
出願のきっかけ
高校の担任の先生に紹介されたことがきっかけです。「１年以上の留学が必須」である
かどうかを軸に学校を探していましたが、都立大の副専攻はこの条件を満たし、かつ経
済支援も豊富なため、受験を決めました。また、自分の専門を持ちながら、同じく留学を
志す仲間とともにグローバル社会のことを勉強したり、英語を勉強したりできることも
魅力的でした。
入学後の印象
国際副専攻は私にとって１つの居場所です。最初はみんなの国際的なバックグラウン
ドに驚きましたが、みんな優しくて自由で楽しいです。「国際副専攻」があるからこそ出
会えた仲間なので、とても貴重だなと思います。
授業の感想
最初は、周りの英語力と自分の英語力を比較してしまい不安でいっぱいでしたが、その
分とても刺激されました。All Englishで授業を受けたりディスカッションやプレゼンを
する機会は滅多にありませんが、大変だからこそ、自分に自信が付きました。

MESSAGE 2019年入学  経済経営学部経済経営学科　田中 美咲

出願のきっかけ
国際教養科の高校で学ぶ中で、「せっかく英語ができても、話す内容がなければ意味が
ない」と思うようになりました。国際副専攻では主専攻とは別に英語や異文化理解につ
いて学べる点や留学がカリキュラムに組み込まれている点に魅力を感じ、出願しました。
入学後の印象
国際副専攻には主専攻もバックグラウンドも全く異なる学生が集まっているので、たく
さん刺激を受けています。また同じ留学を志す者として、留学の情報交換をしたり励ま
しあったりできる貴重な仲間でもあります。
授業の感想
授業でディスカッションやプレゼンテーション、ライティングの技能を磨けるので、安心し
て留学に臨める環境だと感じています。また授業は少人数で行われるので、学生間や先
生・学生間の交流が活発なところや、先生に気軽に質問できるところが気に入っています。

MESSAGE 2019年入学  人文社会学部人間社会学科　齊藤 七海

2023年度 グローバル人材育成入試（総合型選抜）募集概要（予告）

修了生の進路状況

〒192-0397　東京都八王子市南大沢1-1
（代表）電話 042-677-1111

詳しいカリキュラム、授業内容、在学生の
インタビューなどを掲載しています。

https://www.mip.ic.tmu.ac.jp/
東京都立大学 国際副専攻 検 索

もっと詳しく知りたい方はWEBサイトをご覧ください。

ADMISSION

募集人員

出願要件

選抜方法

人文社会学部
人間社会学科 ········· 2 名
人文学科 ················ 2 名

経済経営学部
経済経営学科 ·········  5 名

■ 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を2023年
　 3月卒業見込みの者又は2022年4月以降に卒業した者

■ 就職先／イー・ガーディアン、NTTファシリティーズ、SALES ROBOTICS、Twitter Japan、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ、楽天グループ  など
■ 大学院（東京都立大学以外）進学先／東京大学、東京工業大学、一橋大学  など

■ その他、応募する学科によっては本学の定める基準以上の学習成績の
    状況であることを要件とする。

■ 英語の能力に優れた者で、次のいずれかのスコアを有するもの

※新型コロナウイルス感染症の影響により、今後、変更の可能性があるため、最新の情報は大学公式HPで確認してください。

■ 合格した場合、本学への入学を確約できる者

都市環境学部
地理環境学科 ·········· 1～2 名
都市基盤環境学科 ········ 2 名
建築学科 ····················· 2 名

環境応用化学科 ········· 1 名
観光科学科 ················ 2 名
都市政策科学科 ······ 若干名

 （詳しくは「2023年度グローバル人材育成入試募集要項」をご覧ください）

システムデザイン学部
情報科学科 ·············· 若干名

■ 人文社会学部
・第1次選抜
　調査書及び志望理由書により書類選考を行う。
・第2次選抜
　小論文（日本語による解答）を課し、面接（口頭試問を含む）を行う。大学入学共通テ
　ストの受験を課す。（受験科目は前期日程試験と同一）
■ 経済経営学部
・第1次選抜
　調査書及び志望理由書により書類選考を行う。
・第2次選抜
　小論文（英語による解答）を課し、面接（口頭試問を含む）を行う。
　※経済経営学部は合否判定には影響しないが、入学後の学業の参考のため大学入学
　　共通テストの受験を課す。（受験科目は前期日程試験（一般区分又は数理区分）と
　　同一）

■ 都市環境学部
・第1次選抜
　調査書及び志望理由書により書類選考を行う。
・第２次選抜
　小論文を課し、面接（口頭試問を含む）を行う。
　※環境応用化学科及び都市政策科学科は合否判定には影響しないが、入学後の学
　　業の参考のため大学入学共通テストの受験を課す。
■ システムデザイン学部
・第1次選抜
　調査書及び志望理由書による書類選考を行う。
・第2次選抜
　面接を行い、大学入学共通テストの受験を課す。（受験科目は『数学』（「数学Ⅰ・数学A」
　及び「数学Ⅱ・数学B」）及び『理科※』（「物理」、「化学」、「生物」から1科目選択）とする。）
　※第1解答科目を採用する。

お問い合わせ

Voice from Students

Career Paths after Graduation

グローバル人材育成入試については、東京都立大学アド
ミッション・センター（入試課）まで、国際副専攻については
国際課までご連絡ください。

160以上（※１）
準１級 2300以上、１級 2304以上（※２）

1190以上（※３）
5.5以上（※４）

309以上
600以上
 72以上

1560以上（※５）

・ケンブリッジ英語検定
・実用英語技能検定
・GTEC（Advanced，CBT）
・IELTS
・TEAP
・TEAP CBT
・TOEFL iBT
・TOEIC L&R/TOEIC S&W

【注】スコアの有効期限は出願期日より過去２年以内とする。 
（※1）対象となる試験は、B1 Pre l im inary ,  B2 F i rs t ,  C1 Advanced ,  C2 
Proficiencyとする。指定されたスコアを超えていれば合否は問わない。（※２）実用英語技
能検定は、指定されたスコアを超えていれば合否は問わない。（※３）GTEC（Advanced）
は、オフィシャルスコアに限る。（※４）IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限
る。（※５）TOEIC L&R/TOEIC S&Wは、TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にして合算する。

留学生活に期待すること
夏からオランダに留学予定です。私は、様々な国から来た留学
生との寮生活を楽しみにしています。コロナ禍で人とのふれあ
いに消極的になってしまった世の中ですが、新しい人と出会っ
てたくさんの発見があることにとてもワクワクしています。
将来の希望
将来はPRのプロフェッショナルになって世界で仕事をしたいと
考えています。そのために留学先ではコミュニケーションを選択して
勉強しようと思っています。まだ希望は変わるかもしれないので、こだわりは強くなりす
ぎないように広い視野を持って卒業後の進路決定をしようと思います。
受験生に向けてのメッセージ
私は国際副専攻を選択して本当に良かったと心から思っています。経験しないとわから
ないことや挑戦しないと見えない世界が世の中にはたくさんあると思います。国際副
専攻の道に進めば誰にでも世界が広がる瞬間が必ずあると信じているので、ぜひ未来
への挑戦の一歩として受験してください。

留学生活に期待すること
外国に長期間滞在した経験がないので、お客さんとしてではな
く居住者としてどのようにその国に溶け込めるかワクワクしてい
ます。勉強はもちろんのこと、サークル活動や旅行などでその土
地、その土地の人と触れ合えることを楽しみにしています。
将来の希望
まだはっきりと決まってはいませんが、語学力を活かして海外と日本をつなぐ仕事がで
きればと考えています。専門的なスキルを磨いて、ゆくゆくは海外で働きたいです。
受験生に向けてのメッセージ
主専攻にプラスして勉強する必要があるので大変ですが、その分得られるものも大き
いと感じています。やる気があれば乗り越えられると思うので、ぜひチャレンジしてみて
ください！

2022年5月発行
発行  東京都立大学　 印刷  ニッセイエブロ株式会社

グローバル人材育成入試
東京都立大学　国際副専攻 

総合型選抜のご案内

詳細は中面へ CHECK
IT !



国際副専攻では、主専攻科目を履修しながら１学期間または１年間留学し、海外の大学で単位を修得する必要があります。海外の大学で単位を
修得することは容易なことではありません。授業のスピードの速さ、膨大な課題に加え、日本人には自分の知らないことを英語で学ぶハンディ
キャップがあります。しかし、その修羅場を乗り切ってこそ、タフネスさを磨き、多様性に対する許容度と対応力を身に付けることができます。

　通常の学生と同様の主専攻科目の履修と並行して、海外留学が必修のカリキュ
ラム「国際副専攻」の科目を履修し、主専攻の専門知識に加えて、確かなコミュニ
ケーション力や、多様な文化に適
応可能な実行力を身につけます。
　将来、主専攻で学んだ専門知
識を武器に、多様な人材の中で
リーダーシップを発揮できるグ
ローバルリーダーをめざす、積極
的なみなさんの応募をお待ちし
ています。

海外留学
海外の大学で単位を修得すること、その経験があなたを育てます。

国際副専攻とは？ 学生インタビュー

海外留学の魅力

STUDY ABROAD

ABOUT

主専攻で学んだ専門知識を武器に、多様な人材の中でも
リーダーシップを発揮できるグローバルリーダーを育成
少人数教育と国際副専攻アドバイザーによる充実した留学サポート
1学期間または1年間の留学による単位修得が必須

多様な協定校から留学先が選べる

留学にかかる各種経済支援制度があり安心して留学できる

アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、オーストリア、フィンランド、スウェーデン、ポーランド、ノルウェー、
ハンガリー、ロシア、リトアニア、トルコ、オーストラリア、韓国、中国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア など

・国際副専攻を履修しても本学授業料の追加はありません。
・交換留学の場合、留学先の授業料は免除されます。
・月額給付奨学金、渡航費の支援があります。
　（例） 月額給付奨学金：6～16万円（派遣地域によって異なる）
　　　 渡航費：アジア地域→上限10万円、アジア地域以外→上限20万円

※所属する学科や留学の期間、時期等に
　より、4年間で卒業できない場合があります。

・在学５年目授業料免除
・交換留学によらない派遣留学の留学先授
　業料支援
※経済支援を受けるには一定の条件等があります
※詳細はホームページをご覧ください

※その他、自ら留学先の大学を選んで留学する制度もあります。（ただし、事前に学内で認められる必要があります。）

国際副専攻3つの特徴

国際副専攻科目（一部抜粋）

Foundation Seminar

English for Studying Abroad

English for Academic Purposes

Academic Writing Skills Ⅰ

Academic Writing Skills Ⅱ

Globalization and Japan

留学前／国際副専攻を学修するための基礎力と留学に必要な英語力を養成する
国際副専攻を学修する上で基礎となる授業。異文化に対する理解やコミュニケーション力の向上を目指す。

海外留学の準備のための総合的な英語学習を行う。

English for Studying Abroadの学習成果をふまえ、海外留学の準備のための総合的な英語学習を行う。

英文によるライティングスキルの基礎力の向上を目指す。

Academic Writing Skills Ⅰの学習成果をふまえ、英語による実践的なレポートや論文の執筆方法を学ぶ。

日本とグローバル化に関する事象を多角的視点から理解し、分析のための知識や理論を習得する。

海外留学認定科目

留学中／海外留学先大学等における授業科目を履修する
海外の大学へ留学し、単位を修得（必須）する。

Advanced Seminar

Advanced Academic Writing

留学後／国際副専攻の学修を専門教育やキャリア形成に発展させる力を養成する
海外留学による学修の成果を発表する。

英語による学術論文の執筆について学ぶ。

Academic Discussion Skills

※留学前または留学後
人文・社会科学、自然科学の各分野で重要な多様なテーマについて、議論、口頭発表などの演習を行う。

高度な
専門知識

確かなコミュニケーション力や
多様な文化に適応可能な実行力

主専攻 副専攻+ = 高度な専門知識を持つ
グローバルリーダー

　国際副専攻コースは、主専攻と並行して履修を進める点に特色があります。たとえ英語が流暢でも、伝える内容がなけれ
ば日常会話の域を出ません。逆にどんなに高い専門性を有しても、それを発信するツールを持たなければグローバルに活躍す
ることは困難でしょう。本学では、主専攻で自身の核となる専門知識やスキルをしっかりと身につけ、国際副専攻コースで高度

それは、高度な専門知識をもつグローバルリーダー

Advanced Semin
ar

Advanced Academic Writ
ing

Academic Discussion Sk
ills

Internship

Foundation Semi
nar

Academic Engl
ish

 Academic Writin
g

Globalization and Ja
pan

国際副専攻 専門教育科目群

海外大学での科目等を履修・単位取得
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　　　1 年間の留学

 教養科目群 基盤科目群 基礎科目群

 基礎科目群
 教養科目群 基盤科目群 専門教育科目群

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る

サ
ポ
ー
ト
体
制

後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期
後
期
前
期

4年次

大学院

3年次

2年次

1年次

学士課程（主専攻）

Qグローバル人材育成入試に出願したきっかけは？
杉山：東京都主催の「次世代リーダー育成道場」で紹介があったのが
きっかけです。結局4年で卒業することになったのですが、当初は5年
目の授業料支援があるのも魅力でした。
菅原：一般入試の前に受かっておきたいという気持ちが強くあり、高
1のときから絶対にこれで行きたいと志望して、大学説明会にも足を
運びました。海外留学費用の支援が充実していたのも決め手の一つ

です。
稲垣：化学科志望だったのですが、長期留学もしたくて、その二つの条
件がそろっている大学を探して、こちらを見つけました。夏休みだけの
留学や単なる研究室訪問だけでなく、ちゃんと留学準備もカリキュラム
に含まれて、専門科目を学ぶ留学ができることを大学説明会で知っ
て、即、受験を決めました。

Q 留学に期待すること、またはその成果について
稲垣：8月からアメリカに行く予定です。実験の科目で、環境によって異
なる安全・危険に対する認識など、違いに触れて楽しめたらいいなと
思っています。
菅原：私はノルウェーに行く予定です。観光を学ぶ中で、日本とあまり
接点のない遠い国に行って、そこで日本がどう思われているのかを知り
たくて。いろんな人と話して、日本について見直してみたいです。
浦畑：建築学科なので、向こうで学問として建築を学ぶのも楽しみで
すが、日本と違う土地をいろいろ回ってみて、町づくりとかも学べたら
いいなと思います。

小川：オーストラリアのマッコーリー大学に留学希望です。専門の経済
も好きだけれど、大学に入ってそれ以外のリベラルアーツにも興味を持
ち始めました。留学先では、実践的な経営の知識とか学問をしつつ
も、より幅広く勉強したいと思っています。
木村：私は特に詩、ポエトリーに興味があり、キール大学のクリエーティ
ブ・ライティング・コースに参加しました。一番印象的だったのが、読者と
して本・作品を読むのと、作家として読むのとでは、全く違う視点である
ことで、自分の文学に対する考え方が180度変わりました。留学先で、日
本で受けられない授業を受けられたからこその学びだったと思います。

Q 国際副専攻コースでの学びを、将来どのように活かしたいと考えていますか？
杉山：私が内定をいただいたコンサル業界の就活では、国際副専攻が
すごく活きたと思います。授業のプレゼンやディスカッションで、自分の
思ったことを言語化して伝える、人前で物事を整理して話すなど、場数
を踏んでまったく抵抗がなくなって、その能力がすごく育った。今後の職
にも生きるし、就活でアピールポイントとしても使えるところですね。
木村：4年間通して英語を勉強することで、英語のスコアもどんどん上
がりました。副専攻でいろんな学部の人と広い視野を持って英語を勉
強したことによって、今、国際的に詩人の人たちをつなげて、ポエトリー
リーディングの文化交流を行うイベントができています。
さらに、一種の到達点かもしれませんが、今のウクライナ情勢を受け

て、オンラインでウクライナの詩人さんに詩のパフォーマンスをしても
らい、そのテキストを日本語訳し、日本でそれを見てくれた人から支援
金を募るというイベントの運営に携わりました。こうした言葉の壁を越
えた活動は、英語とポエトリーという二つの軸があるからこそできたこ
とで、ここで学んだことがライフワークに生きて、脈々とつながっている
と感じています。今は大学院を目指して、がんばって勉強しています。
菅原：初めは旅行や観光業しか考えてなかったのですが、コロナ禍の
影響もあって最近はもうちょっと視野を広げて、広い分野で就活サイ
トにも登録しています。国際副専攻で学んだことやこれからの留学が、
いろんな職種に活かせたらいいなと思います。

Q受験生の皆さんへのメッセージ
三田村：国際副専攻に入る時の（グローバル人材育成入試の）面接で
は、自分が本当にやりたいことがきちんと伝わることが大切で、そこを明確
にしている人が強いと思います。
古田：これからみんなのアベレージが高くなる中で英語だけがメインと
いうのは厳しいと思いますが、ここでは主専攻をやりつつも、英語も
両方、上げられる。将来の選択肢が広がると思います。
浦畑：「留学」という同じ目標を持った仲間ができるのが大きな魅力で
す。またグローバルな視点から自分の主専攻をとらえることができ、よ
り広い視野を持った考え方が身につくと思います。
稲垣：国際副専攻に入ると、「留学をする」という目的ができるので、

大学生活において一個、軸ができる。とても有意義なものになると思
うので、お勧めします。
小川：大学って本当にすごいというか、いろんな人に会うし、いろんな
経験ができる場所です。高校の頃に考えていたこととか、国際副専攻
を受験したいと思ったときに考えていたことと、全く違うことが起きる
可能性もあると思います。そうした中で、自分の将来の夢をかなえるた
めに必要な進路を選べるように、可能性を広げてくれるのが国際副専
攻です。入ってからもいろんなことを経験して、主専攻も副専攻も、そ
れ以外もいろいろ経験して、都立大での学びを有意義なものにしてほ
しいと思います。

Q授業を受けてみての感想を聞かせてください
三田村：全ての学年が参加できる授業があって、他の学年の方と一緒
に授業を受けられるのが楽しいです。
古田：まず、周りの人の英語力がすごいです。一般の授業では他学部
の人と会うことはあまりないのですが、国際副専攻で別の専攻の人た
ちとも仲良くなれるのもいいと思います。
浦畑：1年後期のEnglish for Academic Purposesの授業で、ペアワー
クとかグループワークが多くて、いろんな人と関われたのがよかったと
思います。
木村：国際問題、ジェンダーや環境問題などについてディスカッション
する授業が印象的でした。議論に必要な国際的な知識や教養を準備
できたことによって、留学中にも海外の学生とのディスカッションに難
なく参加できました。また私は主専攻が英文学なので、過去の話に踏
み込んでいくうちに社会とのつながりが希薄になってしまいがちです
が、副専攻の授業でその部分のバランスを取ることができ、受けられて

本当によかったと思っています。
菅原：Globalization and Japanなどの授業で、講義を聞くだけでな
く、その後に英語での発表があるのがすごくよかったです。難しい問題
を掘り下げて、英語のスライドを作って、一回提出して、先生がコメン
トをくださって、それを直して発表する。英語でスライドを作る時に気
を付けるべきことや、発表の方法なども、この授業がなければ学べな
かったと思います。Academic Writing Skillsの授業では、オンライン
のブレイクアウトルームでお互いのエッセーを読み合う時間があって、
自分の文章だけだと分からないことが、この人はこういう表現をするの
かとか、この表現は自分も使えるとか思いながら、添削することで学べ
ることがいっぱいあり、とても充実していました。
小川：1年生の時、コロナ禍の特殊事情でレポート課題がとても多く、
英語のプレゼンもあってとても大変でした。でも、留学先の課題は当
然すべて英語ですし、留学に行く前の洗礼というか・・（笑）

な語学力やコミュニケーション能力、国際感覚を培うことにより、世界で活躍する人材を育成します。さらに必修である海外留学
を通して多様な文化や価値観に触れ、より広くグローバルな視野を獲得できるでしょう。
　あなたもぜひ、国際社会を担うグローバルリーダーを目指してみませんか。

■インタビュー参加学生

（聞き手：国際センター教授　岡村郁子）

Voice from Students

2018年入学 木村沙弥香（人文社会学部人文学科）
2019年入学 杉山遥香（人文社会学部人文学科）
2020年入学 稲垣英美（都市環境学部環境応用化学科）、小川哲平（経済経営学部経済経営学科）、菅原まどか（都市環境学部観光科学科）
2021年入学 浦畑結衣（都市環境学部建築学科）、古田凌平（都市環境学部建築学科）、三田村真桜（都市環境学部観光科学科）


