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費用
　約110万円（テキスト・飲食費用は含みません）

費用
　約140万円

※円滑な履修のためには、一定の英語力が望まれます。
※MBAの学位も取得できる正規学生としての受入
　プログラムもあります（2年）。要件がありますので、
　詳細につきましてはお問い合わせください。

※ＡＰハウスおよび講義には定員があるため、希望する時期に受け入れられない場合があります。
※料金はプログラムによって異なります。詳しくはＷＥＢの実施要項をご参照ください。

海外・現地従業員の日本語
能力を鍛える研修も行って
います

科目履修、国際教育寮APハウスに
おける多文化体験、学生・教職員と
の交流

異文化理解、多文化協動力の養成、
言語力向上

より高度な知識を得る、英語環境での
英語運用能力向上

大学院科目履修

原則（TOEIC®730点）以上

2ヶ月、4ヶ月
春…①4～5月②6～7月
秋…①10～11月②12～1月
春…4～7月
秋…10～1月

95% 97%85%

運輸、金融、電気・機械、通信・サービス、メーカー、IT、商社、卸・小売【派遣企業】

多 文 化 ・ 多 言 語 環 境 を 活 か し た 企 業 人 材 育 成 プ ロ グ ラ ム（2017年5月1日現在）
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プログラム内容

プログラム内容

受　入　要　件

研　修　目　的

研　修　目　的

研　修　期　間
2ヶ月、4ヶ月
研　修　期　間 ●短期研修プログラム

●日本語運用能力向上プログラム

目的に応じてプログラムを
カスタマイズし、短期間
（3日間など）での集中研修
も実施可能です

※詳しくはお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉
立命館アジア太平洋大学
学長室 GCEP事務局

〒874-8577 大分県別府市十文字原1-1　TEL0977-78-1106　FAX0977-78-1113
E-mail : gcep@apu.ac .jp　http://www.apu.ac.jp/home/business/content8/

2014年度からGCEPを文部科学省制定の「大学等における履修証明制度」として適用し、講義履修時間が
一定の条件を満たした場合は、本研修を修了した方に履修証明書を発行します。詳しくはお問い合わせ下さい。
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立命館アジア太平洋大学は
企業人材のグローバル化を
サポートします。



2ヶ月・4ヶ月

2ヶ月・4ヶ月

概要 特色プログラムの効果

　企業のアジア等を中心とした海外への事業展開の加速やインバウンド
事業の多国籍顧客の増加に伴い、グローバル人材の育成・確保の重要性が
高まっています。
　APUのGCEPは、このようにグローバル化するビジネス環境に適応す
る人材の育成を目的としています。
　グローバルなビジネス環境で求められるスキルは、言語運用能力、多
文化適応力そして経営スキルです。
　本学の多国籍な学生とのディスカッション、英語による世界水準の経
営マネジメントカリキュラムの受講、刺激に満ちた国際教育寮での生活を
通して、言語能力を鍛え、異文化理解・適応・交渉力を養い、経営スキルを身
につけることを目指します。
　特にGCEPは短期間ではなく2ヶ月以上、本学の環境に身をおくことで
既存の価値観の再構築に取り組むことができます。その先に世界で活躍す
る「グローバル人材」への道が必ず見えてくると信じています。

知識の獲得、ツールとしての言語能力向上とともに多
様な国・地域の背景、考え方への理解を深める

アジア太平洋地域に焦点を合わせた経営スタイルを多彩
な視点で学び、ビジネスで活かせる英語力が向上する

多文化適応能力・交渉力向上の目安

～GCEP成長曲線（2ヶ月の場合）～

企業人材のグローバル化を多様な形で実現

多彩な国・地域の講師陣がお迎えします

研修の目的とねらい

GCEPグローバル
リーダーセミナー

Hospital ity
Marketing EA

実践的な言語能力 対話による「コミュニケーション能力
の向上」、ビジネスに活きる「多様な
国の背景・考え方への理解」

言語、世界に対する意識の変化、価値感の再構築、
グローバル化するビジネス環境への対応

国際認証AACSB取得による世界
水準の教育

グローバル人材

言語運用能力 多文化適応力+ 経営スキル+

▼

APハウス（国際教育寮）滞在で、多文化適応能力を養う
世界中から集まった約1,300人が生活する国際教育寮は地球村のような多文化空間が広がっています。
言語、文化、宗教、生活習慣の異なる国際学生が半数以上を占める寮での生活を通し、多文化適応能力、交
渉力を養います。

英語での講義履修
主に国際経営学部の専門科目を英
語で学びます。ディスカッション、プ
レゼンテーション、グループワーク
は、英語での意見を発信することが
求められます。
※科目等履修制度（授業科目の履
修、単位の確定ができる制度）を利
用した講義の受講制度。

ALL（Active Language Learning）
より実践的な言語能力を育成する
ことを目的に、複数の多国籍の大学
院生、学部学生から、選抜された
TA（Teaching Assistant）が言語学習を
マンツーマンでサポートし、言語の
活用、運用能力の向上を図ります。
とにかく話すことを通して、言語と
の親和性を高めます。（1回90分のセッ
ションで週最大8回のセッションを予定）

ラーニングコモンズ
学ぶこと（ラーニング）のできる共
有の場（コモンズ）を意味する
「ラーニング・コモンズ」（APUラ
イブラリー）。1階ではプレゼンテー
ション準備やディスカッションが
行え、活発に学びあえる環境を、2
階では個人が集中して学習できる
環境を提供しています。

SALC（Self-Access Learning Center）
会話やリーディング、語学検定の
学習、発話練習ができるスペース
などに室内が区切られており、利
用者が目的に沿って学習に取り組
むことができる言語自主学習セン
ターです。語学学習方法のアドバ
イスを受けることもできます。

【MBA科目例】
■経営戦略研究 ■組織行動研究 ■技術経営研究
■ファイナンス研究 ■ビジネス法と企業倫理
■国際経営研究 ■マーケティング・リサーチ研究
■サプライ・チェーン・マネジメント

企業人材の受入を
多様な形で実現

Vice President

立命館アジア太平洋大学 副学長

駐在予定の方を対象とした

プログラムとして他の言語

講義の選択も可能です（4ヶ

月単位）

（中国、韓国、タイ、マレー・

インドネシア、スペイン、ベ

トナムの6言語を言語授業

として開講しています）

※定員に満たない場合は開

講されない言語もあります。

詳細についてはお問い合わ

せください。

TOEIC（L&R、S&W）事後

TOEIC（L&R、S&W）事前

アカデミック・アドバイジングアカデミック・アドバイジング

新入社員教育

2ヶ月・4ヶ月単位でプログラムを提供

■現地で活かせる言語運用
　能力の向上
■ＡＰＵの環境を活かした現
　地調査を事前に行いビジ
　ネス感覚を高める

■多言語でのサポートが整っ
　ている環境で日本語能力・
　異文化交渉力を養う

中堅社員教育 海外赴任前教育 現地従業員教育

③ＡＰハウス（国際教育寮）滞在で多文化適応力、交渉力を養う

言語運用能力や多文化適応能力の

変化を研修の前後で測定します。

受講生ご自身や国際学生のTA

（Teaching Assistant）の

フィードバックをまとめた実施報

告書をお渡ししています。

言語運用能力の変化（TOEIC 2016年度実績）

多文化適応力、
交渉力UP

言語運用能力UP①英語での講義履修（グループディスカッション、プレゼンテーションなど）

②複数のTAとマンツーマンで言語の活用・運用

【参考：時間割例（1クオーター（2ヶ月）：英語開講科目（EA/EB）10単位の場合）】
=プレゼンテーション準備・レポート作成など = ALL（Active Language Learn i ng）

ALL（韓国）

ALL（ベトナム）

ALL（中国）

ALL（アメリカ）ALL（タイ）

ALL（インド）

ALL（ウズベキスタン）

ALL（インドネシア）

=講義

2ヶ月間のTOEIC平均スコアの推移① 2ヶ月間のTOEIC平均スコアの推移②
平均85点UP（伸び率最大値は220点）平均17点UP

（伸び率最大値は70点）
平均16点UP

（伸び率最大値は40点）
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ライティングスピーキング ■研修前 ■研修後 ■研修前 ■研修後リスニング・リーディング

■言語運用能力を身につける
　動機付け
■国境を越えた多様な視点に
　触れ、多角的な視点を養う

■多様な文化的背景を知り、
　グローバル環境での実践
　力を高める
■業務に活かせる言語運用
　能力の向上
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