンターが、受入機関（民間企業が主）と連携を図り学生を派遣するプログラムであ
る。受入機関としては、主に京阪神地区が中心となる。派遣先決定者は、学内にて実施される事前講
座に参加し、８・９月（主に２週間前後）に各受入機関での実習へ参加する。１クラスは京田辺校地
開講、５１クラスは今出川校地開講のクラスである。
〔２・５２クラス〕
本学キャリアセンターが、海外の受入機関（在アメリカの日系企業等が主）と連携を図り学生を派遣
するプログラムである。受入機関としては、主にロサンゼルス地区が中心となる。派遣決定者は、学
内にて実施される事前講座に参加し、８・９月（３週間弱）にビジネス研修と各受入機関での実習が
合わさったプログラムに参加する。２クラスは京田辺校地開講、５２クラスは今出川校地開講のク
ラスである。＊事後講座では、インターンシップの体験を振返り、ディスカッションを行うため、
両クラス合同で今出川校地にて行う。

＜登録方法＞
① 説明会に出席すること。



【１・５１・２０１クラス】（実習先が国内にある企業）
＜今出川校地＞



日時：３月２８日（水）１３：００～１５：００



場所：寧静館３１番（Ｎ３１）教室



＜京田辺校地＞



日時：３月２９日（木）１３：００～１５：００



場所：恵道館１０６番（ＫＤ１０６）教室



＊いずれかの説明会に出席すること。
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「大学コンソーシアム京都」が実施するインターンシップ・プログラムに参加する。ビジネス・
パブリックコース、プログレスコースの２コースが開講される。受入先決定者は、学外で実施
される事前学習を受講し、各受入先で実習を行う。


（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）

〔２０１クラス〕

全学共通教養教育科目（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）

【２・５２クラス】（実習先がアメリカにある日系企業）
＜今出川校地＞
日時：３月２８日（水）１５：１５～１７：１５
場所：寧静館３１番（Ｎ３１）教室
＜京田辺校地＞
日時：３月２９日（木）１５：１５～１７：１５
場所：恵道館１０６番（ＫＤ１０６）教室
＊いずれかの説明会に出席すること。

②１、２、５１、５２、２０１クラスのいずれかを選択し、一般登録期間に登録すること。複数のクラ
スを登録するとエラーになる。

〔登録コード〕１クラス：（2016 年度生のみ）
２クラス：（2016～2017 年度生のみ）
５１クラス：（2016 年度生のみ）
５２クラス：（2016～2017 年度生のみ）
２０１クラス：（2009～2017 年度生）
（2008 年度以前生）
全学共通教養教育科目

（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）
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③登録後、登録したクラスにより以下の手続きを行うこと。
【１・２・５１・５２クラス】
キャリアセンターが発行する『同志社大学インターンシッププログラムガイド２０１８』に従い、
面談予約を４月１０日（火）～１２日（木）の期間に行うこと。
【２０１クラス】
大学コンソーシアム京都が発行する「インターンシップ・プログラム募集ガイド」に従い、大学
コンソーシアム京都に出願票を５月１１日（金）、１２日（土）に提出し、面談を受けること。
大学コンソーシアム京都より各自に選考結果が通知（６月上旬）される。受講を許可された場合、
指定された期間内に大学コンソーシアム京都事務局で受講手続を行うこと。
※２０１クラスに関する上記手続日程はすべて予定である。必ず「インターンシップ・プログラ
ム募集ガイド」で確認すること。
④登録者が企業受入人数を大幅に超える場合や選考結果により受講不可となる場合がある。
⑤受講不可となった場合、登録は自動的に削除される。削除された２単位分は秋学期の登録変更期間
に別の科目を追加登録することができる。

＜費用＞
受講許可後に必要な費用を徴収する。
【２・５２クラス】
合計６０万円程度（内訳：プログラム料金（４５万円）+航空運賃，保険料，携帯電話レンタル費
用・通話料）（予定）
※参加人数により、費用が変わる可能性がある。
※科目を履修し合格評価を得た学生には５万円の奨学金が給付される。
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【２０１クラス】
受講料ビジネス・パブリックコース：１０，０００円（予定）
プログレスコース：１５，０００円（予定）

＜注意事項＞
① １・２・５１・５２・２０１クラスの受入先の選考結果は、５月末～６月中に通知される予定である。
② 全クラスとも集中講義である。事前事後講座が行われるので、講座のある時間帯に別の科目を登録し
ないよう注意すること。科目登録している「キャリア形成とインターンシップ」 学部によって科目
名が異なる場合有り 以外の他科目と「キャリア形成とインターンシップ」の事前授業が時間割重複
（二校地間移動不可を含む）した場合、時間割重複した科目、もしくは「キャリア形成とインターン
シップ」のいずれかの科目は履修できなくなるので注意すること。
※なお、当該科目と、先行登録科目との重複が起こった場合は先行登録科目が優先となる。
また、１・２・５１・５２クラス、２０１クラスのビジネス・パブリックコースは９月にも事後講座
がある。２０１クラスのプログレスコースは１１月まで事後講座がある。日程は各ガイドの詳細を
確認すること。

【１クラス】事前講座：６１４ 木 ５講時、
６２１ 木 、６２８ 木 、７５ 木 、７１２ 木 ５・６講時
事後講座：９１３ 木 ２・３・４講時

【２クラス】事前講座：６１４ 木 ５講時、
６２１ 木 、６２８ 木 、７５ 木 、７１９ 木 ５・６講時
事後講座：９１２ 水 ２・３・４講時 ＊事後講座は、今出川校地にて行います。

【５１クラス】事前講座：６１３ 水 ５講時、
６２０ 水 、６２７ 水 、７４ 水 、７１１ 水 ５・６講時
事後講座：９１２ 水 ２・３・４講時

【５２クラス】事前講座：６１３ 水 ５講時、
６２０ 水 、６２７ 水 、７４ 水 、７１８ 水 ５・６講時
事後講座：９１２ 水 ２・３・４講時
※６１３ 水 、７１８ 水 は授業終了後、渡航のためのオリエンテーションがあります。

【２０１クラス】インターンシップ・プログラム募集ガイドを参照のこと。


③大学コンソーシアム京都が実施するインターンシップ・プログラムを履修し、合格した場合、単位認定
されるのは、履修登録期間に「キャリア形成とインターンシップ－２０１」を履修登録をしている場合
のみとなる。当該科目の登録を行わず、直接大学コンソーシアム京都にインターンシップの申込をした
だけでは単位認定されないので注意すること。
④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）。㻌
成績公表は秋学期成績通知日となる。再修生で９月卒業予定者は、履修することができない。
⑤前年度までに「キャリア形成とインターンシップ」を登録し、合格（単位認定）していた場合、本年度
はいずれのクラスも登録できない。インターンシップの単位として認定されるのは１度だけである。た
だし、課外講座として大学コンソーシアム京都実施のインターンシップに参加することは可能である。
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（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）

※６１４ 木 、７１９ 木 は授業終了後、渡航のためのオリエンテーションがあります。

全学共通教養教育科目（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）

⑥ プロジェクト科目
※先行登録科目ですので、下記のとおり所定の手続きが必要です。
※学部生対象の科目ですので、大学院生は登録できません。
※希望するプロジェクト（クラス）について、登録志願票に必要事項を記入し、先行登録会場で提出
してください。登録志願票は、下記のプロジェクト科目ホームページよりダウンロードできます。
また、今出川校地教務課、京田辺校地教務課や登録説明会場等に用意している『プロジェクト科目
先行登録要領／シラバス』にも掲載していますので切り取ってご利用ください。







全学共通教養教育科目

（キャリア形成支援科目・プロジェクト科目）

4-2

プロジェクト科目ホームページ：KWWSSEVGRVKLVKDDFMS
２０１８年度テーマ一覧：KWWSSEVGRVKLVKDDFMSWKHPHUHVXOWVKWPO
プロジェクト科目先行登録方法一覧：KWWSSEVGRVKLVKDDFMSEULHILQJEULHILQJKWPO

１．定員
  各プロジェクト１５名程度（上限１９名厳守）です。
  ※登録者が５名未満の場合は開講しません。


２．登録説明会・先行登録 日時・場所
  ※各プロジェクトの開講校地にて登録説明会・先行登録を行います。

●先行登録日時・場所

〔今出川校地開講科目〕

 ３月３０日（金）１０：００～ 登録説明会【良心館地下２番（ＲＹ地下２）教室】


１１：００～ 先行登録 ※『プロジェクト科目先行登録方法一覧』

（当日用）を参照のこと。

〔京田辺校地開講科目〕

３月３０日（金）１３：３０～ 登録説明会【恵道館１０６番（ＫＤ１０６）教室】

         １４：３０～ 先行登録 ※『プロジェクト科目先行登録方法一覧』


（当日用）を参照のこと。

・登録希望者は、必ず登録説明会に参加してください（説明会開始後は扉を施錠します）
。
・登録説明会の後、プロジェクト（クラス）毎に先行登録を行います。登録説明会にて配付する
『プロジェクト科目先行登録方法一覧（当日用）』に記載された、指定の先行登録会場に開始時間
までに集合してください。先行登録会場では、あらかじめ志望理由等を記入した登録志願票を、
学生証を提示のうえ必ず提出してください。その後は、各プロジェクトの指定する選考方法に従
い、担当者より指示を受けてください。登録志願票の提出が無い場合は、選考対象となりません。

・登録志願票には、登録を希望するプロジェクトごとに、志望理由等を２００字以上４００字以内
で記入してください。
・選考方法は、各学部の『履修要項』
『登録要領』
、あるいは『プロジェクト科目先行登録要領／シ
ラバス』等の冊子に記載の「 年度プロジェクト科目先行登録方法一覧」を参照してくださ
い。なお、登録希望者が多い場合には、｢面接で選考する｣と記載されている場合であっても登録
志願票や抽選による選考に切り替える場合がありますので、ご了承ください。
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３．登録にあたっての注意
・他の科目と時間割が重複することのないように注意して登録してください。
・プロジェクトによっては、授業が学外や不定期で行われる場合があります。また、プロジェクト
によっては学外での活動等で発生する費用（交通費等）を履修生が負担する場合があります。各
プロジェクトの活動内容を『プロジェクト科目 先行登録要領／シラバス』や２０１８年度テー
マ一覧等で充分に確認した上で、登録してください。
・春学期・秋学期の連結科目の場合、登録はセットで行います。春学期のみ、秋学期のみの登録は
できません。また、春学期・秋学期の連結科目において、春学期に、履修中止または成績評価が
Ｆ（不合格）だった場合は、同一プロジェクト（同じクラスコード）の秋学期の授業を履修する
ことはできません（大学が秋学期の登録を削除します）
。
・既に履修し、合格したテーマと同一内容のテーマまたは担当教員が同一のプロジェクト（同じク
ラスコード）の登録はできません。
・１年次生（２０１８年度生）は、秋学期開講科目で、定員に空きがある場合のみ登録できます。
※２０１８年度該当科目はありません。
・各学期末に成果報告会を行います。
春学期成果報告会は、２０１８年７月２９日（日）
、京田辺校地で開催する予定です。また、秋学
期成果報告会は２０１９年１月２０日（日）、今出川校地で開催する予定です。春学期・秋学連結
科目の履修生は、両日とも参加してください（春学期は中間報告となり、秋学期は最終報告とな
ります）
。
・成果報告会は原則全員参加ですので、開催日を考慮のうえ、登録してください。
・プロジェクト活動を円滑にすすめるため、履修生全員をＡＴＳＳ（アクティブ・シンキング・サ
ポート・システム）に登録しＩＤを発行します。ＡＴＳＳとは「アクティブ・ラーニングのため
のアクティブ・シンキング」を想定し、それを支援するためのシステムです。アクティブ・シン
キングの思考プロセスを、５段階に整理することで、プロジェクトの進捗状況をプロセスごとに
認識し、課題設定に至るまでの思考力を強化することができます。
・履修方法や成績の取扱い等については、所属する学部の履修要項等で確認してください。


４．選考結果発表

●発表日時・方法


４月２日（月） ０：００～ 学修支援システムＤＵＥＴ 「登録科目一覧」



※選考の結果、履修が認められた学生のみ科目名（「プロジェクト科目１」、

「プロジェクト科目２」）とクラス番号が表示される。各自で必ず確認すること。


・登録者が５名以上となれば開講が決定します。プロジェクトによっては再募集を実施します。
・登録者が５名未満の場合、開講を保留とします。再募集後に合格者が５名以上となれば開講が決
定します。再募集を行わないプロジェクトについては、この時点で開講取消が確定します。開講
取消の場合、ＤＵＥＴのメッセージにてその旨お知らせします。
※再募集の有無や詳細については、
『プロジェクト科目先行登録方法一覧』および「５．再募集」
を参照してください。
※科目登録は、大学が一括して行いますのでＤＵＥＴ等での手続きは不要です。
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５．再募集
プロジェクト科目における「再募集」とは、先行登録終了後、定員に空きがある場合にのみ実施さ
れる募集のことです。
『プロジェクト科目先行登録方法一覧』の「春学期の再募集」欄で“あり”と
記載しているプロジェクトについては、定員に空きがある場合のみ再募集の受付を行います。詳細
は、以下のとおりお知らせします。

 ●再募集を実施するプロジェクト 発表日時・場所 ※受付日時は下欄を確認してください。
４月２日（月） １０：００～ 


〔今出川校地〕 プロジェクト科目掲示板（良心館１階エレベーター前）

〔京田辺校地〕 全学共通教養教育科目掲示板（知真館１号館）

プロジェクト科目ホームページ：KWWSSEVGRVKLVKDDFMS



●再募集 受付日時・場所

〔今出川校地開講科目〕

４月４日（水） 今出川校地 指定場所


※『２０１８年度プロジェクト科目 再募集のお知らせ』（掲示）および

プロジェクト科目ホームページを参照のこと。

〔京田辺校地開講科目〕

４月４日（水） 京田辺校地 指定場所

※『２０１８年度プロジェクト科目 再募集のお知らせ』（掲示）および


プロジェクト科目ホームページを参照のこと。

・プロジェクトによっては、個別に時間を設定して面接等を実施する場合があります。
詳細（面接会場、面接時間、受付締切時間など）は、掲示板およびプロジェクト科目ホームペー
ジにて確認してください。
・各プロジェクトの開講校地でのみ受付を行います。
・受付時に登録志願票の提出が必要です。


６．再募集結果発表

●再募集結果発表 発表日時・方法

４月５日（木） ０：００～  学修支援システムＤＵＥＴ 「登録科目一覧」




※選考の結果、履修が認められた学生のみ科目名（「プロジェクト科目１」、

「プロジェクト科目２」）とクラス番号が表示される。各自で必ず確認すること。



・再募集の結果、開講が決定したプロジェクトは、登録者の発表を行います。登録者が５名未満の
プロジェクトは開講取消となります。開講取消の場合、ＤＵＥＴのメッセージにてその旨お知ら
せします。
※科目登録は、大学が一括して行いますのでＤＵＥＴ等での手続きは不要です。


７．その他
登録に関する問合せや相談は、今出川校地教務課、京田辺校地教務課にお問合せください。



－ 44 －

