
   
 

   
 

 

 

  

GCCP への参加を考えてい

る方は、ぜひ紹介動画を視

聴してください。 

 

 

 
 

 

 

2022 

グローバル教育推進センター・キャリアセンター 

2022/07/04（更新版） 

－はじめに－ 

「将来のキャリアとしてグローバル社会で活躍したい」「グローバルな仕事に興味がある」 

社会のグローバル化が急速に進む今、そう考えたことはありませんか？ 

――――― そう考えたことがある、そこのあなた！そんなニーズに応えます！ 

 

このプログラムでは、グローバルに展開している企業等での仕事や実情を知るとともに、グロー

バルな組織で求められる知識や能力とは何かを学びます。 

そして、卒業後、グローバル社会で活躍するために、これからの大学生活で何に取り組み、 

どのように過ごすべきかを考え、キャリア・ビジョンの形成に取り組みます。実施にあたって 

は、グローバル企業等の協力・参加を得て、PBL（Project Based Learning/問題発見・ 

解決型学習）をおこないます。 

「低年次から将来のキャリア・就職につながるイメージを持ちたい！」「卒業後、海外での活躍を

目指したい！」「グローバル企業に求められる能力や知識、スキルが何であるかを理解したい！」 

「プレゼン能力、コミュニケーション能力を高めたい！」「学部の枠組みを越えて共に語り合える 

仲間やネットワークを作りたい！」…こんな人にオススメです。ぜひ応募してください。 

 

 

 

 

 

【グローバルキャリアへの扉を開く をあなたに…】 



   
 

   
 

プログラム概要 

 本プログラムは、1・2 年生を対象に全 11 回の授業（TOEIC® IP 受験、成果発表会を含む）

で構成されます。毎回の授業は、チーム活動（1 チーム 6 名）が主体となります。講師から

すべて教わるのではなく、「教わった理論をもとにした実践」が重視されます。課題解決に向

けて、自ら考え、チームで協力しあい、仮説を立て調査し、メンバーとの話し合いを通して、

一つのプレゼンテーションとしてまとめていくスタイルの授業（PBL<Project Based 

Learning/問題発見・解決型学習>）が展開されます。また、グローバル領域で活躍する企業

人から直接話を聴いたり、指導が受けられる機会を設けています。 

 これらの過程を通じて、到達目標にしている知識・能力の育成を目指します。 

 

身につく力や知識 

主体的に参画する力、チームで協働する力、問題解決に必要となる力、プレゼンテーショ

ン力、コミュニケーションスキル、グローバルに展開している業界や企業等の理解、キャリ

ア・ビジョン形成 

 

プログラムスケジュール（注：一部変更となる場合があります。変更が生じたら連絡します） 

 「オリエンテーション」「TOEIC® IP 受験」「成果発表会予選」「成果発表会」を除き、 

開催時間はすべて 5 講時（16:55－18:25）です。 

 

 

 

回 内容 

スケジュール 

【深草・対面】 

月曜日 

【オンライン】 

月曜日 

【深草・対面】 

水曜日 

【瀬田・対面】 

水曜日 

【深草・対面】 

金曜日 

第 1 回 オリエンテーション 
8 月 5 日(金) 13:00～15:15 【深草キャンパス】 

※全クラス 対面形態で実施 

第 2 回 チーム活動① 9/26(月) 9/26(月) 9/28(水) 9/28(水) 9/30(金) 

第 3 回 企業による講演 10/3(月) 10/3(月) 10/5(水) 10/5(水) 10/7(金) 

第 4 回 チーム活動② 10/10(月) 10/10(月) 10/12(水) 10/12(水) 10/14(金) 

第 5 回 企業理解セミナー 
10 月 17 日(月)～10 月 28 日(金) 

※全クラス オンライン形態で実施 

第 6 回 チーム活動③ 10/31(月) 10/31(月) 11/2(水) 11/2(水) 11/4(金) 

第 7 回 
中間報告とフィー

ドバック 
11/7(月) 11/7(月) 11/9(水) 11/9(水) 11/11(金) 

第 8 回 チーム活動④ 11/14(月) 11/14(月) 11/16(水) 11/16(水) 11/18(金) 

TOEIC® IP 受験 
11 月 7 日(月)～11 月 14 日(月) 

※全クラス オンライン形態で実施 

第 9 回 成果発表会予選 
11 月 19 日(土) 13:00～ 【深草キャンパス】  

※全クラス 対面形態で実施 

第 10 回 成果発表会 
12 月 3 日(土)13:00～ 【深草キャンパス】 

※全クラス 対面形態で実施 

第 11 回 
グローバル人材に

なるために 
12/5(月) 12/5(月) 12/7(水) 12/7(水) 12/9(金) 



   
 

   
 

（注） 

 原則対面形態で実施します（ただし、月曜日 1クラスのみオンライン形態で実施）。「企業セ

ミナー」「TOIEC®IP受験」は、オンライン形態で実施します。「オリエンテーション」「成果

発表会予選」「成果発表会」は、深草キャンパスで実施します（開催場所は、決定後、連絡し

ます）。ただし、今後の新型コロナウイルスの状況等によって変更となる場合があります。 

 オンライン形態の回は、Zoomを利用して実施します（オンデマンド方式ではなくリアルタイ

ム方式で開催します）。また、講義外でのチーム活動において、適宜、Microsoft Officeの

利用が必要となります。TOEIC® IP受験については別途指示します。 

オンライン形態の推奨環境 

 光インターネット等の安定したブロードバンドインターネット環境（携帯電話回線は

推奨しません） 

 最新の OS（Windows10, macOS 10.15 Catalina, MacOS Big Sur, android 11, 

iPadOS 14 など）を搭載したパソコンまたはタブレット 

※スマートフォンは画面が小さいため、推奨しません。 

 双方向ビデオ通話のための WEB カメラ、マイク、ヘッドフォン、ヘッドセット等 

 Zoom クライアントアプリ（https://zoom.us/download からインストール） 

 Microsoft Office（課題作成用） 

※学部生・大学院生は Office365 をダウンロード・インストールできます。 

詳細：https://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/media/office/index.html 

 

学外アドバイザリーボードの参画 

学外アドバイザリーボードとして、次のグローバル企業が参画予定です。 

 

◆株式会社 JTB（旅行） 

海外に巨大なグローバルネットワークを持つ、日本の旅行業界でトップシェアを誇る企業 

◆富士フイルム ビジネス イノベーションジャパン株式会社（OA 機器） 

デジタルや ICT のソリューションを活用して顧客のビジネスに革新をもたらす企業 

◆小林製薬株式会社（化学・医薬・化粧品） 

国内・外で各国・各地域に根ざした”あったらいいな”製品の開発を進めるグローバル企業 

◆日本航空株式会社（空輸） 

  日本で最も長い国内線と国際線の歴史を持つ、フルサービスを提供する航空会社 

◆株式会社イシダ（精密機器） 

  計量包装業界において国内 1 位、世界 2 位のシェアを誇るグローバルニッチトップ企業 

 

学外アドバイザリーボードを選択して申し込むことはできませんが、自主的に所属クラス

以外の「企業による講演」と「企業理解セミナー」に参加することができます。 

 

参加学生の特典 

①海外プログラム参加のための補助 

成果報告会で優秀 2 チームに選ばれた全員に、一人あたり 120,000 円を上限として、 

グローバル教育推進センターが提供する海外インターンシップ（アメリカ、シンガポール、

タイを予定）に参加するための費用を一部補助します。 

ただし、海外インターンシップは、新型コロナウイルス拡大状況等により、10 万円相当の「オ

ンラインビジネスプログラム」等に変更する場合があります。 

 

 

https://zoom.us/download


   
 

   
 

②TOEIC® IP 受験料（全額補助 1 回分） 

プログラム中で受験する TOEIC® IP の受験料を全額補助します（無料で受験できます）。 

 

③グローバルパスポート利用による語学試験受験料 ポイント付与 

 語学試験受験料の一部補助（1 試験あたり 3,000 円）を受ける要件である 24 ポイントの

内、本プログラム参加学生に 18 ポイントを付与します。 

語学試験は、TOEIC®や TOEFL®だけでなく、中国語やドイツ語、フランス語、スペイン語・

コリア語検定などのすべての語学試験に対応しています。 

 

 

定  員：150 名（30 名×5 クラス） 

     ただし、申込者数により増減の可能性があります。 

対  象：本学に在籍する学部生（短期大学部を含む） 1～2 年次生 

  ただし、過年度に受講した学生は応募できません。 

募集期間：6 月 20 日（月）～7 月 18 日（月・祝）まで 

申込方法：龍谷大学ポータルサイトのアンケート欄「2022 年度 グローバル・キャリア・チ

ャレンジプログラム（GCCP） 応募用アンケート」に回答で申込 

      https://sirius.ws.ryukoku.ac.jp/ActiveCampus/ 

選考方法：書類選考 

申込書の記載内容をもとに選考を行います。 

結果発表：7 月 27 日（水）までに龍谷大学ポータルサイトで発表します。 

注意事項：このプログラムは単位認定対象外です。 

     講義はかならず出席してください。なお、講義の第 1 回を無断欠席した場合、以

降の 2022 年度グローバル・キャリア・チャレンジプログラム（GCCP）参加の

権利を喪失します。 

     新型コロナウイルス拡大状況等により、プログラムに変更が生じる場合がありま

す。 

以 上 

 

【お問い合わせ】 

グローバル教育推進センター事務部 

  tel：075-645-7898（平日 9：00～17：00） 


