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英語力の融合
国際社会科学部（仮称）では専門

科目（社会科学）と英語を融合した

独自のカリキュラムを展開します。

法律・経済・経営・地域研究といった

多面的なアプローチで国際社会の

経済活動を学びながら、現場でのコ

ミュニケーション能力を養う実践的

な英語力を身につけていきます。

4週間以上の
海外留学
英語力の習得に向けて重要な役割

を果たすのが、国際社会科学部（仮

称）で必須となる4週間以上の海外

留学です。卒業までに全員が自分の

英語力や関心に応じて、最低4週間

から1学期、1年程度の海外留学を

選択。国際社会のリアリティを肌で

感じ、視野を広げていきます。

94.4％の教員が
海外経験あり
国際社会科学部（仮称）では、外国

籍もしくは海外の大学で学位を取

得した日本人教員等の割合が

94.4％※に達します。この数字は全

国のスーパーグローバル37大学と

比較してもNO.1の実績です。国際

社会に精通した強い教授陣が、世界

に羽ばたく学生を支援します。

　2016（平成28）年4月、国際社会科学部（仮称）が開設される予定です。

この新学部は高性能で小回りの利くタグ・ボートとして、学習院大学を新し

い方向に引っ張っていくことが期待されています。

　学習院大学の教育と研究は本来、学際性とともに国際性を備えています

が、その魅力が十分には伝わっておりませんでした。しかし、これからは違い

ます。

　国際社会科学部（仮称）の創設が学習院大学の学際性と国際性の証で

す。国際社会科学部（仮称）は主としてビジネス経済学と地域研究の学際

的な領域において、国際化に対応した教育と研究を展開します。新学部の

誕生によって、目白の杜は多様性に富む〈知〉のコミュニティになります。

r n a t i
o n aaaaaaa llllllll国際社会科学部（仮称）
を知るための3つのキーワード

※開設時予定

国際社会科学部（仮称）
2016年誕生！
特 集

学習院大学の
タグ・ボート

国際社会科学部（仮称）は、現在、設置に向けて
申請中であり、学部名、教育内容等計画の
一部を変更する可能性があります。

井上 寿一
学習院大学長
profile

1956年東京都出身。81年一橋大学社会学部社
会学科卒業。86年一橋大学大学院法学研究科博
士課程単位取得退学。一橋大学助手を経て、89年
法学博士（一橋大学）、学習院大学法学部助教授。
93年より同教授。研究テーマは近現代日本政治外
交史。95年『危機のなかの協調外交』（山川出版
社）で吉田茂賞、政治研究櫻田会奨励賞受賞。近
著（編著）に『日本の外交　第1巻』（岩波書店）が
ある。2014年4月に学習院大学長に就任。

学習院大学

※設置認可申請中

　学習院大学に52年ぶりとなる新学部「国際社会科学部
（仮称）」が2016年4月に誕生します。本特集では、開設
の目的や教育の特色などを紹介。また実際に授業を担当
する先生へ「どのような授業にしたいか？」「この学部では
どのようなことが学べるのか？」などインタビューを行いま
した。
　「まじめに世界を目指す人へ。」国際社会科学部（仮称）
の魅力に迫ります。
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国際的なビジネスの場で
活躍できる人材の
育成をめざして

　国際社会で活躍するグローバル人材の育成──これが学習

院大学に国際社会科学部（仮称）を新設する大きな目的となり

ます。現在のグローバル経済では、さまざまな国の人々が互いに

協力し合い、アイデアを持ち寄って新しい製品やサービスを生み

出しています。それは海外の大手企業に限ったことではありませ

ん。多くの日本企業も外国籍の人材を積極的に採用し、国内で

も世界の人 と々協働するのが当たり前の時代となっています。

　少子高齢化で国内市場が縮小傾向にある中、製造業のみなら

ず小売・サービス業でも海外進出が進んでいます。その意味で

も、今後日本の若者が活躍する舞台として、最初から世界をめざ

すことを本気で考えなければなりません。

　これから特に必要となってくるのはグローバルビジネスで活

躍できる人材です。私たちは新学部に必要なものは何かをゼロ

から考えるため、学習院大学の学生を採用していただいている

企業のうち、海外との取引が多い会社に、新卒社員にどのような

要件を求めるかのアンケートを実施しました（回答65社）。その

結果、最も多かったのが「課題発見・解決力」で96.9％、2番目

が「国際経済・社会に対する理解力」で46.8％、3番目が「英語

によるコミュニケーション能力」で36.9％となりました。そこで、

こうしたリアルな要件に対応できるカリキュラムの実践を、国際

社会科学部（仮称）の重要な教育目標として定めたのです。

国際社会科学部（仮称）を設立した目的

　国際社会科学部（仮称）では、海外でのコミュニケーションに

必須となる英語教育を重点的に行うことに加えて、国際社会の

仕組みを社会科学の力を使って多面的に理解し、自ら課題を発

見・解決できるグローバル人材としての基礎体力を育むことを

大きな狙いとしています。

　最低でも4週間、できれば1学期間（3～4か月）の海外留学

を卒業要件としているように、既存の学部にはないユニークなカ

リキュラムを取り入れているのが特長です。ただしそのベースに

は、学習院ならではの伝統もきちんと受け継がれています。

　まず1つは、丁寧な教育です。帰国子女ではない、標準的な英

語教育を受けてきた高校生が、段階的に高度な英語力を身につ

け、さらに問題発見・解決力を養えるよう、4年間という年月をか

けて一人ひとり丁寧に育て上げ、確実に卒業させていきたいと

考えています。もう1つは、学生と教員の距離が近いことです。

少人数での授業や専門的な演習における密度の濃い議論を通

して、学生が自主的に学ぶ姿勢を身につけることができます。

教育の特色──伝統も活かした新進のカリキュラム

他大学の多くの国際系学部が人文科学を教育の中心に据えて

いるのに対し、国際社会科学部（仮称）は社会科学の5分野を

教育の中心に据えています。ダイナミックな国際社会の動きや

仕組みを社会科学の視点から論理的に分析し、データを用いて

現状把握や仮説検証を行いながら、英語で人に伝える技術や

手法を学びます。さらに海外留学や少人数制の演習を経て、国

際社会の現場で役立つ課題解決力を育んでいきます。

国際人に必要な基礎体力をどう作るか

　こうした教育を実践するには、教員の質が非常に重要です。

そのため社会科学13名、英語教育5名、計18名の専任教員の

ほぼすべてを新規に採用しました。グローバルな課題や英語教授

法に関する優れた研究者、海外ビジネスの現場を知り尽くした

実績ある教員です。外国籍の教員はイギリス、フランス、カナダ、

アメリカ、中国、韓国と出身国も幅広く、授業だけでなく海外留学

の際にも、よきアドバイザーとなってくれるでしょう。

多国籍かつ実績あふれる教員陣

 順位 回答内容 割合

 1位 課題発見・解決力 96.9％

 2位 国際経済・社会に対する理解力 46.8％

 3位 英語によるコミュニケーション能力 36.9％

 4位 世界の国々の歴史や文化に対する理解力 20.0％

 5位 日本語と英語以外の言語によるコミュニケーション能力 12.3％

 6位 貿易実務・簿記など（英語などの語学を除く）の資格保有   6.2％

企業アンケート（回答：海外との取引が多い企業65社）

Q.貴社の新卒採用（2015年4月入社）において、
大学生に求めた能力を教えてください　　
（複数回答可）

専門科目（社会科学）の
5分野を学ぶ意義を学ぶ意義

の

国際社会の
課題を
解決する力

法　律

社会学

経　済

経　営地域研究

国際社会科学部開設準備室長
神戸 伸輔
profile

1963年生まれ。1987年東京大学経済学部卒
業。93年米国スタンフォード大学経営大学院博
士号取得。93年から95年までオックスフォード
大学ナッフィールド校初級研究員。95年より学
習院大学経済学部の一員となる。専門分野は
ゲーム理論、契約及び交渉の経済分析。
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国際社会科学部
での学び

（
仮
称
）

国際人に必要な基礎体力を作るために、まず1年次は英語科

目の学習と同時に、日本語で専門科目の基本スキルとなる社会

科学の考え方や学習技法を学びます。2年次からは専門科目を

少しずつ英語で学び、3年次ではすべての科目を英語で学びま

す。最初は難易度の低いところから、段階的にレベルアップでき

るこの学習システムには、学習院の伝統である「面倒見のよさ」

が息づいています。

さらに、卒業までに行われる最低4週間以上の海外留学、3年

次からのテーマに沿った少人数制の課題解決型の演習、集大成

としての卒業論文の執筆などを経て、一人ひとりの学生に国際

社会のリアルなビジネス現場で役立つ英語力と課題解決力を育

んでいきます。

課題解決型の専門教育
国際社会科学部（仮称）では、最低4週間の海外留学を卒業

要件としています。自分の英語力や興味あるテーマに応じて、語

学留学や専門科目を学ぶ留学、インターンシップやボランティア

など内容や行先は自由に選ぶことができます。もちろん学習院大

学と協定関係にある海外の大学などの適切なコースを用意しま

す。実践的な英語力の育成はもちろん、教室内外でのさまざまな

協同作業やコミュニケーションを通じた異文化に対する理解や

適応力を深める機会として、また慣れない海外の環境で、自ら考

え行動する主体性を伸ばすためにも絶好のチャンスとなるはず

です。期間は最低4週間ですが、本学部では多くの学生に1学期

間（約4か月）の中長期留学をお勧めします。その場合も留学先

での単位認定の活用などで4年間で卒業することが可能です。

短期・中長期の海外留学

英語によるコミュニケーション能力はグローバル社会で活躍

する人材に欠かせない力となります。そこで、国際社会科学部

（仮称）では1・2年次には集中的に英語教育に取り組み、読む・

書く・話す・聞くといった英語の4技能を少人数クラス（20名程

度）により伸ばしていきます。英語教育においては、新しい教育

法としてCLIL＊1形式の授業も導入します。また、2年次以降で

は、専門科目でも英語の授業が増えていきますが、これは「実践

が英語を身につけるうえで最も重要」という考えによるもので

す。その際に、学生がスムーズに英語の授業へ移っていけるよう

に橋渡しの科目として、ブリッジ科目＊2を用意しています。

専門科目と英語力の融合
＊1 CLILとは
CLIL（Content and Language Integrated Learning）とは、英語科目の
授業で英語での専門科目（社会科学）の理解に必要な表現力や語彙力を
養いつつ、4技能（読む・書く・話す・聞く）を高める手法を言います。英語の
授業でも国際社会についての教材を使うことで、学生の興味を保ちつつ、ま
た、国際社会に関する語彙や言い回しを学ぶことで、国際社会に出たときの
実践に役立てる意図があります。

＊2 ブリッジ科目とは
ブリッジ科目とは、国際社会科学部（仮称）では2年次の前期から一部の専
門科目が英語で教えられるようになります。その際に、突然すべての授業が
英語になって不安になる、といったことを防ぐために英語の教員によるサポー
ト体制を設けます。これがブリッジ科目で、専門科目と同じ週に類似のテーマ
で英語の授業があることにより、専門科目の英語についてわからない点につ
いて英語教員が指導できるようにしています。

学習カリキュラム
英語科目と専門科目（社会科学）が連携した学習プログラムで、実践的な英語力を身につけます

留学のための指導体制
海外留学の教育効果を高めるため、本学部では事前・

事後教育を必修科目に設定しています。留学前には、留学

の意義と目的の理解、各学生に合った研修プログラムの

選定などをきめ細かく指導します。また留学後はチーム単

位での討論や発表を行うことで、海外での多様な経験をど

のように将来に生かしていけばよいかを考えます。本学部

学生の留学先や期間は一様ではなく、それぞれに個性あ

ふれるユニークな経験となるはずです。その貴重な体験を

皆で共有し議論することで、留学効果の最大化を図ってい

きます。

セメスター制について
国際社会科学部（仮称）では「卒業論文・卒業演習」を除

き、すべて半期ごとに単位が取得できるセメスター制を導入

します。1年間を2つの学期に分け、それぞれの学期内で科

目登録と成績発表を行い、授業が完結します。どの学期にお

いても海外留学ができる柔軟な履修制度となっています。

国際社会科学部（仮称）の
研究テーマ
国際社会科学部（仮称）では、国際社会の課題について

広く学ぶことができますが、それらは大きく4つの観点か

らまとめられます。

①「人」：移民や教育といったテーマを扱う。

②「開発」：経済成長を通して豊かになる過程とそこでの

問題を調べる。

③「国際的企業」：法律・会計・組織・マーケティングの点

でより複雑なオペレーションを学ぶ。

④「国際経済」：貿易や国際金融といった国々の経済面で

の結びつきを学ぶ。

これらの課題はいずれも簡単ではありませんが、簡単で

ない課題はチャレンジであり、チャレンジはチャンスともと

らえることができます。これらの課題の向こうには、わくわ

くするような世界が広がっています。

英語科目

専門科目
（社会科学）

留学科目

演習

1年次 ２年次 ３年次 ４年次

ブリッジ科目
英語科目でも

専門科目に関連した
内容を学ぶ

コミュニケーションを重点に、４技能
（読む・書く・話す・聞く）を高める

専門科目を日本語で学ぶ

留学前の準備

分析手法を学ぶ

CLIL（クリル）手法により専門科目に関連
した英語力を高める

⬇　
専門科目を段階的に
英語で学ぶ

4週間以上の海外留学

継続的に英語力を高める
英語論文に応用できる技法を学ぶ

専門科目を全て英語で学ぶ

留学後のキャリア形成

課題解決策を考え 卒業論文の発表議論する
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■　この学部で学べることは何でしょう
　大学で4年間勉強する目的として、私は特に次の3つが重要

だと考えています。

　1つは、学問をするためのアカデミックスキルを身につけるこ

と。もう1つは、グローバリズムが進む現代において、学問の知

識を異文化理解と結び付けるために外国でも学ぶこと。最後は、

社会の一員としての役割を見いだすため自身のキャリアを考え

ることです。

　国際社会科学部（仮称）は、これら3つの目的が果たせるよう

作られた実践的なアカデミックプログラムです。この学部の卒業

生は、社会科学の専門的な知識だけでなく、優れた言語スキルも

備え、グローバルな競争社会においても自分の果たすべき役割

を見いだせる貴重な人材となるでしょう。多彩な海外留学プロ

グラムからも大きな収穫があり、人間的成長が期待できると思

います。大学生活が、将来の自己実現に向けた有意義な時間と

なるに違いありません。国際社会科学部（仮称）でその時間を皆

さんと共有し、一緒に学べることを今から楽しみにしています。

■　どのような授業にしたいですか
　私が担当する授業では、まず学生が自立した学習者となるた

めに必要なスキルを獲得できるよう支援したいと思います。英

語でのコミュニケーションスキルに慣れるためには、ある一定レ

ベルのアカデミックスキルが必要です。また、グローバル社会を

生きるためのコミュニケーションの道具として、英語に慣れ親し

んでいくことも大切でしょう。

　学生が、世界にある多様な課題を知る手助けをしながら、そこで

自分がどのような社会貢献ができるのかを一緒に考えたいと思っ

ています。さまざまな社会問題に気づき、それを冷静に分析し、解

決策を考えられる態度を養うことは重要なことだと思います。

　この学部で学んだ学生が将来、自信を持ってProblem 

Solver（問題を解決できる人）として、国際社会に貢献すること

ができるよう指導していくのが私の大きな目標です。

■　柔軟な思考を養い、潜在能力を引き出す
　これから入学される皆さんには2つのアドバイスがあります。

1つは「柔軟に考える」こと。2つめは、自らの関心をモチベーショ

ンに、たくさん勉強して「自分の潜在能力を十分発揮できるよう

にする」ことです。

　柔軟な思考はアカデミックスキルとして重要であり、自分が問

題解決者となるための手助けとなります。しかし、それだけでは

ありません。柔軟な思考は学問上だけでなく、長い人生を送って

いく上でも、たいへん重要なスキルです。なぜなら柔軟な思考は

世界のどこにいようと、新しい状況や問題に対応することができ

る力となるからです。

　本学部は学生の皆さんに、さまざまな興味深いコースを用意

しています。この新しい学部で私たちと一緒に大いに学び、自ら

の可能性を見出していただきたいと思います。

英語科目担当の先生に聞いてみました

■　英語力に不安があっても、■　できるだけ早く海外留学してみましょう
　私が担当する「Self-Directed Learning」では、学生自身が学ぶことの目的を

理解し、英語学習を効果的・効率的に進められるよう自己管理していく力を養いま

す。自分自身で最適な教材やゴール（目標）を定め、高いモチベーションを維持し

ながら自立的に学習を進めていくことが大きな狙いです。ここで身につけた知識や

スキルは英語に限らず、社会科学の学習でも広く活用できます。卒業して10年、

20年後にも常に新しいことを学びたい──そんなポジティブで素晴らしい人生

を送れる人を育てていけたらと、今から楽しみにしています。

　また、学生の皆さんが国際社会に目を向け、より幅広い知識と好奇心を満たす

ための絶好の機会となるのが海外留学です。英語力に多少不安があっても、でき

るだけ早く、例えば1年生の夏からでも留学を経験してみてください。帰国後には

きっと自分でも驚くほど、もっと英語を学びたいという意欲が芽生え、上達への大

きな手助けになるでしょう。

こと

出す
ます。

ショ

よう

しています。この新しい学部で私たちと 緒に大いに学び、自ら

の可能性を見出していただきたいと思います。

休日の一枚

■グループ学習ルーム
グループ討論やグループ学習に適
した多目的ルームです。グローバル
ビジネスではプレゼンテーション能
力が大きなスキルとなるため、その
練習に欠かせない最新のインタラ
クティブ電子黒板システムも用意。
学生同士で、知識の蓄積にとどまら
ない人に伝える力・世界に発信す
る力を養うことができます。

■英語自習室
国際社会科学部（仮称）では、学
生全員がノートパソコンを使って学
習を行います。学部内にはWi-Fi環
境が整備されていますが、この英語
自習室では有線LANやヘッドセット
なども用意されており、海外留学で
出会った仲間とのSkypeでのコミュ
ニケーションや、ネットワーク経由で
の英会話学習などを自由に行うこと
ができます。

マーチャンド・ティム
国際社会科学部開設準備室 准教授
profile

1995年、イギリス・ノッティンガム大学卒業。ブリティッシュ・ガ
ス等勤務後、98年、英会話学校講師として初来日。2010年、
イギリス・アストン大学大学院修了（英語教授法修士号取
得）。外務省研究所、慶應義塾大学、イギリス・サウスハンプト
ン大学講師等を経て、12年、桜美林大学常勤講師。13年よ
りベルギー・ルーヴァンカトリック大学大学院博士課程在籍
中。15年4月より現職。
専門領域：コーパス言語学、英語教授法（TESOL）。

オニール・テッド
国際社会科学部開設準備室 教授
profile

1990年、アメリカ・マサチューセッツ州立大
学ボストン支部卒業。同年、宮崎県にて英
語指導助手（JETプログラム）として初来日。
96年、同大学院修了（英語教育学修士号
取得）。中京大学、南山大学、桜美林大学
講師等を経て、2011年、東京医科歯科大
学教養部准教授。14年、アメリカ・ニュー
ヨーク州立大学バッファロー校教育学大学
院、教育テクノロジー設計学プログラム修
了。15年4月より現職。
専門領域：外国語教育法、教育テクノロジー。

国際社会科学部（仮称） 施設紹介i n s t i t u t i o n  o f  I S S

日本語が堪能、書道もされるマーチャンド先生。
“京都を旅するのが好き”とのことで、
写真を、お借りしました。場所は、
蹴上インクラインの桜並木とのことです。
国際社会科学部（仮称）に入学されたら、
マーチャンド先生と英語で、
日本の文化について、意見交換をされてみては！
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■　ポジティブな発想でビジネスを■　考えられる学生を育てていきたい
　社会科学の手法を使った課題解決力は、少人数制の演習科目を通して養って
いきます。1年生の入門演習ではデータや資料を活用した客観的で合理的な問
題発見能力と、問題の要因を分析し、いかに解決するべきかを考察するまでの基
礎力を養います。
　テーマとしては身近な社会問題から入っていきますが、3年生からの専門演習、
4年生の卒業演習では、より国際ビジネスの現場に即した問題へと踏み込みます。
例えば、日本の自動車メーカーが輸出競争力を保っている一方で、家電メーカー
の輸出競争力が何故、低下したのかといったテーマで議論を重ねていきます。
プレゼン能力も重視しており、他者に自分のメッセージを明瞭に伝えるための
手法もしっかり学んでもらいます。
　国内市場が成熟化した日本は、今後海外にどうモノやサービスを売っていくか
に活路を見出す必要があります。高齢化や環境問題など課題が山積している日本
ですが、その解決策のノウハウや実績こそが、これからの重要な輸出品目の開発
に繋がる可能性があります。そうしたポジティブな発想でビジネスを考えられる
学生を育てていきたいですね。

■　国際社会科学部（仮称）の授業で、■　どのような力が養えるのでしょうか
　卒業後の社会で直面する問題は、縦割り型の学問体系だけで

は解決できません。特に国際社会では地域性も含め、さまざまな

専門分野が複雑に絡み合っていることがほとんどです。そのた

めビジネス現場に出た時に問題の全体像が把握できないと、ど

う対処したらいいかがわからなくなってしまいます。そこで国際

社会科学部（仮称）の社会科学講座では、単一の学問分野を掘

り下げるのではなく、法律や経済、経営、社会学、地域研究といっ

た幅広い分野を網羅して、ビジネス現場で役立つ課題解決力を

育成するのが大きな特長となっています。

　私自身も実務経験がありますが、起こった問題を把握して、ど

の分野の専門家に相談すべきかを、まず切り分けて合理的な解

決への道筋を付けていくのは第一線にいる担当者です。いま企

業は若い従業員をどんどん海外へ派遣する傾向にありますか

ら、早くからそうしたスキルを身につけておかないと、現場で立ち

往生することになります。しかもビジネス現場では英語での交渉

が必須ですから、私が担当する国際ビジネス法や演習などでは、

現場で直面するであろう問題に対処できる見識や土地鑑、それ

を英語で考え伝える力を、卒業までに皆さんが養えるよう組み

立てていくつもりです。

■　国際社会科学部（仮称）で学ぶための■　心構えを教えてください
　実践力を養うことを主眼に置いた国際社会科学部（仮称）の

カリキュラムは、ただ授業に出て座っていれば卒業できるほど甘

くはありません。1年生の段階で英語力を高めておかないと、2

年生の後半から主として英語で行われる社会科学の授業を理

解できなくなるおそれもあります。

　その意味でも海外留学は早めにいくべきだと思います。海外

生活を通して、自分が国際社会に出ていくには何が不足してい

るか、日本と他国は何が違うのかを肌で感じて理解してもらいた

いからです。

　英語にしても、ただ流暢に話せるだけではダメだということが

わかるでしょう。他国からの留学生と話しても、文化や教育の

バックグラウンドがすべて違いますし、英語のレベルやアクセン

ト、相手への伝え方も皆バラバラです。はっきりしているのは、あ

るテーマに関して自分が何をどう分析したのか、その解決法とし

てこう考えているという見解をしっかり持てば、多少英語が下手

でも相手はきちんと聞く姿勢を持ってくれるということです。結

局は、相手に伝えたい中身を考えることが重要であり、そのため

にも最低限の英語力が必要だということが理解できる。その機

会として海外留学はきっと大きな転換点になるはずです。海外

に出ても、自信を持ってバリバリ活躍できる若者に育ってほしい。

そのために私たちは全力で皆さんをサポートします。

星 明男
国際社会科学部開設準備室 准教授
profile

2001年、東京大学法学部卒業。04年、ハーバード大学ロー
スクールLL.M.（法学修士）課程修了。05年、ニューヨーク州
弁護士登録。12年、ケンブリッジ大学ジャッジビジネススクー
ルM.Fin.（ファイナンス修士）課程修了。東京大学大学院法
学政治学研究科助手、西村あさひ法律事務所フォーリンア
トーニー（外国資格弁護士）等を経て、15年より現職。
専門領域：会社法、証券法、商取引法、国際ビジネス法、法と
経済学。

乾 友彦
国際社会科学部開設準備室 教授
profile

1985年、一橋大学経済学部卒業後、日本
政策投資銀行入行〈93年～96年、IEA（国
際エネルギー機関）派遣〉。90年、アメリカ・
ジョンズ・ホプキンス大学経済学部修士課
程修了（経済学修士号取得）。2000年、日
本大学経済学部助教授。03年、同大学教
授。06年、一橋大学経済学研究科博士後
期課程修了（単位取得退学）。09年、内閣
府統計委員会担当室室長。12年、日本大
学経済学部教授。14年より現職。
専門領域：生産性、経済発展論、国際経済学。

2016年4月に開講予定の国際社会科学部（仮称）は、学習院大学にとって

52年ぶりとなる新学部です。この大きなトピックを、これから入学を志望される

学生さんやその家族、企業などに広くアピールするため、著名なコピーライター

やアートディレクターの手による大々的な広告展開を行っています。「まじめに

世界を目指す人へ。」をはじめとする6つのスローガンを発表し、統一したデザ

インで新聞広告や交通広告を出すとともに、駅の構内看板などにポスターや

フライヤーを掲載。シンプルながら迫力のあるモノクロビジュアルと刺激的な

スローガンの組み合わせで、多くの人々の興味を引きつけることをめざします。

6つのスローガン
❶ まじめに世界を目指す人へ。（メインスローガン）
❷ この学部は、甘くない。しかし、世界はもっと、甘くない。
❸ 「国際人」という言葉さえ、まもなく死語になる。その時、あなたは？
❹ 世界は君を、待っていない。君が世界を、つかみに行け。
❺ 「なんとなく国際」は、やめて欲しい。
❻ 国際系の学部へ進めば、国際社会で活躍できる。そう勘違いして
いませんか？

広告展開 迫力あるビジュアルとスローガンで存在感をアピール

専門科目担当の先生に聞いてみました

フライヤー
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