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37.5％

多摩キャンパスを拠点とする文系学部の中では、所属学生が最
も少ない学部のうちの一つです。小規模学部だからこその一体
感とサポート体制は強みとなっています。　※3学年での人数

901人学生数 19.8％
外国人留学生の比率が中央大学で最も高い国際経営学部では、留
学に行かなくても、英語やその他外国語を使う機会が多くあります。日
常会話を通して、グローバルなコミュニケーション力を養えます。

日本以外の
国籍を有する
学生比率

中大全学部の中でも頭一つ抜けている、特徴的な数字です。語学や
国際地域研究はもちろん、企業経営や情報統計といった幅広い学問
領域を外国人教員から学べます。

外国人
教員比率

32人
専任教員1人当たりの学生数は
約3～40名。1年時からゼミを必修
科目として設置しているほか、相談
スペースも用意されており教員から
のサポート体制も充実しています。

専任
教員数

34.4％
変化の激しい現代社会で活躍の場を広げてき
た教員が多数在籍。日本と世界の現場を知る
教員から、ビジネスの最前線を学び、感じ取るこ
とができます。

実務家
教員比率

81.4％
少人数制のゼミはもちろん、大教室で学ぶ専門的な講義も外国語
で学ぶことができる環境となっています。1年次の短期留学を経れ
ば、より一層大きな成長を実感することができます。

外国語に
よる授業実施
科目数割合

11個分の
広さ

東
京
ド
ー
ム

文系学部の学生は、4年間を自然あふれる多摩で過ごします。学
習スペースはもちろん、飲食・休憩スペースから体育施設まで、学
生生活のあらゆる部分を網羅しています。

多摩
キャンパスの
面積

7割以上の授業が外国語（主に英語）で実施されてい
る国際経営学部に入れば、大学としての推薦も受けて
留学できるチャンスが広がるかも…

54人
過去�年間の
交換留学生
推薦人数

※2021年10月時点でのデータ。過去3年間の交換留学推薦者数のみ2022年3月時点のデータ



国際経営学部って
どんなところ？

WHAT IS
THE GLOMAC
LIKE？

BE AHEAD OF
THE WORLD

The first
 step to

fulfill my 
dreams 

One step out of B
oundary

One step into the 
Global World!!!

経験豊富な教授から、
実践的な経営学と知識を学べる

やるべきこととやりたいことの

両立ができる学生が集まるところ！！

GLOMAC
broaden your horizons

それぞれの“個性”を

輝かせられる！

日常会話で
3カ国語が
飛び交う!!

「家族」みたいな
温かさ！

A place where 
you can be who 
you want to be!

新たな発見や成長を
日々感じられるところ

自分の色を見い出せ、
活かせる場所！
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木村  剛 ／ 国際経営学部 教授

より良い世界を作る
意志を持つ人材の
育成を目指して

「ビジネス」と聞いて、何を連想しますか？多く
のみなさんは、ビジネス＝お金だと思うでしょ
う。今、グローバルビジネスでは、金銭的リ
ターンのみならず、環境的、社会的課題の解
決への寄与、社会へのインパクトが求められ
るようになっています。SDGｓに掲げられた目
標の達成や、公正、平和の実現などもビジネ
スの大きなテーマです。
国際経営学部では、（1）企業経営・国際経営
の知識を得るのみならず、（2）多彩な国際地
域研究科目を通じて、文字通り「世界」を知
り、グローバルの意味を考えることになるで
しょう。
また、（3）グローバル経済科目では、社会的課
題解決に必要不可欠な分析力を身につける
ことができます。（4）ゼミナール、留学、調査、
インターンシップといった体感のある学びは、
みなさんの将来を決めるひらめきを与えてく
れるかもしれません。
私たちが育成するグローバルビジネスリー
ダーとは、より良い世界を作る意志を持ち、希
望の灯を掲げることのできる者のことである
と考えています。

グローバルリーダーに
不可欠な
「実践知」を養う

私は長らくグローバルビジネスに携わってき
ました。そこで出会ったビジネスリーダーたち
は皆、何事にも好奇心を持って取り組み、そこ
から何かを学び取ろうという向上心を持って
いました。また、豊富な知識、自分なりのリー
ダーシップスタイルを持ち、自信に満ち溢れ、
魅力的でした。
グローバルリーダーたちの自信がどこから来
るかといえば、それは経験でしょう。
自分の知識を、実務の実践を通じて自分のス
キルに転換する、それを積み重ねてきたことか
ら得られる自信です。
国際経営学部は「実践知」にこだわります。体
系的なカリキュラムにより、グローバルビジネ
スの場で使える知識を身につけるだけでな
く、議論や演習を通じて「知識の使い方」を学
びます。
そして、そのプロセスを、グローバルビジネス
の公用語である英語で行います。
大学の4年間で、知識を身につけただけの学
生と、「知識の使い方」を訓練された学生とで
は、社会に出た時の実務実践力に大きな差が
つきます。
皆さんが世界で活躍する基礎となる「実践
知」を獲得することができるよう、私たちが全
力でサポートします。

木村有里 ／ 国際経営学部 教授

DEVELOP  HUMAN
　　　　　   RE SOURCES

体系的なカリキュラムにより
実践知を備えた
グローバルビジネスリーダーを養成。

国際経営学部から
世界へ
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FEATURES.01

自分たちで“創る”
国際経営学部発の学生団体を特集

GLOMAC広報団体MANA
国際経営学部の魅力を、
より多くの人に広めたい

私たちは開設4年目の国際経営学部の魅力を、より多くの人に広めるため
に活動しています。学部生だからこそ感じた魅力を、受験生にも身近に感じ
てほしいという思いから、国際経営学部の魅力を発信する広報団体
『MANA』を立ち上げました。
私たちは主に、受験生向けのSNSでの魅力の発信、国際経営学部の特設
サイトの制作を行っています。Youtubeでは主に高校生への受験情報を、
TikTokでは国際経営学部生の日常を発信し、InstagramとTwitterでは在
学生へ向けた情報発信や質問対応を行っています。
0から始めた団体でしたが、今では1000人近いSNSのフォロワーや視聴回

数が10万回を超える動画コンテンツもあります。各SNSではフォロワーの閲
覧時間・方法の分析など、様々な細かい分析を行うことで、ターゲットとな
る受験生によりコンテンツが届くようになってきていると実感しています。
今年の4月には、新入生の方々に、『MANA知ってます！ 受験期に見ていま
した！』と声をかけていただきました。国際経営学部には私たちMANAをは
じめ、多くの学生団体があります。私たちの共通目標として、学生主体で学
部を創り上げたいという思いがあり、活動は全く異なりますが、お互いに協
力して大きな同じ目標に向かっています。ぜひ、国際経営学部を私たちと一
緒に創っていきませんか。

Create your own
 student life

FEATURES.02
Venture Code（ベンチャーコード）

プログラミングやIT技術を
楽しく学べる組織を作りたかった

Venture Codeは「プログラミングやIT技術を楽しく学べる組織を作りた
い！」という思いをきっかけに誕生した、国際経営学部の1期生3人が立ち
上げた学生団体です。
大学の授業では数学やプログラミングに触れる機会が沢山ありますが、
私たちの団体では、全くの初心者でも授業についていけるベーシックなス
キルから身につけていけるように、色々なイベントを企画しています。
また、毎週『テックカフェ』という、お菓子を食べながらお互いに教え合う
勉強会を開いています。昨年はプログラミングの活用講座や、HPの作り
方講座など実践形式のレクチャーも開催していました。遊びの企画も沢

山用意し、学ぶだけでなく友人や先輩との交流ができる環境が整ってい
る点も特徴です！
参加者からは、「プログラミングのスキルだけでなく、友人との交流ができ
て良かった！」、「プログラミングをどのような角度から勉強するのかを知
るきっかけになった」、「同じ趣味をもつ仲間ができてよかった！」など、楽
しく学べたという声を多くいただいています。
大学に入りパソコンなどのITスキルを身につけたい方や、高度な技術に触
れてみたい方を国際経営学部発Venture Codeでお待ちしています。

Create your own student life

CREATE YOUR OWN
　　　　　　　　STUDENT LIFE
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•米国ProQuest社「Ebook Central Academic Complete」
　基本学術洋書15万冊を収めたデータベース。

•日本経済新聞社「Nikkei Asian Review」
　アジア各国の政治・経済・マーケット・企業動向などに関
　する、日本経済新聞社の英訳記事や独自のコラムを掲載。

•フィナンシャルタイムズ「FT.com」
　英国の日刊経済紙「Financial Times」の電子版。

徹底した基礎作りから、きめ細やかなサポートで知識をつけ、
留学や実社会とのつながりで経験値を得る。

国際経営学部
特有の学習メソッド

UNIQUE
LEARNING
METHODS

初年次から始まる
全学年必修の演習
初年次の「入門演習」では、PCスキルの向上やメディアリテラシーの向上
に加え、経営学や経済学、統計学、地域研究といった教員の専門知識を
享受し、学修に対する探究心を刺激していきます。２年生から４年生まで
は「専門演習」として特定のテーマについて調査・研究を行い、専門性を
高めていきます。それぞれの演習は10人程度の少人数クラスとなり、担当
教員がアカデミック・アドバイザーとなり、信頼関係も構築します。

企業への訪問調査

国際経営学部では「Open Your Eyes to Think of Your Own Career」を
コンセプトに、学生が企業や公的機関を訪問調査し、社会の入り口部分
を学ぶ企画を実施しています。この企画は、社会への関心を高めてもらう
ことのほか、担当教員の指導のもと、訪問に向けて社会人としての基礎的
なマナーを学び、訪問までの準備を通じて段取りを整え、参加者をまとめ
る経験を積むことを目的としています。

国際経営学の基礎を盤石にする
「チュートリアル授業」
専門必修科目のなかでも国際経営学のメインとなる科目では、理解をよ
り深めるために週2回授業が行われます。1回目の授業で英語による通常
講義を行った後、2回目にその補習となる「チュートリアル授業」を実施し、
日本人学生に対しては、日本語も含めながらフォローアップ。グループディ
スカッションをはじめとするアクティブ・ラーニング、演習問題などを通じ
て、専門知識をしっかりと定着させます。

授業の�割以上が「外国語」（主に英語）
最先端の経営学を英語で学ぶ
国際経営学部では、設置科目の7割以上が外国語（主に英語）による授
業。卒業に必要な単位のすべてを英語による授業で取得することも可
能です。また、右記の電子資料をテキストやサブテキストとして活用。海
外の最新事情を積極的に取り上げるとともに、英語運用能力の強化を
目指します。

全学生が�年次から
海外短期留学を経験可能
4単位の科目として、1年次の夏期から3～4週間の海外短期留学を経験
できます。海外の企業活動や文化にふれ、グローバル人材の基礎力として
必要な、自己管理能力、異文化適応能力、問題解決能力、コミュニケー
ション力を養うことを目的として、全学生が必ず参加します。語学研修だけ
でなく、企業訪問やインターンシップなどのビジネスプログラムも充実して
います。

卒業論文の
執筆による集大成

ビジネスコミュニケーション論、
ビジネス交渉論、ゼミ活動で

実践力を身につける

国際経営スタンダード科目、
情報統計科目、

外国語の必修科目で
基礎力と理論を習得

企業経営と
グローバル経済の
専門知識、
国際地域研究で
異文化理解力を習得

海外インターンシップ

2年次からのゼミ
「専門演習Ⅰ」

1年次からのゼミ「入門演習」

中長期留学、
国内外における実践的活動

「Field Studies」

海外短期留学
「Global Studies」

企業訪問

中長期留学、キャリア教育

�
年次

�
年次

�
年次

�
年次

グローバルビジネス
リーダーへ
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◎ 

◎ 

 

◎  

 

国際経営論 ⓔ

空間経済学 ⓔ

比較経営論 Ⓙⓒ

経営組織論 Ⓙⓔ

ダイバーシティマネジメント論 ⓔ

コーポレート・ガバナンスⅠ ⓔ

マーケティング論 Ⓙⓔ

企業経済学 ⓔ

国際協力 ⓔ

国際経済学 ⓔ

異文化経営論 ⓔ

日本の経済史 ⓔ

ヨーロッパの経済史 Ⓙ

経営数 ⓔ

数量分析 ⓔ

社会学 ⓔ

法学 Ⓙ

アカデミック英語Ⅲ ⓔ

中国語Ⅲ・Ⅳ ⓒ

日本語 BⅢ・Ⅳ ※ Ⓙⓔ

Global Studies Ⅲ ⓔ

インターンシップ A　インターンシップ B

◎ 

◎ 

 

◎ 

 

 

戦略経営論 ⓔ

多国籍企業論 ⓔ

リスクマネジメント論 ⓔ

人的資源論 ⓔ

IT戦略論 ⓔ

コーポレート・ガバナンスⅡ ⓔ

グローバルマーケティング論 ⓔ

金融論 ⓔ

NGO/NPO論 ⓔ

公共経営論 ⓔ

日本的経営論 ⓔ

中国の経済史 ⓔ

アジアの経済史 Ⓙ

中南米の経済史 Ⓙ 

計量経済学入門 Ⓙⓔ

情報科学 Ⓙ

政治学 Ⓙ

環境学 ⓔ

アカデミック英語Ⅳ ⓔ

スペイン語Ⅲ・Ⅳ Ⓙⓔ

 

◎  

◎

国際開発論 ⓔ

労働経済学  Ⓙ

アントレプレナール論 Ⓙ

会計学 Ⓙ

財務論 Ⓙⓔ

地方創生マネジメント論 ⓔ

数学 Ⓙⓔ

データサイエンス Ⓙⓔ

専門演習Ⅰⓔⓒ

 

 

 

 

 

◎ 

国際ロジスティクス論 Ⓙ

国際製品開発論 ⓔ

広告表現研究 ⓔ

国際金融論 ⓔ

公共人的資源管理論 ⓔ

比較金融システム論 ⓔ

地域開発論 ⓔ

中国経済論 Ⓙ

中国企業論 Ⓙ

ヨーロッパ経済論 ⓔ

健康スポーツⅠ Ⓙ

健康スポーツⅡ ⓔ

英語ビジネス交渉論 ⓔ

中国語ビジネス交渉論 ⓒ

専門演習Ⅲ ⓔⓒ

 

 

 

 

◎ 

倒産分析論 ⓔ

技術経営論 ⓔ

キャッチコピー・ネーミング論 ⓔ

国際貿易政策論 ⓒ

国際直接投資論 ⓒ

国際経営立地論 ⓔ

グローバル経営におけるルール形成戦略 ⓔ

中国政治社会論 ⓔⓒ

中南米経済論 ⓔ

健康の科学 Ⓙ

スペイン語ビジネスコミュニケーション論 Ⓙ

日本語ビジネスコミュニケーション論 ※ Ⓙ

専門演習Ⅳⓔⓒ

 

 

 

 

 

◎ 

企業法 Ⓙ

特殊講義（現代産業事情） ⓔ

グローバル化と情報法 ⓔ

国際経済取引と法 ⓔ

グローバル時代の競争法 ⓔ

アジア経済論 ⓔ

ヨーロッパ産業論 ⓔ

アジア経営論 ⓔ

スペイン語ビジネス交渉論 Ⓙ

 日本語ビジネス交渉論 ※ Ⓙ

専門演習Ⅴ・卒業論文  ⓔⓒ

 

◎ 

◎

 

◎  

 

ミクロ経済学 ⓔ

経済地理学 ⓔ

中国の政治・歴史 ⓔⓒ

アジアの政治・歴史 ⓔ

中南米の政治・歴史 Ⓙ

経営数学入門 ⓔ

データ分析 ⓔ

歴史学 ⓔⓒ

倫理学 ⓔ

アカデミック英語Ⅱ ⓔ

スペイン語Ⅰ・Ⅱ  Ⓙⓔ

日本語 BⅠ・Ⅱ ※ ⓔ

Global Studies Ⅱ ⓔ

日本事情 ※ ⓔ

国際経営スタンダード

企業経営

グローバル経済

情報統計

基礎教養

コミュニケーションスキル

外国語

日本・中国・アジア地域

欧州・米国・中南米地域

国
際
地
域
研
究

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

科目群 1年次 2年次 3・4年次

カリキュラム表 ◎ 必須科目

ⓔ 英語による授業※ 外国人留学生対象

Ⓙ 日本語による授業 ⓒ 中国語による授業

ⓔⓒ 英語・中国語
　　 による授業

演習

 

 

 

 

 

◎ 

変革マネジメント論 ⓔ

国際人的資源論 ⓔ

国際会計論 ⓔ

産業組織論 ⓔ

産業クラスター論 Ⓙ

実験経済学 Ⓙ

公共政策論 ⓔ

社会調査法 ⓔ

日本経済論 Ⓙ

日本企業論 ⓔ

アメリカ経済論 Ⓙ

応用統計学 ⓔ

データベース Ⓙ

生物学 Ⓙ

化学 Ⓙ

アドバンスト英語 ⓔ

英語ビジネスコミュニケーション論 ⓔ

中国語ビジネスコミュニケーション論 ⓒ

専門演習Ⅱⓔⓒ

ATC21s （Assessment and
Teaching of 21st Century Skills） Ⓙ

経営学入門 ⓔ 

経済学入門 ⓔ

日本の政治・歴史 ⓔ

欧米の政治・歴史 Ⓙ

経営統計入門 ⓔ

哲学 Ⓙ

宗教学 Ⓙ

アカデミック英語Ⅰ ⓔ

中国語Ⅰ・Ⅱ ⓒ

日本語AⅠ～Ⅳ ※ ⓔ

Adaptive LearningⅠ～Ⅲ ⓔ

Global Studies Ⅰ ⓔ

Field Studies Ⅰ～Ⅲ ⓔⓒ

入門演習 ⓔⓒ

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

ビジネスコミュニケーション Ⓙ

※外国語による授業については、より正確に深く理解するため、日本語で補足する場合もあります　※カリキュラムの内容は変更となる可能性があります

卒業には124単位修得する
必要があります。

TO BUSINESS LEADER
CURRICULUM 

専門性を備え、実践知を身につけた、
グローバルビジネスリーダーへ

基礎力
●経営学入門　●経済学入門　●ミクロ経済学
●経営統計入門　●Global StudiesⅠ　●各国の政治・歴史

●国際人的資源論　●広告表現研究　●グローバル経営におけるルール形成戦略
●国際経済取引と法　●各国の経済論　●ビジネスコミュニケーション論・交渉論

実践力　  実践知

●グローバルマーケティング論　●IT戦略論　●企業経済学
●異文化経営論　●数量分析　●各国の経済史

専門性

�年次

�年次

�・�年次
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MY RECOMMEN DED COURSES
異 文 化 経 営 論 グローバルマーケティング論多 国 籍 企 業 論 特 殊 講 義Ａ

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング寄付講座
国 際 開 発 論経 営 学 入 門

国際経営学部ではどんなことを学 べるのか。学生におすすめの授業を聞いて みた！
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木村 有里 教授

異なる文化的背景を持つ人びととの出
会いは、楽しいものですね。しかし、「一緒
に働く」となるとどうでしょう。異文化間の
摩擦を乗り越え、多文化混在のメリット
を活かす組織マネジメントについて学び
ます。将来、企業や公的機関などさまざま
な組織内で言語だけではなく、文化の通
訳として活躍したい方にお勧めです。

Cross
Cultural
Management
山本碧斗 ／ 国際経営学部3年
私たちは海外で円滑なコミュニケーション
をとるために言語ばかりに焦点を当ててし
まいがちですが、地域ごとのボディラン
ゲージや会話の距離感の違い、文脈的概
念や時間に対する考え方の違い等を学ぶ
ことができるこの授業は、ビジネスや海外
旅行にも使える知識であり、海外経験のな
い私にとって特に興味深かったです。

中村 潤 教授

毎回、グローバルマーケティングにおい
て何が重要なのかを学ぶ講義とグルー
プ演習のパッケージで進みます。社会
で役立つフレームを活用したり、Web
で遊べるツールを用意しています。答え
のない現実社会に備えて、履修仲間の
異なる考えに刺激を受けたい学生に
お勧めです。

Global
Marketing
三松莉緒 ／ 国際経営学部3年
授業の前半で（マーケティング4Pなどの）
マーケティング手法のフレームワークにつ
いて学びます。後半では即席メンバーとの
グループワークと発表にて前半で学んだ
枠組みに対して実際に自分たちのアイデ
アをアプライします。発表後、教授からそ
の場でフィードバックをいただけることも
魅力です。

咲川 孝 教授

多国籍企業とは、複数の国や地域において
活動をする企業のことを指します。多国籍企
業論では、多国籍企業を取り巻く環境、その
戦略や組織などを講義します。国内外の多
国籍企業について学びたい方、および、将
来、多国籍企業に勤務して海外駐在員にな
りたい方、本社にて国際業務に携わりたい方
などが、本講義を受講をすることを勧めます。

Multinational
Enterprise
邑井亮太 ／ 国際経営学部3年
多国籍企業論は名前の通り多国籍企業
について学ぶ授業ですが、時期によって担
当の先生が変わるため、“多国籍企業の
組織や法律、戦略経営、IT分野”など様々
な分野を学べる事が魅力です。特に多国
籍企業×戦略経営は、日本企業が海外進
出をした事例を基に経営を学べるため、と
ても実践的で吸収しやすい授業です。

国松 麻季 教授

総合シンクタンク・コンサルティングファームの
最前線で活躍するプロフェッショナルが、経済社
会政策の多様な側面を輪講形式で取り上げ、履
修生との対話を多く取り入れながら現状と課題
について掘り下げていきます。グローバル経営の
文脈の深い理解に役立ちます。将来のキャリアを
検討するうえで、実務と密接にかかわる様 な々政
策を学びたい学生に履修をお勧めします。

Special
Lecture A
宮本郁実 ／ 国際経営学部4年
一つの授業とは思えない程多様なフィール
ドの社会・経済政策を知ることができたた
め、自分がどの分野に興味があるのかを探
求することができました。現場で活躍する
方々が講師を務めていため、教科書にはな
いリアルな話を聞くことができ、より実践的
な学びができました。週一で日本社会・経
済をまるっと勉強できるのが魅力！

ドゥマヤス,アリャン デラロサ 助教

国際開発論とは、経済学の専門知識を始
め、多様な分野（社会学・歴史・政治・人
文・地理）と関係性の深い科目です。世界に
おける貧困と格差問題を中心に、先進国と
発展途上国の開発経験を比較しながら、
発展途上国が抱える様々な課題を学ぶこ
とができます。この科目は、国際協力業界の
仕事を目指している学生にお勧めです。

International
Development
占部裕也 ／ 国際経営学部3年
この授業では、国際開発の概念から自由
貿易などの主要な国際開発問題まで学ぶ
ことが出来ます。
「私達が今進めている国際開発は、本当
に正しいものなのか」といった今まで疑っ
ていなかった部分を多角的な視点で学ぶ
ことは、大変興味深いです。

ヘラー,ダニエル アルトゥーロ 特任教授

週２回行う経営学入門ではマネジメン
トについて広く深く楽しく学びます。学
術研究や経営実践を通して今まで蓄
積された知恵を参考に、人間社会に貢
献する組織やコミュニティをどう作り
上げ・維持・発展させられるのか、一緒
に考える授業です。経営を基礎から
しっかり学びたい人に勧めます。

Introduction to
Business
Management
尾崎未有 ／ 国際経営学部2年
経営学入門では経営学の基礎知識が学
べるだけでなく、経営者としてのマインドや
思考方法、必要なスキルを理解することも
できました。また「自分だったらどうするの
か？」と考えるきっかけが日々の課題に多
くあるため、入門といいつつ、実践的な学
びができることが魅力です!



世
界
中
の
消
費
者
を﹁
広
告
﹂で
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り
向
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せ
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う
！

みなさんはテレビ、ポスター、SNSなどで
日常的に広告に触れていますが、その“仕
掛け”について考えたことはありますか？
飯田ゼミでは広告表現とマーケティング
を結びつけ、言葉やアイデアが世界の
人々の買いたい気持ちをどう盛り上げて
いるのかを研究しています。例えば、コカ・
コーラとペプシのライバル企業の広告戦
略の比較、スーパーボウルで放映される
最新CMから世界市場や株価の動向を
予測する研究、グローバル企業のタグラ
イン・キャッチフレーズの影響力、
Instagramの広告活用法などを学び、卒
業論文へとつなげています。授業はもち
ろんオールイングリッシュ。ディスカッショ
ンやプレゼンテーションも活発で、留学
生と切磋琢磨しながら、ビジネスで使え
るレベルまで英語力を伸ばせます。サブゼ
ミやオンラインパーティーなど、学年を超
えた交流も盛んです。

ゼミによって専 門 性 を高 め 、
実社会で役立つ経験値を積む

TEACHERS　  STUDENTS

海外・国内のTVCMやキャッチコ
ピー等の広告作品を通して、「なぜ
消費者にウケるのか」「どんな意図
が込められているのか」ディスカッ
ションを通してその奥深さに気づき
ます。個性あふれるメンバーと互い
のアイデアをぶつけ合うワークは、
自身にとっての新鮮なインスピレー
ションとなり、「ただ面白い」から「な
ぜ面白い」のかへと日常生活のアレ
やコレに対して視野が広がる、広げ
たくなる学びがあります。

石橋英之
国際経営学部4年　飯田ゼミ　ゼミ長　 
東京都立桜美林高等学校（東京都）

ゼ
ミ
の
学
び
の
本
質
は
︑

仲
間
と
共
に﹁
問
い
続
け
る
﹂こ
と

グローバルビジネスとルールや制度の関
わりを学んでいます。ゼミの活動の中心
はグループワークです。多様なバックグ
ランドを持つメンバーが協力してリサー
チ・クエスチョエンを設定、結論を追い
求めます。プレゼンテーションと議論を
重ね、ときには軌道修正しながら、粘り
強く調査研究を進めます。また、ビジネス
の第一線の方々との対話をゼミが主催
したり、外部団体主催の研究発表に挑
戦したりと、実社会との接点を多く設け
て豊かな学びを目指しています。ゼミで
の活動を通じて、多様性理解、柔軟性、
創造力、コミュニケーション力や組織行
動力を獲得します。これらの資質は、日々
変化するビジネスの現場において不可
欠です。仲間を認め合い、共に問いを発
し続ける経験は、将来リーダーとして社
会的な課題の解決に向けて挑戦し続け
る力となるでしょう。

私たちのグループはWTO協定におけ
る知的財産権、特にワクチンの特許
保護について研究し、COVID-19ワ
クチンを素材に、「30～40年後に起
こり得る感染症への対応」を考案し
ました。命題に対して様々な角度か
ら深掘りし、メンバーと仮説・検証を
繰り返すことで、具体的なビジネスモ
デルを生み出せました。チームでの
研究に必要な力とグローバル経営に
関する豊富な知識を身につけること
ができる魅力的なゼミです。

経団連、在ジュネーブ国際機関日本
政府代表部、三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング株式会社などを経て、現
中央大学国際経営学部教授。2020
年より学長補佐。産業構造委員会通
商・貿易分科会委員、関税・外国為
替等審議会専門委員などを務める。

国松麻季 教授
博士号取得後、中央大学商学部
にて演習科目を18年間担当し国
際経営学部へ移籍。現学部長補
佐。米国UCLA元客員研究員。日
本ネーミング協会理事。宣伝会議
賞入賞多数。主著に『広告コピー
のことば辞典』（日経BP社）など。

飯田朝子 教授

先 生 × 学 生   
LEARNING
IN SEMINARS

土屋佳紀
国際経営学部4年　国松ゼミ　 
静岡県立沼津東高等学校（静岡県）
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学長賞・学部長賞
給付奨学金

約47万円
（授業料の1/2相当額）

約23万円
（授業料の1/4相当額）

１名

7名

「アクティブステューデント」
応援奨学金 30万円 5名程度

長期留学・
海外インターンシップ
チャレンジ奨学金

1 年：40万円
半年：20万円

国際経営学部の２～４年次に在学し、
学業成績・人物共に優秀な学生

国際経営学部に在学し、意欲的な学術活動計画を立てることが
でき、実行することが期待される者

留学：本学の制度による長期留学（交換留学･認定留学）決定者

海外インターンシップ：国際経営学部の2年次以上に在学し、海
外の企業、公的機関等に長期間インターンシップを行い、本奨
学金の目的にふさわしい実績を挙げることが期待される者

学部長賞

学長賞

名称 給付金額 募集人数 対象

5～10名程度
※合計

学業成績優秀者向けの奨学金、学外活動を応援する奨学金、海外留学を支援する奨学金

SCHOLARSHIP
学費 （単位：円）

注 1 ：入学金は 2 年目以降納入する必要はありません。注 2：諸会費のうち父母連絡会費は、複数子女が在籍した場合には、申請により１名分を除いて返還します。また、外国人留学生入試による入学者は納入する必要はありません。
注 3：4年次納入金額には学員会費（20,000 円）が含まれます。注 4：学費および学費の取扱いは今後変更される場合があります。

240,000 943,600 216,400 5,000 10,000 605,000 1,465,000860,00050,000

学部

項目

入学金 授業料 実験実習料 施設設備費 父母連絡会費 学友会費

諸会費学　費 入学手続時
納入金

入学後納入額
（後期分）

初年度納入額
合計

国際経営学部

1,225,000 1,225,000 1,245,000国際経営学部

2年次 4年次3年次学部

私は学長賞給付奨学金を主に留学費用に充てました。2021年8月より交
換留学制度を利用して、カリフォルニア州立大学デイビス校に留学してい
ます。私は留学の一つの目的に「アメリカの大学生の日常を、体験する」こと
を掲げ、8月から12月にかけてホームステイをし、1月からは学生アパートで
生活をしています。多くの留学生たちは費用面で実現しやすいホームステイ
で生活をしていますが、私は奨学金を活用することで、より多くの現地生や
教職員と交流する機会のあるキャンパス内で生活ができています。同校に

は世界各国から様々な背景を持つ学生が多く、彼らと生活レベルを共にす
ることで、人生観や将来像を考え直し、やりたいことを見つめ直せていると
感じます。
また、費用面のみならず、「大学・学部を代表している」という責任感と誇り
が様々な行動に移す一つのきっかけにもなっています。今後は、昨年私が設
立した留学支援団体G-ACEを通じて自分の留学での学びを発信していき
たいと考えています。

学部での学びが留学でも力に！
国際的な仕事への就職が目標
相澤さくら ／ 国際経営学部3年
中央大学附属横浜高等学校（神奈川県）

私はアメリカのテネシー州にあるEast Tennessee State 
Univers i ty（ETSU）で1年間の交換留学*をしています。以
前から国際関係に興味があり、高校1年生の頃に経験した
カナダでの短期留学をきっかけに、大学で1年間の長期留
学をすることを目標としていました。専門分野を英語で習得
する国際経営学部での学びは、ETSUでの学校生活にとて
も力になっています。授業の英語の速さや課題の難易度は
上がりましたが、すぐに慣れることができたと思います。学
校生活だけでなく、宗教関連の祝日やイベント日は友人の
家族行事に招待してもらったりと、日本ではできない貴重
な経験ができていることも、自分の考え方や感じ方に大き
な刺激になっています。また、実際に生活することで向上す
る語学力だけでなく、その中で経験する様々な問題を解決
できた時の達成感は、英語を話すことへの自信に繋がって
います。将来は、この長期留学で高まる語学力への自信と
多文化理解力、コミュニケーション力を活かし、国際的に
関われる仕事に就きたいです。

＊交換留学は、中央大学の協定校に半期または1年間留
学する制度です。留学先で修得した単位の認定が可能で、
学費の減免も受けることができます。

奨学金

留 学

STUDY
ABROAD

奨学金を活用して留学！ 学部代表という誇りが原動力に
秋間龍之介 ／ 国際経営学部3年　成蹊高等学校（東京都）大学：

East Tennessee State University(ETSU)
場所：アメリカ、テネシー州 Johnson City
学生数（学部生）：約11,000人
※中央大学→約25,000人（2021）
その他：●140のプログラム（大学院含む）
●小規模クラス　●10のon-campus寮

07：30　起床
08：00　朝食
08：30　図書館
09：45　Management 
11：05　Chinese Politics
12：45　Finance Literacy 
14：00　軽食
14：30　図書館
17：00　夕食
17：30～22：30　図書館
01：00　就寝Intro to Psychology 

Principles of Accounting I
Organizational Behavior & Management 
Chinese Politics
Business & Financial Literacy

計15単位 (ETSU)

履修科目

留学先 Time Schedule
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Timetable
9：00～
10：40①

②
③
④
⑤
⑥

10：50～
12：30
13：20～
15：00
15：10～
16：50
17：00～
18：40
18：50～
20：30

Mon Tue Wed Thu Fri

経営学入門 経営学入門

経済学入門

アカデミック英語

Global Studies

キャリア・デザイン・
ワークショップ

経済学入門 アカデミック英語

入門演習

歴史学

グローバル
チュートリアル

キャンパスライフ
�日のスケジュールと過ごし方 CAMP US LIFE 

　  MY STYLE

Timetable Time Schedule
9：00～
10：40①

②
③
④
⑤
⑥

10：50～
12：30
13：20～
15：00
15：10～
16：50
17：00～
18：40
18：50～
20：30

Mon Tue Wed Thu Fri

労働経済学

マーケティング論

アカデミック英語Ⅳ 環境学

情報科学

国際開発論

アカデミック英語Ⅳ

多国籍企業論

専門演習Ⅰ

戦略経営論

09：30

10：50

12：30

13：20

15：00

朝食

授業

学食でランチ

授業

企業訪問に向けて
ミーティング

17：00 アルバイト

22：00 夕食

24：00 就寝

Time Schedule

07：30

09：00

10：50

12：30

15：30

起床

家を出る

授業開始

友達と昼食

授業終了

18：00 アルバイト

22：30 翌日の授業準備

24：30 就寝

坂井結香
国際経営学部3年
洗足学園高等学校（神奈川県）

ファース  サミュエル ／ 

国際経営学部2年
関東国際高等学校（東京都）

授業や学習環境など
自分らしさが叶う
キャンパスライフ

国際経営学部では様々な選択授業が用意さ
れているため、自分の興味に合わせて履修す
ることができます。また自習やグループワーク
に使える学部生専用の施設が複数あり、教授
や事務室の職員の方々は親身に相談に乗っ
てくれるので、勉強に集中しやすい環境が
整っています。学部内には学生団体がいくつ
もあり、自分の興味があることを仲間と作り上
げることができます。私は企業訪問を運営す
るCVSという団体に入って活動しています。私
のおすすめの過ごし方は、授業後に校内のス
ターバックスで飲み物を買い、ラウンジでみん
なと一緒に授業の予習・復習をすることです。
国際経営学部で自分なりの充実したキャンパ
スライフを、楽しく過ごしましょう！

助け合える仲間に
良い刺激を受けて
可能性を見つける日々

4号館にある国際経営学部生専用のラウンジ
を利用することで、多くの友達ができたため、
勉強面でも互いに助け合うことのできる仲間
と、有意義な大学生活を送ることができてい
ます。また、少人数制の英語の授業では留学
生と友達になることができ、週に１回以上は
電話をする仲になりました。海外に行かなくて
も、留学生と活発な交流ができるのは、留学
生比率の高い国際経営学部ならではの特色
ではないかと思います。他にも私たちの学部
には多くの学生団体が存在し、私もMANAと
いう広報団体に所属しています。自ら積極的
に行動する学生が多いため、毎日良い刺激を
受けながら、キャンパスライフを送ることがで
きています。新たな可能性を見つける大学生
活を皆さんも送りませんか。
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東野真依 

国際経営学部4年
大阪桐蔭高等学校（大阪府）

内田 彪 

国際経営学部4年
東洋高等学校（東京都）

留学経験
なし

66％

留学経験
あり

2020年11月実施のアンケート

34％大学入学までに
留学経験は
ありましたか

内田：最初は英語で行われる授業にハードルを感じてい
ましたが、英語の説明の後に日本語でもフォローをしてく
れるので、分からないことはそこで解決。また、先生が授
業後も残ってサポートしてくれます。
東野：もちろん、自分自身で行動することが大切。わから
ないことがあったら自分からアクションを起こすことが大
切だと思います。

アンケートでは�割以上の学生が
留学経験がないと回答。
�割以上の授業が英語で行われる
環境で、留学経験のない二人はど
うやって乗り越えてきたのか。

東野：1年生の夏休みにアメリカへ短期留学に行きまし
た。そこから、英語を読むスピードが速くなってきたことを
感じるようになりました。
内田：半年くらい経つと耳も慣れてきて、授業で使われる
専門的な言葉を知るにつれて、授業の内容がわかるよう
になってきましたね。

半年たった頃に英語力の
向上を実感

内田：僕は通学に往復4時間かかるので、それが大変で
した（笑）。でも、その通学時間を使ってプレゼン資料の
作成やレポートを作るなど隙間時間を活用しました。
東野：私は重要な活動に対して優先順位をつけて、バラ
ンスをとるようにしました。例えば、まずは睡眠を絶対6時
間とるというところから逆算して、スケジュールを組み立
てていました（笑）。ほかにも、ラウンジに行って友達と課
題をやったり、お互いに助け合いながらここまでなんとか
やってきました。

重要な活動に優先順位をつける

内田：この学部に入って、英語の必要性を身に染みて感
じています。日本で暮らしていると、英語が必要だと思う
機会がないのですが、日本語が全くできない友達もでき
て、英語の大切さを痛感しています。僕はそれが今の学
習のモチベーションになっています。
東野：英語力や専門知識の向上だけでなく、異なる背景
を持つ人たちと積極的に関わることって大事だと思いま
す。この学部に入って、多様性を理解することや寛容であ
ることなど、人間的な成長ができたと実感しています。

問題を乗り越え身についてきた力

DEVELOP YOUR POTENTIAL
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スタディルーム

FOREST GATEWAY CHUO

FOREST GATEWAY CHUO

FOREST GATEWAY CHUO

ACADEMIC
AREA

学修サポート

グローバル館

ラウンジ

コモンズ

アカデミックサポートセンター

国際経営学部では、学
生が有意義な大学生活
を送れるよう、快適かつ
機能的な学修環境「ア
カデミックエリア」を整
えています。

アカデミックターミナル

明るい照明に大きな机。テキストや資料を広げて学生同士でのグルー
プディスカッションに最適な空間です。また、ヒューマンネットワークを
広げる場としても機能し、教員も一緒に活発に交流するなど、多目的に
利用できます。

アカデミックターミナル

授業の予習や復習、レポート作成やプレゼンの準備など、大学では
個々が集中して取り組む作業もたくさん。自習室を上手に利用すること
で学習のリズムを作りましょう。

スタディルーム

時には勉強を離れ、コーヒーを片手にラウンジへ。まるで海外の大学を
思わせる落ち着いた空間で、友人たちと語り合える場です。電源コンセン
トも各所にあり、パソコンを使ってゆっくり調べものをすることもできます。

ラウンジ

２種類の照明と自由にレイアウト可能な机により、ゼミ活動がしやすいコモ
ンズ。窓からの眺望もよく、会話を楽しみながらグループワークができます。

コモンズ

学部横断的な学びを象徴する新たな教育研究施設。ダイバーシティ・
グローバルゾーンの中核として学生同士の交流を促すと同時に、あらゆ
る「知」が集合・発信される空間として機能します。

FOREST GATEWAY CHUO

（Global Gateway Chuo）

グローバルな教育研究を行う〈グローバル館〉と、オンキャンパスで教
育と生活が融合する〈国際教育寮〉にて日本人学生と留学生が交流を
促進、国際通用性を身に付ける施設となります。

グローバル館

国際経営学部での学習の基礎となる経営学や経済学、英語といった
正課授業と連携したプログラムを提供し、学習意欲の喚起、学びの定
着を支援していきます。授業への不安の解消、中長期留学の対策、異
文化交流など、様々な学生からの相談に対応していきます。

（通称：ASC「アスク」）
アカデミックサポートセンター
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入学して良かったこと

THE BEST
ABOUT

ENROLLING
IN THE

GLOMAC

MESSAGE
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