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国際ビジネスを体感する
ダイナミックな学びへ。

2 年次秋に留学を実現
表紙：国際経営学科のみなさん

全 員が 2 年 次 秋から留 学し、国 際ビジネス を体 感するダイナミックな学びに刷新します。
入学

留学前
1年次〜
2年次秋

ビジネスの現場で必要とされる経済学、
会計・ファイナンス、
貿易に関する
知識から、
外国語によるコミュニ
ケーション力を段階的に身につけます。

外国語スキルを向上させる、
多彩なプログラムを用意。
ネイティブ教員によるディスカッション形式の授
業のほか、
ビジネス英語、読解力を磨く
「外国
など多
書講読」、
いつでも学べる
「e-learning」
彩なプログラムを整えています。

世界市場のニーズ、
マーケットの構造について
「英語」で学ぶ。
ビジネスプレゼンテーションから財務諸表の書
き方、市場理解まで、
ビジネスにおける知識を
2年次の留学に備えます。
「英語」
で学び、

少人数のディスカッション形式で
グローバル企業の
動向について学ぶ。

原
則

全員留学
2年次秋
3〜6カ月

日本のビジネス
パートナーとして
重要視される
国々を中心に、
協定校を選定。

MG

留学先となる協定校は、
欧米からアジアまで分布
しています。
留学先で得た友人たちは、
将来のパー
トナーとなってほしいという思いが込められています。
＊今後、
オセアニア・アジア・カナダ・ヨーロッパを中心に
協定校を増やす計画があります。

留学先では
現地のマーケット調査を
必修とする。
留学中は市場調査を必修とし、
商品スタイルや
売り方などをリサーチ。
また、
現地スタッフによるレ
クチャーを聴くなど、
現場の“いま”を体感します。

留学先の大学に通い、
「語学」＋「専門分野」
を学ぶ。

国内外問わず、
企業の動向について、
グループ
ごとに調査・研究し、
成果を発表します。活発な
ディスカッションを通して、
自らの力で問題解決に
むけて考えぬき、
資料をまとめ上げる力を養います。

留学後

語学力の向上はもちろんのこと、
現地教授陣による専門の授業、
市場調査などを通して、
国際ビジネスを
ダイナミックに体感します。

3年次〜
4年次

英語を教える教員は、
グローバル人材教育において
豊富な実績を持つ専門家。

現地企業への
インターンシップに
参加できる。

海外経験が豊富な教職員が、
学生のニーズに
合わせて留学先選定のアドバイスから、
現地で
のケアまでを行います。

本学科の英語担当教員は、
イギリスの公的国
際機関が認定した専門スタッフです。
プロのも
とで、
国際ビジネスに必要な英語を学べます。

留学中は就業体験ができるプログラムもあり
ます。
実際に現地のスタッフと働くことで視野が
広がります。

＊留学先の選定は、
各校が提示するスコアをクリアする必要があります。

国際的視点から
問題解決を図る
思考法を身につける。

グローバル企業が抱える問題
をケースに、
なぜその選択を実
施したか、
ほかにはどのような
策が考えられるかなど、
実践的
に学び、
考えを深めます。

!

卒業

各分野の専門家を招聘し、
海外の最新トピックスを
考察するプログラムを実施。

さらに、世界へ。
海外でさらに学びを深め
るプログラムもあります。

各界の第一線で活躍する識者や企業人をゲス
トに迎え、
グローバル・ビジネスの動向や課題解
決のケーススタディなどの講義を行います。

海外フィールドワークや海外インターシップ、
全
学の制度である交換留学など、
自分のテーマを
海外で追究する機会が整います。

一人ひとりが
調査してきた、
世界のマーケット
（現場のいま）
を
共有する。

SHARE

帰国後は報告会を実施し、
留学先で行った市
場調査の結果を発表。
各自の成果を共有する
ことで、
市場やニーズについての理解を深めます。

各国の大使が
特別講義を実施。

現地教授陣によるビジネス英語や専門分野
（経済、
経営、
会計）
を受講。
また、
現地学生との
交流を通して、
コミュニケーション力を高めます。

留学の意義を
最大限に高めるために、
専門スタッフがアドバイス。

キャリア設計に合わせて、
専門分野を選択し、
応用力の向上
を目指します。
海外で学びを深める
プログラムも整います。

白金周辺には、
インドネシアやトルコなど多くの大使館があります。
その利便性を活かし、
各国大使による特別講義を予定しています。

自分のキャリア設計に
合わせた特定の
国際ビジネスを追究できる。
キャリア設計に合わせて、専門科目3 分野から
一つを選択。
少人数ゼミや特別講義科目などを
通して、
理論と実践、
両面の習得をめざします。

HTMプログラム

（カリフォルニア大学
リバーサイド校・サンディエゴ校）
ホスピタリティ
・ツーリズム・マネジメントに特化し
て学ぶプログラムです。
ある一定の英語要件お
よびGPAが必要となります。

卒業後

OBOG、先生も含め、
タテ・ヨコのつながりが深い国際経営学科。
さらに留学先で出会った現地の友人たちが加わることで、
かけがえのない生涯の友人の輪が広がっていきます。

国際経営学科の協定校
（2017年12月時点）

イギリス・オックスフォード市

アイルランド・ダブリン市

クロアチア・ザグレブ市

オックスフォード大学ハートフォードカレッジ

ダブリンシティ大学

ザグレブ経済経営大学

University of Oxford（Hertford College）

Dublin City University

Zagreb School of Economics and Management

世界最高水準の研究と教育で知られる世界有数の
名門大学。
個人指導が教育の中核にあり、
次世代の
（写真1）
ビジネスリーダー育成に力を注いでいる。

首都ダブリンの市街地から15 分の場所にある総合
大学。116カ国からの留学生を受け入れ、全学生
数の20%を外国人学生が占めている。

ビジネスリーダーの育成に重点を置く、
国際的なビジ
ネススクール。
海外での経験豊富な教授陣によって、
世界トップクラスの教育を提供する。

スペイン・ラ=コルーニャ県

カナダ・ブリティッシュコロンビア州

カナダ・プリンスエドワード島

ガリシア大学

ブリティッシュ・コロンビア大学

プリンス・エドワード・アイランド大学

Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (CESUGA)

University of British Colombia

University of Prince Edward Island

スペインのグローバル企業が拠点をおく港湾都市コルー
ニャ。少人数教育の中で、現地の学生とビジネスを勉強
しながら、
その地の利を活かしてインターンシップをします。

バンクーバーの中心部から西へおよそ20 分の場所
に位置する、
カナダ最大規模の研究総合大学。教
育の質とプログラムが高く評価されている。

カナダ東海岸プリンスエドワード島にある伝統校。
双方向の
学生と教授の比率が13：1と恵まれており、
やりとりによるきめ細かな授業に定評がある。

アメリカ・カリフォルニア州

アメリカ・カリフォルニア州

アメリカ・
ミネソタ州

サンディエゴ州立大学

カリフォルニア大学リバーサイド校

ミネソタ州立大学マンケート校

San Diego State University

University of California, Riverside

Minnesota State University, Mankato

観光都市カリフォルニア州サンディエゴに位置する
州立大学。開放的かつ広大なキャンパスには約三
万人の学生が在籍し、
温暖な気候の中で学ぶ。

カリフォルニア大学 10 校の1つで、
ロサンゼルスより
社会科学、
経営学な
車でおよそ60分の場所にある。
どが人気。
小規模で、
密度の濃い教育に定評がある。

1868年に創立された、
約14,000人の学生が学ぶ同
州南部では最大規模の大学。
治安の良い小さな町にあ
140を超える学部課程を誇る。
る広大なキャンパスで、

アメリカ・ワシントン州

オーストラリア・ビクトリア州

ワシントン大学

モナシュカレッジ

オーストラリア・西オーストラリア州

University of Washington

Monash College

University of Western Australia

ワシントン州を代表する、
世界トップレベルの州立大学。
留学生は10％ほ
毎年54,000人もの学生が学ぶ中、
（写真 2）
どと少ない。
シアトルに広大なキャンパスがある。

オーストラリアのトップ8大学に数えられる、
同国最大
規模の名門大学。
語学プログラムは7 段階のクラス
別に行われ、
質の高い授業に定評がある。

世界一美しい都市とも言われるパースにある、
オースト
附属の語学学校での授業に
ラリアトップ８大学の1つ。
は定評があり、
フォーマルな英語を学ぶことができる。

ニュージーランド・ウェリントン市

台湾・台北市

ベトナム・ハノイ市

西オーストラリア大学

東呉大学

国民経済大学

Victoria University of Wellington

Soochow University

National Economics University, Hanoi

ニュージーランドで最も古い大学の一つで、
学生の約
15%が留学生と国際色豊か。
キャンパスのあるウェリ
（写真3）
ントンは、
気候も温暖で治安もよく人気がある。

米国メソジスト派の流れをくむ、台湾を代表する伝
5学院23学科のなかでも、法律学科と会計学
統校。
科は歴史が古く、
高い評価と実績を誇る。

首都ハノイにあるビジネススクール。専門の講義は
すべて英語で、
現地教授陣はもとより、
国外から招か
れた教授たちが国際的な講義を提供している。

ヴィクトリア大学ウェリントン校

＊協定校は随時変更の可能性があります。
＊詳細は学部ホームページをご覧ください。

1

留学の
すすめ
2年生秋学期から
留学するメリット

2

3

早い段階で海外にて学んだことで自分に自信がつき
ました。ハングリー精神の強い留学生と切磋琢磨し、
常に自分の意見を持ちながら授業に取り組んだこと
が自信に繋がり、帰国後も積極的に授業に臨むよう
になりました。
また、専門分野を学んだことで、
その後
の学 習目標・理 想のキャリアを明 確にできました。
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澤田悠貴

三菱商事株式会社勤務

白金キャンパス

〒108-8636

東京都港区白金台 1-2-37

TEL 03-5421-5111（代表）

横浜キャンパス

〒244-8539

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 1518

TEL 045-863-2007（代表）

明治学院大学ホームページ
経済学部オリジナルホームページ

http://www.meijigakuin.ac.jp/
http://econ.meijigakuin.ac.jp/

入試についてのお問い合わせは「入学インフォメーション」へ

月〜金曜日の午前 9 時〜午後 4 時、

TEL 03-5421-5151

土曜日は正午まで。
ただし祝祭日は除きます。
本誌に掲載した学生・卒業生のコメント内容等は取材当時のものです。
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