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さまざまなプログラムでの経験が、

今の自分の道に繋がっています。

英語力だけでなく、主体性も活かし

日々業務に取り組んでいます。

数多くの学びや出会いが、

現在の仕事に活かされています。

得意だった英語力を維持させたいと思い、ACEを受講しました。プレゼンを

行う授業が多く、英語で伝える技術や資料を作成する力が身につきました。

また、さまざまな本学部主催のイベントを通じて、教授の方々や学年の垣

根を越えた仲間と親睦を深めることができました。こうした財産となる出

会いが、総合商社を目指すきっかけになりました。

フランスのリヨン政治学院、台湾の国立台湾大学への留学経験を経て「世の

中の不便さを解消したい」という想いが芽生え、現在は総合商社で、新人

ながら海外の人へ英語でプレゼンをするなど多くの機会を頂いております。

留学時の体験が、現在の会社に入る

きっかけになりました。

「英語漬け」の環境が用意されるACEは、英語に対する抵抗をなくすことがで

き、海外大学の授業への不安を払拭するためにトップスクールセミナーを受

講して、海外の学生と英語で対等に議論をする力を養いました。その後、西シ

ドニー大学への短期留学を経て、シンガポールの南洋理工大学へ長期留学。

留学中に訪れた国々で人々がスマートフォンでのサービス（ライドシェア・電子

決済等）を活用して生活が便利に発展する姿を目の当たりにしたことが、現在

の会社を志望するきっかけになりました。本学部のプログラムを最大限活用し

て得た国際経験や学びは、キャリア選択にも現在の業務にも役立っています。

（１年次４月）
入学時

660点
（４年次12月）
卒業時

870点

TOEICスコアがUPしました!

留学生サポーターを通じて出会ったアジア圏留学生の英語力の高さに圧倒

され、タイ短期プログラムの参加を決めました。この経験からアジアで長期

留学したいという気持ちが芽生え、世界トップレベルの教育機関があり、アジ

ア経済のハブであるシンガポールへの留学を決めました。現在は社会人2年

目で、外資系ITベンダーのコンサルタントとして働いています。日本での留

学生支援・海外での留学生として過ごした経験から、日本の行政手続きの

不便さに疑問を覚え、テクノロジーで行政課

題を解決するプロジェクトのある現在の就職

先に入社を決めました。研修直後、翻訳者

としての仕事をいただくなどACEで培った

英語力と主体性が仕事にも活きています。

途上国開発に関心があったため、政治経済の垣根を越えて国際問題や

社会情勢について幅広く学べる本学部を志望しました。タイへの短期留

学後、同国のタマサート大学へ長期留学。現地でタイ人の友人らと過ごす

中で多様な価値観や文化に触れ、視野が大きく広がりました。帰国後は

政治系のゼミで東アジア情勢について学びを深め、タイで多くの優しさに

触れた私は「タイを含む東南アジアと日本の架け橋となって、同地域と

日本の成長に繋げたい」と思い、外交官を

目指しました。現在は在タイ日本国大使館

で、大学で培われた英語力や政治経済の知

識を活かしながら、日々の業務に励んでい

ます。

守矢 彩花さん

外務省 勤務
2017年経済学科卒業
2018年大学院政治経済学研究科
政治学専攻修了

高野 葉月さん

日本オラクル株式会社 勤務
2019年地域行政学科卒業

重冨 克徳さん

ソフトバンク株式会社 勤務
2019年政治学科卒業

常見 達也 さん

三井物産株式会社 勤務
2021年政治学科卒業

政 治 経 済 学 部

本プログラムは予定であり、

変更になる可能性がございます。

予めご了承ください。

向
き
合
う
場
所
へ
。

政治経済学部の国際プログラムを経験し、
世界の第一線で活躍する4名の卒業生に、その魅力を聞きました。

（１年次４月）
入学時

690点
（４年次7月）
卒業時

900点

TOEICスコアがUPしました!

本学部では、留学生を日常的にサポートする「留学生サポーター」制度を実施しています。寝食を共にしながら行う合宿、

日々の学習支援や生活のサポートの経験を通じて、同世代の学生と相互に異文化理解を深めることができます。
留学生サポーター

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1

明治大学 政治経済学部事務室

TEL | 03-3296-4173  URL | https://www.meiji.ac.jp/seikei/ URL |  ht tps ://w w w.mei j i . ac . jp/s tep into/seike i/

政治経済学部がわかる
9つのポイントを公開中

グローバルキャリア形成プログラム

GLOBAL CAREER
DEVELOPMENT PROGRAM



本学部では、世界各国の「トップス クール」から教員・研究

者を招へいし、政治学・経済学・社会 学・行政学・歴史学と

いった専門分野の講義を英語で実 施。日本にいながら、

特別な費用をかけずに世界基準の 授業を体験でき、英語

力を磨くだけでなく、専門分野に対 する興味や視野が広が

ります。留学に向けた「留学疑似体 験」、留学後のステップ

アップにも活用できます。

海外で活躍する外務省やJICAなどの援助機関、開発コンサ

ルタント、建設会社、商社などの職員・社員を招へい。貴重

な体験談から国際的な場で就業・研究する際の留意点など

を学べる講座です。また、日本で活躍する外交官や国際機関

職員からもさまざまな情報を得て、今後の進路につなげま

す。海外での活躍を想定し、その実現に向けた課題を整理

して自ら取り組めることを目標にしています。

1 就業力
育成総合講座 3 トップスクール

セミナー

入学後のガイダンスをはじめ、履修から留学・就職に

関する内容まで、定期的に専門性の高い教員に直接

相談することができます。

国際経験が豊富な教員による
指導と個別相談

１年次からの
参 加 基 準 例

TOEFL iBT 68　IELTS6.0以上

Goethe-InstitutでGoethe-ZertifikatB1以上の級において総合点6割以上

DELF・DALFでDELF B1以上の級において合格

HSKで筆記試験3級以上の級において総合点6割以上、
および口頭試験中級以上の級において6割以上

DELEでB１級以上の級において合格

英 語

ド イ ツ 語

フランス語

中 国 語

スペイン語

参加希望者の中から、入学時に行われるTOEICのスコアにより

選抜します。それ以外の参加希望者については、以下の語学基準の

いずれかを満たす場合、参加できます。

2
ACE

1
就業力育成
総合講座

33
トップスクール
セミナー

2-4年次

留学・海外
インターンシップ

優秀な成績を修めた学生に
奨学金（支援金）を授与1 グローバルキャリアを考え、

準備する機会を提供2

1年次
自身のキャリアを考え
それに向けた
基礎英語力を強化

国内で
専門的学習

グローバル社会で通用する、コミュニケーション能力の強化

2022年度以降の入学者を対象に、所属学科それぞれのカリキュラムに応じた科目を自由に履修し、

グローバル社会で通用する実践的語学力・コミュニケーション能力に加え、国際社会に関する基礎的知識を習得。

柔軟な思考力・洞察力および優れた問題解決力を持ち、世界を舞台に最前線で活躍できる人材を育成します。

プログラムの修了要件を
満たした学生に修了証を授与3POINT!

※海外留学やインターンシップなどに利用可能

4

2 ACE

ACE特設クラスの授業を必修とし、グローバル社会で通用

する高度な実践的語学力を習得。読む力、書く力を含む

総合力の強化を図り、国際社会における諸問題について、

リサーチやプレゼンテーション、ディベートを行っていくこ

とで、相手の議論を正確に理解するとともに、調べる力、

考える力、自身の考えを的確に伝える力を養います。

（英語実践力特別強化プログラム）

5
国内で

「英語で学ぶ」
を実践

5 英語を用いた
教養・専門科目の学習

日本語だけでなく、英語で

展開される教養・専門科目

を受講することで、的確な

語彙を習得するとともに、

専門知識や概念に関する

理解を深め、グローバル社

会の幅広い分野で即戦力

となる学生を育てます。

卒業後のキャリアイメージ
「世界を舞台に活躍する人材へ」

国内・海外グローバル
ビジネス

国際協力機構
（JICA）など

特定非営利
活動法人（NPO）

外務省・
国際機関職員

海外の大学、
日本・海外の
大学院での研究

4
明治大学は、留学できる協定校数が41カ国・地域、191

大学・学部（2021年1月現在）あります。それに加えて

本学部は、学部間協定に基づく留学プログラム数が明治
大学の全10学部で最多の44通りあり、英国のLSEや

シンガポールの南洋理工大学など世界トップレベルの大学

に留学ができます。

フィンランド

中華人民共和国

スウェーデン

大韓民国

フランス

ベトナム

タイ

アメリカ

オランダ

台湾

イギリス

インドネシアシンガポール

オーストラリア

14
ヵ国・地域

学内最多の14ヵ国・地域、
44の留学プログラム

明大イチ、留学に強い!

プログラム数は、「2021年4月時点」です。

世界で通用する力をつけるプログラム

将来、グローバル社会の最前線で活躍することを目指す皆さ

ん、その夢の実現に向けて、さあ、努力を始めましょう。大切

なのは、自分の頭で考え、目的を持って周囲からも学びつつ、

積極的に動くこと。４年間をフルに活用し、夢に向かって羽ば

たいてください。そのアシストができればと思っています。

大学卒業後、国際協力事業団（JICA、
現国際協力機構）勤務を経て、ケン
ブリッジ大学修士（開発の社会政治
学）、Ph.D（政治学）

堀金 由美 専任教授

海外との繋がりはますます深まっていきます。その第一線で

活躍するには学生時代に何を身につければ良いでしょう

か？専門知識やコミュニケーション能力に加え、他国の人が

関心を寄せる話題の提示と展開能力、いつも人に囲まれる

人間的魅力…等々、このプログラムで強化していきましょう。

開発社会学を学びJICA、外務省に。
ザイール、セネガル、ベナンでの滞在
計10年。他にも約40か国に出張経
験あり。

小西 淳文 特任教授

＜経歴＞

＜経歴＞

3-4年次


