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message
40周年を超えて、その先へ
本学は来年、創立40周年を迎えます。
この間、創立者中山素平がめざした「グ
ローバルリーダーの育成」という大学の
ミッションを不 変の方針として、世界各
地からの学生を受け入れてきました。そ
して修了生も、世界各地で大いに活躍し
ています。
しかし学生構成は、当初の日本人中心か
ら、アジア・アフリカをはじめとする世界
各国からの留学生が中心になってきまし
た。日本という国で学びたい、しかし世界
標準の大学院教育を英語で受けたい、そ
んな日本の内外の学生の思いに応える
教育環境を整備してきたからでしょう。
そうした本学の蓄積を活かしつつ、われ
われは 教 育内容 のさらなる充 実を図っ
ています。今年は国際経営学研究科にデ
ジタルトランスフォーメーションプログ
ラムと国際社会起業家プログラム、来年
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Where the World Gathers
初代理事長
中山 素平

国際大学 学長
伊丹 敬之
は国際関係学研究科に国際公共政策プ
ログラム、という新しい修士プログラム
が開講されます。国際社会が要求する教
育ニーズの変化に対応するためです。
世界を学び、日本を学ぶ。それも本学の
教育の基本方針です。世界標準の理論を
学ぶ教育科目だけでなく、さまざまな分
野での日本の発展の論理を学べる科目
も充実させてきました。
われわれは40周年を超え、その先を目
指してさらなる発展を続けます。

国際大学（International University of
Japan 略称 IUJ）は、経 済界や政 府機関、
国際機関のリーダーによって、日本 初の全
ての 授 業 を英 語 で 行う大 学 院 大 学として
1982年に設立されました。
創立 以 来39年にわたり、政 治、経 済、経営
等に関する専門的な知識と技能を取得し、
かつ、世界が直面する諸課題に取り組むた
めの歴史的・文化的視野を培うことのでき
る学習と研究の場を提 供してきました。約
60カ国・地域から学生が集まり、優れた教
授陣が教育にあたるIUJ では、次の2つの
研究科で、修士課程と博士 後 期課程（国際
関係学研究科）を提供しています。
国際関係学研究科
Graduate School of International Relations
(GSIR）

理事長
槍田 松瑩

1976 年（財）国際大学設立準備財団
設立発起人代表（敬称略、肩書当時）
佐々木直（経済同友会代表幹事）
土光敏夫（日本経済団体連合会会長）
永野重雄（日本商工会議所会頭）
水上達三（日本貿易会会長）
中山素平（日本興業銀行相談役）
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学長メッセージ／国際大学（IUJ）について

国際経営学研究科
Graduate School of International Management
(GSIM）
IUJは、これまで141カ国・地域から4,800
人 以 上の修了生を輩出してきました。その
幅広い人的ネットワークは、学際的・実践的
研究を国内外の国際 機関、経 済界、政 府機
関等と協力して行う際に大いに役立ってい
ます。
2014年9月、日本社会のグローバル 化を
牽引する大学として、文部科学省「スーパー
グローバル大学創成支援事業」に選定され
ました。また、2018年2月、国際 経営学研
究科は、マネジメント教育の国際的な認証
評価機関であるAACSBより世界でも最高
水準 の 教 育を提 供する教 育機 関として認
証を取得しました。

IUJ
Hig
国際的評価

修士プログラム
返還不要

日本人向け奨学金
マンツーマン

キャリアサポート
多文化共生

キャンパス
グローバル

ネットワーク

帆を揚げよ、国際社会の大海原へ

ghlights
国際関係学研究科

ＩＭＦ, ＡＤＢ, ＪＩＣＡ
国際経営学研究科

奨学金プログラム指定校

ＭＢＡランキング日本 1 位

The Economist MBA ランキング 2021

授業料全額免除 日本人 最大 10 名
修了後 3 か月

就職率世界４位

P.8

The Economist MBA ランキング 2021

学生寮併設

P.7

P.26

50 か国の学生とのキャンパスライフ

P.28

世界的修了生ネットワーク
海外トップスクールでの交換留学
国際機関・企業との連携

P.6
P.20
P.23
IUJ ハイライト
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多文化環境で
培われる
思考法と交渉術

国際社会で働き、新興国の成長にかかわりたいと考えていた
時、大学の指導教官に勧められたのがIUJでした。
一期生として入学した国際開発学プログラムでは、欧米で最
先端の理論を学んだ教授陣と、世界各国からの留学生、アジア
各国政府や日本の優良企業からの派遣生に囲まれ、知的な刺
激を大いに受けました。
授業ではケースディスカッションやグループワークも多く取
り入れられ、留学生の多様な価値観とぶつかり合い、日本の常
識が通用するか、説得力ある解決方法をいかに論理的に展開
するかなど学びが多く、国際機関や政府機関との協業経験豊
富な教授陣からは、成功の秘訣を織り交ぜた実践的な経済開
発策も伝授いただきました。また、所属した秋田ゼミでは、先
生が係わる国連研究プロジェクトのリサーチアシスタントを
務めた他、国連大学でのインターン、学会誌への修士論文発表、
ゼミ生同士の交流など幅広い経験を積む充実した日々の中で、
真っ新な状態から文献を解明していく方法論や思考法、多様
な人との交渉術などが身に付き、ビジネスの現場で大いに役
立っています。
教授と試験日程の変更を交渉する学生など、留学生たちから
受けたカルチャーショックは数えきれませんが、各国料理を
ふるまい合ったり、学園祭でインドネシアの民族衣装をまとっ
て踊ったり、地域の伝統行事や山登り、スキー、BBQ に参加し
たりと、楽しい時間を共有することで築いた世界各地の同級

玉井

（山田）

雪乃（日本）

生との関係は今も続き、現地取材や情報の入手の際は助かっ
ています。

大和証券株式会社

修了後は大和総研にエコノミストとして採用され、新興国市

国際開発学プログラム
1997年修了

駐在も経験。IUJ で出会った夫との間に二人の子宝も授かり、

場の分析を担当しました。その後、シンガポールなどでの海外
充実した日々を過ごしてきました。現在はチーフ ESG ストラ
テジストとして、世界の SDGs/ESG 投資の分析・情報発信を
担当し、大きなやりがいを感じています。
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修了生メッセージ

sage
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修了生メッセージ

mni
多様性の可能性を
解き放つ

1921 年の創業から 100 年、テルモ株式会社は医療機器の製
造やサービスの提供をグローバルに展開しています。私は現
在、米国コロラド州に本部を置く、テルモの子会社、Terumo
BCT, Inc.（TBCT）に在籍し、親会社であるテルモとの円滑な
コミュニケーションを図るコーディネーター役として、事業
戦略の策定に携わっています。
多くのグローバル企業が直面するチャレンジの一つに文化の
違いへの対応があります。TBCT はアメリカで 2 人の起業家
が立ち上げた会社で、2011 年に日本企業であるテルモの子
会社となりました。やはり、両者の文化には違いが存在します。
そして、それは、一般的に言われる、日本はハイコンテクスト、
米国はローコンテクストの文化というマクロレベルの違いだ
けで説明できるものではありません。個人レベルでは、経験や
文化は一様ではないため、同じ課題に対しても、異なった見方
とアプローチ、コミュニケーションを取ることが多く、ステレ
オタイプな考え方だけでは対応できません。この複層的な
ギャップを埋めるために、常に双方がどのような価値観や考え
方を持っているのかを理解し、お互いにとって最適な解を導き
出せるようにガイドすることを大切にしています。
コーディネーターの役割を担う中で、国際大学での経験が活
かされていると感じます。約 60 カ国・地域から政府関係者や
企業人などさまざまなキャリアを持った人々が学ぶ国際大学
は、違いを受け入れ、ダイバーシティやインクルージョンの大
切さを理解することが自然とできる環境です。日々の学業や
生活を通して、ひとつの物事を多角的に、異なる目線で理解す
る能力を構築することができるはずです。
技術革新で世界はより一層つながります。その社会において
は、違いを大切にできる能力が何より重要になるのではない
でしょうか。国際大学での学びが、みなさまの目指す未来の礎
になると信じています。

沼田

一（日本）

Terumo BCT, Inc.
MBA1年制プログラム
2014年修了

修了生メッセージ
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出身国 / 地域

在学生 2021年5月1日現在
修了生 2021年7月1日現在

東欧･ロシア・中央アジア
在学生 : 35名
修了生 : 291名

西欧・北欧

在学生 : 2名
修了生 : 96名

アジア
在学生 : 201名
修了生 : 2,649名

北米

1名
在学生 :
修了生 : 175名

日本
15名
在学生 :
修了生 : 1,138名

中東

在学生 : 11名
修了生 : 99名

中南米

アフリカ

在学生 : 4名
修了生 : 61名

オセアニア

在学生 : 28名
修了生 : 332名

在学生 : 3名
修了生 : 26名

在学生
合計300名
男性 172名
女性 128名

53カ国・地域

合計4,867名

GSIR 208名
GSIM 92名

アジア 201名（18カ国）
インド（5）インドネシア（17）韓国（1）カンボジア（1）
スリランカ（17）タイ（8）中国（4）ネパール（14）パキスタン（11）
バングラデシュ（8）東ティモール（4）フィリピン（16）ブータン（4）
ベトナム（18）マレーシア（5）ミャンマー（41）モンゴル（15）
ラオス（12）
オセアニア 3名（3カ国）
ソロモン諸島（1）ツバル（1）バヌアツ（1）
東欧･中央アジア 35名（5カ国）
ウズベキスタン（15）カザフスタン（2）キルギス（11）ジョージア（1）
タジキスタン（6）
中東 11名（5カ国・地域）
アフガニスタン（5）イラン（2）シリア（1）トルコ（2）パレスチナ（1）
アフリカ 28名（15カ国）
エスワティニ（2）エチオピア（4）ガーナ（3）コンゴ民主共和国（2）
ザンビア（1）シエラレオネ（2）ジンバブエ（1）ソマリア（2）
トーゴ（1）ナイジェリア（2）ブルキナファソ（1）ボツワナ（1）
マリ（2）モロッコ（1）南アフリカ（3）
西欧・北欧 2名（2カ国）
スイス（1）フランス（1）
北米 1名
アメリカ（1）
中南米 4名（3カ国）
ニカラグア（1）ブラジル（1）メキシコ（2）
日本 15名

修了生
男性 3,433名
女性 1,434名

141カ国・地域
GSIR 2,874名
GSIM 1,993名

アジア 2,649名（22カ国・地域）
インド（178）インドネシア（606）韓国（31）カンボジア（94）シンガポール（19）
スリランカ（89）タイ（195）台湾（17）中国（211）ネパール（65）パキスタン（40）
バングラデシュ（129）東ティモール（3）フィリピン（185）ブータン（14）ブルネイ（1）
ベトナム（197）香港（11）マレーシア（86）ミャンマー（269）モンゴル（117）ラオス（92）
オセアニア 26名（8カ国）
オーストラリア（7）サモア（1）ソロモン諸島（2）ツバル（2）ニュージーランド（2）
バヌアツ（2）パプアニューギニア（3）フィジー（7）
東欧･ロシア･中央アジア 291名（21カ国）
アゼルバイジャン（3）ウクライナ（2）ウズベキスタン（124）エストニア（1）
カザフスタン（15）キルギス（74）ジョージア（1）セルビア（2）タジキスタン（26）チェコ（3）
トルクメニスタン（3）ハンガリー（3）ブルガリア（10）ベラルーシ（1）ポーランド（2）
ボスニア･ヘルツェゴビナ（2）モルドバ（1）ラトビア（1）リトアニア（1）ルーマニア（10）
ロシア（6）
中東 99名（12カ国・地域）
アフガニスタン（43）アラブ首長国連邦（1）イエメン（1）イラク（2）イラン（4）クウェート（1）
サウジアラビア（1）シリア（2）トルコ（33）パレスチナ（2）ヨルダン（7）レバノン（2）
アフリカ 332名（44カ国）
アルジェリア（1）ウガンダ（5）エジプト（13）エスワティニ（2）エチオピア（19）
エリトリア（1）ガーナ（60）ガボン（2）カメルーン（3）ガンビア（2）ギニア（1）ケニア（28）
コートジボワール（8）コンゴ共和国（1）コンゴ民主共和国（3）サントメ・プリンシペ（1）
ザンビア（14）シエラレオネ（6）ジブチ（2）ジンバブエ（8）スーダン（8）セイシェル（1）
赤道ギニア（3）セネガル（8）ソマリア（1）タンザニア（25）チャド（2）中央アフリカ（1）
チュニジア（5）ナイジェリア（14）ニジェール（2）ブルキナファソ（5）ブルンジ（2）
ボツワナ（4）マダガスカル（5）マラウイ（4）マリ（3）南アフリカ（18）南スーダン（1）
モーリタニア（4）モザンビーク（13）モロッコ（17）リベリア（5）レソト（1）
西欧・北欧 96名（14カ国）
アイルランド（2）イギリス（33）イタリア（9）オランダ（2）ギリシャ（2）スイス（1）
スウェーデン（1）スペイン（3）スロバキア（1）デンマーク（4）ドイツ（12）ノルウェー（5）
フィンランド（1）フランス（20）
北米 175名（2カ国）
アメリカ（133）カナダ（42）
中南米 61名（17カ国）
アルゼンチン（3）エクアドル（6）エルサルバドル（2）グアテマラ（1）コスタリカ（2）
コロンビア（4）ジャマイカ（1）チリ（2）ドミニカ（2）バルバドス（1）ブラジル（14）
ベネズエラ（6）ペルー（6）ボリビア（1）ホンジュラス（1）ニカラグア（1）メキシコ（8）
日本 1,138名
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出身国 / 地域

奨学金

2022 年

奨学金革命
授業料全額免除 日本人 最大１０名
（2021 年実績 1 名）

もっと多くの日本人に奨学金を
日本国内で返還不要の奨学金を受給している日本人学生はごくわずか。十分な能力がありながら、経済的理由で進学を断念する日本人は多い。
国際大学は、2022 年、日本人入学者最大 10名の授業料全額を免除するため中山素平記念奨学金を大幅に拡充。
世界中から集まる仲間と学び、国際社会の舞台を目指す日本人学生を全力で応援します。

中山素平記念奨学金（給付）
国際大学中山素平記念奨学金は、異文化への理解と共感、また地域社会・日本社会の良き理解者として、国際社会のリーダーとなって活躍する
ことが期待される学生に奨学金を給付することによって修学を援助し、人材の育成に資することを目的とする IUJ 独自の奨学金です。

対象者：私費学生（国籍、年齢、プログラムを問わず）

学費P.31参照

グレード

年間授業料

入学金

生活費／月

Nakayama 100 プレミアム

免除

25万円減額

5万円+寮費免除

Nakayama 100 A

免除

25万円減額

―

Nakayama 100

免除

―

―

Nakayama 90

9割減額

―

―

Nakayama 70

7割減額

―

―

Nakayama 50

5割減額

―

―

Nakayama 30

3割減額

―

―

Nakayama 同窓会
募集時期は入学後

―

―

5～10万円

（2年次の9月から
翌年6月までの10か月間）

グレード ： 入試時の成績と志願者の財政状況を勘案して決定

Student Voice

古閑

修希

日本・グローバル開発学プログラム
受給奨学金：
Nakayama 90 ＋ Nakayama 同窓会
経済的な理由で進学を諦める人がいた

申請可能外部奨学金（貸与）
：

ら中山奨学金を紹介したいです。学業

独立行政法人日本学生支援機構奨学金

を続けたいという強い意志を持つ学生

公益財団法人山口育英奨学会奨学金

を支える IUJ の奨学金です。私もこの奨
学金のおかげで学業を継続し、描いてい
た自分に近づけています。

奨学金情報の詳細は IUJ ウェブサイトにてご確認いただけます。

https://www.iuj.ac.jp/jp/admis/scholarship/

奨学金情報
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GSIR

Programs
修士課程

国際関係学プログラム ≪国際関係学／政治学≫
国際開発学プログラム ≪国際開発学／経済学≫
公共経営・政策分析プログラム ≪公共経営学／公共政策学≫
日本・グローバル開発学プログラム ≪国際関係学／国際開発学／経済学／公共経営学≫
国際公共政策プログラム（1 年制）≪国際公共政策≫

博士後期課程

国際関係学クラスター ≪国際関係学≫
経済学クラスター ≪経済学≫
公共経営学クラスター ≪公共経営学≫

国際関係学研究科

Graduate School of Interna�onal Rela�ons

国際経営学研究科

Graduate School of Interna�onal Management

Programs
修士課程

ＭＢＡプログラム ≪経営学≫
ＭＢＡ１年制プログラム ≪経営学≫
日本・グローバル開発学プログラム ≪経営学≫
デジタルトランスフォーメーションプログラム（１年制）≪デジタル経営学≫
国際社会起業家プログラム ≪社会起業経営学≫

GSIM
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アカデミック プログラム

GSIR Graduate School of International Relations

国際関係学プログラム

International Relations Program

地球規模の問題解決に貢献する実務家・研究者を養成
国 際 関 係 学 プ ロ グ ラ ム（IRP：International Relations

加えて本プログラムでは様々な選択科目を提供していま

Program）は、国際関係学（IR：International Relations）

す。IR 専攻学生は、自己の関心に沿うテーマや地域に

と政治学（PS：Political Science）の二つの学位を提供

関する科目を選択することで、高度に専門的な最新の国

します。

際関係上の知識を吸収し、複雑で変化の激しい国際関
係の事象を的確に捉える力を養います。PS 専攻学生は、

必修科目の履修を通して、IR 専攻学生は、国際関係上

国際関係論や国際政治経済などの科目を選択すること

の諸問題を理解するために必須となる基本的な概念と

で、幅広い政治学の知識を得ることができます。

理論、経験的知識や分析能力の獲得を、PS 専攻学生は、
比較政治、政治制度、政治理論、方法論などを学び、政

本プログラムの修了生は、その専攻にかかわらず、地球

治学における諸問題を分析する方法論的スキルの獲得を

規模の様々な課題を分析し、それを解決する政策を立案

目指します。

する能力を有する人材となることが期待されています。

カリキュラム
1 年目
秋学期

2 年目

冬学期

春学期

秋学期

冬学期

修了要件
春学期

修士（国際関係学）
または 修士（政治学）

必修科目：16 単位

40 単位 & 修士論文
または 44 単位 & 研究レポート

選択科目：18（22）単位
特別演習（論文指導）：6 単位

IR 必修科目

PS 必修科目

・比較政治論

・応用計量経済学または計量経済学

・対外政策決定論

・比較政治論

・国際関係史

・地方自治体と公共サービス

・国際人権論：文化、ジェンダー、平等

・政治制度とガバナンス

・国際機構論

・政治理論

・国際政治経済論

・行政学

・国際政治学

・リサーチ方法論

・デジタル化世界の国際安全保障

・統計学

選択科目（IRP 開講科目）
・アメリカ対外政策論

・国際法

・日本の安全保障政策

・開発政策・プログラムの分析

・日本の国際関係と外交政策

・日本の財政と行政

・中国外交論

・ユーラシアにおける国際関係

・世界の中の近代日本

・異文化コミュニケーション論

・中東における国際関係

・戦後の日本経済

・外交と国家

・アフリカ開発の課題

・戦後の日本政治

・環境・持続可能な開発と人間の安全保障

・日本の開発協力の実践

・公共セクターの人的資源管理論

・基礎経済学

・日本政府と政治

・難民・移民と人間の安全保障

・国際市民社会論：市民と民主主義

・日本の国際協力政策

・安全保障と戦略：国家と国際関係からの視点

・グローバル・イシュー

Ricard o B

or

リカルド ボルジェス フェロ フォルテス（ブラジル）
g

前所属

es
Fe
rr o F

o r tes (B

ブラジリア大学 国際関係学部

IRP 特色

多様な背景を持つ教員と学生が様々なアプローチで課題に取り組むため、複雑な社会
問題をグローバルな視点で理解できます

研究テーマ

持続可能な開発（水、エネルギー、食料）とダム建設：アマゾン流域と大メコン圏の
比較研究

おススメの授業

ra

zi

l)

IRP
Student

IUJ 修了後

開発政策・プログラムの分析（加藤 宏 先生）
ディスカッションを多く取り入れ、各国の実情を共有しながら学ぶことができます
博士課程に進み、研究者としてのキャリアを目指します

国際関係学プログラム
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国際開発学プログラム

International Development Program

理論と実証に基づき経済政策・公共政策の立案・実行を担う次世代の実務家を育成
国際開発学プログラム
（IDP：International Development

ける専門知識を修得するために最新の理論と分析手法を

P r o g r a m ）では、 国 際 開 発 学（ I D：I n t e r n a t i o n a l

学び、それを現実問題に応用できる能力を養成します。

Development）と経済学（ECO：Economics）の２つの専
門分野における教育を提供しており、学生は自己の関心・目

IDP はまた特別プログラムとして、マクロ経済政策プ

的に応じていずれかを選択することができます。

ロ グ ラ ム（MPP：Macroeconomic Policy Program） を
提供しています。MPP は、IMF（国際通貨基金）奨学

国際開発学は、開発途上国の重要な政策課題を分析する

生である中央銀行や財務省、国際機関・民間金融機関な

ための経済理論や統計手法を体系的に修得することによ

どで働く職業人に対して、マクロ経済学を中心としたト

り、社会的・経済的開発に向けた経済政策、公共政策を

レーニングを提供するプログラムです。学生は経済理論

策定し実行できるリーダーの育成を目指します。経済学

に基づき、マクロ経済と財政政策、中央銀行と金融政策、

では、財政政策や国際金融を含むマクロ経済学、および

金融市場と規制緩和等、現実を取り巻く様々な課題につ

環境政策や労働・医療経済学等のミクロ経済学分野にお

いて学びます。

カリキュラム
1 年目
秋学期

2 年目

冬学期

春学期

秋学期

冬学期

修了要件
春学期

修士（国際開発学）
または 修士（経済学）

必修科目：16 単位（ID）/ 14単位（ECO）
選択科目：18（22）単位（ID）/ 20（24）単位（ECO）
特別演習（論文指導）：6 単位

40 単位 & 修士論文
または 44 単位 ＆ 研究レポート

IDP 必修科目
・開発経済学（ID）

・マクロ経済学 Ⅰ：所得理論

・ミクロ経済学 Ⅰ：価格理論

・計量経済学

・マクロ経済学 Ⅱ：景気循環と成長理論

・ミクロ経済学 Ⅱ：戦略的行動と情報分析

・国際貿易論（ID）

・経済経営数学（ECO）

・統計学

選択科目（IDP 開講科目）
・農業開発と資源収入管理

・グローバルマーケットセミナー

・日本の教育システム

・開発政策・プログラムの分析

・産業組織論と政策分析

・労働経済学

・ビジネス・プレゼンテーション

・所得格差と貧困：測定と応用

・マクロ経済モデル分析論

・費用便益分析

・制度・戦略的行動と経済発展

・金融経済論と政策分析

・クロスセクション・パネルデータ分析

・国際経済論

・開発途上国の金融政策

・開発経済学

・国際金融論

・政策評価論

・環境・医療経済学

・アフリカ開発の課題

・財政学

・進化する開発パラダイムと国際開発機関の援

・日本の企業金融と日本の金融システム

・公的予算と財務

・日本の国際協力政策

・リサーチ方法論

・日本の財政と行政

・時系列分析

助政策の変遷
・金融市場と金融規制

IDP
Student

P al o m a M

ar

パロマ マリア グアダムス ベルムーデス（ニカラグア）
ia

前ポジション

Gu
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a m uz Ber mu
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agua)
国際開発学プログラム

Ni
z(
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IDP 特色
研究テーマ
おススメの授業

IUJ 修了後

管理・財務アシスタント
経済の分析力や社会経済問題に対する計量経済学的理解が高まります
高等教育が女性の結婚・出産に及ぼす影響に関する考察
クロスセクション・パネルデータ分析（ワン チュン イー 先生）
社会・経済・保健の問題を分析する経済的スキルが身に付く、先生の経験が反映され
た授業
統計学・経済学のスキルが求められる研究機関で働きたいです

GSIR Graduate School of International Relations

公共経営・政策分析プログラム

Public Management and Policy Analysis Program

国際化・デジタル化に対応しうる公共・非営利部門の次世代リーダーを育成
公共経営・政策分析プログラム
（PMPP：Public Management

政策分析入門、ミクロ経済学、公共政策プロセス、統計

and Policy Analysis Program）は、公共経営学（PM：Public

学、計量経済学等の科目に加え、公共経営学専攻の学生

Management）と公共政策学（PP：Public Policy）
の二つ

は、公共組織経営、行政学、公的予算と財務といった科

の学位を提供しています。

目の履修を通じて、より良い公共サービス提供のために
必要な理論・学術的知見の獲得を、公共政策学専攻の学

「科目履修」と「修士論文または研究レポートの作成」

生は、費用便益分析、政策モデリング入門、政策評価論

からなるカリキュラムは、公共経営や政策に関する幅広

といった科目の履修を通じて、公共政策の策定や履行に

い領域を網羅するよう編成されています。公共部門で必

求められる専門知識の獲得を目指します。修士論文また

要とされる知識とスキルを有し、優れたマネジメント力

は研究レポートでは、公共経営・政策に係る研究の問い

を発揮する人材の育成を目指します。

を設定し、それに対する解答を導き出すことが求められ
ます。

カリキュラム
1 年目
秋学期

2 年目

冬学期

春学期

秋学期

冬学期

修了要件
春学期

修士（公共経営学）
または 修士（公共政策学）

必修科目：16 単位

40 単位 & 修士論文
または 44 単位 & 研究レポート

選択科目：18（22）単位
特別演習（論文指導）：6 単位

PMPP 必修科目
・（応用）計量経済学

・公共組織経営（PM）

・公的予算と財務（PM）

・費用便益分析（PP）

・ミクロ経済学 Ⅰ：価格理論

・公共政策プロセス

・政策分析入門

・政策評価論（PP）

・統計学

・政策モデリング入門（PP）

・行政学（PM）

選択科目（PMPP 開講科目）
・事例研究手法

・公的部門のリーダーシップ

・公共セクターの人的資源管理論

・環境政策と災害管理

・地方自治体と公共サービス

・公共組織論

・産業組織論と政策分析

・マクロ経済学 Ｉ：所得理論

・官民連携論

・情報政策管理

・経済経営数学

・リサーチ方法論

・日本の財政と行政

・政治制度とガバナンス

・サーベイ・データと因子分析

・日本政府と政治

PMPP
Student

アンワール ファイズ ビン オスマン（マレーシア）

Anwar Fa
iz B
i

所

属

マレーシア スランゴール州政府

アシスタント・オフィサー

n

Ot
hm

PMPP 特色

an (Malays

研究テーマ
おススメの授業

ia)

IUJ 修了後

公共管理と政策分析の包括的な知識が得られ、政治・経済・文化を異にする多国籍の
学生同士、各国の行政形態を共有できる類稀な環境です
ASEAN 諸国における失業率と自殺率の相関関係
政策評価論（陣内 悠介 先生）
計量経済学モデルを用いた政策評価の習得へ導く、先生の幅広い知識と優れた教授法
優れた政策立案者となり、マレーシアの発展に貢献したい

公共経営・政策分析プログラム
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New Program

国際公共政策プログラム（1年制） International Public Policy Program
JICA との連携による政府機関幹部候補生向け 1 年制ミッドキャリア・プログラム
国際公共政策プログラムは、国際大学が国際協力機構

的に見直し、深めることになります。また、最終学期に

（JICA）との連携事業として設置した１年制のミッド

あたる夏季期間には集中講義が用意されており、そこで

キャリア・プログラムであり、アジア・大洋州をはじめ

は、世界の経済・政治・環境がこれからどう移り変わっ

とする世界各国の若手・中堅の外交官や政府省庁職員な

ていくか、また新たな課題にどう対処していくのかなど

どを対象としています。

といった問題について、長期的・歴史的・多面的に考え、
議論する機会を与えられます。

学生は、それぞれのバックグラウンドと将来のキャリ
ア・プランに応じて、「国際問題」もしくは「公共政策」

このように、本プログラムは、公的セクターに働く若手・

いずれかのコンセントレーションを選択します。国際関

中堅人材が、堅固な知識を獲得するだけでなく、国際的

係論や公共政策学の基本を集中的に学ぶと同時に、それ

な諸課題について長期的・多面的な視点から考える力を

ぞれの専門分野と関心に応じて、大学が提供する幅広い

養うようにデザインされたプログラムです。

科目から選択的に履修する機会が与えられます。学生
は、それまでに蓄積してきた実務経験を振り返って体系

カリキュラム
秋学期

冬学期

春学期

夏季期間

修了要件

選択科目：30 単位（ベーシック 10 + その他選択 20）

修士（国際公共政策）
32 単位 & 研究レポート

特別演習（論文指導）：2 単位

選択科目
ベーシック
・国際人権論：文化、ジェンダー、平等

< 夏季 キャップストーンコース >

・国際機構論

・アジアと世界

・国際政治学

・これからの国際政治

・政策分析入門

・新時代の地政学

・ミクロ経済学 Ｉ：価格理論

・資本主義の行方

・公共政策プロセス

・現代中国論

・安全保障と戦略：国家と国際関係からの視点
・統計学

国際問題
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公共政策

・比較政治論

・費用便益分析

・外交と国家

・計量経済学

・環境・持続可能な開発と人間の安全保障

・環境政策と災害管理

・基礎経済学

・情報政策管理

・対外政策決定論

・政策モデリング入門

・国際関係史

・公的部門のリーダーシップ

・国際法

・地方自治体と公共サービス

・国際政治経済論

・公共組織経営

・デジタル化世界の国際安全保障

・政治制度とガバナンス

・難民・移民と人間の安全保障

・官民連携論

国際公共政策プログラム

GSIR Graduate School of International Relations

博士後期課程

PhD Program

博士後期課程では、時代の潮流を見通す長期的なビジョン

方を対象に、研究者養成のみならず国際舞台で活躍でき

と多様な価値観を認識・理解できるグローバルな視野を

る、そして実務での経験のみならず学術的理論と技能を

有し、かつ国際社会が抱える広範囲で多様な課題に対し

具有した高度専門的職業人を養成していきます。

て自立して研究活動を行い、また高度に専門的な業務に

博士後期課程では、既存の国際関係学研究科修士課程の

従事するために必要な研究能力及びその基礎となる豊か

「国際関係学プログラム」、
「国際開発学プログラム」、
「公

な学識を備えた人材を養成することを目的としています。

共経営・政策分析プログラム」の専門性を更に深化させ

国際機関・公的機関、諸外国政府、研究機関等の行政官

た次の三つのクラスターからなる教育研究体制を構築し

や専門職員、そして将来世界で活躍したいと考えている

ています。

国際関係学クラスター

経済学クラスター

公共経営学クラスター

【授与学位：博士（国際関係学）】

【授与学位：博士（経済学）】

【授与学位：博士（公共経営学）】

安全保障など複雑性を増している国際関係学

数理・統計的分析手法を包含した経済学の高

公共経営学の高度な研究能力及び専門的な学

の高度な研究能力及び専門的な学識を有する

度な研究能力及び専門的な学識を有する研究

識を有する研究者又は、そのような研究能力

研究者又は、そのような研究能力と学識を有

者又は、そのような研究能力と学識を有し国

と学識を有し国際機関や行政機関で効率的な

し国際機関や行政機関で外交や安全保障政策

際機関や行政機関その他の組織体において経

経営管理などの業務に従事する高度専門的職

の立案・執行などの業務に従事する高度専門

済開発・経済政策に関連した業務に従事する

業人を育成します

的職業人を育成します

高度専門的職業人を育成します

課程修了・学位授与の条件
「必修科目」及び「博士論文特別演習（研究指導科目）」の区分により編成される。科目の履修は、博士の学位にふさわ
しい高度な専門知識と学識の修得及び研究遂行能力の醸成を目的とする。博士論文特別演習は、博士論文執筆のための
指導を目的とする。
① 必修科目：6 単位（3 科目）
国際関係学クラスター

経済学クラスター

公共経営学クラスター

・国際関係論の諸理論特論（１年次秋）

・マクロ経済学特論（１年次秋）

・公共経営学特論（１年次秋）

・国際政治経済学特論（１年次冬）

・ミクロ経済学特論（１年次冬）

・政治とガバナンス特論（１年次冬）

・人権とグローバル・ジャスティス特論（１年次春） ・計量経済学特論（１年次春）

・公共政策プロセス特論（１年次春）

② 博士論文特別演習（研究指導科目）：9 単位（3 科目）
・博士論文特別演習Ⅰ（１年次通年）

・博士論文特別演習Ⅱ（２年次通年）

・博士論文特別演習Ⅲ（３年次通年）

③ 博士候補認定試験
博士後期課程１年次終了時に行われる博士候補認定試験において合格すること。不合格の場合は、再度翌年受験ができる

④ 学位論文審査・最終試験
研究論文１編以上が査読付学術誌において掲載が受理された上で博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格すること
※博士後期課程における研究指導スケジュールの詳細は、ウェブページ（https://www.iuj.ac.jp/phd1/phd/index.html）をご参照ください。

Preechay
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前所属
PhD 特色

ランシット大学（タイ）国際政治経済・開発学部講師
多文化な学術環境での高度な演習と研究。柔軟で確かな分析力と学際的知識が得られる
包括的な博士課程

研究テーマ

日本の対タイ文化外交：エージェント＝構造関係による分析

IUJ 修了後

東南アジアの文化機関に関する研究を続けていきたいです

d

)

PhD
Student

博士後期課程
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GSIR

教員紹介

★博士後期課程担当教員

国際関係学プログラム
教授

教授

名古屋大学
経済学博士号（1996）

ハーバード大学
ケネディ行政学院（米国）
行政学修士号（1988）

クーレイ ナーワーラゲ S ★

担当科目：基礎経済学、国際政治経済論、マ
クロ経済モデル分析論

加藤 宏

担当科目：国際機構論、日本の国際協力政策、
開発政策・プログラムの分析、アフリカ開発
の課題

講師

教授

慶應義塾大学大学院
政策・メディア博士号（2015）

オーストラリア国立大学
政治学・国際関係学博士号（2000）

担当科目：比較政治論、中国外交論、ユーラ
シアにおける国際関係

担当科目：対外政策決定論、国際政治学、グロー
バル・イシュー、外交と国家、安全保障と戦略：
国家と国際関係からの視点

教授

教授

創価大学大学院
経済学博士号（2012）

シカゴ大学大学院（米国）
政治学博士号（2006）

担当科目：戦後の日本経済、国際経済論、日
本の財政と行政

担当科目：国際人権論：文化、ジェンダー、平等、
国際市民社会論：市民と民主主義、現代日本
における社会問題：モダンとポストモダン

教授

教授

ジョンズ ホプキンス大学（米国）
国際関係学博士号（1994）

フレッチャー法律外交大学院（米国）
修士号（1988）

担当科目：国際関係史、アメリカ対外政策論、
戦後の日本政治、日本の国際関係と外交政策

担当科目：デジタル化世界の国際安全保障、
日本の安全保障政策

マチケナイテ ヴィダ★

中村 治★

信田 智人★

ミョー マウン アウン★

佐治 幹英★

山口 昇

国際開発学プログラム
教授

准教授

コーネル大学（米国）
応用経済学博士号（2009）

ノースカロライナ州立大学（米国）
経済学博士号（2009）

担当科目：ミクロ経済学Ⅰ：価格理論、開発
経済学、制度・戦略的行動と経済発展

担当科目： マクロ経済学Ⅰ：所得理論、上級
マクロ経済学：政策分析、時系列分析

准教授

准教授

ロチェスター大学（米国）
経済学博士号（2013）

ノースカロライナ州立大学（米国）
経済学博士号（2013）

担当科目：統計学、労働経済学、日本の教育
システム、政策評価論

担当科目：経済経営数学、国際貿易論、開発
政策とグローバル化

後藤 英明★

陣内 悠介★
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准教授

リン チンヤン

講師

タン チェン ダウ

★

★

ウィスコンシン大学マディソン校（米国）
経済学博士号（2010）

ニューサウスウェールズ大学（豪州）
経済学博士号（2016）

担当科目：金融経済論と政策分析、マクロ経
済学Ⅱ：景気循環と成長理論、開発途上国の
金融政策

担当科目：ミクロ経済学Ⅱ：戦略的行動と情
報分析、費用便益分析、産業組織論と政策分
析

教授

講師

東京大学
農業経済学博士号（1996）

ニューサウスウェールズ大学（豪州）
経済学博士号（2013）

担当科目：財政学、農業開発と資源収入管理、
進化する開発パラダイムと国際開発機関の援助
政策の変遷、グローバルマーケットセミナー

担当科目：計量経済学、応用計量経済学、ク
ロスセクション・パネルデータ分析、環境・
医療経済学

臼井 則生

ワン チュン イー（ジェニー）★

特任教授

有吉 章
オックスフォード大学（英国）
経済学博士号（1981）
担当科目：国際金融論、金融市場と金融規制

公共経営・政策分析プログラム
講師

チョン

教授

ジウォン

リム スンフ

★

アリゾナ州立大学（米国）
行政政策学博士号（2020）

フロリダ州立大学（米国）
行政学博士号（2015）

担当科目：公共セクターの人的資源管理論、
公的部門のリーダーシップ、リサーチ方法論

担当科目：公的予算と財務、公共政策プロセス、
環境政策と災害管理

講師

准教授

マウリヤ ダヤシャンカー

★

パーク フン ミョン

★

シンガポール国立大学（シンガポール）
政治学博士号（2013）

インディアナ大学ブルーミントン校（米国）
公共政策学博士号（2007）

担当科目：官民連携論、公共組織経営、事例
研究手法

担当科目：政策分析入門、情報政策管理、政策モ
デリング入門、サーベイ・データ分析

教授

山田 恭平

★

イェール大学（米国）
政治学博士号（2013）
担当科目：地方自治体と公共サービス、日本
政府と政治、政治制度とガバナンス

GSIR 教員紹介
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MBA プログラム

MBA Program

新興市場の波をとらえ、国際競争をリードする
日本初のアメリカ型 MBA プログラムを提供するビジネ
ススクールとして、国際経営学研究科は 1988 年の開設
以来、日本と世界のビジネスの架橋という課題に向き
合ってきました。その結果、日本人、外国人を問わず、
数多くの IUJ 修了生が企業のグローバル展開に欠くこと
のできない人材として組織の中核を担っています。急速
に変化するビジネス環境を牽引するための厳選された最
先端の知見を多様な学生に伝えてきた IUJ の MBA プロ
グラムは、英「エコノミスト」誌 MBA 世界ランキング
トップ 100 校の中に幾度となく選出され、2018 年には
世界的なビジネススクールの認証機関である AACSB の
認証も取得した国際的に認められた存在です。

フォーメーションや第４次産業革命がビジネスにもたら
す影響の大きさを踏まえ、技術革新とマネジメントの関
係性について理解を深める授業の拡充を図っています。
これらの実践的な知識やスキルを社会の持続可能な成長
と発展に利活用し、社会的責務を果たすことのできるビ
ジネスリーダーを育成するカリキュラムを提供します。
必修科目中心の 1 年次は、グローバルリーダーシップや
新興市場といったカリキュラムの柱となるテーマをケー
ス・スタディ形式で学びます。事例はアジア、中南米、
アフリカも含み、先進諸国にとどまりません。また、グ
ループワークの機会が多く、多国籍なメンバーと議論を
重ねる過程で、実践的な異文化コミュニケーション能
力と多国籍チームを率いるリーダーシップが涵養されま
す。１年次の最終学期から２年次にかけては、それぞれ
のキャリアゴールを念頭に置いた選択科目を履修し、各
分野の教員の指導の下、専門性を磨きます。

MBA のカリキュラムは、近い将来の世界の経済成長予
想を踏まえ、急成長する新興市場で国際的な競争優位性
を獲得するための知識、スキル、そしてマインドセット
を学ぶことに主眼を置きます。また、デジタルトランス

カリキュラム
1 年目
秋学期

2 年目

冬学期

春学期

秋学期

冬学期

修了要件
春学期
修士（経営学）

必修科目：19 単位

40 単位 & 修士論文

選択科目:15（19）単位

または 44 単位 & 研究レポート

特別演習（論文指導）：6 単位

MBA 必修科目
・財務会計学

・データ分析によるビジネス支援

・国際経営論

・マーケティング・マネジメント

・管理会計学

・組織行動論

・企業の社会的責任（CSR）論

・オペレーションズ・マネジメント

・企業財務

・経営戦略

選択科目
・財務諸表と経営分析

・国際金融論

・デジタルプラットホームとデジタルビジネスモデル

・情報政策管理

・公共組織経営

・データ管理とモデリング

・リサーチ方法論

・Python によるデータ分析

・ビッグデータ分析

・基礎経済学

・ポートフォリオ・マネジメント

・ビジネスのための人工知能

・クロスセクション・パネルデータ分析

・起業とベンチャーファイナンス

・デジタル産業の世界的展望

・環境政策と災害管理

・持続可能な世界のための財務管理

・日本社会のデジタル・トランスフォーメーション

・マクロ経済学 Ｉ：所得理論

・ファイナンスとフィンテック

・日本の産業発展

・計量経済学

・クオンツ投資運用と財務データ分析

・日本の中小企業

・応用計量経済学

・派生商品とリスク管理

・日本のものづくり経営

A s a mi
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MBA
Student

愛紗実（東日本旅客鉄道）

前ポジション
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MBA 特色

pan)

研究テーマ
おススメの授業
IUJ 修了後
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乗務員
優れた教授陣から理論と実践知を学び、多国籍の学生と協働する日々は、将来に通ず
る指針を与えてくれます
共有価値の創造を実践する海外事業の提案
起業とベンチャーファイナンス（チャオ ユン リン 先生）
先生の洞察に満ちた印象的なコースです
事業を通じ、新興国の発展に寄与したいです

GSIM Graduate School of International Management

MBA1年制プログラム

Intensive MBA Program

変革を恐れず、社会的責務を果たすリーダーの育成
COVID-19 の世界的大流行と急速なデジタル化はビジネ
スの潮流にパラダイムシフトを引き起こしました。さら
に、企業は ESG（環境、社会、企業統治）の重要性の
高まりに直面しており、COIVD-19 後のビジネス環境で
は、ESG を意識した経営に取り組まなければなりませ
ん。IUJ の MBA 1 年制プログラム（IMBA）は、このよ
うな新しい挑戦に立ち向かうことのできるジェネラル・
マネージャーを養成します。

環境における実践的コミュニケーション能力とグローバ
ルリーダーシップを養います。授業での学びの他に、課
外活動や日常生活においての、多国籍環境での日々のコ
ミュニケーションも、IUJ の特徴の一つです。プログラ
ムの集大成として、最終学期にあたる夏季期間にキャッ
プストーン・コースと海外短期研修（予定）を開講し、
それまでに獲得した知識・理論を活用し、具体的な経営
課題の解決に取り組みます。

IMBA のカリキュラムでは、12 か月という短期間に、
革新的なビジネス・ソリューションに取り組むための、
核となる能力を身に着けます。本学ではケース・スタディ
を用いており、先進諸国だけでなく、新興国の実際のビ
ジネスの場での事例から学び、応用できるマネージャー
を養成します。IMBA ではチームワークを重視しており、
文化、国籍、経歴が異なる様々な背景を持つ留学生と

IMBA はビジネスリーダーを養成する教育プログラムと
いうだけでなく、国際的なネットワーク構築の場でもあ
ります。プログラム修了後は世界規模の IUJ 修了生ネッ
トワークの一員として、キャリアを賦活する豊かな知見
と人脈の恩恵を享受できます。

のグループワークを繰り広げることで、異文化多国籍な

カリキュラム
秋学期

冬学期

春学期

夏季期間

修了要件

必修科目：11 単位
修士（経営学）

選択科目：12（16）単位

32 単位 & 修士論文

特別演習（論文指導）：6 単位

または 36 単位 & 研究レポート
キャップストーンコース：3 単位

IMBA 必修科目

キャップストーンコース

・財務会計学

・経営戦略

・企業の社会的責任（CSR）論

・リーダーシップ・ブートキャンプ

・組織行動論

・国際経営

・デジタル・ディスラプションの戦略論

・戦略シミュレーション
・インターナショナル・キャリア開発

（MBA・IMBA 共通）
・日本的経営と企業統治

・デジタル・トランスフォーメーションのマネジメント

・マーケティングのデータ分析論

・日本の雇用慣行と人的資本の蓄積

・起業家精神とイノベーション

・データ分析によるビジネス支援

・日本の企業金融と金融システム

・起業家精神と小事業開発

・リーダーシップ

・日本のビジネスリーダー

・新規事業創出とベンチャー

・交渉戦略

・日本の農業ビジネスと農政

・ビジネス・プレゼンテーション

・デジタルサプライチェーンマネジメント

・人的資源管理とタレント・マネジメント

・マーケティング・インテリジェンス

・製品開発のマネジメント

・サービス・マネジメント

・戦略的ブランド・マネジメント

・企業戦略論

・顧客関係管理（CRM）

・新興市場戦略論

・デジタル・マーケティングとカスタマー・ジャーニー

IMBA
Student
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一魅（本田技研工業株式会社）
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IMBA 特色

グループワークが多く、事実にもとづいた議論、理論立てて相手に伝える、といった
企業の現場において不可欠な能力が磨かれます

研究テーマ

日本の電気自動車サプライチェーンにおけるリスク軽減能力の検討

おススメの授業
IUJ 修了後

経営戦略（舟橋 學 先生）
思考理論や経営戦略の検討手法などのつながりやステップの解説が明確
多様性を体感した IUJ での経験を生かし、海外との仕事に積極的にかかわりたいです

MBA1 年制プログラム
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デジタルトランスフォーメーションプログラム（1年制）

Digital Transformation Program

デジタル社会のグローバルビジネスを牽引
デジタルテクノロジーの進歩により、産業構造、企業経営、仕
事内容、そして労働環境に至るまで、社会のあらゆる面が劇的
に変化しました。 組織はもはやデジタル変革（DX）に遅れを
とることはできません。 デジタルの「未来」はもはや今日のも
のとなりました。新しいデジタルテクノロジーに対応して変革
と適応を達成しなければ、今後 10 年間のうちに現存するビジ
ネスの 40％近くが失われる可能性があると推定されています。
このため産業界では DX に精通した人材の確保が焦眉の課題と
なっています。
これまで 20 年近くにわたり世界トップクラスにランキングさ
れる E ビジネス経営学プログラムを展開してきた本研究科は
2021 年にこのプログラムを刷新し、デジタルトランスフォー
メーションプログラム（DXP）を設置しました。DXP では、
デジタル技術とマネジメント・スキルを統合し、これからの社
会のグローバルビジネスを牽引してゆける将来のリーダーを育
成します。本プログラムの講師としては、デジタルテクノロジー

の最先端の研究に携わる教授陣、先端的なデジタル技術を駆使
している招聘実務家講師、および世界各地のトッププレイヤー
をゲストスピーカーとして招きます。本プログラムの教育方法
は、ケースメソッド、シミュレーション演習や実際のビジネス
を対象とした仮想チームプロジェクトなどを取り入れます。修
了生は、データサイエンス・ビッグデータ・AI・ブロックチェー
ン・クラウドコンピューティングなどに代表される最新のデジ
タルテクノロジーに関する実践的な知識を身につけることにな
ります。それに加え、修了生はデジタル戦略、デジタルビジネ
スモデル、起業、DX 時代の組織設計、フィンテック、デジタ
ルマーケティング、サプライチェーンなどの知見を併せ持つ人
材となることが期待されています。
修了後の進路としては、デジタル技術を効果的に利活用できる
マネージャー、各種技術プロジェクトについて助言を行う IT
スペシャリスト、テクノロジービジネスでの起業などが想定さ
れています。

カリキュラム
秋学期

冬学期

春学期

夏季期間

修了要件

必修科目：10 単位

デジタル経営学修士

選択科目：12（16）単位
特別演習（論文指導）：6 単位
キャップストーンコース：4 単位

DXP 必修科目

32 単位 & 修士論文
または 36 単位 & 研究レポート

DXP キャップストーンコース

・データ分析によるビジネス支援
・デジタルプラットホームとデジ
タルビジネスモデル
・ビジネス・コア

・デジタル・トランスフォーメー
ションのマネジメント
・起業家精神とイノベーション

・財務会計学
・情報政策管理
・デジタル化世界の国際安全保障
・企業財務
・Python によるデータ分析

・ファイナンスとフィンテック
・データ管理とモデリング
・ビッグデータ分析
・ビジネスのための人工知能
・日本社会のデジタル・トランス
フォーメーション

・デジタルビジネスの倫理と CSR
・デジタル産業の世界的展望

・デジタル時代のグローバル戦略Ⅱ
・リーダーシップ・ブートキャンプ

DXP 選択科目

国際社会起業家プログラム

・経営戦略
・人的資源管理とタレント・マネ
ジメント
・新規事業創出とベンチャー
・デジタル・ディスラプションの
戦略論

・デジタル時代のグローバル戦略Ⅰ
・マーケティング・マネジメント
・デジタル・マーケティングとカ
スタマー・ジャーニー
・マーケティングのデータ分析論
・デジタルサプライチェーンマネ
ジメント

－海外協力隊（JOCV）候補者及び終了者限定－

International Social Entrepreneurship Program ：ISEP

海外協力隊（JOCV）は、政府開発援助（ODA）の一環として、
世界に貢献したいという想いを抱く日本の若者を 2 年間ボラン
ティアとして開発途上国に派遣する、JICA（独立行政法人国
際協力機構）が実施する事業です。国際社会起業家プログラム
は、JOCV の終了者とこれから海外に派遣される候補者の両方
を対象としています。隊員活動終了後に海外においてビジネス
や NPO を通して持続可能な社会課題解決に社会起業家として
携わり、貢献したい、または、国際機関などの支援組織で民間

セクターとも連携しながら社会開発のために働きたい、と希望
する若者が、実際の行動を起こすために必要な知識、考え方、
つながりを得ることができる教育の場を提供することを目的と
しています。キャンパスでの経営学、国際関係学に関する講義
に加えて、途上国あるいは日本の地方におけるフィールド実習
を通して、実際に社会起業家として活動することを想定したビ
ジネスプランの試行をカリキュラムに組み込んだ実践的なプロ
グラムです。

カリキュラム
キャンパスでの 3 学期間の修学
必修科目：12 単位

選択科目：16 単位

長期フィールド実習

研究レポート提出

修了要件

フィールド実習：4 単位

研究レポート：2 単位

社会起業経営学修士：34 単位

ISEP 必修科目
・財務会計学
・マーケティング・マネジメント

・起業家精神とイノベーション
・リーダーシップ

・地域資源とソーシャル・ビジネス
・経済開発における政府と起業家の役割

・企業の社会的責任（CSR）論

ISEP 選択科目
・農業開発と資源収入管理
・日本の農業ビジネスと農政
・開発政策・プログラムの分析
・日本のビジネスリーダー
・データ分析によるビジネ
ス支援
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・デジタルプラットホームと
デジタルビジネスモデル
・デジタルサプライチェー
ンマネジメント
・国際人権論：文化、ジェ
ンダー、平等

デジタルトランスフォーメーションプログラム／国際社会起業家プログラム

・国際機構論
・国際政治経済論
・日本の雇用慣行と人的資
本の蓄積
・日本の国際協力政策

・デジタル・トランスフォー
メーションのマネジメント
・管理会計学
・日本のものづくり経営
・新規事業創出とベンチャー

・組織行動論
・難民・移民と人間の安全保障
・経営戦略
・デジタル産業の世界的展望

GSIM Graduate School of International Management

GSIM

教員紹介
講師

准教授

クィーンズランド工科大学（豪州）
マーケティング博士号（2017）

長岡技術科学大学

アカリーム フサイン サリウル

アウン ザウ ザウ
工学博士号（2010）

担当科目：：顧客関係管理（CRM）、マーケティ
ングのデータ分析論、マーケティング・リサー
チ、戦略的ブランド・マネジメント

担当科目：ビジネスのための人工知能、デジ
タル・プラットホームとデジタル・ ビジネス
・モデル、データ管理とモデリング、ビッグデー
タ分析

准教授

准教授

ペンシルベニア州立大学（米国）
経営管理博士号（2008）

台湾大学（台湾）
財政学博士号（2011）

担当科目：ポートフォリオ・マネジメント、持続
可能な世界のための財務管理、起業とベンチャー
ファイナンス、ファイナンスとフィンテック

担 当 科 目： 企 業 財 務、 ク オ ン ツ 投 資 運 用 と
財 務 デ ー タ 分 析、 派 生 商 品 と リ ス ク 管 理、
Python によるデータ分析、ビジネス・コア

准教授

准教授

ラモン・リュイ大学（ESADE ビジネススクー
ル）（スペイン）経営科学博士号（2008）

東京大学
国際協力学博士号（2014）

担当科目：マーケティング・マネジメント、マーケ
ティング・インテリジェンス、デジタル・マーケティ
ングとカスタマー・ジャーニー、ビジネス・コア

担当科目：経営戦略、日本の中小企業、日本
の産業発展、地域資源とソーシャル・ビジネ
ス

教授

教授

慶應義塾大学
経営学博士号（2012）

東京大学
経済学博士号（1996）

担当科目：組織行動論、サービス・マネジメ
ント、人的資源管理とタレント・ マネジメン
ト、ビジネス・コア

担当科目：日本のビジネスリーダー、起業家
精神とイノベーション

教授

教授

カーネギーメロン大学（米国）
会計学博士号（1998）

香港科技大学（香港）
工学博士号（2004）

担当科目：財務会計学、管理会計学、財務諸
表と経営分析、日本的経営と企業統治

担当科目：データ分析によるビジネス支援、オペ
レーションズ・マネジメント、デジタルサプライ
チェーンマネジメント、製品開発のマネジメント

教授

教授

慶應義塾大学
MBA（1994）

ラモン・リュイ大学（ESADE ビジネススクー
ル）（スペイン）
経営科学博士号（2008）

チャオ ユン リン

コマイ アレッサンドロ

廣瀬 紳一

リー ヒョンクー

横瀬 勉

担当科目：企業の社会的責任（CSR）論、リー
ダーシップ、交渉戦略、日本の雇用慣行と人的
資本の蓄積、リーダーシップ・ブートキャンプ

チュアン ホンウェイ

舟橋 學

橘川 武郎

リー ウェンカイ

ザンザン インイン

担当科目：国際経営、企業戦略論、新興市場
戦略論

特任教授

アーメッド モハメッド
デラウェア大学（米国）
言語博士号（1988）
担当科目：ビジネス・コミュニケーション、
インターナショナル・キャリア開発

GSIM 教員紹介
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交換留学提携校
授業料の追加負担なく海外トップスクールの授業と海外生活を
一学期間体験できる IUJ 学生の特権

欧州（12校）
《ベルギー》
❶ アントワープ大学経営大学院 ※
《フィンランド》
❷ オルト大学
《フランス》
❸ EMリヨンビジネススクール
❹ NEOMAビジネススクール
《ドイツ》
❺ WHUオットー・バイスハイム経営大学

GSIM Graduate School of International Management

《イタリア》
❻ SDAボッコーニ経営大学院

国際経営学研究科提携校

《オランダ》
❼ エラスムス大学ロッテルダム経営大学院 ※

北米（12校）

《ノルウェー》
❽ ノルウェー経済大学

《カナダ》
❶ コンコーディア大学ジョン・モルソン経営大学院
❷ ヨーク大学シューリック経営大学院
《アメリカ合衆国》
❸ サザン・メソジスト大学コックス経営大学院 ※
❹ ワシントン大学フォスター経営大学院 ※
❺ ノースカロライナ大学ケナン・フラグラー経営大学院
❻ レンセラー工科大学ラリー経営大学院 ※
❼ 南カリフォルニア大学マーシャル経営大学院 ※
❽ ヴァンダビル大学オーエン経営大学院
❾ ロチェスター大学サイモン経営大学院
10ニューヨーク大学スターン経営大学院 ※
11ダートマス大学タック経営大学院
12フロリダ大学ウォリントン経営大学院

《スペイン》
❾ ESADEビジネススクール
10IESEビジネススクール
《スイス》
11セントギャレン大学
《英国》
12ウォリック大学ビジネススクール ※
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7 1
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GSIR Graduate School of International Relations
国際関係学研究科提携校

北米（3校）
《カナダ》
❶ カールトン大学ノーマン・パターソン国際関係学大学院
《アメリカ合衆国》
❷ ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院 ※
❸ ニューヨーク大学スターン経営大学院 ※

欧州（3校）
《チェコ》
❶ プラハ・カレル大学社会科学研究科
《イタリア》
❷ ボッコーニ大学
《スペイン》
❸ ラモン・リュイ大学ブランケルナ情報・国際関係学スクール

※ 現在この提携校へは学生の派遣をしていません。

20

交換留学提携校

アジア（11校）
《中国》
❶ 中国人民大学商学院
❷ 復旦大学経済学院 ※
《香港》
❸ 香港中文大学商学院
❹ 香港科技大学商学院
《インド》
❺ インド経営大学院アーメダバド校
❻ インド経営大学院バンガロール校
《インドネシア》
❼ ガジャマダ大学経営修士プログラム
《マレーシア》
❽ マレーシア国際イスラーム大学経済経営科学研究科

尾形 俊
MBA プログラム 2020 年修了
IUJ
ESADE ビジネススクール（スペイン）

《シンガポール》
❾ シンガポール国立大学ビジネススクール

恵まれた気候、美しく歴史のある街並

《台湾》
10国立政治大学商学院

の３か月は刺激的でした。多様な学生た

《タイ》
11チュラロンコン大学サシン経営大学院

み、美味しいものの数々。バルセロナで
ちとチームワークスキルを学び、自分の
「個性」は何か、それをどう活かすかを考
えました。また、スポーツ業界の著名人・
団体と連携したスポーツビジネスの授
業は本場の魅力満載です。

1
1
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3

2
6
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5
11

6
8
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10

9
7

ファン ド トゥイ ユン
国際関係学プログラム 2020 年修了
IUJ
ボッコーニ大学（イタリア）
ボッコーニでの交換留学は、欧州トップ
レベルの大学で世界中から集まった俊
英たちと協働できる最高の機会で、そこ
で得た知識は研究の貴重な材料となり
ました。勉強の合間にはローマ、フィレ
ンツェ、
ヴェニス、
リスボン、
ミュンヘン、
チューリッヒなど歴史ある美しい街々
を訪れ、
ヨーロッパを満喫しました。

アジア（6校）
《中国》
❶ 対外経済貿易大学国際経済貿易学院
《韓国》
❷ ソウル国立大学国際大学院
❸ 延世大学国際大学院
❹ 梨花女子大学校
《タイ》
❺ タマサート大学
《台湾》
❻ 国立政治大学社会科学学院

交換留学提携校
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GSIR Graduate School of International Relations

GSIM Graduate School of International Management

日本・グローバル開発学プログラム

Japan-Global Development Program

日本の開発・発展の普遍的論理を学ぶ国際人材育成プログラム
日本・グローバル開発学プログラム（JGDP：Japan-Global
Development Program）は、日本の発展と開発の経験を材
料に、普遍性のある発展と成長の論理を政治・経済・経営
の分野にまたがって学ぶ機会を提供するためのプログラム
です。JGDP は国際関係学研究科の修士課程と国際経営学

専門分野

学

位

外交政策

修士（国際関係学）

経済政策

修士（経済学）

開発政策

修士（国際開発学）

公共経営

修士（公共経営学）

専門分野
経

営

学

位

修士（経営学）

研究科の修士課程の共同プログラムとして、本学が初めて
導入した国際人材育成プログラムで、以下の点を特長とし
ています。

「外交政策」、「経済政策」、「開発政策」、「公共経営」のいず
れかを選択すれば、国際関係学研究科所属、「経営学」を選

1. 留学生が、日本の経験の背後にある論理と教訓（成功例、
失敗例の両面）を学び、自国の発展戦略を考えるための

択すれば、国際経営学研究科所属となります。修士（経営学）
とは、MBA のことです。

カリキュラム

知識とスキルを修得する。
2. 日本人学生が、英語で日本の発展の論理や教訓を学ぶこ
とにより、グローバルな視点から日本を海外へ発信する
能力を養う。
3. 将来、国際場裡で活躍する学生が、日本の経験をケース
材料として、国の発展と企業成長の普遍的論理について
学ぶ。

国際関係学研究科が提供する JGDP 関連科目では、明治維
新以降（又は、第二次世界大戦以降）における日本の国際
政治経済環境や日本経済の成長の特徴について学び、さら
に日本の外交政策、安全保障、対外支援政策、財政と行政、
教育システムが日本の発展にどのように影響を与えたかに
ついて学びます。

このプログラムは、日本専門家を育成するためのものでは
ありません。将来各国のリーダーとなることが期待されて
いる留学生達が、母国発展の政策 / 戦略立案に携わるとき、
日本の発展と開発の経験の論理と教訓を学んだことが、大
いに役立つと私たちは考えます。日本の発展と開発の背後
にある論理が、グローバルシーンに適用され、国や企業の
発展に役立てられる、それが、このプログラムを「日本・

国際経営学研究科が提供する JGDP 関連科目では、日本の
産業発展、日本型経営論、企業金融とそれを支える金融シ
ステム、日本型雇用慣行と人的資本の蓄積、ものづくり経営、
中小企業の発展、企業リーダーなどが日本の経済発展に与
えた影響について学びます。
JGDP 関連科目では、理論的基礎と国際比較の視点を重視
した内容が提供されます。

グローバル開発学プログラム」と名付けた理由です。また、

課程修了・学位授与の条件

JGDP は、日本人学生が、自国の発展について、きちんと

課程修了の要件は、修士課程に２年間在籍し、合計４０単

海外で説明できるようになることを可能とし、国際人材と
して活躍する一助となることでしょう。
JGDP では、学生自身が次のような希望専門分野に応じて、

位以上を修得し、必要な研究指導を受けたうえで、学位論
文または研究レポートを提出し、且つその審査に合格する
ことです。

二つの研究科のどちらかに所属することを選択できます。

JICA 開発大学院連携プログラム

そしてその専門分野の科目と JGDP の科目を履修した上で、

JGDP は JICA（独立行政法人国際協力機構）と国際大学とが

修了時には各専門分野に応じた学位が授与されます。

共同で実施運営する、JICA 開発大学院連携プログラムです。

JGDP 提供科目
GSIR提供科目

GSIM 提供科目

・ 世界の中の近代日本

・ 日本の安全保障政策

・ 日本の産業発展

・ 日本のものづくり経営

・ 日本の国際関係と外交政策

・ 日本の財政と行政

・ 日本的経営と企業統治

・ 日本のビジネスリーダー

・ 日本の開発協力の実践

・ 日本の教育システム

・ 日本の企業金融と金融システム

・ 日本の中小企業

・ 戦後の日本経済

・日本の国際協力政策

・ 日本の雇用慣行と人的資本の蓄積

・日本の農業ビジネスと農政

・ 戦後の日本政治

（上記の科目以外に、他のプログラムが提供する科目を履修します。学位毎の修了要件単位の詳細については以下の URL をご
参照ください。 https://www.iuj.ac.jp/jp/graduate/gsir/ir_index/jgdp/requirement-jgdp/）

Japan Focus
他のプログラムに所属する学生が上記 JGDP 提供科目を履修し８単位以上取得した場合、“Japan Focus”の要件を満たした者
として、特別な証明書を受け取ることができます。
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日本・グローバル開発学プログラム

パートナーシップ／短期研修プログラム

●企業との連携
設立当初より、日本のビジネス界から広くご支援をいただ
いています。授業でのゲストスピーカー、特別講演会、学
生や教員 との共同研究プロジェクト、学生のインターン
シップ等にもご協力いただき、実際の企業活動に触れる機
会となっています。
●企業派遣生の受入れ
開学以来、170 以上の企業・機関から 900 名以上の社員・
職員が IUJ の修士課程で学び、世界各地で活躍しています。
2021 年 9 月現在学生派遣企業（修士課程）（50 音順）
株式会社七十七銀行
広島ガス株式会社
テルモ株式会社
株式会社広島銀行
東京電力ホールディングス株式会社 三井化学株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社日立製作所
●短期研修プログラム
英語を学内公用語とする国際的環境を活かして、グローバ
リゼーションを成長戦略の機会として捉える企業・機関に
対して各種研修プログラムを提供しています。また、ご要
望に応じてカスタマイズ型研修も行っています。
・夏期英語集中講座（IEP：Intensive English Program）
毎年 7 月中旬から開講される８週間のプログラムで、少人

数制（1 クラス 12 名以下）、多国籍環境での集中学習により、
実践的・総合的な英語能力の向上を目的としています。開
学以来、本学入学予定者の準備講座として実施、現在は企
業・機関の短期英語研修としても活用されています。
（詳細⇒ P.24 参照）
・グローバル リーダーシップ・プログラム（GLP）
ビジネス及び異文化・行動マネジメント能力、デジタルト
ランスフォーメーションの知識を兼ね備えたグローバルマ
ネージャーの短期育成を目的とした、英語による１週間の
合宿型マネジメントプログラムです。少人数グループに本
学外国人学生がファシリテーターとして参加、海外赴任前
研修としても効果的なプログラムです。
●各国政府・国際機関とのパートナーシップ
各国政府や国際通貨基金（IMF）、アジア開発銀行（ADB）、
独立行政法人国際協力機構（JICA）などの国際機関、国際
援助機関、民間財団等と幅広いパートナーシップを結んで
います。各パートナーからは留学生への奨学援助や、各種
研修事業への様々なご支援をいただいています。
●国内外の大学・機関との連携
長岡技術科学大学、順天堂大学、JICA とは連携協力に関す
る協定を締結、インドネシア、モンゴル、中国等の海外提
携大学とのリンケージ・プログラムも行っています。

グローバル人材パートナーシップ
IUJ は、わが国のグローバル人材育成の最重要拠点となるべく、多くの企業と「グローバル人材パートナーシップに関する覚書」を締結しています。

国際大学（IUJ）グローバル人材パートナーシップ覚書締結企業
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

アクセンチュア株式会社
アステラス製薬株式会社
イオン株式会社
EY 新日本有限責任監査法人
株式会社エイチ・アイ・エス
SMBC 日興証券株式会社
オリックス株式会社
花王株式会社
コスモエネルギーホールディングス株式会社
株式会社小松製作所
サントリーホールディングス株式会社
株式会社シーエーシー
GE ジャパン株式会社
JFE ホールディングス株式会社
昭和電線ホールディングス株式会社
スカパー JSAT 株式会社
住友商事株式会社
全日本空輸株式会社
双日株式会社
第一三共株式会社

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

武田薬品工業株式会社
中外製薬株式会社
帝人株式会社
テルモ株式会社
東京エレクトロン株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
ナミックス株式会社
株式会社ニコン
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本政策投資銀行
日本生命保険相互会社
日本たばこ産業株式会社
日本電信電話株式会社
株式会社日本取引所グループ
日本マイクロソフト株式会社
ハウス食品グループ本社株式会社
パーソルホールディングス株式会社
パナソニック株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社日立製作所

2021 年 8 月現在（50 音順）

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

株式会社ファーストリテーリング
ファイザー株式会社
富士通株式会社
丸紅株式会社
株式会社みずほ銀行
みずほ証券株式会社
株式会社三井住友銀行
三井物産株式会社
三菱ケミカル株式会社
三菱重工業株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
ヤマト運輸株式会社
横河電機株式会社
株式会社LIXILグループ
株式会社良品計画
他1 社

* 新潟県とは「連携に関する協定書」を締結

附置研究所
● 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター（GLOCOM：Center for Global Communications）
1991 年の設立以来、学際的日本研究や、情報通信技術の発展と普及に根ざした情報社会学研究を中心に、原理原則に基づいた
学術的研究活動と現実社会との実践活動を並行して推進しています。産官学民の結節の場として、常に新しい社会動向に関する
先端研究所であることを目指しています。
※ IUJ 東京事務所（法人本部）は GLOCOM 内にあり、志願者向説明会は GLOCOM ホールにてほぼ毎月開催しています。
パートナーシップ／短期研修プログラム
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言語教育研究センター

日本語プログラム
日本語プログラム（JLP）では、基礎、初級、中級、中上級、
上級などのコースを提供しています。基礎や初級コース
ではコミュニケーションスキルの基礎、中級や中上級
コースでは基礎的日本語を使った応用力、上級コースで
は社会問題や自分の専門について説明、議論ができる日
本語力を身につけることを目標としています。また、日
本語学習の成果の場として、
「日本語発表会」を毎年実施

英語プログラム

しています。無単位のコースとしてビジネス場面で必要

英語プログラムでは、学内公用語である英語能力を高め

コースなどが開講される年もあります。

な敬語やビジネスマナーを身につけるビジネス日本語

る た め に、入 学 予 定 者 等 を 対 象 に 夏 期 英 語 集 中 講 座
（IEP）を開講しています。入学後も年間を通じて、様々

各コースの日本語到達目標

な英語科目を提供し、学生の学業と修了後のキャリア開
発に役立つ英語のスキル修得をサポートしています。

英語科目
＜学術英語＞
Academic English は 1 年次の学生を対象とした科目で大
学院での学業を遂行するために、アカデミック・ライティ
ングに必要な基礎を学びます。
English for Thesis Writing では 2 年次の学生が修士論文
を書くためのトレーニングを受けます。
Academic English Literacy は、口 頭 お よ び 書 面 上 で の
ディベートスキル向上を狙いとした科目で、学年を問わ
ず、履修できます。

レベル

JLPTレベル

漢字数

OPI

初級

N4～5

300

初・中～中・下レベル

中級

N3

600

中・上レベル

中上級

N2～3

900

上・下レベル

上級

N1～2

1000～

上・中～上・上レベル

日本語集中プログラム
主に日本語を学んだことがない学習者を対象に、夏期集
中日本語講座を実施します。対象となる学習者は IMF
奨学生と IUJ 留学生です。ひらがな、カタカナ、挨拶、自
己紹介、買い物時の会話など日常生活に必要な日本語を
身につけます。

＜ビジネス英語＞
English for Professional Communication は、ビジネスの
ためのライティング（メール、メモ、報告書）
・スピーキ
ング（面接、会議管理、交渉）能力向上を目指す学生向け
に開講するコースです。

English
言語教育
研究センター
教員

Japanese

クルックス アンソニー（Crooks, Anthony）

竹内 明弘

メイン ラッセル（Mayne, Russell）

倉品 さやか

モンデハー マイケル（Mondejar, Michael)

永井 絢子

パーソンズ ダニエル（Parsons, Daniel)

石橋 美香

教授 ディーキン大学 TESOL 修士号（1999）

講師

レスター大学

TESOL 修士号（2007）

講師 コロンビア大学教員養成大学 TESOL 修士号（2012）

講師 英国オープン大学 応用言語学修士号（2011）
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言語教育研究センター

教授 モナシュ大学 日本語応用言語学修土号（1994）

講師 広島大学 教育学修士号（2004）

講師 筑波大学 国際日本研究博士号（2016）

講師

桜美林大学

日本語教育学修士号（2007）

夏期英語集中講座（Intensive English Program: IEP）
国際大学の IEP は、大学院レベルの教育・研究やグローバルビジネスの現場
で求められる実践的な英語能力の習得を目的とした合宿型英語集中プログ
ラムです。
ディスカッションやプレゼンテーション、リスニングといったオーラル・
コミュニケーションとリーディングやライティングなどのテキスト・スキ
ルを、英米の大学等から招聘したアカデミックな教員の指導の下、総合的か
つ集中的に学び、そこでインプットした英語スキルを多国籍な受講者との 8
週間のキャンパス生活で実際にアウトプットするというダイナミックな学
習プロセスは、どんな状況でも物怖じしない本物の英語能力が身につく、従
来の日本の大学や語学学校における英語教育とは一線を画す IUJ 独自のカ
リキュラムです。
大学院進学者、英語での仕事に不安を抱える方、海外赴任を控えている方な
どに効果的な講座です。

IEP 受講者の内訳（2020 年）

実践的英語プログラム
8週間の合宿型

13%
■ IUJ 入学予定者

14 か国 54 名

多国籍なクラスメート

日本人：19 名
外国人：13 か国 35 名

英米の経験豊富な講師陣

22%

65%

■ 企業からの参加者
■ 外国人
（IMF 奨学生：アジア各国の若手財務官・
中央銀行職員）

24時間英語漬けの環境

自分たちでデザインした T シャツを着て

様々な課外活動

英米から招聘した講師陣

IEP スケジュール
7 月中旬 - 9 月第 1 週
第1週
午

前

午

後

課外活動

第2週

第3週

第4週

第5週

第6週

第7週

第8週

オーラル・コミュニケーション：「聴く・話す」
プレゼンテーション、ディスカッション ＆ リスニング
IUJ 入学者

テキスト・スキルズ：「読む・書く」

IUJ 入学者以外

ビジネスコミュニケーション・スキルズ：「聴く・話す・読む・書く」

多文化キャンパスライフ
（ハイキング、フィールドトリップ、バーベキューなどのアクティビティ）

夏期英語集中講座
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キャリアサポート

マンツーマンキャリアカウンセリング
IUJ では学生が希望するキャリアを実現できるよう、個々人に適した職業やインターンシップを見つけ、採用に向けて
行うべきことを適切にアドバイスしています。個別面談や各種ワークショップ、教員や修了生を活用した取り組み等、
小規模大学院ならではのきめ細やかなキャリアサポートを行っています。
多くの IUJ 修了生が、国際協力の分野やグローバル企業で活躍しています。

就職・キャリア支援の特徴

学業で多忙な学生をサポートするため、以下の取り組みを行っています。

【履歴書ブック（英文）の発行】

【学内採用面接の実施】

毎年キャリアセンターに登録した学生の英文履歴
書をまとめた冊子を発行し、企業人事担当者へ発
送、または持参して学生を直接紹介しています。

企業人事担当者を１日１社お招きし、企業説明会のあと
1 次面接を実施しています。現在はオンラインシステム
を用いた説明会や
面接をメインに
行っています。

Resume

Curriculum Vitae

Res Re
umesum
e
Boo Book
k

キャリアサポート年間スケジュール
オリエンテーション等
9月
• キャリアガイダンス
（9 月下旬）
• 入学式

秋学期（10 月初旬～ 12 月中旬）
10 月
• キャリア支援登録
• 英文履歴書作成
• 学生面談

11 月

冬学期（1 月初旬～ 3 月中旬）
12 月

• 履歴書ブック発行
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キャリアサポート
キャリアサポート

2月

3月

オンキャンパスリクルーティング（企業説明会・面接）（1 月中旬～ 3 月上旬）

随時個別相談（Email での相談含む）、履歴書添削、面接練習
サマーインターンシップ
（2 年制プログラムの
1 年修了者のみ）

1月

各自リサーチ
（12 月下旬～１月上旬）

2021 MBA ランキング

修了後3か月就職率世界4位

Student Voice
ヴェロニカ マシロンガン マルケズ

( フィリピン )

株式会社 JERA

MBA プログラム 2021 年修了
IUJ キャリアオフィスは、効果的な履歴書の書き方に始まり、内定をいただくまで、
きめ細やかにサポートしてくれました。おかげで、自分の目指す企業に就職すること
ができました。

私費学生就職実績例
＜コンサルティング＞

＜情報通信＞

＜商社＞

•アクセンチュア株式会社

•グーグル株式会社（Google Japan）

•丸紅株式会社（モロッコ）

•KPMG 税理士法人

•日本マイクロソフト株式会社

•三井物産株式会社（インド）

•デロイトトーマツフィナンシャル

•LINE 株式会社

•三菱商事株式会社

•楽天株式会社

＜物流＞

＜ファイナンス＞

＜エネルギー＞

•日本通運株式会社

•ソシエテ・ジェネラル・グループ

•株式会社 JERA

＜国際機関＞

＜製造＞

＜建設＞

•世界銀行

•アイリスオーヤマ株式会社

•清水建設株式会社

•特定非営利活動法人 国連 UNHCR 協会

•日本信号株式会社

•大成建設株式会社

•ユニセフ

•アジア開発銀行研究所

•JFE エンジニアリング株式会社

•マーレエレクトリックドライブズ

•株式会社イオン銀行

•自然電力株式会社

•合同会社カンター・ジャパン

•スカイライトコンサルティング株式会社

•公益財団法人環日本海経済研究所

•日本証券金融株式会社

•KPMG 税理士法人（東京、ミャンマー）

•東日本旅客鉄道株式会社

•国際連合地域開発センター（名古屋、ケニア）

•プロクエスト社

アドバイザリー合同会社

•三菱重工業株式会社
•横河電機株式会社

インターンシップ実績例

春学期（4 月上旬～ 6 月中旬）
4月

ジャパン株式会社
•ユニセフ

夏期（1 年制 MBA のみ）（6 月中旬～ 8 月中旬）

5月

6月

オンキャンパスリクルーティング（企業説明会・面接）（4 月上旬～ 6 月中旬）
• 修了式（6 月下旬）
2 年制修士課程修了

7月

8月
8 月末
1 年制修士課程修了

随時個別相談（Email での相談含む）、履歴書添削、面接練習
就労ビザ切替
（日本で就職する外国人）

16

サマーインターンシップ
（2 年制プログラム 1 年修了者のみ）

キャリアサポート
キャリアサポート
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キャンパスライフ

松下図書・情報センター（MLIC）
1F：PC ルーム 24 時間利用可
2F：図書館
深夜 0 時まで
3F：ホール

松下電器産業株式会社（現・パナ
ソニック株式会社）の寄付により
1988 年に設立。
図 書 館 は 約 10 万 冊（う ち 洋 書 8
割）の蔵書と 1 万 9 千種類の電子
書籍、5 万 6 千種類のオンライン
ジャーナル、世界有数の財務及び
マーケティングデータ、各国のマ
クロデータや統計集など 17 種類
のオンラインデータベースを取り
揃えています。

売店
平日 : 8:00 -19:00
土日 : 13:00 -19:00
本館
教室、自習室（24 時間利用可）、研究室、
事務室、会議室 他

食品、日用品、IUJ グッズの他、ク
リーニング、郵便、宅配便等のサー
ビスも取り扱っています。ピザ、ハ
ンバーガーセット、フライドチキン
などの注文販売も行っています。

食堂 & スナックラウンジ
食堂は 昼食と夕食の時間帯で利用でき、ハラールフードにも
対応した日替わりのメニューが提供されています。
スナックラウンジは 24 時間利用可能で、学生の自習やグルー
プワーク、パーティーなど多目的に使用されています。

体育館 ＆ トレーニングルーム

バーベキューサイト ＆ テニスコート（4面）

学生寮
24時間スタッフ常駐

単身寮300室：
バ ス･ト イ レ 付 個 室、LAN・
WiFi 対応、共同キッチン、コ
インランドリー、ラウンジ

E��nt�
In���na�i�n��
Fes��v��

世帯寮18室：
キ ッ チ ン、バ ス･ト イ レ 付、
LAN・WiFi 対応、コインラン
ドリー、ラウンジ

S�� D��

N��e� M��
Fes��v��

��J O����ic�

��Q p���
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キャンパスライフ

多文化が共生するキャンパス
多様性はＩＵＪの教育において何よりも尊重される重要な
価値です。世界中から集まった学生で構成される多国籍多
文化のキャンパスで他者と協働する時間は、未知の世界観を
学び、重要な課題に対する問題意識を育む絶好の機会です。
キャンパスはボーダレスで自主性が尊重される空気につつ
まれています。

l���
��J S���r�
キャンパスライフ

29

❻

エリアガイド
❼

上越新幹線

新潟→

浦佐駅

←東京

❶

R17
❹
❺

魚野川

関越自動車

道

浦佐大橋

多門橋

❽
❸
❾

❷
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大学バス
IUJバスが大学－浦佐駅、病院、スーパーマーケットを結んで運行しています。平日は午前8時から午後8時まで
約1時間に一本運行しています。土・日は、市内六日町と魚沼市への特別便が運行され、買い物等に利用できます。

PICK UP

飲食店

❶ファミリーダイニング小玉屋

❹浦佐ホテルオカベ

Tel: 025-777-2072

Tel: 025-777-4747

ファミレスといえばここ。鮨、蕎麦、地
酒、ステーキ、洋食と幅広いメニューを
提供。団体向け個室予約可。

駅前の立地良好。大浴場あり。IUJ のイ
ベント時等修了生や学生家族がよく利用
する。

❷龍寿司

❺キューピット大和

Tel: 025-779-2169

Tel: 025-777-5010

県内屈指の寿司屋。オーナーこだわりの日
本海の地魚、地元南魚沼産コシヒカリとワ
サビを使用。店内の雰囲気も評判がいい。

スーパーマーケット。留学生に適した輸
入食材やハラルフードの取り扱いあり。
IUJ バス停の一つ。

❸バッファロー 焼肉

❻普光寺・浦佐毘沙門堂

Tel: 050-5485-7484

Tel: 025-777-2001

良質の魚沼産黒毛和牛を提供。焼肉だけ
でなく和牛を堪能できるお食事も豊富。
予約して席確保を。

毎年 3 月第 1 土曜日に日本三大奇祭の
裸押合大祭が行われ、IUJ の学生も参加
する。

❼ 味処えづみや 和食
❽ 葡萄の花 イタリアン
❾ 東軒 定食・中華
❿ 北乃宿 お好み焼き
⓫ 宮野屋 蕎麦
⓬ ビストロ リール
⓭ AKO カフェ
⓮ すし道楽

スーパーマーケット ⓯ とだストア

Tel: 025-777-2062
Tel: 025-777-5877
Tel: 025-779-2795
Tel: 025-779-2685
Tel: 025-779-2145
Tel: 025-775-7573
Tel: 025-788-0388
Tel: 025-777-5777
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市役所

⓳ 南魚沼市役所大和庁舎

Tel: 025-777-3111

病

⓴ 魚沼基幹病院
㉑ ゆきぐに大和病院
㉒ 萌気園浦佐診療所

Tel: 025-777-3200
Tel: 025-777-2111
Tel: 025-777-5222

エリアガイド

㉓ 第四北越銀行大和支店
㉔ 大和郵便局
㉕ 東郵便局

Tel: 025-777-3145
Tel: 025-777-2070
Tel: 025-779-3830

保育園・小学校 ㉖ 浦佐認定こども園
㉗ 市立赤石保育園
㉘ 市立浦佐小学校

Tel: 025-777-5560
Tel: 025-779-3008
Tel: 025-777-2040

神社･教会

㉙ 八海山尊神社
㉚ 浦佐キリスト教会

Tel: 025-779-2010
Tel: 025-777-4632

レジャー

㉛ 八海山麓スキー場
㉜ 八海山麓サイクリングターミナル
㉝ 八色の森公園
㉞ 浦佐温泉 てじまや♨
㉟ たもん荘♨

Tel: 025-779-3103
Tel: 025-779-3230
Tel: 025-780-4560
Tel: 025-777-2214
Tel: 025-777-2363

Tel: 025-779-3850

コンビニエンスストア ⓰ セブンイレブン中越大和北里通り店 Tel: 025-779-2838
⓱ セブンイレブン浦佐駅前店 Tel: 025-777-2139
⓲ ローソン魚沼基幹病院前店 Tel: 025-777-3763

院

金融機関

アパート紹介 ㊱ 大和不動産
㊲ 木津不動産

Tel: 025-777-4820
Tel: 025-777-4376

入学案内（2022 年 9 月入学）

入試日程
修士課程

( 国際関係学研究科・国際経営学研究科 共通 )

国内居住者

海外居住者

出願締め切り

オンライン面接

合格発表日

2022 年 2 月 16 日 ㈬

2022 年 2 月 26 日 ㈯

2022 年 3 月 15 日 ㈫

2022 年 4 月 7 日 ㈭

2022 年 3 月 23 日 ㈬

2022 年 4 月 1 日 ㈮

2022 年 4 月 21 日 ㈭

2022 年 5 月 13 日 ㈮

2022 年 5 月 5 日 ㈭

2022 年 5 月 13 日 ㈮

2022 年 5 月 26 日 ㈭

2022 年 6 月 17 日 ㈮

2022 年 6 月 8 日 ㈬

2022 年 6 月 15 日 ㈬

2022 年 6 月 27 日 ㈪

2022 年 7 月 22 日 ㈮

2022 年 1 月 26 日 ㈬

国際経営学研究科IUJ Math
テスト*受験者のみ。
面接スケジュールは出願締め
切り後に個別に設定します。

2022 年 3 月 16 日 ㈬

2022 年 4 月 12 日 ㈫

2022 年 3 月 16 日 ㈬

2022 年 4 月 12 日 ㈫

2022 年 4 月 22 日 ㈮

2022 年 5 月 15 日 ㈰

2022 年 2 月 14 日 ㈪
2022 年 3 月 24 日 ㈭

入学手続締切日

* 国際経営学研究科 IUJ Math テストの詳細は 2022 年度修士課程学生募集要項でご確認ください。
2022 年度 修士課程学生募集要項・奨学金情報及びオンライン出願登録については本学ウェブサイトをご参照下さい。 https://www.iuj.ac.jp/jp/admis/

博士後期課程

( 国際関係学研究科 )
国内居住者
及び
海外居住者

出願締め切り

オンライン面接

合格発表日

（この期間中に個別に調整）

入学手続締切日

2021 年 11 月 19 日 ㈮

2021 年 11 月 25 日 ㈭
～ 2021 年 12 月 3 日 ㈮

2021 年 12 月 20 日 ㈪

2022 年 1 月 21 日 ㈮

2022 年 2 月 18 日 ㈮

2022 年 2 月 25 日 ㈮
～ 2022 年 3 月 3 日 ㈭

2022 年 3 月 22 日 ㈫

2022 年 4 月 22 日 ㈮

2022 年 4 月 20 日 ㈬

2022 年 4 月 26 日 ㈫
～ 2022 年 5 月 10 日 ㈫

2022 年 5 月 23 日 ㈪

2022 年 6 月 24 日 ㈮

2022 年度 博士課程学生募集要項・奨学金情報及びオンライン出願登録については本学ウェブサイトをご参照下さい。 https://www.iuj.ac.jp/jp/admis/

就学必要経費（概算）
学納金
検定料

学生寮費（LAN 使用料込）（月額概算）
9,000 円（国内居住者）

単身寮費

39,000 円

5,000 円（海外居住者）

世帯寮* 費

53,000 円

( ＊海外からの学生優先。家族と近隣のアパートに入居可能 )

入学金

300,000 円

授業料

国際関係学研究科

生活費（月額概算）

2年制修士課程
3,200,000円／年
（国際関係学、国際開発学、公共経営・政策分析、日本・グローバル開発学）
1年制修士課程
（国際公共政策）

3,900,000円

博士後期課程
（3年制）

1,350,000円／年

国際経営学研究科
2年制修士課程
3,200,000円／年
（MBA、
日本・グローバル開発学）
1年制修士課程
3,900,000円
（IMBA、
デジタルトランスフォーメーション）

光熱水費
食

5,000 円

費

30,000 円

教材費（概算）
国際関係学研究科

30,000 円／年

国際経営学研究科

90,000 円／年

夏期英語集中講座 (IEP) 受講料（オプション）
7 月中旬から 9 月初旬の 8 週間プログラム
IUJ 入学予定者 ：

• 企業派遣生 1,000,000 円
• 私 費 学 生 500,000 円
IEP のみ受講生（企業派遣、私費） 1,200,000 円

奨学金
IUJ では一定の条件を満たす日本人および外国人留学生（原則として私費学生のみ）に対し、給付、貸与奨学金制度を設けて就学支
援を行っています。受給を希望される方は、学生募集要項及び奨学金案内を参照の上、オンライン出願内で申請してください。合格
者には合格通知とともに奨学金審査結果を通知します。

入学案内
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オンライン出願

説明会

オープンキャンパス

www.iuj.ac.jp
info@iuj.ac.jp
iujpage

025-779-1104
iuj_jp

iuj_jp

新潟
長岡

キャンパス
〒949-7277
新潟県南魚沼市国際町777番地
025-779-1104

東京事務所

〒106-0032
東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル2F
03-5770-1711

浦佐駅

上越新幹線
「浦佐駅」下車（東口）
・東京より90分
・新潟より40分

東京

IUJバスにて約15分

2021年 9月１日

