
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営学部】IBPPlus-A 実施報告 

経営学部では今年度の夏もアメリカで IBPPlus（International Business Program plus）を実施しました。 

サンノゼプログラム、ポートランドプログラム合わせて 22 名の参加学生はホームステイをしながら、研修先大学で  

ビジネスに特化した授業やプレゼン力強化の授業、現地の企業訪問を行いました。 

 

ポートランドプログラム引率教員より 

In August 2015, eleven students embarked on a 3 ½ week trip to Portland Oregon. After a nine-hour flight, they arrived 

in Portland and were greeted at the airport by representatives from Portland State University (PSU). They spent the first 

day of their program completing orientation sessions by the university and homestay organization and the students 

learned all about the university and getting around in Portland. They also had a chance to sample an American buffet 

lunch at PSU, with hamburgers, pizza and ice cream! That evening after a long, tiring day, the students met their 

homestay families and enjoyed dinner with them. 

When lessons began, the students were introduced to American customs and business practices. They learned about 

branding and logos and participated in a downtown scavenger hunt where they gathered information about different 

American businesses. They used this information to prepare a presentation about the use of logos in business. As the 

courses progress, the students will get a chance to visit Japanese companies in the US, including a Japanese curry 

restaurant and Ajinomoto. They will also go to Seattle and experience white-water rafting in Oregon’s beautiful 

countryside. 

ポートランド州立大学プログラム参加者感

想 

臆病にならずに、挑戦することが 1番大切だと学んだ。 

今回の留学が私にとって初めての海外訪問でした。テレビやインターネットなどを通してアメリカ文化は 

知っていたつもりでしたが、実際に現地に行って体験してみるのとでは、全然違うことに驚かされました。 

またアメリカの方々は私が思っていたよりも日本に興味を持ってくれており、友好的であるということも学

びました。 

今回の留学の目的の 1 つが自身の英語力向上であった。ホストファミリーとの日々の生活では、英語しか使

うことができないため苦戦したが、その分リスニング力が以前よりもついたと感じた。逆にスピーキングは

最も苦手な分野だと改めて感じ、これから練習していきたいと思った。 

 

https://www.google.co.jp/url?url=https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E3%83%89%E3%83%AB%E7%A1%AC%E8%B2%A8_(%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDQQwW4wDmoVChMIn9rZ3Y-byAIVQySUCh3uyASS&usg=AFQjCNG9KJ52OFZgpwze0e2Lw6y_QLKPMg
http://busterclimb.ocnk.net/data/busterclimb/product/6a59fe81bd.JPG


 

This year’s IBP Plus-A to San Jose State University (SJSU) broke new ground as instead of the fully customized 

program for Meiji University School of Business Administration students only, the students joined the beginning of the 

Academic Training Program which prepares overseas students to join SJSU as full-time students. This allowed our 

students to develop a much larger social network as well as participate in classes attuned to the individual English 

abilities of the students. At the same time, the program director Sarah McGregor, arranged company trips and a final 

presentation session exclusively for the students as well as special orientation sessions. The overseas office now 

includes a lively bunch of part-time workers who quickly made friends with the students as well as sorting out their 

paperwork. I joined the first week with the eleven wonderful students who became a close knit group determined to 

make the most of their visit. We arrived on Tuesday and classes didn’t start until Monday so I enjoyed orientation 

activities and a fun trip to San Francisco with some 400 new ATP students. After this, it looked like work hard, play 

hard as an intensive study program was combined with visits to Silicon Valley, Los Angeles and Yosemite. 

Congratulations on a successful program to students, teachers and administrators alike! 

サンノゼプログラム引率教員より 

サンノゼ州立大学プログラム参加者感想 

第 2 回：10月 13日（火）6限 

和泉第一校舎 304 教室 

※詳細は経営学部ＨＰを確認ください。 

 

IBPPlus-B（春プログラム） 

募集説明会を行います！！ 

今回 1か月の留学を通して様々な国の人々とより深くコミュニケーションを取りたいと強く感じた。 

そのためには英語が重要なツールとなり、自身の進路のため英語のスピーキング力を日ごろから高めていき

たいと感じた。 

とても充実した 1 か月だったためすごく短く感じました。この感動が薄れないうちにまた英語圏に長期留学

したいと強く思いました。また、将来英語のコミュニケーションのツールとして扱い、世界中の人とかかわ

るような仕事につきたいと思います。 

アメリカでは知らないことや驚くことばかりで、様々な刺激を受けました。バスの降り方がわからなかった

り、チップを過剰に取られたり困難もありましたが、ホストファミリーやクラスメイト・先生たちのおかげ

でとても貴重な体験をすることができました。 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.dvc.edu/enrollment/transfer/outofstateresources.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQwW4wBmoVChMIzbmekpGbyAIVxhSUCh0rcgPp&usg=AFQjCNG5nMO4RVx1JCgZV0A_je3LiiTy7g
https://www.google.co.jp/url?url=https://www.statuspage.io/customers&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wAmoVChMI27K4gJGbyAIVCqKUCh1usgfh&usg=AFQjCNFSkUxgGX2FlpZRso5JhYhbGRUGJA

