
＜募集要項一覧＞

• 2019年度経済学部GProE参加募集要項 [1] 特別選抜について

• 2019年度経済学部GProE参加募集要項 [2] 一般選抜について

• 概要およびFQAについては次ページ以降をご覧ください。
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※詳細は経済学部ホームページにて順次公開

2年次短期語学研修先（予定）のオーストラリア・クイーンズランド大学 （Times Higher EducationのHPより）。

経済学・経営学の専門知識を武器に、世界に羽ばたこう！

深く・広く学んで、大きな翼で世界に羽ばたこう！

2018年4月、経済学部に二つの新プログラムが同時にスタート！

［経済学部グローバル・ディプロマプログラム］

文系4学部副専攻プログラム

ジー	 プロ	 イー

2018.4 START!

GProE

英語講義や留学を通じて、経済学・経営学分野の専門性をグローバルな場で積極的に展開する力を身につけます。

経済学・経営学分野の専門性を基礎に人文学・社会科学分野の広い知識を体系的に身につけることができます。

＋ ＋ ＋

◎ 定員10名。「将来グローバルに活躍したい」という希望を持つ経済学部1年生
を対象に、入学後の成績、英語力、志望動機などを審査して選抜。

※ 本制度は諸藤周平氏によって創設された「グロー
バル人材育成 REAPRA 基金」が運営します。

プログラムと科目例（予定） ＊文学部・教育学部・法学部・経済学部が共同で提供

◎ 魅力的なプログラムが盛りだくさん！
　2 年 次： 外国での短期語学研修（奨学金制度あり）、日本の経済や経営に

関する英語授業など
　3 - 4年次： 外国からの招聘教員による英語集中講義、交換留学制度を利用し

た長期留学、英語での論文執筆など

◎現代のための歴史： 現代史入門、イスラム文明学、教育文化史、政治史、
法史学、経済史など

◎超情報化社会の文系知： 情報法、法社会学、情報経済、情報サービス論、　　 
教育情報工学など

◎グローバル時代のビジネス： 現代日本経済論、国際経済法、知的財産法、　　　 
異文化間教育論、比較宗教学など

◎  GProE生には大学院進学のための「学部・学府一貫教育プログラム」参加
資格も付与！

◎クロス・アジアの人間と社会： Citizenship and Ethics、ナショナリズムと言語、アジア
宗教思想、アジア法、グローバル化とアジア経済など

1.

2.

GProE選抜学生への
奨学金制度

外国での短期語学研修費用の一部を
最大で約20万円補助（予定）！

NEW!

文学部 教育学部 法学部 経済学部
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経済学・経営学の専門知識を武器に、世界に大きく羽ばたこう！ 

GProE
ジー・プロ・イー

 2018年 4月 スタート！ 
(経済学部グローバル･ディプロマプログラム) 

プログラムの詳細は経済学部ホームページで順次公開予定！ 

 

短期語学研修先(予定)のオーストラリア・クイーンズランド大学 (Times Higher EducationのHPより)。 

 

 

GProE の理念と目的 

21 世紀に入ってグローバル化の新しい波が世界を覆い、世界の経済社会に様々な問

題を突き付けています。日本も近年、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)や日･EU 経

済連携協定などグローバル化の新しいステージに足を踏み入れています。こうした中、

国内の各種産業、企業、地域経済は大きな影響を受けており、また格差の拡大とそれ

への反発も生じています。さらに途上国の経済発展は越境汚染問題も誘引しています。 

グローバル化に伴うこうした多岐にわたる問題を、マクロ経済・産業・企業経営の

各レベルで適切に把握し、それぞれのレベルにおいて適切な解決施策を追求するため

には、経済学・経営学の専門能力と英語をはじめとする国際的なコミュニケーション

能力が同時に必要となってきます。 

世界のいかなる国･地域と、いかなる内容の経済連携協定を締結することが自国に経

済的利益をもたらすか、グローバル化の影響を受ける産業や地域がとるべき施策(含環

境政策)は何か、グローバル環境下のビジネスの課題は何か･･･。 

GProE は、こうした新段階のグローバル化がマクロ経済･産業･企業レベルでもたら

す複合的な諸問題を、経済学のツールを用いて深く理解し、グローバル・マインドを

もってその解決策を提言できる次世代人材育成のためのプログラムです。 
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２年次から開始―短期語学研修や交換留学など魅力的プログラム  

 プログラムは、経済学部の専門教育が始まる 2 年次からスタートします。1 年次終

了時に、入学後の成績・英語力・志望動機などをもとに選抜を行います。 

 

 

 

 

 

 

入学後２年次開始前に選抜を行います 

特別の入試を受験する必要はありません。一般選抜に合格し入学した経済学部生を

対象に、1 年次終了時に次のような選抜試験を実施します(定員 10 名)。 

 

 

 

 

 

  

大学院進学のための特別

プログラムに自動登録！ 

長期の交換留学に

優先的に推薦。留

年せずに留学がで

きる履修制度！ 

ゼミでは日本人

は英語で、外国

人は日本語で学

び論文執筆！ 

グローバル化時代に何をどう学べばよ

いのか！特別講師陣による導入授業。

GProE 選抜後に遡及して単位を認定。 

オーストラリアのクイーンズランド大学で

5 週間の夏季英語研修。経済学関係の英語

授業も履修。REAPRA
リ ー プ ラ

基金より助成あり！ 

書類審査：1 年次 2 月末～3 月初に実施 

① 基幹教育科目成績、② TOEFL、③ 志望動機＝自己の将来計画※ 

口頭試問：1 年次の 3 月初に実施 

※ 書類審査の中の「志望動機＝自己の将来計画」では、①なぜ GProE に志願したか？②世界を

相手に活躍する気概と現実的計画があるか？ ③そのために在学中に今後語学や専門性をどの

ように磨こうとしているか？などが審査されます。 
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GProE 選抜学生への奨学金制度 

経済学部では、GProE 選抜学生に対する奨学金制度として、新たに「グローバル人

材育成REAPRA
リ ー プ ラ

基金」を調えました。この制度は、本学経済学部を卒業後、世界を舞

台に活躍している諸藤周平氏の篤志によって創設されたもので、GProE 選抜学生の短

期語学研修費用を最大で約 20万円補助する予定です。 

 

プログラムを修了すると・・・大きく広がる可能性！ 

(1) グローバル展開を行う企業で活躍：既にグローバル企業に就職した経済学部卒業生

が世界各地で活躍しています（以下の「卒業生からの一言」参照）。本プログラムは

民間で活躍するそうした秀逸な人材を系統的に育成するプログラムです。 

(2) グローバル対応が必要な公的機関等で活躍：国内の行政機関や地方自治体もグロー

バル環境への対応を迫られています。公務員として就職した経済学部卒業生が国内各

地でグローバル時代の行政を担っています。本プログラムは公共機関で働くそうした

秀逸な人材を系統的に育成するプログラムです。 

(3) 大学院修士課程に進学し高度な専門性をもってグローバルに活躍：既にグローバル

企業に就職した経済学府修了生(日本人および留学生)が、世界各地で活躍しています。

本プログラムはそうした秀逸な高度職業人を学部レベルから系統的に育成するプロ

グラムです。 

(4) 大学院修士課程・博士後期課程に進学し国内外の大学･研究機関や国際機関でグロー

バルに活躍：経済学府において博士の学位を取得した留学生は、既に日本のみならず

中国、韓国、東南アジア、中央アジア、南アジア、アフリカ等、世界で研究者として

活躍しています。本プログラムはそうした秀逸な高度職業人を学部レベルから系統的

に育成するプログラムです。 

 

GProE の薦め ― 国際ビジネスで活躍する卒業生から一言 

2016年 3 月 経済学部卒業 

(ストックホルム大学留学) 
辰馬 圭祐 

現在三菱商事にて欧州ロシア石油天然ガ

ス事業に従事(写真前列右から 2人目) 

  柔軟性のある若いうちに外に目を向けることで、こ

れまで気づかなかった興味関心を発見するきっかけに

なると思います。また、グローバル化が加速する現代

社会において、日本の良さを理解し、それを海外に発

信していくことが今後益々求められる中で、その良

さ・悪さの両面を理解しておくことは大切です。 

  交換留学では、世界でも優秀な学生の集まる環境の

中で、語学や専門性に浸れるのは勿論のこと、日本の

教育現場ではあまり味わえない徹底的な討論やグルー

プワークを通じてアウトプットの重要性を肌で感じ、

積極性を身に着けることが出来ると思います。更に、課外活動や余暇を通して、様々なバッ

クグランドを持つ学生と長時間行動を共にするという経験は大変魅力的であり、一回りも二

回りも自分を成長させてくれることに間違いありません。 

九州大学経済学部に在籍しながら、同時に海外大学に留学できる意味は大きく、自分自身

のやりたいこと・やるべきことを明確にした後に、海外で実践を積めるという点で非常にメ

リットの大きいプログラムになっていると感じます。是非当プログラムを利用して、海外に

出て自分の手足を動かして有意義な経験を積み、日本だけでなく世界を引っ張る人材を目指

してほしいと思います！ 
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FAQ  よくある質問 

 
 
Q1  同じ時期にスタートする共創学部とどう違うのですか？ 
グローバル化の進展が社会の在り方を変化させており、そのために高度なコミュニケーショ

ン能力や様々な人々と協働する力が求められているという基本的な問題意識は、共創学部も
GProE も完全に共通です。GProE は経済学･経営学の専門性を特に重視し、そうした深い専門
性を携えて世界の人々とコミュニケーションを行う力を実践的に養うことで、こうした共通の
目標に挑戦するものです。 

 

Q2  文系４学部副専攻プログラムとどう違うのですか？  
文系 4 学部副専攻プログラムにも「グローバル時代のビジネス」などのプログラムはありま

すが、その趣旨は各学部で学ぶ専門知識に加えて、人文･社会科学分野の「学際的」な広がりを
持った知識を体系的に身につけることにあります。これに対して、GProE は、経済学部で学ぶ
専門知識を重視し、英語などの国際的なコミュニケーション力を養うことで、それをグローバ
ルに展開できるようにすることを目的としています。ですので、GProE に属する学生が、文系
4 学部副専攻プログラムに登録し履修することも可能です(予定)。 

 

Q3「チャレンジ 21」というプログラムとの違いは？ 
九州大学には既にチャレンジ 21 という文理横断型の副専攻プログラムが存在し、その中に

は「国際コース」もあります。国際人育成という点では、GProE もチャレンジ 21 の国際コー
スも共通しますが、GProE は経済学部の専門性をより重視し、そこで得た専門知識を国際的に
展開する力を身に着けるためのプログラムです。 

 

Q4 どのようにしたら GProE に登録することができますか？ 特別入試を受験しなければ
いけませんか？ 

  いいえ、経済学部の一般入試に合格し経済学部に入学していれば、誰でも志願することがで
きます。1年次の終わりに、書類審査と口頭試問によって 10名の志高い学生を選抜します。 
 
Q5 GProEでしか学べないことは何ですか？ 
  たくさんありますが、2 年次の夏に実施される短期語学研修では、オーストラリア・ブリス
ベンにあるクイーンズランド大学で 5週間にわたりホームステイをしながら実践的に英語を学
びます。また 3-4 年次には九州大学の交換留学制度に優先的に推薦され、半年から 1 年の間、
世界の有力大学で専門を学ぶ機会を得ることができます。 

 

Q6 大学院への進学も考えているのですが…？ 
GProE は、そのための最良の選択かもしれません。GProE を履修する学生には「経済学部･

学府一貫教育プログラム」という特別プログラムを履修する権利が付与されます。一貫教育プ
ログラムに入ると、4 年次から大学院修士課程の科目を前倒しで履修でき、特別選抜により大
学院に進学後は 1 年で修士課程を修了できます。 

 

Q7 プログラムを全て履修したら何か証明書がもらえますか？ 
各プログラムに登録をし、当該プログラムに必要な授業を全て履修すれば、卒業時に授与さ

れる学位記（卒業証書）の他に、グローバル・ディプロマプログラム修了証書が交付されます。
それにより、経済学・経営学の専門知識をグローバルな場で積極的に展開する力を身につけた
証として社会にアピールできます。 

 

Q8 GProEに登録して必要な単位をとれなかった場合、卒業できなくなりますか？ 
心配は要りません。各学科が定める卒業に必要な単位を修得していれば、卒業することがで

きます。ただし GProE 修了証書はもらえません。 
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