MASSEY UNIVERSITY

MEIJI UNIVERSITY

English Business Program in Auckland
（商学部EBAプログラム）

「特別テーマ海外研修科目A」
（２単位）
ニュージーランドでホームステイをしながら学ぶ３週間の
夏期ビジネス研修プログラム！
現地の生活を体験しながら、コミュニケーション能力と
国際社会で使えるビジネススキルを身に着けよう

ニュージーランド・マッセイ大学で
夏休みに学ぶ３週間の研修プログラム！
問い合わせ先：商学部事務室（駿河台キャンパス）東京都千代田区神田駿河台１−１ TEL 03−3296−4160・4167／（和泉キャンパス）東京都杉並区永福１−９−１ TEL 03−5300−1142

研修スケジュール
（予定）
Day

Morning

Afternoon
Arrive, Shuttle to University campus
Meet with and depart for homestay

Day 1
Day 2

EBAプログラムとは？

Orientation, Campus tour

Introduction
Meet and greet BBQ with Massey Buddies

Day 3
Day 4
Day 5

Vocabulary acquisition
and business English

Day 6

Lecture:Business Around the World

Field Work

Day 7

Free time with Homestay

Day 8

Free time with Homestay

Day 9

Field Work:Business Incubator
Lecture:Innovatin in New Zealand

Day 10

Workshop with Massey Buddies

Day 11

English communication
in a business setting

Workshop with
Massey Buddies

Evening potluck dinner
with homestay families
and Massey Buddies

Day 12

Workshop with Massey Buddies

Day 13

Field Work

Day 14

Field Work

Day 15

Field Work

Day 16

Introduction to
comparative business

Day 19

マッセイ大学とは？
ニュージーランドにある３つのキャンパスを擁
する国立大学。本プログラムではオークランド
キャンパスに派遣を予定している。

Lecture:International Business
Lecture:Innovatin in New Zealand

Day 17
Day 18

商学部では国際ビジネス教育に力を入れ、
「特別
テーマ海外研修科目」を開講している。
その一つである本プログラムは、ニュージーラン
ドにあるマッセイ大学（Massey University）で
ビジネスを学ぶことができる約３週間のサマー
プログラムである。研修中は英語で国際ビジネス
の基礎から学び、ニュージーランドの経済や貿易、
日本との対比に発展していく。
ビジネスプレゼンテーションの授業も充実してい
て、自身のレベルアップが求められる。
座学だけでなく、午後のフィールドワークやホーム
ステイも魅力の一つ。
現地での体験や交流を通して、歴史や文化、コ
ミュニケーションをしっかり学ぼう。

English presentation
skills

Day 20
Day 21

Lecture:The future of New Zealand’s Economy
Student Presentation work
Final group presentation
Farewell Party

研修スケジュール
（予定）

Depart homestay, shuttle bus to airport, depart New Zealand

プログラム担当教員から一言！

Andrew James
Professor, School of Commerce

We welcome all students interested in studying business and English in
Auckland at Massey University. The beauty of Auckland is incredible,
and there are many things to do in the city, from going to the top of the
Sky Tower to spending a day sightseeing on Waiheke Island. For the
entire three weeks of the program, students will be placed in homestays
with local families to help you improve your English communication
skills while learning about another culture. You also will not have to
worry about meals, as the host families will provide three meals each
day. This is the ideal program for all kinds of different students: those
who lack confidence in their English and want to become better at
speaking; serious business and commerce students with the desire to
learn about international business in English; and of course any student
eager to experience life abroad with a local family to gain a wider
perspective on the world. The program also includes many fun events,
trips, and opportunities to communicate with Kiwis in Auckland, one of
the world’s fastest growing and most popular cities. Please don’t miss
out on this wonderful chance to study abroad in August 2018!

Andrew James

4月

募集 & 説明会開始

4 月末

募集締切

5 月上旬

履修者確定

5 月中旬〜
6 月上旬

事前学習（計３回）

8月

現地研修

10 月

事後学習（１回）
国際交流フォーラムでの成果報告

※事前および事後学習への出席は必須です

詳しい情報は下記URLまたはQRまで

http://www.meiji.ac.jp/shogaku/
exchange/massey2018.html

