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設置学科

取得学位

入学時期

キャンパス
4月入学

9月入学

修業期間

入学定員

グローバル教養学科

立命館大学（RU）：学士（グローバル教養学）
オーストラリア国立大学（ANU）：学士（アジア太平洋学）

4月／9月

Semester 1, 2, 3, 6, 7, 8：RU 大阪いばらきキャンパス
Semester 4, 5*：ANU Acton Campus（キャンベラ）

Semester 1, 2, 3, 4, 7, 8：RU 大阪いばらきキャンパス
Semester 5, 6*：ANU Acton Campus（キャンベラ）

4年間

100名
（ANUで履修を開始する10名を含みます）

＊ANUへの留学期間は、今後変更になる場合があります。



1 2

日本とオーストラリア、
両方の大学生活を思いっきり楽しめます。

  

さん
加藤学園暁秀高校出身

池谷 咲来 グローバル教養学部 2回生

世界の国々を橋のようにつなぐ
“Global Citizen”になることが、人生の目標です。

グローバル教養学部 3回生
イタリア国立アインシュタイン高校出身

鈴木 公一朗 フェデリーコ さん

グローバル教養学部（GLA）体験記

That’s why GLA

幼稚園の頃から英語を学ぶことが好きで、長年かけて培ってきた英語力を活かせる大学を探していました。授業、
アルバイト、サークルといった日本の大学生活を楽しんでみたいと思いつつ、将来の就職の選択肢を増やすために、
海外大の学位が取れるような留学にチャレンジしてみたいという気持ちもありました。また、高校生のとき、大学で学び
たい分野を１つに決められなかったため、幅広い分野から色々と学べるリベラル・アーツに魅力を感じていました。GLA
は、私のすべての夢が叶えられる場所であり、さらに世界レベルの大学であるオーストラリア国立大学（ANU）との
デュアル・ディグリー・プログラムを実施している学部なので、入学しました。

GLAに入学した理由

GLAの学びの醍醐味

GLAには、アジア、中東、北米、欧州などの様々な国から来た留学生がたくさんいます。多様な背景をもつ留学生と、
チュートリアルでのディスカッションを通して、自分とはまったく違う意見を知ることができ、とても新鮮です。この
ような貴重な機会に出会うたびに、異なる視点や異文化を尊重する大切さを強く感じ、また他人の意見を柔軟に受け入れ
る姿勢を身につけるきっかけにもなっています。また、国際寮（OICグローバルハウス）に住むことで、授業以外の場でも
留学生と自然に交流ができます。授業やアルバイトを終えて寮に戻ると、寮生たちが集まっていて、にぎやかな雰囲気の
なかで、一緒に食事をしながら色々な話ができることも、GLAの醍醐味です。さらに、ダイビングサークルにも所属し、他
学部の学生と日本語で交流することも楽しんでいます。現在、OICでANUの授業を受講中ですが、来年はキャンベラに
留学する年です。持ち前の行動力で、オーストラリアでの生活を充実させたいです。

受験生へのメッセージ

私は、GLAで身につけることができる、物事を様々な視点で考える力や異なる意見を受け止める力を活かして、
将来は日本と世界をつなぐ国際的な仕事につきたいと思っています。今、大学で何を学びたいかを決められなくても
大丈夫です。柔軟に行動することで、少しずつ未来が見えてきます。

イタリア人の父と日本人の母を持ち、20年間ミラノで生活してきました。高校卒業後は、もうひとつの故郷で
ある日本に行き、慣れ親しんだ英語を使って勉強できる大学に進学したいと思っていました。また将来、私は自分で
何かビジネスをしたいと思っていて、ビジネスで成功した多くの人たちが学んでいるリベラル・アーツに興味が
ありました。この2つを叶えられる大学を探していたところ、世界トップ大学のひとつであるANUとのデュアル・
ディグリー・プログラムという、他の大学にはないリベラル・アーツの学びを提供するGLAに出会いました。日本
だけでなく、オーストラリアにも留学ができ、生まれ故郷のヨーロッパに加え、アジアやオセアニアの文化や歴史を
学び、実際に体験できることも魅力的で、入学を決めました。

GLAに入学した理由

GLAの学びの醍醐味

GLAの授業は、講義とチュートリアルで構成され、少人数で実施されます。講義は、教授から新しい知識を得る場です。
ある分野の課題のテキストを読んでいるとき、イタリアで学んだラテン語の知識がヒントとなることが多く、イタリアで
の経験が活かされています。そして、チュートリアルは、得た知識と自分の考えを掛け合わせて、新しい意見を生み出す場
です。さらに、様々な国から来ているクラスメイトとのディスカッションを通して、自分とまったく違う意見を知り、物事
の捉え方が一気に広がります。現在、ANUの授業を受けていますが、この学びのスタイルは変わりません。ただ、ANU生
は知識量、思考力ともに、とてもレベルが高く、ディスカッションもハイレベルなので、いつも全力で取り組んで
います。自分の実力を世界で試すことができ、とても良い刺激を受けています。

受験生へのメッセージ

私は、イタリアとGLAでの経験を通して、世界の国々を橋のようにつなぐ“Global Citizen”になることが、人生の
大きな目標です。みなさん、目標や夢を叶えるためには、普段から、色々なことに興味を持ち、できる限り多くの情報
を集め、そして、実際に行動することが大事だと思います。楽しみながら、頑張りましょう！
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GLAでは、様々な場面で、各アドバイザーが手厚いサポートを行います。学生のみなさんが自分の興味・関心・目標に応じて、リベラル・
アーツの学びを計画的に進められるように、GLA 専属の「アカデミック・アドバイザー」が、長期的な視点に基づいた学修計画のアド
バイスを行います。また、合格から入学までの間は、「入学前ナビゲーター」が、高校から大学への学びの転換や英語力の向上をサポート
します。入学後は、ライティングに不安がある学生に、「ライティング・コーチ」が個別指導を行います（予約制）。さらに「キャリア・
アドバイザー」が、卒業後の進路を決定していくための企画実施やアドバイスをします。

デュアル・ディグリー・プログラム
履修要件の達成を目指す
2回生から始まるANUの授業に参加するために
は、1回生のうちに、学力基準の「アカデミック・
ハードル」と英語スコア基準の「イングリッシュ・
ハードル」を達成する必要があります。

入学前から進路決定までの手厚いサポート体制Support

デュアル・ディグリー・プログラムを通して得る力と想定される進路

GLA独自のキャリア・プランニングのサポート

インターシップなどの
体験・経験

キャリアプランの実行

ANU留学
↓

キャリアデザインⅡ

卒業後の進路明確化と
キャリアプランの見直し

就職・進学準備

キャリアプランの実行

キャリアデザインⅠ

大学での学びを意識した
キャリア・プランニング

GLA 生一人ひとりの希望する進路の実現をサポートするため、本学のキャリアセンターと連携しながら、4 年間にわたり個別最適型のキャ
リアサポートをします。具体的には、GLAでの4年間の学びを意識し、将来の人生設計について考える1 回生対象の「キャリア
デザインⅠ」、社会で働くことを体験する「インターンシップ」、ANU 留学等の経験をもとに卒業後の進路を明確にする3 回生対象の
「キャリアデザインⅡ」等を通して、段階的・継続的に学生一人ひとりのキャリア意識を醸成します。

英語によるリベラル・アーツの学びを通して、圧倒的な英語力、幅広い教養、そして社会を良くするための課題発見・解決力が養われます。
それらの力を身につけたGLA 生は、卒業後は国内外のグローバル企業 （IT 企業、商社、広告代理店、コンサルタント等）への就職や、トップ
クラスの国内外大学院への進学が想定されます。大学院で専門性を高めることにより、政府機関・国際機関やNGO など、世界で活躍する
グローバル・キャリアへの道が大きく開かれます。

GLA独自のキャリアサポートCareer

Pre-Enrollment Navigator

　立命館大学卒業後、大学院進学、外務省在外公館（米国）、国際協力
NGO（ヨルダン）を経て、UNICEF 南太平洋事務所（フィジー）におい
て、14か国の事業モニタリング・事業評価に携わりました。この仕事
の経験から、事業評価・調査に関心を深め、現在は、国際開発に関する
コンサルタントとして働いています。
　専門は、途上国各国で実施されている政府開発援助事業の評価・
調査。担当する案件は、防災、教育、農業など、多岐に渡っており、毎回
案件ごとに、大量の資料を読み込むなど勉強が求められていますが、
立命館大学で学んだ幅広い知識と多様な視点、楽しく刺激的な学びの
経験が土台になっていると感じます。多様な分野の評価分析を行う際
や、事業の背景を理解するのに欠かせないものとなっているのです。
これからも努力と経験を重ね、世界の社会的弱者のために、より役に
立つ仕事に邁進していきたいと考えています。
　私自身、大学入学時、漠然と国際協力に関心がありましたが、
明確にこれがやりたいと思っていたわけではありません。大学の

授業、インターンシップ、たくさんの人との出会いを通して、少しずつ
自分がやりたいことが見えてきました。大学の4年間は、社会に関心を
もちつつ、自分自身を振り返りながら模索を続ける4年間でした。
　ただし、明確になった興味や関心も、その後の人生を通して、変化して
いきます。また、やりたいことがやりたい時にできるほど、いつも機会に
恵まれている人はいません。限られた機会をとらえ、生かしていけるか
が重要で、そのためには機会をとらえ、生かせる「体力」を身につけて
おかなければなりません。学部4年間は、色々な人の話を聞き、色々な
経験を重ね、大学の授業から多様な視点を学び、そうした「体力」を身に
つけていく貴重な時期だと思います。
　やりたいことはどんなことでもやってください。やりたくてやった
途中の寄り道は、その後のキャリアに全てプラスになります。みなさん
の大学生活がみなさんの卒業後のキャリアにとって実り多きものに
なることを願っています。グローバル教養学部の卒業生に期待してい
ます。

大学の4年間で、少しずつ自分がやりたいことが見えてきました
国際開発コンサルタントとして政府開発援助事業を評価・調査

石飛 愛 適材適所LLC コンサルタント
2000年立命館大学政策科学部卒業

さん

ディスカッションで培ったグローバルな対話力で、
日本と世界をつなぐのが目標です。

西古 萌華
立命館宇治高校出身

さん  グローバル教養学部 2回生
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Writing Coach

合格後、
入学に向けての準備をサポート

授業のレポート課題の”書く力”が
身につけられるようサポート

イングリッシュ・ハードルの達成に向けた無料
の英語対策講座や、入学1ヵ月前に教員や先輩との
交流会を実施します。

各授業において高い水準のライティング・スキルが
求められます。入学後、ライティング・スキルを学ぶ
「College Writing」を履修するほか、必要なとき
にWriting Coachから指導（予約制）を受ける
ことができます。

Academic Advisor

入学後、
4 年間の履修計画をサポート
様々な分野を自由に選択し、自分に合った学修スタイル
を編み出すためには、4年間の履修計画を立てることが
重要です。入学後、定期的にアドバイジングを行い、
卒業までの履修計画をサポートします。

Career Advisor

卒業後の進路をともに考え、
自立・自走を支援
大学のキャリアセンターと連携し、キャリア
の可能性を拡げる企画やコンサルテーションを
実施、卒業後の進路の決定をサポートします。

　GLAを選んだ理由は3つあります。4年間でRUとANUの2つの学位
が取得できること、英語での授業や留学生とのコミュニケーションで語学
力をさらに磨くことができること、様々な分野を学び自分の視野を広げる
絶好の機会が得られることです。
　GLAの授業は、講義とチュートリアルの2つの形式があり、チュートリ
アルは、少人数のグループでディスカッションし、講義で得た知識や自分
の考えを深める場です。もともと、ディスカッションで自分の意見を言うこ
とは苦手でした。しかし、何度も意見交換を繰り返し、様々な意見に耳を
傾けるうちに、私と同じ意見の人もいれば、反対の意見の人もいることが
分かりました。苦手な気持ちが和らいだことで、ディスカッションに臨む姿

勢も少しずつ変わり、「私はこう思うけれど、そうではない人もいるはず」と
いう心構えで、他の人の視点で物事が考えられるようにもなりました。
　先生方のオフィス・アワーやアカデミック・アドバイジング・センター
（AAC）など、GLAには勉強や生活の不安をすぐに相談できる場所があり
ます。アカデミック・アドバイジングの専門訓練を受けたAACのスタッフ
の方々は、いつも状況に応じた適切なアドバイスをしてくださいます。
　将来の目標は、日本と世界をつなぐ役割が担える人物になることです。
GLAで日々磨かれてゆく、異文化理解力、ディスカッション力、英語力で、
多くの人々がより気持ちよく平和に過ごせる社会づくりに貢献したいで
す。

アカデミック・ハードル

RU換算で

GPA約2.0以上

イングリッシュ・ハードル*

Writing・Readingセクション：
各20点以上
Speaking・Listeningセクション：
各18点以上

Total ：80点以上
TOEFL iBT® IELTS (Academic Module)

Overall 6.5以上
（各コンポーネント6.0以上）

この他に、別途定める英語スコア基準が
あります。詳細は必ず入試要項でご確認
ください。



Live&
Learn OIC Global House

for GLA students
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国際寮で
生活すべてが学びの場に
OICグローバルハウスは、大阪いばらきキャンパス（OIC）内に2019年
に竣工した分林記念館の中にある国際寮です。多くのグローバル教養
学部の学生が入寮し、「キャンパスの中で、共に学び、共に暮らす」生活
を送っています。個室タイプの寮室を200室用意するとともに、茶室・
日本庭園・能舞台を備えた多目的ホール等、日本文化が感じられる多
様な国際交流の場を設けています。

・詳細情報は、立命館大学のWebサイトをご確認ください。
　http://www.ritsumei.ac.jp/international/intl_students/life_info/oicdorm2/

・オーストラリア留学時は、ANUの複数ある寮のいずれかに入ります。詳細は、
　留学準備の段階で案内します。

Tuition
グローバル教養学部の授業料は、以下のとおりです。デュアル・ディグリー・プログラムでオーストラリア国立大学が
実施する授業について、授業料の別徴収は行いません。ただし、渡航費・寮費・生活費等は別途必要になります。
また、この他に学友会・父母教育後援会の入会金・年会費が必要です。

（単位：日本円）

Scholarships 以下の２つの奨学金＊は、デュアル・ディグリー・プログラムでANUに留学する
グローバル教養学部生全員が対象となります。

教員一覧Faculty Members

Christopher Johnson
哲学、政治哲学・公共哲学

石原 悠子
哲学、日本哲学・現象学

小木曽 左枝子
日本語教育

小林 ハッサル 柔子
アジア近代史、移動・移民史

小山 仁美
政治学、国際関係史

Batool, Saeeda
開発経済、持続可能な開発

竹中 歩
社会学、移民研究
グローバル食文化

崔 裕眞
経営学、技術経営論

Helena Čapková
芸術学、美術史

Christophe Thouny
比較文学、日本視覚文化

Gian Powell Marquez
海洋科学

再生可能エネルギー研究

廣野 美和
現代中国論、国際関係論

藤田 加代子
日本史、グローバル・ヒストリー

Paul Haimes
デザイン学

デジタル・デザイン

前川 一郎
世界史、帝国主義史
植民地主義史

D. Moritz Marutschke
情報工学

山岸 典子
認知心理学、脳科学

山下 範久
歴史社会学、社会理論

Huseyin Rasit
政治社会学、社会理論

　OICグローバルハウスには、日本の各地から来た学生、様々
な国から来た留学生やオーストラリア出身のANU生が暮らし
ています。寮室はすべて個室ですが、キッチン・ダイニング・
多目的ルームなどの共有スペースが多くあるため、自然と交流
が生まれ、寮内は活気にあふれています。オンライン授業を一
緒に受けたり、ハードな課題を一緒に取り組んだりなど、辛い
ことも互いに支えあいながら乗り越えていくなかで、寮生に
は、まるで家族のような親しみと安らぎを感じるようになりま
した。

　また、日常生活でも英語を使うため、英語力がさらに向上す
るだけでなく、様々な国の食文化や生活習慣を目の当たりにす
ることもでき、当たり前だと思っていた自分の価値観を客観的
に見つめる機会にもなっています。
　自分自身の軸を大切にしながらも、相手の思いや考えにも耳
を傾けて、少しずつ受け入れていく、国際寮ならではの日々を
通し、自分の世界観が広がるとともに、物事に柔軟に対応する
力が身についてきたと思います。

多様な価値観や感性に触れて、
自分の世界観が広げられる場所です。

Student Voice

グローバル教養学部 2回生
富山国際大学付属高校 出身

垣内 あい さん 立命館大学
海外留学チャレンジ奨学金

：ANU留学時の2学期間（1年間）
：300,000円

給付期間
金額

グローバル教養学部
海外教学プログラム奨学金

：ANU留学時の2学期間（1年間）
：700,000円

給付期間
金額

2022年度時点の情報です。入学年
度により、内容が変更となる場合が
あります。

＊

これらの奨学金は併給できますが、
立命館大学が定める他の奨学金とは
併給できない場合があります。

＊

1年次 2年次以降

学費（2023年度入学者に適用）

入学金 春セメスター
授業料

秋セメスター
授業料 年間計 年間計

200,000 1,150,000 1,150,000 2,500,000 1,150,000 1,150,000 2,300,000

諸会費（2022年度入学者に適用）

年間計
入会金* 年会費 入会金* 年会費 

3,000 5,000 5,000 10,000 23,000

学友会 父母教育後援会

*学友会・父母教育後援会の入会金の納入は、入学年度のみです。

（単位：日本円）

春セメスター
授業料

秋セメスター
授業料


