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　明治学院大学国際学部は、1986 年に日本で初めての国際学部として開設され

2016 年に学部創設 30 周年を迎えました。本学部は国際学科と国際キャリア学科で構成されており、

学生は横浜キャンパスで入学から卒業までまで 4 年間学びます。

グローバリゼーションによって世界の相互関係が一層強められていく中、国際学部は未来の社会に向けて、

国内外の多様な場面で活躍することのできる人物を育成することを目指します。

Established in 1986 as the first department of international studies in Japan, 

the Faculty of International Studies at Meiji Gakuin University celebrated its 30th anniversary in 2016. 

The Faculty consists of the Department of International Studies and 

the Department of Global and Transcultural Studies. 

Students study at the Yokohama campus for four years from the time of admission through to graduation. 

Against the backdrop of globalization, countries around the world are more closely interrelated than ever before. 

Looking toward the society of the future, the Faculty of International Studies aims to foster

 individuals who can flourish in a range of environments both at home and abroad.

国 際 学 部 へ よ う こ そ
❖Welcome to The Faculty of International Studies❖ 1986年に日本初の国際学部として誕生して以来、私たちは、真に公正な世界を手繰り寄せるための営みを学術的かつ実践的に

積み重ねてきました。最大の特徴は「学際性」にあります。政治、経済から宗教、法、地理、言語、文化、文学など多彩な学問分野

が有機的に折り重なって「国際学」という知の領野が形成されているのです。国際学は、広く、深く、多角的に世界を見つめるこ

とを可能にするだけでなく、物事を批判的に読み解く力を醸成します。変動する社会と関わり、世界がどう移ろおうと、その中

を粘り強く生き抜いていくために欠かせぬ力にほかなりません。本をたくさん読み、思考を深めてもらいます。時には旅に出て、

現場に身をさらしてもらいます。そして、自分自身の文章・やり方で、学び取った国際学を表現してもらいます。国際学はあらか

じめそこにあるのではなく、常に創り上げていくものです。よりよき未来をまなざすダイナミックな国際学を、みなさんもまた

創り上げ、実践していってください。

国際学部長　阿部 浩己

学部長からのメッセージ

Since our establishment in 1986 as Japan’s first faculty of international studies, we have academically and practically endeavored to 

bring forth a more just world. We created our vision of “international studies” by organically forging knowledge from a variety of academic 

disciplines that include politics, economics, religion, law, geography, linguistics, culture and literature. Indeed, our Faculty’s greatest quality 

is its interdisciplinary character. Our program not only helps you to broadly yet deeply view our world from many perspectives, but it also 

fosters your ability to critically evaluate information that you gain from your studies. These are vital skills for actively foreseeing and 

engaging social changes and global transformations. 

We ask these things of our students:

   Read extensively and deepen your understanding of world issues.

   Go off-campus and expose yourself to actual conditions outside the classroom.

   Express what you have learned from international studies in your papers and research projects.

International studies is not a body of received knowledge but rather a discipline that is being constantly created. We thus want our students 

to create and implement dynamic international studies that envision a future better for us all.

ABE Kohki
Dean of the Faculty

Message from the Dean

国際学部は学際的（interdisciplinary）な教育に力を入れています。ところで学際的な教育とは何でしょうか。そして、それは

なぜ必要でしょうか。

一般的に多くの大学では、一つの学問の視点から対象を分析・理解することを学びます。しかし、国境や地域を越えて文化、経

済、政治の交流が一層強まっている現在の世界においては、一つの学問領域では充分に捉えられない問題がますます増えてきて

います。それと同時に、これからは様々なバックグラウンドを持つ人々と一緒に生活し、一緒に働くような社会になっていきます。

このような社会変化の中で異文化間の理解やコミュニケーション能力の重要性はますます大きくなります。

国際学部では文化、経済、法・政治に関する多様な分野の専門家がともに教育を担当します。学生は一方でそれぞれの興味に

即してゼミを選択し、一つの学問を深く探究しながら、もう一方では多様な学問領域に接する機会を通して、グローバルな世界

に対する幅広い理解を得ることができます。これが本学部の目指す学際的な教育のあり方です。

国際学部での学び

At the Faculty of International Studies, we place a high priority on interdisciplinary education. What is interdisciplinary education? 

And why is it necessary?

In many university departments, students learn to analyze and understand academic subjects from the perspective of one discipline. 

However, cultural, economic and political exchanges are increasingly expanding across borders and regions in today s̓ world. As a result, 

we face more and more problems that cannot be addressed within one academic discipline. At the same time, society is changing in such 

a way that many of us will live and work with people from different backgrounds. In terms of social change, cross-cultural awareness and 

communication skills will become increasingly important.

In the Faculty of International Studies, specialists from a range of disciplines including culture, economics, and law and politics 

engage in teaching. Students select seminars to suit their interests and deepen their specialized knowledge. In addition, they will have 

opportunities to explore a diverse range of academic disciplines. In this way, they will be able to gain a broad understanding of the 

globalized world. This is the interdisciplinary education that our Faculty offers.

Educat ion in the Faculty of Internat ional Studies
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国際学科カリキュラム Curriculum for the Department of International Studies

演習では担当教員とともに、
ひとつのテーマについて研究
します。扱われる主題や地域
は様々で、少人数クラスとい
う特性を生かし、プレゼン
テーションや学生間の議論を
中心に学修が進行します。

演習（ゼミ）とは？

国際学科では入学から卒業まで一貫して、学際性のある科目、国際性を育む英語教育、専門性を深める演習科目、 
そして幅広い学部独自の学外学修支援をもとにしたカリキュラムを通じ、国際的に通用する力を身につけた人間を
育てます。「平和」「環境」「多文化社会」という３つの学際的テーマと、「文化」「経済」「法・政治」という３つの
学問分野のいずれかに沿った６つの専攻分野を興味関心に合わせて選ぶことで、さまざまな視点から学生が自由に
学びをコーディネートできます。また、英語で開講される専門科目や国際キャリア学科の科目を留学生と肩を並べ
て履修することも可能になっています。

The Department of International Studies (IS) fosters young professionals who can thrive in the increasingly globalizing world with its 

highly multi-disciplinary educational program, including a wide range of academic courses, intensive English training and a variety of 

off-campus activities. The IS’s educational program is clustered around three thematic issues (peace, environment, and multicultural 

society) and three academic disciplines (cultural studies, economics, and political & legal studies), which enables students to arrange their 

own study plan and pursue their interests flexibly. IS students are also encouraged to participate in classes offered by the Department of 

Global and Transcultural Studies (GTS), which are conducted entirely in English and open to exchange students from around the world. 

少数民族についての授業
国際関係法
比較文化論
比較政治学
アメリカの文化と社会
異文化コミュニケーション
平和・紛争研究
Minority Politics
Japanese Minority Groups

◆ 授業紹介

◆ 在学生に聞いてみました

NGO（非政府組織）についての授業
平和学1
国際関係論
社会開発論
社会調査法
政治社会学
国際政治学
Social Development
Community Development (Service Learning)

・ 人権と平和の国際学

・ イスラームの思想と文化

・ 文化の中に宗教を「読む」

・ 農業・農村・開発―途上国から日本と自分を考える―

・ 国家・民族の国際関係学

・ 戦後日本の国際関係と平和主義

・ グローバルな視点で経済と金融を学ぶ

・ 環境と経済世界の平和とローカリゼーション

・ 多文化主義の視点から読み解くアメリカ

・ 多文化主義の政治

2019年度演習１（2年生秋学期）のテーマ（一部）

国際問題について
学べそうだから。

教員と在学生の取り組みに
「熱心さ」を感じたから。

自発的に考えることが
できそうだから。

少人数教育に魅力を
感じたから。

なぜ国際学科を選びましたか？

他者の意見を
尊重して聞くこと。

「どうして？」を
問い続けること。

しなやかに、
持続的に考えること。

他者の意見を聞き、
自分の軸を探すこと。

どのような挑戦が国際学科ではありますか？

じっくり専門を
選択できたこと。

異なる価値観に
寛容になれたこと。

多角的に考えるおもしろさを
実感できたこと。

議論することの楽しさを
見つけたこと。

国際学科で学んで良かったことは何ですか？

＊本冊子は国際学科カリキュラムの一部の科目のみ紹介しています。全カリキュラム及び各科目の詳細についてはホームページ（https://fis.meijigakuin.ac.jp/）をご参照ください。

明
治
学
院
大
学
共
通
科
目

教
職
関
連
科
目

キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
A
B

初
習
外
国
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
、
中
国
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ロ
シ
ア
語
、
韓
国
語
）

長
期
・
短
期
留
学
、
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
グ
リ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
校
外
実
習

基礎を身につける

ゼミ選考
（2年次5月頃）

演習3AB演習3AB
/特別演習/特別演習

卒業論文
/特別演習課題

演習2AB演習2AB

地域研究系科目
東南アジア地域研究 東北アジア地域研究 ヨーロッパ地域研究

アメリカの文化と社会 アジア地域秩序 他

国際学特講

専攻選択（2年次春学期）

社会科学入門 現代史
文化研究の基礎 経済研究の基礎 平和研究の基礎

専門外国語6AB専門外国語6AB

専門外国語4,5専門外国語4,5

専門外国語2,3専門外国語2,3
専門外国語1AB専門外国語1AB

赤字：必修科目赤字：必修科目 青字：選択必修青字：選択必修

リサーチ・リテラシー
メディア・リテラシー
ネットワーク・リテラシー

専門性を深める 学際的に学ぶ

平和研究
国際関係法
政治社会学

平和・紛争研究
国際政治史
平和学２

東北アジア地域研究(政治)
Legal Issues in 

International Relations
Advanced Peace Studies

Peace Studies

比較文化
日本文化論
仏教文化論

キリスト教文化論
イスラム教文化論

Inter-Cultural History
Islamic Culture

Buddhist Culture
Japanese Literature

環境問題
民俗学

社会開発論
エネルギー資源論

地域経済論
農業経済・食糧論

比較政策論
Social Change and Planning 

(Service Learning)
Community Development 

(Service Learning)

国際・比較経済
比較経済史
社会開発論
国際金融論
環境経済論
地域経済論

農業経済・食糧論
International Finance

Contemporary 
Japanese Economy

多文化社会
民俗学

政治社会学
ジェンダー論

平和学２
アメリカの文化と社会
イギリスの文化と社会
Minority Politics

Japanese Minority Groups
North American 

Politics and Society

比較法政
平和学２

国際関係法
比較政策論
政治社会学
国際政治学

Politics and Society in Japan
Minority Politics

East Asian Politics 
and Society

外国語を自由に駆使する 学外での学び

1
年
次

2
年
次

4
年
次

3
年
次

多文化社会
比較政治学
比較文化論

異文化コミュニケーション
平和学１

Transcultural Studies

環境問題
環境学原論
南北問題

社会調査法
地誌概説

Community Development

平和研究
平和学1
南北問題
国際法

国際関係論
Global History

比較文化
文化人類学
比較文化論
言語表現法

異文化コミュニケーション
Transcultural Studies

国際・比較経済
マクロ経済学
ミクロ経済学
国際経済論
日本経済論

Regional Economic Development

比較法政
国際法

比較政治学
国際関係論
日本政治論

Global History

基礎演習A
基礎演習B

演習 1演習 1
/ 特別演習 1/ 特別演習 1

校外実習校外実習
インターンシップインターンシップ

独自課題研究独自課題研究
独自課題実地研究独自課題実地研究
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国際キャリア学科カリキュラム

Society
Family Backgrounds and Children’s Pre-School Extracurricular Activities in Japan
How to Improve Low Social Recognition of Corporate Social Responsibility in Japan

Culture
Expectations for English Studies in Japan: Changes in University Entrance Examinations
The Influence of Popular Culture on Public Discussions: The Case of Black Jack

Politics / International Relations
Press Freedom and Government Censorship Over Media in Japan
U.S Military Bases and the Okinawan Economy

Economics
The Success and Potential Failure Factors of Alibaba
Long Working Hours Among Japanese Men

◆ Examples of Graduation Theses

◆ Academic English Program(AEP)

国際キャリア学科ではグローバル化の諸問題を考察するため、文化・社会・政治・経済各分野から総合的な理解能力を育成し、

英語で授業を実施することで外国語でのコミュニケーション能力の獲得を目指します。少人数の学科だからこそ、学生は細や

かな教員指導を受けることができ、学生同士が強い絆で結ばれ、卒業後も支えとなる友達が得られることでしょう。また留学、

インターンシップ、Field Study（校外実習）などに挑戦し、自分の英語能力を高めながら講義で得た知識をさらに深め、３年次か

ら卒業論文の準備に入ります。このカリキュラムによって、学生は卒業後国内外の多様な環境下で自分の能力に合ったキャリア追

求ができます。

Curriculum for the Department of Global and Transcultural Studies (GTS)

The Department of Global and Transcultural Studies teaches students develop a comprehensive understanding of 

globalization and its challenges that is based on cultural studies, sociology, politics, and economics. The Department 

also strives to strengthen students’ foreign language communication skills by conducting its courses in English. Since 

the Department is small, students can receive finely tuned guidance and build strong connections with other students 

who may support them even after graduation. They also experience studying abroad, internships, or field studies (off-

campus studies) to improve their English proficiency and deepen the knowledge they acquired from lectures. Students 

then start preparing for their graduation theses in the third year. Through this curriculum, graduating students can 

work in a diverse range of working environments at home and abroad as they pursue careers that suit their abilities. 

国際キャリア学科生は、１～3年次にAcademic English Program（AEP、学術英語プログラム）の授業を履修します。この

プログラムは、読み、書き、ディスカッションやプレゼンテーション技能を強化して、英語圏の大学で実践的に運用できる学

術英語の習得を目標としています。

授業のなかで現代の国際問題を取り上げ、分析、考察することにより、創造性豊かな批判的思考力を育成します。また、さま

ざまな場面において、円滑に英語でコミュニケーションができることを目指します。

AEPの特色ある科目Tutorialでは、教員が学生一人一人を指導して記述力の向上を図ります。本学科において、学生に半年か

ら1年間の留学や長期のインターンシップに参加することを奨励しており、出願条件とされるTOEFLのスコアを伸ばすための

プログラムも設けています。

During your first three years, you take courses in the 

Academic English Program to enhance your reading, 

writing, discussion and presentation skills. The goal 

of the AEP is to bring your academic literacy skills 

up to those of university students in English-speaking 

countries.

The AEP courses emphasize thoughtful engagement 

with contemporary and global issues, and they develop 

your ability to analyze, evaluate, and critically respond 

to these topics with creativity. The courses also focus 

on helping you acquire a sophisticated understanding 

of writing and other forms of communication as acts of 

public participation and expression.

The AEP features tutorial courses in which instructors 

help you to improve your written work. Since the Department expects most students to study abroad for six months to a 

year or participate in a long-term internship, it also provides a program to help you to achieve required TOEFL scores.

*For the most up to date curriculum and course information, please visit https://fis.meijigakuin.ac.jp/en/. 
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elfare

Deepen Specialized 
Knowledge

Graduation 
Thesis

Courses in RedCourses in Red
= Compulsory= Compulsory

Courses in GreenCourses in Green
= Compulsory Electives= Compulsory Electives

Interdisciplinary 
Learning

Tutorial 4 ABTutorial 4 AB

Tutorial 3 ABTutorial 3 AB

Capstone Project Capstone Project 
in Academic in Academic 

EnglishEnglish

Graduation Graduation 
SeminarSeminar

Project  Project  
SeminarSeminar

Research  Research  
ProjectProject

Choosing a 
Project

Long-term
 and short-term

 Study A
broad Program

s,  

D
ouble D

egree Program
, Internships, Field Study A

&
B

You can plan your 
classes with an 
academic advisor. 
Students with 
sufficient skills can 
study abroad from 
their second year. 

Academic English 
Program (AEP)

Life and Career Design

Introductory SeminarIntroductory Seminar

Cultural Studies/
Sociology

Gender & Society

Islamic Culture

Intercultural History

Japanese Literature

Japanese Minority 
Groups

Japanese Popular 
Culture

Modern East Asian 
History

Qualitative Methods

Visual Media Methods

Buddhist Culture

Peace Studies

Cultural Studies/
Sociology
Global History

Information Literacy

Intercultural 
Communication

Intro. to Sociology

Intro. to Social 
Anthropology

Japanese Culture

Transcultural Studies

Politics/ 
Economics

Behavior Economics 
&Public Policy

Chinese Economy

East Asian Politics & 
Society

Economy of South East Asia

European Politics & 
Society

Japan's Environment & 
Energy Policy 

Intl. Finance

Qualitative Methods

Politics & Society in 
Japan

Regional Economic 
Integration

Politics/ 
Economics

Intro. to Area Studies

Intro. to Economics

Intro. to International 
Relations

Intro. to Political 
Science

Labor Market in the 
Global Economy

Regional Economic 
Development

Off-Campus 
Education

3
rdYear

2
ndYear

1
stYear

Tutorial 2 ABTutorial 2 AB

Rhetoric & Rhetoric & 
ResearchResearch

Writing ABWriting AB

Presentation & Presentation & 
Seminar Skills 2 ABSeminar Skills 2 AB

Tutorial 1 ABTutorial 1 AB

Academic Academic 
Reading ABReading AB

Critical Inquiry & Critical Inquiry & 
Writing ABWriting AB

Presentation & Presentation & 
Seminar Skills 1 ABSeminar Skills 1 AB
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※留学先や実習先は変更になることもあります。 * Study abroad destinations or internship destinations may be changed.

ダブル・ディグリー・プログラム
Double Degree Program

約4.5〜5年で明治学院大学とサンフランシスコ州立大学（SFSU）の
双方の学位を取得することができる留学プログラムです。
参加した学生は本学の国際学士に加えて、SFSUから経済学、国際関
係学、コミュニケーションなどの学位を取得しています。

This is a study abroad program in which students can acquire 
degrees from Meiji Gakuin University and San Francisco State 
University (SFSU) in 4.5 to 5 years. Students who complete the 
program earn a bachelor degree from the Faculty of International 
Studies as well as a 
degree in economics, 
international relations, 
communication, or 
other disciplines 
from SFSU.

バディ制度
Buddy System

「バディ」というのは明治学院大学へ勉強に来た留学生をサポートする
ボランティアです。
キャンパス内の日常的な関係を通して、異文化コミュニケーション能
力が向上し、多文化への理解が深められます。

A “buddy” is a volunteer who supports international students 
attending Meiji Gakuin University.
By interacting with 
international students on a 
daily basis, MGU students 
improve their cross-
cultural communication 
skills and deepen 
their understanding of 
multiculturalism.

明治学院大学国際学生寮（MISH）
Meiji Gakuin International Student House (MISH)

本学の国際学生寮は、戸塚駅まで徒歩5分、横浜キャンパスまでバス
10分と通学に便利な場所にあります。留学生にとって、快適で安全な
環境が整っています。また、大学が企画するイベントを通して、国内
外の学生が日常的に国際交流しながら充実した生活を送っています。

The university’s international dormitory is an easy walk from 
Totsuka station, and short bus ride from the Yokohama campus. It 
provides a comfortable 
and safe environment for 
students from abroad. 
The university also 
sponsors extra-curricular 
events, and you have 
daily opportunities for 
multicultural exchange.

校外実習
Field Study

演習の担当教員の引率で研究内容に沿ったテーマと地域について現地
調査や現地の専門家・大学生などとの交流を実施します。

Seminar teachers guide 
these off-campus study 
trips. Students conduct 
research projects, learn 
from local experts and 
meet other university 
students.

海外インターンシップ
Overseas Internships

日本語ティーチングアシスタント：
約半年間オーストラリアの小学校〜高校で日本語を教える授業にアシスタントとして参加します。

ビジネスインターンシップ：
香港の日系企業でビジネス英語、ビジネスマナー、グローバル研修など実務を通してグローバル人材に必要なビジネススキルを身につけます。

Japanese Language Teaching Assistantships:
Students work for six months in Australia as assistants to primary, junior and high school level Japanese language classes.

Business Internships:
Students work in Hong Kong-based Japanese companies where they will gain business English skills, business manners, and practical experience 
in a global work environment.

授業と演習で得た専門知識をさらに深めるため、国際学部では留学や校外の学習プログラムへの参加を勧めています。
本学部独自の二重学位制度（ダブル・ディグリー・プログラム）をはじめ、演習と関連する校外実習・Field Study、
海外インターンシップを提供しています。また、世界各国にある明治学院大学の協定校（2020年3月：81大学および1
コンソーシアム）で、半年または一年間留学することができます。横浜キャンパス内での国際交流の機会も豊富にあります。

To enhance the expertise acquired from classes and seminars, the Faculty of International Studies encourages its 

students to participate in study abroad or other off-campus study programs. We offer off-campus opportunities such 

as field studies related to seminars and overseas internship programs, as well as our double degree program. Students 

can also study at Meiji Gakuin University s̓ partner universities in various parts of the world (81 universities and one 

consortium as of March 2020) for six months or a year, and there are many opportunities for international exchanges 

on the Yokohama campus.

豊富な明治学院大学の留学・校外プログラム Meiji Gakuin University Programs

Study Abroad, Internships, International Exchange Programs

留学・インターンシップ・国際交流プログラム 国際学部のプログラム

横浜キャンパスの国際交流

Faculty of International Studies Programs

International Exchanges on the Yokohama Campus

留学前後に、英語開講専門科目で留学生と一緒に学ぶなど、明治学院大学と留学先での学習の融合を目指す指導体制
です。（下記のリンクを通して明治学院大学国際プログラムの詳細情報を参照ください。）

The Faculty’s program allows you to integrate our on-campus English lecture courses that you take with students from abroad with your 

own off-campus study experiences. (Please click on the links at the bottom for more information in English or Japanese.)

詳しいプログラム内容や国際交流イベントは
明治学院大学の留学・国際交流ページをご覧ください。
（https://www.meijigakuin.ac.jp/international/）

For English information on Meiji Gakuin’s study 
abroad programs :
（https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/
international/ic/index.html）

2019年度に渡航した国際学部の学生の留学・プログラム参加情報　2019 Study Abroad & Off Campus Participation

日本語 English

国際センター（IC）
The International Center (IC)

留学を実現するため、ICのスタッフが計画、志願、手続きをサポートします。

Our staff helps you with planning, applying, and preparing for study abroad. It also supports students who come to Meiji 
Gakuin University from other countries.

留学先
Study Abroad 
Destinations

81協定大学（2020年3月現在）（明治学院大学が海外の大学と協定を結び、学生を留学生として受け入れる協定留学の制度です。）

22か国 アジア、北米、ヨーロッパ、オセアニア、アフリカ地域
たとえば、カリフォルニア大学、ホープ・カレッジ、マンチェスター大学、マーストリヒト大学、エクス・アン・プロヴァンス政治学院、
タマサート大学、崇實大学、北京大学、シドニー大学など
これ以外、自分で計画する「協定外留学」も可能です。

81 Exchange Partner Institutions (as of March 2020) (Meiji Gakuin University and our partner universities have reciprocating study abroad programs.)

22 Countries in Asia, North America, Europe, Oceania and Africa
Some of our Partner Universities: University of California, Hope College, University of Manchester, Maastricht University, 
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, Thammasat University, Yonsei University, Peking University, University of 
Sydney, etc.
It is also possible for you to independently study abroad at a non-partner school.

留学期間
Study Abroad Durations

短期から長期まで、長期留学開始は春と秋、短期留学は夏季と春季の休暇中など。

The long-term (1semester~1year) programs begin in the spring or fall semester, and short-term programs are usually 
during spring and summer breaks.

海外企業・国際貢献 
インターンシップ

Internships at Overseas Companies; 
International Support Internships

留学に加え、グローバルキャリアインターンシップ（GCDI）と国連インターンシップの機会もあります。

In addition to study abroad at academic institutions, Meiji Gakuin University offers Global Career Development Internship 
(GCDI) and an internship opportunity with the UN.

長期協定留学
Long-term

Exchange Program

合計 153名
Total

長期協定外留学
Long-term Individual Program

2019年度
国際学部生の
留学参加人数

Study Abroad Participants
from the FIS

71名

7名
21名

44名

Global Career Development
Internship 7名

短期留学春季
Short-term (Spring)

短期留学夏季
Short-term (Summer)

ダブル・ディグリー・プログラム 2名
Double Degree Program

1名国連インターン
UNYV Internship
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国 際 学 部 生 の 声
Students' Experiences

これからの社会はグローバル化の多様性への対応を求められるでしょう。国際学部は文化、経済、法・政治分野の
専門知識と共に多様性のある教育を提供します。その結果 1989 年の一期生以来、国際学部卒業生は毎年授業や校外
の活動で得た知識を踏まえて、IT 関連、エレクトロニクス、金融などの様々な業界で個々の進路を開拓しています。
その中には、留学中にボストン・キャリア・フォーラム（就職イベント）で企業による面接を受け内定をもらった学生
もいます。本学の教育理念である “Do for Others（他者への貢献）” と学問の知識を合わせ、NPO・NGO に入って
国際社会に貢献したり、また大学院に進学したりする卒業生も少なくありません。

From here on, societies will seek people who can respond to the challenges of global diversification. The Faculty of International 

Studies offers expertise in the academic disciplines of cultural studies, economics, and politics/law, as well as a highly diversified 

educational curriculum. As a result, since 1989 our graduates have used knowledge that they acquired from coursework and off-campus 

programs to develop careers in industries such as IT, electronics, and finance. Some of these graduates obtained job offers through 

interviews at international job fairs such as the Boston Career Forum. Other students have combined their academic knowledge with 

our university’s educational ideal of “Do For Others” and joined NPOs and NGOs that contribute to international society.

キャリア支援の詳しい内容と最新情報はキャリアセンターをご覧ください。 
For the latest information about career support, please visit the Career Center's website.（https://www.meijigakuin.ac.jp/career/）

❖卒業生の声 Voice of a Graduate❖

Career Paths after Graduation

国 際 学 部  卒 業 後 の 進 路

◆ IT関連 IT related

ソフトバンク SoftBank

楽天 Rakuten

日立システムズ Hitachi Systems

アマゾンジャパン Amazon Japan

◆ エレクトロニクス Electronics

住友化学 Sumitomo Chemical

ボッシュ Bosch

東レ Toray Industries

◆ サービス・人材 Services/Human 
Resources

プリンスホテル Prince Hotel

横浜グランドインターコ
ンチネンタルホテル

InterContinental 
Yokohama Grand

	Wahl	＆	Case Wahl & Case

◆ 金融・保険 Finance/Insurance

三井住友銀行 Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation

アメリカン・エキスプ
レス・ジャパン

American Express 
Japan

東京海上日動火災保
険

Tokio Marine & Nichido 
Fire Insurance

AIU損害保険 AIG General Insurance 
Company

◆ 運輸・物流・旅行 Transportation/
Logistics/Travel

全日本空輸 All Nippon Airways

JTBグループ JTB Group

日通NECロジスティ
クス

Nittsu NEC Logistics

◆ 商社・流通 Trading Company/
Distributor

日産トレーデイング Nissan Trading

JALUX JALUX

三越伊勢丹 Isetan Mitsukoshi 

◆  教育・コンサルタント・
非営利

Education/Consulting/
Non-profit

アクセンチュア Accenture

ピースボート Peace Boat

◆ 大学院進学先 Graduate School

明治学院大学大学院国際学研究科
一橋大学大学院経済学研究科
一橋大学大学院社会学研究科
早稲田大学大学院政治学研究科
中央大学大学院法学研究科
Goldsmiths, University of London

University of Essex

University of Hawaii

ゲイツ・ピース・海　 国際学科 2 年

私は、中学校卒業後、高等学校はアメリカン・スクールに入学しました。その目的は、英語の上達

であり、英語環境で高校生活をしたかったからです。入学前は不安もありましたが、英語で学習し、

自己表現することは、格段にレベルアップしました。高校卒業後、英語環境でも様々な国の文化、

歴史、経済、政治も学ぶことができる国際学部に進学することにしました。国際学部では、バディ

として留学生の生活を支援し、留学生と一緒に授業を受け、友人にもなれました。大学内での授

業や学生生活をとおして、国際交流ができることが、国際学部の魅力です。

Yukina Watarai　 Department of Global and Transcultural Studies, 3rd Year

Growing up in Japan, GTS was the first school where I learned academic English skills and 

took academic subjects in English. Even though the assignments were hard at the beginning, 

the AEP classes helped me strengthen my English writing, reading, listening, and speaking 

abilities. Since our professors are willing to help students who are in need, I asked my AEP 

professors for advice. They pointed out my errors and taught me tactics for organizing content. 

I learned how to refine my papers, and that helped me to use peer review with other classmates 

in which we learned from each other’s strengths. This may sound difficult, but I made myself 

“fail forward” without being afraid of saying or writing my thoughts. You’ll never know whether 

you understand a point or not unless try to talk about it. Most importantly, I am always thankful 

for being in an environment where I can research topics that interest me, and I can improve my 

academic English skill. This positive motivation enables me to enjoy the hardest assignments at 

all times!

Hideo Komori　 Department of Global and Transcultural Studies, 4th Year

For a long time, I had wanted to study in the UK, and I chose GTS because this department 

develops your academic English skills. Also, GTS provides valuable academic courses in 

English. I found “Gender Studies” and “Minority Studies” particularly interesting, which 

strengthened my motivation to go abroad. Therefore, GTS helped me to prepare to major in 

Social Anthropology at the University of Manchester. Through these courses and living in the 

UK, I encountered many differences. My most shocking experience was my realization that 

there are many variations of English language. Even in the UK there are numerous accents and 

it is very multinational country, so being there gave me very good opportunities to improve my 

English skills. Therefore, I highly recommend that you study abroad through MGU’s great study 

abroad program, because you will not only deepen your academic knowledge, but you can also 

experience many new things! Good luck, and I will keep my fingers crossed for you!

鍬塚 ともみ　 国際学科2017年度卒業・大学院国際学研究科修士課程2019年度修了

Kuwatsuka Tomomi, 2017 Meiji Gakuin B.A., 2019 Meiji Gakuin Graduate School M.A.

学部時代、アメリカを多角的な視点から読み解くゼミに所属していました。そこで断片的な知識が線
で繋がる面白さに感動し、理解を深めるために本校大学院に進学しました。二年間の大学院での研究
を終え、現在は神奈川県立高校で教師をしています *。大学と大学院での研究を通して身に付けた「多
角的に物事を捉える視点」を高校生に伝えられるよう日々心がけています。（* 国際学部卒業時に地理歴

史または公民の教員一種免許状を取得が可能です。その後国際学研究科博士前期課程を修了すると、社会科の専

修免許状も取得できます。また、英語科の教員免許状も、地理歴史または公民の教員免許状取得後に、英語科免

許状のための科目を履修することで取得も可能です。）

As an undergraduate, I joined a seminar that studied America from a variety of perspectives. Stimulated by the 
knowledge that I gained, I entered Meiji Gakuin’s Graduate Studies Program in order to deepen my understanding. 
I completed the two-year research program, and I am now a teacher of English at a public high school in Kanagawa 
Prefecture.* Every day I try to share with my students the multiplicity of perspectives that I gained from my 
undergraduate and graduate studies. (*The teacher licensing process required a separate course of study.)

前川 莉紗　 国際学科 4 年

二年次秋学期から三年次春学期まで、私は明治学院大学の協定校であるカリフォルニア大学（サンタ・

バーバラ校）に留学しました。この留学中に、「宗教学」に出会い、明治学院大学に戻ってからは「宗

教学」のゼミに入りました。ゼミでは、「宗教とは何だろう」、そして「これまでどのように宗教が研

究されてきたか」を学んでいます。明治学院大学からの留学をきっかけにして、帰国後も「宗教学」

を専攻し、四年次の今は充実感と達成感を感じながら卒業論文をまとめつつあります。

主 な 就 職 先（ 2 0 1 4 ｰ 2 0 1 8 年 度 ） Main Places of  Employment (2014 – 2018 Academic years)
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横浜キャンパスへのアクセス
Directions to the Yokohama campus

入学試験・受験生向けイベントに関するお問い合わせ
For Admissions Information

Admissions  Office (Shirokane campus, Tokyo)
明治学院大学入試インフォメーション Tel: 03-5421-5151

月曜～金曜の午前9時～午後4時
土曜は正午まで。ただし祝日は除きます。
大学行事等のため土曜日は閉室となる場合があります。

https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/

国際学部サイト
The Faculty website
https://fis.meijigakuin.ac.jp

Department of International Studies

◆  国 際 学 科 ◆
Department of Global and Transcultural Studies

◆  国 際キャリア学科 ◆

国 際 学 部
The Faculty of International Studies

明 治 学 院 大 学


