学生支援センター主催セミナー 過去開催一覧（2003年度～2016年度）
【2003年度実施】
先輩に聞こう！
10月7日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会－

12月11日

大学院ってどんなとこ？

ツバルの徒
11月6～10日

映像作家・上杉知弘氏による学生ボランティアを動員した環境インスタレーションの構築と展示

ビジネスマナー講座
11月8、15日

インターンシップ派遣支援事業 （株）ワークステーション委託

ビジュアル講座
2004年2月16、18日

デジタルカメラの撮り方と加工、デジタル・ビデオの撮影と編集

【2004年度実施】
先輩に聞こう！
7月9日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

10月8日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会－

12月17日

大学院ってどんなとこ？－現役院生との懇談会－

ヒューマンスキルセミナー
6月2、9、16日
10月20、27日
11月10日
Mexican Video Art Show
12月21～24日

（財）生涯学習開発財団認定コーチ・井上康世氏によるコミュニケーション・スキル・セミナー

メキシコの前衛アーティストによる、学生ボランティアを動員したビデオ・インスタレーション

【2005年度実施】
先輩に聞こう！
7月8日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

10月11日

早稲田交換留学のすべて―経験者による情報交換会

12月16日

先輩！大学院ってどんなかんじですか？

ヒューマンスキルセミナー
6月14、21、28日

（財）生涯学習開発財団認定コーチ・内海賢氏によるコーチングセミナー

12月6、13、20日

（財）生涯学習開発財団認定コーチ・内海賢氏によるEQコーチング入門

春休みの過ごし方～長期休暇を有意義に～
12月9日

ワーキングホリデー、ワークキャンプ、コンチキツアーの職員、体験者を交えての情報交換会

【2006年度実施】
異文化体験チャレンジ企画
2007年1月10日

国際学生交流に興味のあるあなたへ

2007年1月17日

海外旅行に出かけよう

先輩に聞こう！
7月6日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

10月6日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会

12月28日

先輩！大学院ってどんなかんじですか？

ヒューマンスキルセミナー
6月16、23、30日
12月5、12、19日

人間力ブラッシュアップセミナー
講師：（財）生涯開発財団認定コーチ・内海賢氏
NLPコミュニケーションセミナー
講師：（財）生涯開発財団認定コーチ・内海賢氏

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？
6月22日

日本国際ワークキャンプセンター（NICE）の職員、ワークキャンプ参加者による情報交換会
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【2007年度実施】
異文化体験チャレンジ企画
5月18日、6月22日
7月13日

坂本達氏講演会 「自転車で世界一周！地球体験が教えてくれた本当の『自分』

6月15日

もっと世界へ！青年海外協力隊のすべて

11月14日

そこが知りたい！内閣府青年国際交流事業

～夢を叶えるために、今あなたに出来ること～」

先輩に聞こう！
7月6日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

10月3日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会

2008年1月15日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

ヒューマンスキルセミナー
5月8、15、22日

コーチングセミナー

12月10、17日

講師：（株）コーポレート・エデュケーション代表取締役、米国NLP協会認定トレーナー・内海賢氏

【2008年度実施】
異文化体験チャレンジ企画
6月13日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？

11月6日

そこが知りたい！内閣府青年国際交流事業

12月9日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて

先輩に聞こう！
7月16日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

10月2日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会－

2009年1月21日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

ヒューマンスキルセミナー
5月14、21、28日
6月9日
12月4、11、18日

コーチングセミナー
講師：（株）コーポレート・エデュケーション代表取締役、米国NLP協会認定トレーナー 内海賢氏
発想力を豊かにするマインドマップ入門
講師：言語文化教育研究センター教授 遠藤徹氏
NLPコミュニケーション
講師：（株）コーポレート・エデュケーション代表取締役、米国NLP協会認定トレーナー 内海賢氏

S-cubeサロン
5月19日、6月16日

読書会

7月7日

コメンテーター：言語文化教育研究センター教授 遠藤徹氏

12月8日

心を癒す～パステル画入門

講師：クレードクレール主宰 森くらら氏

【2009年度実施】
異文化体験チャレンジ企画
6月10日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？

6月17日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて

11月11日

世界の扉を開こう！「外務省関連プログラム情報交換会」

2010年1月20日

そこが知りたい！内閣府青年国際交流事業

先輩に聞こう！
6月19日

先輩！長期インターンシップってどうですか？

7月10日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

10月2日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会－

2010年1月26日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

ヒューマンスキルセミナー
5月11、18日
6月1日

コーチングセミナー
講師：（株）コーポレート・エデュケーション代表取締役、米国NLP協会認定トレーナー、
NLPメタプログラム・LABプロファイル認定プラクティショナー 内海賢氏
NLPコミュニケーション

12月8、15、22日

講師：（株）コーポレート・エデュケーション代表取締役、米国NLP協会認定トレーナー、
NLPメタプログラム・LABプロファイル認定プラクティショナー 内海賢氏
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S-cubeサロン
12月7日

心を癒す～パステル画入門

講師：クレードクレール主宰 森くらら氏

2010年1月15日

イメージアップ！パーソナルカラー体験会 J&H Studio 色彩教室主宰 棚橋淳子氏

【2010年度実施】
新入学生歓迎特別講演会
5月13日

我が野球人生～諦めたらあかん～
講師：金村義明氏（タレント・元プロ野球選手）

異文化体験チャレンジ企画
6月8日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？

6月23日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて

11月16日

そこが知りたい！内閣府青年国際交流事業

先輩に聞こう！
7月14日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

10月6日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会－

12月17日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

ヒューマンスキルセミナー
5月12、19、26日
2011年1月11、18日

あなたの学生生活を充実させ、自信を持って社会に踏み出す手がかりを探る
「セルフコーチングセミナー」

講師：米国NLP協会認定トレーナー 内海 賢氏

ストレス・マネジメントのウソとホント あなたのメンタルヘルスを『再デザイン』しよう！
講師： 本学・心理学部 武藤 崇 教授 ほか

S-cubeセミナー×NHK大学セミナー
5月12日

旅～ふれあい～

講師：関口知宏氏（俳優）

※S-cubeとNHK大学セミナーのコラボ企画
【2011年度実施】
新入学生歓迎特別講演会
5月20日

サッカーから学んだこと

講師：北澤氏（元サッカー日本代表）

異文化体験チャレンジ企画
5月25日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？

6月7日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて

先輩に聞こう！
7月14日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

9月28日

早稲田交換留学のすべて－経験者による情報交換会－

12月7日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

【2012年度実施】
新入学生歓迎特別講演会
4月23日

出会いの人生から学んだこと

講師：菊地 幸夫氏 (弁護士)

異文化体験チャレンジ企画
5月22日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？

6月15日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて

6月26日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？ in今出川

先輩に聞こう！
7月9日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

7月18日

早稲田交換留学のすべて～経験者による情報交換会～

12月7日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

【2013年度実施】
異文化体験チャレンジ企画
5月30日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？

6月18日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて
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先輩に聞こう！
7月12日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

12月9日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

【2014年度実施】
新入学生歓迎特別講演会
4月14日

球道即人生～野球から学んだリーダーシップ～ 講師：宮本 慎也氏 (野球解説者)＠今出川

4月17日

大学生に”今”伝えたいこと
講師：林 修氏 (東進ハイスクール・東進衛星予備校 現代文講師)＠京田辺

Japonプログラム
12月13日

What is Zen?～禅ってなんだ？～座禅・抹茶体験＠妙心寺退蔵院

2015年2月13日

京手毬、一緒に編んでみませんか？（ワークショップ）

異文化体験チャレンジ企画
6月6日

有意義な夏休みのために～海外ボランティアってどんなの？

6月23、25日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて

先輩に聞こう！
7月3日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

9月22、30日

早稲田交換留学のすべて～経験者による情報交換会～

12月15日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

【2015年度実施】
新入学生歓迎特別講演会
4月20日

大学生になる君へ。そして、29年前の僕へ。
講師：箭内 道彦氏 (クリエイティブディレクター)＠今出川

4月23日

夢を見よう！自分を信じて！
講師：ハヤブサ氏 (シンガーソングレスラー)＠京田辺

フレッシャーズキャンプ
4月25、26日

同志社びわこリトリートセンター

Japonプログラム
6月10日

ボストン美術館キュレーター アン・ニシムラ・モース氏特別講演
｢Japanophile or Japoniste?｣

12月16日

世界のCMフェスティバル仕掛け人 ジャンクリスチャン・ブーヴィエ氏特別講演
｢CMからみるJAPON（ニッポン）～世界のCMフェスティバルの現場から～｣

2016年3月1～3日

熊野古道を歩こう～世界遺産を体感する～

異文化体験チャレンジ企画
5月18日

有意義な夏休みのために～国際ボランティアってどんなの？

5月26日、6月4日

もっと、世界へ！青年海外協力隊のすべて

先輩に聞こう！
6月9日

アーモストフェローにきこう！～海外留学ってどんなの？～

7月2、3日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

7月7日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

9月24日

早稲田交換留学のすべて～経験者による情報交換会～

2016年1月13日

内閣府青年国際交流事業ってどんなの？

ヒューマンスキルセミナー
9月24、25日

チームを成功に導くための！ コミュニケーション&リーダーシップ研修
講師：内海 賢氏（㈱コーポレートエデュケーション代表）

12月3日

English Workshop「Preparedness for a global career」
講師：DR.SIA AH HIOK, PhD(Malaysia)

函館キャンプ
8月13～22日

第33回函館キャンプ（北海道函館市）
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テイラーズ大学（マレーシア）インターンシップ派遣
2016年2月22日～3月18日 Taylor's University (Malaysia)
チャレンジドキャンプ
9月2～4日

和歌山県南紀勝浦

ステップアッププログラム
5月18日

返済・・遅れるとどうなるの？

10月26日

協力：SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

5月19日

消費者トラブル対処法-ネット関連・マルチ商法
協力：京都府山城広域振興局 消費者センター

10月27日

ケータイ教室 協力：ＫＤＤＩ

アッセンブリーアワー
6月30日

変態せよ。-人生の夏休みの夏休みゲストスピーカー：山口 和也氏(（株）旅武者 代表取締役)

12月18日

デザイン思考によるアイデア創発ワークショップ
講師：櫻井 亮氏（GOB-IP Co-founder）

【2016年度実施】
新入学生歓迎特別プログラム
4月16日

新入生歓迎セレモニー

6月18日～19日

新入生キャンプ（京都市右京区 指月林）

Japonプログラム
4月23日

京・妖怪の街を練り歩く～百鬼夜行と町おこし～
講師：河野 準也氏（妖怪文化研究家、妖怪造形家、妖怪企画プロデューサー）

7月7日

花結びで飾ろう
講師：田中 年子氏(日本結び文化学会理事)

2017年2月11日～14日

Deep Japon！ ｢なまはげ｣と｢マタギ｣から伝承文化に触れる旅in秋田
(秋田市、男鹿市、北秋田市)

先輩に聞こう！
7月6、8日

先輩！転学部って、やっぱ大変ですか？

7月14日

先輩！大学院ってどんな感じですか？

9月28日

早稲田交換留学のすべて～経験者による情報交換会～

2017年1月20日

内閣府青年国際交流事業ってどんなの？

函館キャンプ
8月16～19日

第34回函館キャンプ（北海道函館市）

テイラーズ大学（マレーシア）インターンシップ受入
8月1日～12日

Taylor's University (Malaysia)から本学へ学生2名受入

テイラーズ大学（マレーシア）インターンシップ派遣
2017年2月20日～3月17日 本学からTaylor's University (Malaysia)へ学生2名派遣
チャレンジドキャンプ
9月12～14日

兵庫県あわじ市福良丙

ステップアッププログラム
4月18日

返済・・遅れるとどうなるの？
協力：SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

4月19日

選挙のはなし-できること、できないこと協力：京田辺市選挙管理委員会

12月5日

返済・・遅れるとどうなるの？
協力：SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

12月6日

スマホ・ケータイ教室
協力：KDDI株式会社

アッセンブリーアワー
10月18日

グループディスカッションの達人になろう！｢チームコミュニケーション力UP講座｣
アドバイザー：仁木 紫援氏(（株）ネオキャリア 人事部)
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