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体現する場として、「ゼミ（ゼミナール）」を
教育の中心に据えてきました。
　討論・対話型の授業をはじめ、学生が
主体的、能動的に学習に関わり、高い学習
効果が得られることから、近年注目されて
いるアクティブ・ラーニング。その代表的
なスタイルが少人数制のゼミです。一般
的にゼミは3年次からスタートしますが、
武蔵大学ではすべての学生が1年次から
ゼミに所属し、4年間学びます。
　「ゼミは学生が主役ですから、自発的な
学習が必要です。自分で調べたことを発
表し、違う視点を持つゼミの仲間との対話
を通じて物事の本質を見極め、追究する
のです。そこでは、自らの研究成果や考え
を聞き手にしっかり伝える能力も養われ
ます」（山㟢学長）。1ゼミあたりの人数は
約15名。少人数なので教員や他の学生と
の距離が近く、議論も活発になります。目
標に向かって切磋琢磨し合える環境が学
生の意識を高め、専門の学習を深めるだ
けでなく、自主性や課題解決力、コミュニ
ケーションスキルなどを育むのです。
　さらに、国内外でのフィールドワークや
他大学との合同ゼミなど、学外で課題と向
き合う機会もあります。なかでも「三学部
横断型ゼミナール・プロジェクト」では産

学連携のもと、3学部（経済・人文・社会)
の学生がチームとなり、企業から与えられ
る課題に取り組みます。異なる専門性や
価値観に触れ、実社会を生きる上で必要
となる多様な視点を身につけます。

経済学部「PDP」に続き、人文学部
「GSC」、社会学部「GDS」が始動

　武蔵大学では、各学部の特色を生かし
たグローバル教育の強化にも積極的に取
り組んでいます。
　なかでも、経済学部で2015年度から
開始した「ロンドン大学と武蔵大学とのパ
ラレル・ディグリー・プログラム」は日本初
の試みです。武蔵大学に通いながらロンド
ン大学と武蔵大学の授業を受講し、すべ
ての試験に合格すれば2つの大学の学位
を取得することができます。
　語学の成績などによる選考があり、定
員は35名程度。学生はロンドン大学のカ
リキュラムを理解できる英語力が要求さ
れるため、入学後に学内で英語の授業を
受けた後、フィリピン・セブ島での6週間
の海外英語研修で徹底的に英語力を鍛
えます。IELTSスコア5.5以上を取得でき
れば、1年次の9月からロンドン大学のIFP

4年間必修の少人数制ゼミで
自主性や多様な視点を育む

　大学通信が全国進学校の進路指導教
諭に実施した調査（2017年度）で、「小規
模だが評価できる大学」全国第2位、「面
倒見が良い大学」全国第3位に輝いた
武蔵大学。このほか「教育力が高い大学」
（全国私大第8位）、「入学後、生徒を伸
ばしてくれる大学」（全国私大第9位）な
ど、複数の項目で高い評価を得ています。
　創立から95年を経て、3学部8学科の
文系総合大学としてさらなる発展を続け
る武蔵大学の最大の特徴は、徹底した少
人数教育にあります。そして、旧制高等学
校時代から受け継ぐ「建学の三理想（2）」を

（基礎教育プログラム）を受講できます。
　「日本にいながらロンドン大学の学位が
取得できることへの関心は非常に高く、今
年の3期生は前年を上回る応募がありま
した。ロンドン大学の授業料の半分程度
を大学が負担し、安価な学費で世界水準
の教育を提供しています」（山㟢学長）。
　また、2017年度には人文学部と社会学
部のそれぞれに新コースを開設しました。
　このうち、人文学部の「グローバル・スタ
ディーズコース」は、グローバル社会に欠
かせない異文化理解力と語学力を備えた
人材を育成する少人数の特訓コースです。
学部内共通の英語プログラムに加え、ドイ
ツ語、フランス語、中国語、韓国・朝鮮語の
特別プログラムがあり、いずれも半年また
は1年間の海外留学を推奨しています。
　一方、社会学部の「グローバル・データ
サイエンスコース」では、ビッグデータや
目的に応じて収集したデータを分析し、そ
のエビデンス（根拠）をもとに、社会的課
題を解決へと導く人材を養成します。世界
中を取り巻くデータの活用に向け、1年次
から海外の語学学校で集中的に英語力を
鍛えるとともに、「GDS実践」では国際ボ
ランティアやインターンシップなどを必修
とするカリキュラムが組まれています。
　「経済学部の『PDP』に続き、今年度は
人文学部の『GSC』と社会学部の『GDS』
の開設により、世界を視野に展開する3つ
の取り組みが始動しています。今後は、こ
れらを学部横断的に、ひいては全学的な
プログラム・コースとして発展させていく
ことを目指します」（山㟢学長）。
　このほか、協定校への短期・長期留学
をはじめ、学生自ら選んだ研修先とテー
マに従って現地調査する「学生海外研
修」など、多彩な留学制度を提供してい

ます。さらに、学内には気軽に外国語や
異文化に触れられる国際村「Musash i 
Communication Village（MCV）（3）」を
設置。また「テンプル大学ジャパンキャン
パスとの単位互換プログラム」では、国内
にいながら留学に近い体験ができます。

学生のキャリア意識を高める
実践的な支援プログラム

　キャリア支援においても、武蔵大学では学
生一人ひとりに向き合うきめ細かなサポート
体制を整えています。キャリアカウンセラー
などの専門資格を持つ職員が10名以上常
駐し、個別相談に応じるほか、就職活動が本
格化する前に3年生全員と面談を実施。学
生が主体的に進路決定できるよう指導して
います。また、社会で活躍する卒業生と内定
を得た4年生による「武蔵しごと塾」では、グ
ループディスカッションや本番さながらの
模擬面接などを通して就業観を高め、就
職活動における表現力を身につけます。
　グローバル教育の充実化により、海外
や外資系企業などへの就職希望者の増
加も予想されるため、そうしたニーズに応
える支援の整備にも取り組んでいます。
　2022年の学園創立100周年に向け、
武蔵大学では新たなビジョンとして、「異
文化を理解し未来を創造する教養あるグ
ローバル市民の育成」を掲げています。
　「本学では、多様な価値観を受け入れら
れるメンタリティを持った“グローバル市
民”の育成を目標とし、開学以来の伝統で
あるゼミでの学びをベースに、語学力やグ
ローバルな視野を磨く多彩な授業やプロ
グラムを用意しています。これらを通して、
他者と協働し世界に貢献できる力を培っ
てほしいと思います」（山㟢学長）。
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山㟢哲哉学長
（やまさき・てつや）

　武蔵大学は、近代日本を代表する実業家・政治家、根津嘉一郎（初代）（1）

が1922（大正11）年に創立した、わが国初の私立七年制高等学校であ
る旧制武蔵高等学校が前身です。「ゼミの武蔵」として知られるように、
4年間必修の少人数制ゼミは、建学の理想に掲げられた「自ら調べ自ら
考える力ある人物」を育む学びの基盤として受け継がれています。
　さらに次代を見据え、先導的なグローバル教育を展開。経済学部で「ロ
ンドン大学と武蔵大学とのパラレル・ディグリー・プログラム（PDP）」
を始動させ、2017年度からは人文学部に「グローバル・スタディーズコー
ス（GSC）」を、社会学部に「グローバル・データサイエンスコース（GDS）」
を新設しました。多文化共生と他者理解の視点を持ち、世界を生き抜く
力を備えた「グローバル市民」の育成を目指しています。

世界を生き抜く力を磨く「ゼミの武蔵」
多文化共生と他者理解の視点を備えた
“グローバル市民”を育成

武蔵大学
教 育 力

〒176－8534  東京都練馬区豊玉上1－26－1　入試課  TEL 03－5984－3715　http://www.musashi.ac.jp/
⑴ 根津嘉一郎（初代）
　明治期から昭和初期にかけて政財界で活
躍。東武鉄道や南海電気鉄道などの鉄道敷
設や再建事業に携わり、「鉄道王」と呼ばれ
た。一方で、渋沢栄一率いる渡米実業団の一
員としてアメリカを視察。「国家の繁栄は育
英の道に淵源する」という信念のもと、武蔵
高等学校や根津化学研究所の創立など、教
育・文化事業にも
情熱を傾けた。茶
人・古美術愛好家
としても知られ、
東京・青山の「根
津美術館」にもそ
の名が残されて
いる。

⑵ 建学の三理想
　1. 東西文化融合のわが民族理想を

遂行し得べき人物
　2. 世界に雄飛するにたえる人物
　3. 自ら調べ自ら考える力ある人物
　武蔵大学では、この三理想をもとに「自立：
自ら調べ自ら考える」「対話：心を開いて対話
する」「実践：世界に思いをめぐらし身近な場
所で実践する」という3つの目標を掲げ、建
学の理想の継承に努めている。

⑶ Musashi Communication
 Village（MCV）
　英語を公用語とするが、イベント時には
さまざまな外国語に触れられ、実際に楽しく
使って「キャンパス内留学」ができる国際村。
常駐するネイティブ・スピーカーと英語でフ
リートークができるほか、外国語学習カウン
セリング、異文化体験イベントや英語での料
理教室など、バラエティー豊かなプログラム
に参加できる。また、グローバル人材力向上
のため、学生がMCVの運営スタッフとして
参加する仕組みもある。

⑷ 2018年度入試トピックス
■ 履修確約型の一般入試を多数実施
　 2018年度より、各学部のプログラムの履
修やコースへ所属する許可が入学前に得
られる確約型の一般入試が増える。
学部 プログラム・コース 入試 必須科目

経済
ロンドン大学と武蔵大学との
パラレル・ディグリー・プログ
ラム

全学部統一
グローバル型

数学

人文

グ
ロ
ー
バ
ル・

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
コ
ー
ス

英語プログラム －
ドイツ語プログラム

センター方式
（前期）

ドイツ語
フランス語
プログラム フランス語

中国語プログラム 中国語
韓国・朝鮮語
プログラム 韓国語

社会 グローバル・
データサイエンスコース

全学部統一
グローバル型 －

個別学部併願
3科目型 数学

＊このほか、特別選抜入試やAO入試がある。

■ 一般方式・センター方式入試の出願方法
は、すべてWeb出願

【上段】毎年400以上開講される伝統の「ゼミ」（左）は、各学部で学びの成果を発表する場が用意されている（右）
【下段】「ロンドン大学と武蔵大学とのパラレル・ディグリー・プログラム」（左）国際村「MCV」で留学生と交流（右）


