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GProE 経済学部グローバル プロ プログラ

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。
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、経済学や
経営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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•   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。プログラムは2年次からスタート。

• 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

• 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！

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（リープラ）基金」 します。
約20万円補助

A A

経済学部では、GProEの一般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一般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。

GProE ジー プロ イー ［経済学部グローバル・ディプロマプログラム］
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一般選抜（5～7名程度）一般選抜（5～7名程度）

　GProE参加者（定員10名）の選抜は、１年次在学中に「特別選抜」と「一般選抜」の２つの枠
組みで行われます。募集要項等は、１年次の10月以降、経済学部ホームページに掲載されます。

特別選抜（３～５名程度）特別選抜（３～５名程度）

対象者： ①私費外国人入試、②帰国子女入試、③国費留学生入試のいずれかにより
 九州大学経済学部に入学した１年次在学者

時　期： １年次の12月に実施

　

A. 入学試験：九州大学経済学部入学時に実施
①私費外国人入試、②帰国子女入試、③国費留学生入試の入学試験合格者は、２年次に始まる
GProEに書類審査無し（＝口頭試問のみ）で参加できます。

B. 口頭試問
志望理由書をもとに口頭試問を行います。

対象者： 一般入試により九州大学経済学部に入学した1年次在学者

時　期： 1年次の12月に実施
 書類審査および口頭試問の結果を総合して選抜します。　

A. 書類審査
以下の（1）～（3）を点数化します。
（1） 基幹教育科目成績（1年次前期まで）
（2） TOEFL （iBT, PBT, ITPのいずれか）またはIELTSのスコア
（3） 志望理由書

B. 口頭試問
書類審査結果や志望理由書をもとに口頭試問を行います。
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FAQ /よくあるご質問

Q1  共創学部とどう違うのですか？
A1    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？
A2    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。

Q3  「チャレンジ21」というプログラムとどう違うのですか？
A3    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？

A4    いいえ、経済学部の一般入試等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、書類審査や口頭試問によって10名の志高い学生を選抜します。プログラムは２年次か
ら始まります。

Q5    GProEでしか学べないことは何ですか？
A5    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を通じて、半年から１年の間、世界の有力大学で専門を学びます。

Q6    大学院への進学も考えているのですが…？
A6    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？
A7    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。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？
A8    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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GProEのカリキュラムは、「グローバル化がもたらす新しい諸問題を正しく把握し、その解決に
向けて挑戦することが出来る人材」（九州大学経済学部規則第2条の2より）を育成するために
編成されています。GProE修了のためには、経済学部を卒業するために必要な科目を履修しな
がら、GProE固有の科目群（下図の赤枠で囲まれた科目群）を履修し、必要な単位を修得する
必要があります（履修方法の詳細については『学生便覧』で確認してください）。

　グローバル化時代に、グローバル経済・経営を学び、外国語でコミュニケーションをとることの意義を学
びます。1年次の末に実施されるGProE選抜を見据え、日本の経済や経営に関する英語講義担当教員、各界
でグローバルに活躍する卒業生、留学を経験した日本人の先輩や留学生、留学生センターのアウトバウンド
担当教員など、特別講師陣を迎えてオムニバス形式で開講されます。GProEにチャレンジしようと考える皆
さんは是非受講してください。

1年次 【プレGProE科目】GProEへの誘い

［科目名 ： GProEへの誘い（1単位）］

　GProE修了のために必要な語学力を実践的に養う科目です。日本人学生および英語を母語としない外
国人留学生向けの英語による語学研修（アウトバウンド型）と外国人留学生向けの日本語による現地研修
（インバウンド型）に分かれます。

▶アウトバウンド型 ： クイーンズランド大学（UQ）での短期語学研修
　2年次の夏休みに、オーストラリアのクイーンズランド大学（UQ）で、ホームステイを行いながら5週間
の英語研修に参加します。英語の実践的利用のための授業のみならず、経済学に関連する英語での授業も
行われます。研修費用（約50万円）の一部はREAPRA（リープラ）基金より助成が行われます（GProE
に一般選抜で参加している学生に限る）。
＊GProE生以外の学部学生もクイーンズランド大学の短期語学研修には参加できますが、単位が認定されるのはGProE
生だけとなります。

▶インバウンド型 ： 国内インターンシップ・ボランティア
　基幹教育の高年次基幹教育科目として開講されている以下の科目のいずれかを履修することを通じ
て、日本社会で日本語を実践的に運用する能力を鍛えます。

「ボランティア活動Ⅰ/Ⅱ」
＊フロンティア科目の「社会連携活動論:ボランティア」とセットで履修する科目です。

「インターンシップⅠ/Ⅱ」
＊フロンティア科目の「社会連携活動論:インターンシップ」とセットで履修する科目です。

２年次 【GProE国際交流科目Ⅰ】短期語学－現地研修

［科目名：短期語学－現地研修（2単位必修）］

２年次 【GProE基本科目】グローバル経済･経営 基本科目/英語科目

▶グローバル経済･経営基本科目（2単位必修）
［科目名：グローバル化とアジア経済 （2単位）］
［科目名：EU論基礎－制度と経済－ （2単位）］
　グローバル経済を学ぶ際の基礎知識を提供している科目群（高年次基幹教育科目の「グローバル化と
アジア経済」「EU論基礎－制度と経済－」など）を通じて、グローバルな経済や経営を見る眼を養います。

▶グローバル経済･経営英語科目 （2単位必修）
［科目名：Introduction to Japanese Economy （2単位）］
［科目名：Introduction to Japanese Management （2単位）］
　3-4年次で必修となっている長期の交換留学先では、現地の教員や学生から出身国である日本の経済
や経営について独自の見解を求められる機会も多いでしょう。ここでは、日本の経済や経営の歴史・特長・
課題等について、世界で最も汎用性の高い英語という言語で説明できる力を養います。

経済学部グローバル・ディプロマプログラム（GProE）カリキュラムマップ

経済学部グローバル・ディプロマプログラム （GProE）

学部 -学府
一貫教育
プログラム

【ECＯ選択必修科目
・自由選択科目】

【ECO選択必修科目】 【ECO基本科目】 【GProE 国際交流科目Ⅰ】 【GProE 基本科目】 【GProE 基本科目】
グローバル経済
経営英語科目

Introduction to Japanese 
Economy/Management

グローバル経済
基本科目

「グローバル化とアジア経済」
「EU論基礎 - 制度と経済 -」

短期語学 -現地研修 
（アウトバウンド型+
インバウンド型）

【ECO基本科目】

【プレGProE科目】

基幹教育科目
基幹教育セミナー（必修）、課題協学 A・同 B（必修）

経済学入門（必修）、経済史入門（推奨）、文系ディシプリン科目（E,E/J）
理系ディシプリン科目、言語文化基礎科目、健康・スポーツ科学等

GProE への誘い

2019.01.22

一般選抜（5～ 7名程度）：日本人学生向け
特別選抜（3～ 5名程度）：留学生･帰国子女向け

経営学ⅠⅡ, 会計学ⅠⅡ、経済史ⅠⅡ,　
国際経済学ⅠⅡ, 政治経済学ⅠⅡ,

基礎計量経済学ⅠⅡ, 情報処理Ⅱ, 数理統計学ⅠⅡ

マクロ経済学ⅠⅡ、ミクロ経済学ⅠⅡ ,
計量経済学 , 情報処理Ⅰ

経済・経営学
基本演習／
経済工学
基本演習

【GProE 専門科目】　
※科目名は別紙

【GProE 専門科目】
専門知識 外国語 【GProE

専門科目】

外国書講読

・英語経済
　　  +
・独語経済
・仏語経済
・中国語経済
・韓国語経済

内外混在
少人数
演習

【GProE 専門科目】

GProE
ディプロマ
論文

経済・経営学演習／
経済工学演習

【ECO選択必修科目】

【GProE 国際交流科目Ⅱ】

Topics in 
Global 
Economy
＋

グローバル
経済特別講義

＜交換留学＞
[1] 単位読替え
[2] グローバル特論
[3] クロスボーダー
　  特別演習

【経済･経営学科】
*経済分析系
*産業分析系
*企業分析系

【経済工学科】
*経済理論
*統計計量
*応用経済学
*数理情報

【経済･経営学科】
*経済分析系
*産業分析系
*企業分析系

【経済工学科】
*経済理論
*統計計量
*応用経済学
*数理情報

大学院
科目履修

修
士
課
程

共
創
学
部 ･ 

各
学
部
の
国
際
コ
ー
ス

M2
GProE 固有科目

ECO経済学部の科目
M1

4-2⑧

4-1⑦

3-2⑥

3-1⑤

2-2④

2-1③

1-2②

1-1①

選   抜
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3～4
年次 【GProE専門科目Ⅰ】GProE専門科目群

▶グローバル経済経営専門科目 （4単位必修）
　グローバルな経済や経営を経済学のツールを用いて把握し、それぞれの分野が直面する諸問題に挑戦
する力を養うために、経済学部の各学科で開講されている選択必修科目のうち以下の科目をグローバル
経済経営専門科目として学びます。

3～4
年次 【GProE国際交流科目Ⅱ】交換留学

▶交換留学（半期留学4単位必修、7ヶ月以上の留学6単位必修）
　3年次の第2クオーター以降4年次終了時までの何れかの時期に、2-4クオーターの期間で交換留学
を行い、留学期間の学修成果を以下の方法により卒業単位化します。最大30単位まで認定が可能ですの
で、1年間の長期留学を行っても、学部を4年間で卒業することが可能です。

単位読替： 留学先で履修した科目の経済学部の専門科目（未履修）への読み替え。
グローバル特論： 留学先で履修した科目に対応する経済学部専門科目が無い場合または当該科

目を本学で履修済みである場合、グローバル特論科目として認定。
クロスボーダー特別演習： 留学期間中に演習科目の指導教員が各種メディアや現地面談等を通じて定期

的に指導。

▶Topics in Global Economy （1単位必修）
　外国の主要大学等から教員を招聘し英語で開講される、各分野のホットイシューに関する集中講義で
す。専門を英語で学ぶことに慣れ、交換留学先での講義に備えます。

▶グローバル経済特別講義 （1単位必修）
　グローバル化の現場で活躍する外部の講師を招聘して開講される特別講義です。グローバルな経済や
経営が直面する諸問題を、経済学のツールを用いて具体的に把握し、それぞれの分野が直面する諸問題
に挑戦する力を養います。

▶外国書講読 （経済･経営学科4単位必修、経済工学科2単位必修）
　英語で書かれた新聞・雑誌などからナマの情報を得るなどの実践的能力や英語で大学レベルのテキス
トを読む能力を養います。

学　科

経済・
経営学科

提供科目

経済分析系…国際金融、世界経済、貿易投資分析、国際経済政策、開発経済、エネルギー経済、現代日本経済論、
日本経済史、西洋経済史

産業分析系…産業技術、産業構造、日本経済史、西洋経済史、世界経済、開発経済、エネルギー経済、現代日本経済論、
日本経営論

企業分析系…経営政策、日本経営論、企業会計、国際会計、産業技術、産業構造、国際マーケティング、国際ビジネス

経済
工学科

応用ミクロ経済学、応用マクロ経済学
応用計量経済学Ⅰ、応用計量経済学Ⅱ、応用計量経済学Ⅲ
データ工学、経済数学、数理計画 3～4

年次 【GProE専門科目Ⅱ】内外混在ゼミとGProE論文

　GProEカリキュラムの総仕上げとして、日本人と留学生が混在するゼミでの演習を通じて、母語でない言
語で卒業論文を完成させます。

▶内外混在少人数演習（4単位必修）
　日本人と留学生が混在して学ぶゼミで、日本人は英語で、留学生は母国語以外の言語（日本語または英
語）で、それぞれ専門分野の研究報告やディスカッションなどを行いながら、GProE論文の執筆準備を行
います。

▶GProE論文（8単位必修）
　経済･経営もしくは経済工学の専門に関する研究成果を、日本人は英語で、留学生は母国語以外の言語
（日本語または英語）で、グローバル経済ディプロマ論文としてまとめます。論文の執筆は、経済・経営学演
習/経済工学演習担当教員と、内外混在少人数演習担当教員の指導のもとで行われます。
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4年～
修士課程 学部･学府一貫教育プログラム

　GProEの選抜に合格した学生には、経済学部・学府が実施している「学部・学府一貫教育プログラム」へ
の参加資格が同時に付与されます。同プログラムは、大学院修士課程を経て専門研究者や専門職を目指す意
欲と能力のある学生を、学部と大学院の両課程を貫いて育成するための特別プログラムです。同プログラム
への参加を許可された学生は、４年次から「学部・学府共通科目（学部特別専門科目）」の履修が認められ、さ
らに４年次前期にプログラム参加学生向けに実施される大学院経済学府修士課程「特別選抜試験」に合格す
れば、最短５年間（学部４年間＋修士１年間）で、学士及び修士の双方の学位を取得することができます。

大学院への進学を目指すGProE生向け プログラムを修了すると…
大きく広がる可能性！

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。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。

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。

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。
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れば、最短５年間（学部４年間＋修士１年間）で、学士及び修士の双方の学位を取得することができます。

大学院への進学を目指すGProE生向け プログラムを修了すると…
大きく広がる可能性！

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。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
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グローバル対応が必要な
公的機関等で活躍
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ムです。
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　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。
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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！

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

GProEの薦め

国際ビジネスで活躍する卒業生から一言

辰馬 圭祐
2016年3月 経済学部卒業（ストックホルム大学留学）
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）

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。
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