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Global Management Program（GMP）は、早稲田大学商学部の国際教育プログラムです。

学部4年間を通じて、今後の世界を背負って立つ

「国際社会に貢献するビジネス・リーダー」を育成することを目指します。

Global Management Programの理念

The Global Management Program （GMP） is a global education program at the School of Commerce, 

Waseda University. 

Throughout the four years of undergraduate study, the program aims to foster business leaders 

who will contribute to the global society and carry the world into the future.

Global Management Program Philosophy

　「よりよい世界を創るグローバルビジネスリーダーを育成する」、これが Global Management Program 

（GMP）の使命です。現代の社会においては、地球／世界レベルはもちろん、国内においてもグローバル

な知識・経験をもったリーダーが求められています。さらに、ビジネスは、各国の政治、文化、宗教と

並んで現代社会を動かす大きな力となっています。GMPは「ビジネスを通じて今後の世界を創る」グロー

バルリーダーを輩出します。

　GMPでは、グローバルビジネスリーダーに必要な資質・能力として次の3つを考えています。それは、

（1）国際社会でのコミュニケーション能力、（2）世界のビジネス、経済、文化、社会の知識、（3）ビジネ

スにおける課題発見力、問題解決力、です。そして、4年間のプログラムを通じて、学生のこれらの3つの

能力を世界のトップレベルに引き上げます。

　われわれ早稲田大学商学部の教員・職員は、GMPの卒業生が、世界各国で、そして日本で、今後の

よりよい社会を創っていくことを確信しています。GMPにどうかご期待ください。

　The mission of the Global Management Program （GMP） is to develop students’ faculties as 
global business leaders who will make the world a better place. Today, leaders with global knowl-
edge and experience are strongly needed, not only at the world level but also at the local level. In 
addition, business, along with politics, culture, and religion, has become a major driving force in 
modern society. The GMP is committed to producing global leaders who will create a brighter 
future world through business.
　The GMP considers the following three qualities and abilities to be necessary for global business 
leaders: （1） the ability to communicate in international society; （2） knowledge of the world's busi-
ness, economy, cultures, and societies; and （3） the ability to identify and solve problems in business. 
Through this four-year program, we aim to elevate these three abilities of our students to the top 
level in the world.
　We, the faculty and staff of the School of Commerce, Waseda University, are confident that GMP 
graduates will create a better society in the future, both in their own countries and around the 
world.

広 田  真 一 Shinichi Hirota

プログラムディレクター
早稲田大学商学部 教授

Program Director
Professor, School of Commerce, Waseda University
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１年次・２年次の必修英語において、習熟度別の上級プラスクラスまたは上級クラスの単位を修得する必要があります。

上級プラス・上級クラスは1学年のうち上位20%以内を目安として選抜しています。

その他の習熟度クラスの学生は、卒業時（GMP修了認定時）に指定された英語検定試験のスコアの提出により、

英語運用能力を確認しています。

英語運用能力（１・２年次または卒業時）
English Proficiency (1st and 2nd years or by graduation)

1

4 5

英語によって行われるビジネスに関する専門科目をGMPコア科目として指定しています。

コア科目のうち、５科目10単位以上を修得します。

GMPコア科目（２年次以上）
GMP Core Courses （2nd year and above）

2

Specialized courses in business subjects taught in English are designated as GMP Core Courses. 
Students are required to obtain a total of 10 credits in f ive courses.

GMPゼミ（専門教育科目演習）は英語を主な言語として運営されます。

3・4年次の２年間継続して履修し、集大成として英語で卒業論文を執筆します。

GMPゼミ（専門教育科目演習）と論文執筆（３・４年次）
GMP Seminars and Thesis （3rd and 4th years）

3

GMP seminars are mainly conducted in English. In the third and fourth years of the program, students are required 
to write their graduation thesis in English.

プログラムの修了には、
　  英語運用能力、　  GMPコア科目、　  GMPゼミ（専門教育科目演習）と論文執筆の
３つの修了要件を満たすことが必要です。
1 2 3

In order to complete the program, students must fulfill the following three completion requirements: 
　 English proficiency, 　 GMP Core Courses, and 　 GMP Seminar and Thesis.1 2 3
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世界へ羽ばたく人材を育成する実践的なプログラム 特色ある活動

GMP Community
GMP在学生間のつながりとGMP卒業生ネットワークによる“GMP Community”の形成を目指します。

We aim to build a GMP community by connecting current GMP students and GMP alumni.

GMP Forum
ゼミの壁を越えた協働の場として、定期的にGMPゼミ全体での合同ゼミを行います。

As a place of collaboration for all GMP seminars, joint seminars are regularly held. We foster a strong sense of unity 
among GMP students through the GMP Forum.

GMP Alumni Association
各界のグローバル・リーダーとして活躍するGMPのOB/OGによるゲスト・レクチャーや在学生へのキャリア支援体制の

構築を目指します。

The GMP Alumni Association aims to build a career support system for current GMP students through activities 
such as providing lectures by GMP alumni serving as global leaders in various fields.

● 各々のゼミの研究を発表するワークショップ　
　 Workshops to present the results of each seminar's research

● 異なるゼミの学生とグループを組んでのケーススタディー
　 Case studies in groups with students from different seminars

● フィールドトリップと企業訪問
 　Field trips and company visits

［例］
ExamplesIn the first and second years, students are required to earn credits in the Advanced Plus or Advanced English Class-

es, according to their level of proficiency in English. The Advanced Plus and Advanced English classes are selected 
from the top 20% of students in the same year.
Students in other English proficiency classes are required to submit scores from a required English proficiency test at 
the time of graduation to confirm their English proficiency.

［例］
Examples ● 実用英語技能検定（英検）：準１級以上　

　 The EIKEN Test in Practical English Proficiency: Grade Pre-1 and above
● TOEFL-iBT：72点以上
　 TOEFL iBT： 72 and above
● TOEIC：730点以上
 　TOEIC： 730 and above

代替可能な試験とスコア　Available tests and scores:

Program Unique Activities



スズキ トモ
SUZUKI, Tomo

【職位】
教授／GMP 広報担当
【学位】
オックスフォード大学　博士（経済哲学）
【研究テーマ】
成熟経済社会の経営・経済政策、適正分
配、ディスクロージャー、インド・中国
【Position】
Professor / Associate Director of PR
【Degree】
D.Phil., University of Oxford
【Research Interests】
Management and Economic Policy for Mature 
Socio-Economy, Income inequality, Disclo-
sure, China・India.

中出 哲
NAKAIDE, Satoshi

【職位】
教授／GMP 渉外担当
【学位】
早稲田大学   博士（商学）
【研究テーマ】
グローバル化する損害保険契約、特に海
上保険論、再保険論
【Position】
Professor / Associate Director of Liaison
【Degree】
Doctor of Commerce, Waseda University
【Research Interests】
Insurance under Global Environment, Reinsur-
ance, Marine insurance

広田 真一
HIROTA, Shinichi

【職位】
教授 ／ プログラムディレクター
【学位】
同志社大学   博士（経済学）
【研究テーマ】
コーポレートファイナンス・ガバナンス、世
界の企業の経営パフォーマンス
【Position】
Professor / Program Director
【Degree】
Ph.D. in Economics, Doshisha University
【Research Interests】
Corporate Finance and Governance; Corporate 
Performance around the World

矢後 和彦
YAGO, Kazuhiko

【職位】
教授 ／ GMP フォーラム担当
【学位】
パリ第10大学　博士（歴史学）
【研究テーマ】
国際金融史とグローバルビジネス、OECD
【Position】
Professor / Associate Director of GMP Forum
【Degree】
Docteur en histoire, Université Paris X
【Research Interests】
H is tor ica l  a nd Compa r a t ive St ud ie s  of  
Finance, Global Business, OECD

エドマン ジェスパー
EDMAN, Jesper

【職位】
准教授 ／ GMP カリキュラム担当
【学位】
ストックホルム商科大学　博士（国際ビジネス）
【研究テーマ】
企業の国際戦略、海外市場参入、法律、
文化、社会等が企業戦略に与える影響
【Position】

Associate Professor / Associate Director of Curriculum
【Degree】

Ph.D. in International Business, Stockholm 
School of Economics
【Research Interests】

International Business,  Foreign Market Entry, Impact 
of Law, Culture and Social Issues on Corporate strategy,

佐藤 詩恵
SATO, Shie

【職位】
准教授
【学位】
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 博士
（応用言語学）
【研究テーマ】
ビジネスシーンを含む、話し言葉・書き言
葉の文法、英語の感情表現
【Position】
Associate Professor
【Degree】

Ph.D. in Applied Linguistics, University of 
California, Los Angeles
【Research Interests】
Grammar in interaction, Expressions of affect 
in English (incl. business settings)

篠原 靖明
SHINOHARA, Yasuaki

【職位】
准教授
【学位】
ロンドン大学（UCL）博士
【研究テーマ】
 （ビジネスのための）英語音声コミュニ
ケーション
【Position】
Associate Professor
【Degree】
Ph.D., University College London
【Research Interests】
English speech communicat ion (e.g., for 
business)

フランク ビョーン
FRANK, Bjoern

【職位】
准教授
【学位】
東京工業大学   博士（工学）
【研究テーマ】
マーケティング、企業の社会的責任
（CSR）、イノベーション・マネジメント
【Position】
Associate Professor
【Degree】
Doctor of Engineering, Tokyo Institute of 
Technology
【Research Interests】
Marketing, CSR, Innovation Management

マレン ジョエル
MALEN, Joel

【職位】
准教授
【学位】
ミネソタ大学　博士（経営学）
【研究テーマ】
ビジネスと自然環境、複雑系システム科学
と経営
【Position】
Associate Professor
【Degree】
Ph.D. in Management, University of Minneso-
ta
【Research Interests】
Busi ness a nd t he na t u r a l  env i ron ment ,  
complex systems science and management

浅利 庸子
ASARI, Yoko

【職位】
講師（専任）
【学位】
早稲田大学   博士（教育学）
【研究テーマ】
正確さ・流暢さを向上させるための慣用
句・定型的言語表現の習得（ビジネスシー
ンを含む）
【Position】
Assistant Professor
【Degree】
Doctor of Education, Waseda University
【Research Interests】

Acquiring formulaic sequences to improve 
accuracy and fluency (e.g., in business settings) 

富 蓉
FU, Rong

【職位】
講師（専任）
【学位】
早稲田大学   博士（経済学）
【研究テーマ】
エビデンス・ベースド・ポリシー、高齢化社
会の経済社会問題、医療制度の実証研究
【Position】
Assistant Professor
【Degree】
Doctor of Economics, Waseda University
【Research Interests】
Evidence Based Policy, Aging, Empir ical 
Study of Medical Industry

カプツルキェヴィッチ 
アガタ テレサ
KAPTURKIEWICZ, Agata Teresa

【職位】
講師（任期付）
【学位】
オックスフォード大学　博士（経営学）
【研究テーマ】
組織論、企業文化比較、起業環境論、日
本的経営
【Position】
Assistant Professor (non-tenure-track)
【Degree】
D.Phil., University of Oxford
【Research Interests】
Comparative Research, Organization Theory, 
Entrepreneurial Ecosystems, Entrepreneurship

エルウッド ケイト
ELWOOD, Kate

【職位】
教授
【学位】
コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジ 
修士（英語教授法）
【研究テーマ】
CLIL（教科科目やテーマの内容の学習と
外国語の学習を組み合わせた学習）
【Position】
Professor
【Degree】

M.A. in TESOL, Columbia University Teachers College
【Research Interests】
CLIL (Content and Language Integrated 
Learning)

鈴木 利彦
SUZUKI, Toshihiko

【職位】
教授
【学位】
英国ランカスター大学   博士（言語学）
【研究テーマ】
コミュニケーションにおける発話行為と丁
寧表現 （ビジネス交渉シーン含む）
【Position】
Professor
【Degree】
Ph.D. in Linguistics, University of Lancaster, 
U.K.
【Research Interests】
Speech acts and polite expressions in commu-
nication（incl. business comm.）

森田 彰
MORITA, Akira

【職位】
教授 ／ 英語教育担当
【学位】
早稲田大学　文学修士
【研究テーマ】
英語によるプレゼンテーション技能の分析
と教育法の開発
【Position】

Professor / Associate Director of English Education
【Degree】
M.A. in Literature, Waseda University
【Research Interests】
English education; English presentation skills; 
presentation skill teaching methodology for 
EFL learners

山田 茂
YAMADA, Shigeru

【職位】
教授
【学位】
早稲田大学　修士（教育学）
【研究テーマ】
ビジネス英語、アカデミック・ライティング
【Position】
Professor
【Degree】
M.A. in Education, Waseda University
【Research Interests】
Business English, Academic Writing
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