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明治大学商学部主催

2011 年度 プレＭＢＡプログラム

カナダ・ヨーク大学

参加募集要項

 ヨーク大学（York University）は，1959 年にトロント大学の一組織として

設立され，1965 年に独立した比較的歴史の新しい州立大学です。約 73 万坪（港

区の 1/10）の広大なキャンパスの中で約 5 万人の学生が学んでおり，カナダで

も第 3 番目の規模を誇ります。トロントの都会的な環境の中で，地域社会の価

値観や多様性を重視した授業を受けられます。 

 トロントは世界各国からの移民が多く，多民族・多文化都市であることが特

徴です。市の中心街は，各国からの移民がチャイナタウン，イタリアタウンな

ど民族色豊かな街並みを形成しており，街を歩くだけで世界旅行のような異文

化体験をすることができます。 

English is the international language of commerce, industry and business, but the English of 

commerce, industry and business is often very different from the English most Japanese students learn at 

high school and university.   

The program that the York University English Language Institute has designed for the Meiji 

University School of Commerce is an abbreviated version of the program they offer to prepare students for 

whom English is not a native language to study in a Master of Business Administration program at a North 

American university.   

We believe that by learning and using English while analyzing case studies and real-life business data 

and presenting the results of one’s research in the form of written reports and oral presentations, students 

will acquire the actual kind of English used by global business people. 



１．プログラム詳細 
 
《研修期間》         2011 年 7 月 31 日（日） ～ 8 月 28 日（日） 
 
《定員》           10 名～12 名  ※参加者が 10 名未満のとき，本プログラムは開催されません 
 
《滞在先》          ヨーク大学学生寮 http://www.yorku.ca/stuhouse/undergrad/pondroad.htm 

 
《食事》           なし 
               ※学内数箇所にカフェテリア，Tom Horton’s（ドーナッツ，ファーストフード）

があります。夕食は自己負担となりますが，トロント市街ではカナダ独特の多

国籍料理を楽しむことができます（寮のキッチンは利用できません）。 
 
《参考ＵＲＬ》        http://www.yorku.ca/web/index.htm 
               http://www.yueli.yorku.ca/programs/premba.php 

 
《単位認定》         商学部生：商学部科目「発展英語」（1単位）を 2科目分の計 2単位 
 （本プログラム修了者）   他学部生：なし 
 
《費用・概算》        640,000 円（予定） （但し，為替レート・燃油加算税等の影響により，変動することがあります）  

※商学部生に限り，費用の一部に補助があります。 
               Ⅰ 費用に含まれるもの 
                  □プログラム参加登録料  □研修費全般（講師・教科書・教材） 
                  □学生寮滞在費  □現地空港とヨーク大学間の送迎サービス 
                  □課外活動費 
                  □航空運賃（成田空港使用料・海外航空税・燃油加算税を含む） 
               Ⅱ 費用に含まれないもの 
                  □自宅と成田空港間の交通費  □海外旅行保険 
                  □滞在中の食費  □現地での交通費，雑費 
 
《プレＭＢＡプログラムとは》 特にビジネスの世界で通用するための英語力養成を目的としています。ビジネス

文書の書き方やプレゼンテーションのスキルも学びます。また，ビジネスに関す

る講義を英語で受講できることが本プログラムの 大の特長です。 
 
《授業内容》         ①ビジネス英語とも関連した集中的な英語学習 ②様々なビジネス関係科目 
               ③ケーススタディ ④プレゼンテーション実践  などを予定 
 
《課外活動》         ナイアガラの滝への日帰り旅行，オンタリオ湖でのディナークルーズ など 
 
《引率の有無》        本プログラムに教員等の引率は行いません 
 
 
 ※ 記載の内容は，変更される場合があります。 



２．応募資格 
 
● 本学学部生で，ＴＯＥＩＣなどの英語能力試験のスコアを有していること（実用英語技能検定は除く） 
● 募集要項や誓約書の内容に同意できること 
● 保護者の同意が得られていること 
● 心身ともに海外で生活する上で問題がないこと（持病やアレルギーなどの場合はかかりつけの医師等

の了解を得てください） 
 

※本プログラムは，商学部の学生が優先となりますが，他学部生の応募も可としています 
 
 

３．募集期間・応募書類提出先 
 

募集期間 ： 2011 年 5 月 2 日（月）～5 月 13 日（金） 

提 出 先 ： 商学部事務室（和泉・駿河台） 
 

  ※必ずこの期間内に所定の応募書類一式（以下「４．応募書類」の項を参照）を提出してください 

  ※受付けは窓口事務の取扱時間に限ります 

  ※国際教育センターの実施する夏期海外語学研修とは異なるプログラムです 

  ※参加者が 10 名に満たない場合，本プログラムは中止となります 

   ⇒詳しくは「８．国際教育センター実施「夏期海外語学研修」との関連」を参照してください 

 

 

４．応募書類 
 

（１） ヨーク大学プレＭＢＡプログラム 参加申込書 

      ● 所定の書式を使用し，記入にはボールペンを使用してください 

（２） ヨーク大学プレＭＢＡプログラム 参加申込誓約書 

      ● 所定の書式を使用し，記入にはボールペンを使用してください 

      ● 保証人による署名と押印が必要です 

（３） 志望理由書 

      ● ワープロソフトを使用し，Ａ４用紙１枚に 800 字以内で記載してください 

      ● 所属学部・学科名，学生番号，学年・組・番号，氏名を必ず明記してください 

（４） 英語能力試験スコアのコピー 

      ● 募集開始日から過去２年以内に取得したものに限る 

 



５．プレＭＢＡプログラム応募説明会 
 

《和   泉》 第一回日時 ： 2011 年 5 月 2 日（月） 12 時 15 分から 

           会場 ： 第一校舎 5 階 501 教室 

        第二回日時 ： 2011 年 5 月 9 日（月） 18 時 00 分から 

           会場 ： 第一校舎 2 階 209 教室 ※夏期海外語学研修説明会と同時開催 

《駿 河 台》 第一回日時 ： 2011 年 5 月 5 日（木） 12 時 15 分から 

会場 ： リバティタワー9 階 1096 教室 

第二回日時 ： 2011 年 5 月 11 日（木） 18 時 00 分から 

会場 ： リバティタワー13 階 1135 教室 ※夏期海外語学研修説明会と同時開催 
 

    ※説明会への参加は応募にあたって必須ではありませんが，ぜひ参加してください 

    ※国際教育センターの実施する夏期海外語学研修とは内容が異なりますので注意してください 

    ※国際教育センターの実施する夏期海外語学研修の説明会は，別途開催されます（但し，5 月 9 日と 11 日

の説明会は，夏期海外語学研修説明会との同時開催となります） 

 

 

６．選考 
 

  選考日程 ： 2011 年 5 月 14 日（土）午後 

  選考方法 ： 書類選考と面接選考 

  選考会場 ： 明治大学駿河台キャンパスリバティタワー11 階 1116 教室 

  結果発表 ： 2011 年 5 月 16 日（月） 予定 

 

     ※選考に関する詳細については，応募者に対して直接連絡します 

     ※選考の合否は，郵送にて本人宛てに通知する予定です 

     ※合格者には，合格通知と同時に今後の詳細を郵送にてお知らせします 

 

 

７．参加費用 
 

《参加費用について》 

  6 月 13 日（月）までに銀行振込にて一括振込みをお願いします 

 

《参加費用金額》 

  実施要項に掲載した金額は 2011 年 4 月 1日の為替レートをもとに算出したものです。航空運賃加算燃油代他の

改定や為替レートの変動等により，表記された金額よりも高くなることがありますので予めご了承ください。ま

た，研修終了後は精算報告を行い，余剰金は各参加者に返金します。 



《参加費用に含まれないもの》 
個人的費用（小遣い等），所定の食事，海外旅行保険料，パスポート取得にかかる費用（パスポート保持者は不要）

等は参加費用に含まれません。なお，海外旅行保険は本学指定の保険に別途自己負担で加入していただきます。 

 

《参加の取り消し》 

参加費を振り込んだ後，やむを得ない理由で参加を取り消す場合は，旅行約款及び研修先大学との契約に則り，

所要経費相当分を差し引いて返還します。参加取り消しの期日によっては，研修終了後の返還となる場合もあり

ます。なお，キャンセル料金については合格者への振込み案内に明示します。 

 

 

８．国際教育センター実施「夏期海外語学研修」との関連 

 

《プレＭＢＡプログラムと国際教育センターの実施する夏期海外語学研修との関連について》 

● 本プログラムの選考に不合格，もしくは本プログラムの開催が中止の場合には，夏期海外語学研修へ応募で

きます（本プログラムの選考の後に夏期海外語学研修の応募期間が設定されています） 

 

《プレＭＢＡプログラムの選考に合格の場合》 

 ● 国際教育センターの実施するヨーク大学夏期海外語学研修と同一の旅程です 

 ● 本プログラムは，夏期海外語学研修とは異なる授業が展開されます 

 ● 夏期海外語学研修参加者と同一の出発前オリエンテーションへの参加（３回）と保険加入が必須となります 

 

《プレＭＢＡプログラムの選考に不合格，もしくはプレＭＢＡプログラムの開催が中止の場合》 

 ● 希望であれば国際教育センターの実施する夏期海外語学研修に出願できます 

   ※ 夏期海外語学研修の詳細は，国際教育センター発行の募集要項を確認してください 

 

 

９．旅行条件・注意事項 
 明治大学は，参加者の安全と健康について十分な注意を払い，万一事故が発生した場合は，可能な限り 善の策を講

じますが，その後の責任は負いかねます。 

 研修期間中の不慮の事故に備え，本学指定の海外旅行保険に加入していただきます。指定額以上の保険を希望される

方は別途個人で保険へ加入されることをお勧めいたします。 

 天災，戦争等不慮の災難，ストライキ等によって生じた損害，盗難及び個人行動中の事故等に関し，大学は一切の責

任を負いません。 

 研修先の学校または地域の天候・安全性の諸事情により，募集要項に記載の予定に変更が生じる場合がありますので，

予めご了承ください。 

 個人の都合等による日程の変更は一切認められません。 

 

 

 

 

 

 

 

研修参加中の禁止事項 

①自動車・自動二輪の運転 ②未成年者の飲酒 ③日中および深夜の飲酒 ④研修中に研修国外へ出ること 



10．スケジュール（概要） 
 

 

 

● 募集要項等の配布開始 

         ● 各学年クラス別ガイダンスでの案内 

 

         ● 応募受付（2日から 13 日まで 商学部事務室にて） 

● 説明会開催（和泉：2日・9日，駿河台：5 日・11 日） 

         ● 選考の受験（14 日） 

         ● 選考結果発表（16 日） 

 

         ﾁｪｯｸ □応募書類（参加申込書・誓約書・志望理由書・英語能力スコア）の準備・提出 

         ﾁｪｯｸ □選考の受験と結果の確認 

             （合格者には郵送にて必要書類を発送，記入して第 1 回オリエンテーションに持参） 

         ﾁｪｯｸ □パスポートの取得（各自で行う） 

 

         ● 参加費用の振込み（13 日まで） 

         ● 第 1 回オリエンテーションへの出席（11 日を予定） 

           必要書類（参加確認書・パスポートコピー等）の提出 

           危機管理説明会，海外旅行保険の説明 

         ● 第 2 回オリエンテーションへの出席（下旬を予定） 

           グループリーダー・サブリーダーの決定，パスポートコピー提出の 終締切り 

 

         ﾁｪｯｸ □参加費用の振込み 

ﾁｪｯｸ □必要書類（参加確認書・パスポートコピー等）の準備 

ﾁｪｯｸ □第 1 回オリエンテーションへの出席（必要書類の提出） 

ﾁｪｯｸ □海外旅行保険への加入 

ﾁｪｯｸ □第 2 回オリエンテーションへの出席 

 

         ● 第 3 回オリエンテーションへの出席（中旬を予定） 

 

         ﾁｪｯｸ □第 3 回オリエンテーションへの出席 

         ﾁｪｯｸ □出発準備（手荷物・預け用荷物など） 

 

         ● 出発！ 

 

 

 

 

 

出発までのスケジュールは下記を予定しています。 

オリエンテーションへの出席は必須となっておりますのでご留意ください。 

５月 

６月 

７月 

８月 

４月 



11．よくある質問Ｑ＆Ａ 

 

Q1．参加にあたり，語学力以外に何か条件等はありますか？ 

「２．応募資格」の項をよく確認してください。本学の学部生であることと，本募集要項に添付されている「明治大学海

外研修プログラム参加申込誓約書」に同意していることが条件となります。参加申込にあたり，同誓約書への捺印・提出

が求められますので，事前に必ずお読みいただくよう，お願いします。また，健康であることが条件ですが，既往症のあ

る方は前もって医師に相談し薬を持参したり，安心して海外生活を過ごせるように健康管理に責任を持っていただくこと

が重要です。 

 

Q2．参加をする上で選考はありますか？ 

本プログラム独自の選考を行います（国際教育センターの実施する夏期海外語学研修とは異なります）。内容は，「書類

選考・面接選考」です。 

 

Q3．現在パスポートを持っていないのですが，応募はできますか？ 

応募の段階では，パスポートを所持していなくても問題ありませんが，6月 11 日（土）に行われるオリエンテーション

で，参加提出書類と一緒にパスポートのコピーを提出して頂きますので，必ずそれまでに取得できるように手続きをお願

いします。また，パスポートの有効期間が 2011 年 12 月 15 日に満たない場合は，新規にパスポートを申請して頂く事に

なりますので有効期限を確認してください。パスポート取得には通常１週間かかりますので，余裕をもって手続きをしま

しょう。 

 

Q4．研修へ出発するまでにどのような準備が必要ですか？ 

研修先で出会う他国の学生との会話や授業の中で日本の歴史・文化の説明を求められたり，研修先の国との比較や違い

について話し合うことが多くあるようです。参加体験者の多くが，日本について現地の言語で語れるように勉強しておく

こと，何を学び，何を得たいか，予め自分なりのゴールを持って出発することが重要とアンケートに答えています。 

 

Q5．オリエンテーションには全部参加しなければなりませんか？ 

3 回のオリエンテーションには必ず参加をしてください。特に，第 1 回目のオリエンテーションで旅行社，研修先へ送

付する書類を提出してもらい，危機管理や海外旅行保険についての説明がありますので，必ず出席をお願いします。第 2

回目のオリエンテーションでは，グループリーダーやサブリーダーを決め，お互いについての情報交換や，研修先の情報

についてのより詳しい情報をお伝えします。また，第 3回目のオリエンテーションでは，参加体験者を招いた情報交換会

や Q&A を実施します。参加できない場合は必ず予め商学部事務室へ連絡してください。 

 

Q6．研修費以外にいくら用意する必要がありますか？ 

事前に研修先の費用に含まれるもの・含まれないものをご確認ください。安全のため，多額の現金の持参はお勧めしま

せん。キャッシュパスポート（プリペイドタイプのトラベルマネーカード）の利用をお勧めしています。キャッシュパス

ポートは，日本で入金したお金を現地 ATM で引き出すことができますので，多額の現金を持ち歩く必要もなく，足りなく

なった場合は日本から即日入金をしてもらうこともできますので安心です。また，海外旅行保険は研修費に含まれておら

ず，別途本校指定の保険加入を義務付けています。誓約書の参加確定後に必要な手続きに関する事項を参照してください。 

 

Q7．現地での安全確保・危機管理について教えてください。 

危機管理会社に危機管理サービスを依頼しています。現地で貴重品の盗難，紛失，病気，怪我等が発生した場合には 24

時間対応のコールセンターへ連絡することで，支援が受けられるサービスとなっています。また危機管理会社と明治大学

間の連絡網，研修先との連絡等，参加者の安全を第一とした体制を整えていますが，まずは，参加者自身の危機管理の徹

底が一番大切です。研修期間中の緊急連絡をどうするか，参加者は必ず保護者の方と確認してから出発しましょう。 



Q8．参加の取り消しはできますか？ 

参加の取り消しについては，｢明治大学商学部ヨーク大学プレＭＢＡプログラム参加申込誓約書｣にもある通り，参加申

込書提出・参加費用支払い後は，本学が正当と認めた場合以外辞退はできませんので，ご注意ください。 

 

Q9．プレＭＢＡプログラムでは，どういった授業が行われるのですか？ 

ビジネス英語とも関連した集中的な英語学習だけでなく，様々なビジネスに関係する科目（貿易・経営・マーケティング・財務な

ど），ケーススタディ，プレゼンテーションなども含めて行われる予定です。 

 

Q10．夏期海外語学研修と比べて，英語力のレベルはどうですか？ 

語学研修ではなく，ビジネス関連の様々な科目を英語による講義で受講し，プレゼンテーションなどの実践も含まれることから，

それらに対応できる英語力が求められます。本プログラムは，語学だけを磨く研修ではなく，「ビジネスを英語で学ぶことができる」

という点が最も特長となるプログラムです。将来世界という舞台で活躍するビジネス・パーソンを目指す方に，ぜひ参加していただ

きたいと考えています。 

 

Q11．将来的にＭＢＡ取得を目指したいのですが，ヨーク大学プレＭＢＡプログラムを修了すると何か有利になりますか？ 

本プログラムを修了すると修了証が授与されますが，その修了証が将来的にＭＢＡを目指すにあたって，有利に働くものではあ

りません。ですが，本プログラムに参加することは，非常に良い勉強となるはずです。 

 

Q12．プレＭＢＡプログラムと夏期海外語学研修の併願は可能ですか？ 

詳しくは，「８．国際教育センター実施「夏期海外語学研修」との関連」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【問合せ先】                    

明治大学商学部事務室（駿河台）         

事務取扱 ： 平日 9時～18 時        

（11 時 30 分～12 時 30 分除く） 

 土曜 8時 30 分～12 時      

 電話 ： 03-3296-4160          


