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ⅩⅡ. 派遣交換留学生 留学体験記

大雪でクラスが休校になった日 自分が開催した寿司パーティー

留学期間

履修科目数 (各学期 )

宮台　弘樹
経済学部（派遣時 4年、2011年 3月卒業）

┃

┃

2009年 8月～ 2010年 5月
4科目

ウィスコンシン大学マディソン校（米国）

三井不動産

ハウスシェアでの集合写真

4年で留学した為、帰国後再度 4年

自分の TOEFLのスコア内で行ける大学で、自分の勉強したい事ができ、尚かつ住みやすい環境であっ
たため。

JASSOからの奨学金（月 8万）で家賃や生活費をまかなった。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学中、生活費は？

　結論から言うと、留学は多くの人にとって、人生が大きく変わる転換期になると思います。
　私は 4 年で留学をしたので、他の留学生より随分とリスクがある選択をしたと思います。同じ学年の友人
が就職活動をする中、私は 4 年からの留学に向けてコツコツと準備を進めていました。そういった時期に留
学するという事で、多くの友人に心配されましたが、結果的に本当に素晴らしい一年間となりました。
　4 年生で留学するという事は、今まで勉強していた事が基礎になっているので、英語力が十分でなくても
ある程度授業に付いていけるなど良い事もたくさんあります。また、就職活動も同時並行しなければいけな
いので、一見大変そうですが、そうやって自分の将来の事を考えながら留学をするという事は、ただ勉強に
行くこと以上に自分にとって大きな糧となりました。
　私は海外旅行には頻繁に行っていましたが、留学は初めてでした。最初はもちろん日本人が全くいない状
況でやっていけるのか不安ばかりでしたが、たくさんの素晴らしい友人に恵まれ、充実した生活を送る事が
できました。
　特に私は寮ではなく、26 名程度でハウスシェアをしており、それが私の留学生活の大きなハイライトにな
りました。半分がアメリカ人で残りの半分が様々な国からの留学生。一軒家で、夕飯や掃除は当番制、いつ
もリビングやキッチンで誰かがワイワイ話に花を咲かせていました。そのときの皆は本当に家族のようで、
今でもメールやスカイプで連絡を取り合っています。
　ウィスコンシンは非常に寒いですが、とても住みやすく、食事、環境、学校施設、授業内容、どれをとっ
ても文句なしでした。多くの優秀な学生が集まり、勉学に遊びにと常にメリハリの利いた、素晴らしい環境
でした。
　今この体験談を読まれている方の中にはもう留学に行く事を決めている人や、まだ行こうか悩んでいるけ
ど、少なからず興味がある人がいると思います。僕は 4 年という一見就職活動の点からは難しい時期に行き
ましたが、今でも、もし自分が留学しなかったらかなり違う人生を歩んでいたのだろうな、と思います。留
学は皆さんが思っている以上に刺激的で、日本では得られないことを沢山体現できるところです。是非挑戦
してみてください！
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オスロ大学に通う日本人と日本語学科の学生と一緒に Japanese food party 友人のバースデーパーティで

就職活動中

帰国後、3年から 4年に遡及進級しました。大学に残った場合の経済的負担と、勉学や就職活動へのメ
リットを考慮した結果です。3年で留学した場合、日本の民間企業に就職を希望する場合は、残ったほ
うが選択肢は増えることは確かですが、私は帰国後に民間企業の就職活動もやってみた上で、やはり
行政の分野で働きたいと思い、学生という身分を残して就職活動をする必要性がなくなったので、そ
のまま遡及しました。

留学生活そのものに対する好奇心を持っていたのはもちろんですが、将来的に社会保障に関する行政分
野に携わりたいと考えていたので、先進福祉国家である北欧を留学先として選びました。社会民主主義
体制を取っている北欧で、そこに住む人々が何を感じて暮らしているのか。また、今ノルウェーで行わ
れている労働省の再編や、リーマンショック後の不況の波が北欧に押し寄せる中で、政府がどのように
対処しているのかということにも関心があったので、現地で学ぶことが有意義だと思いました。

私自身は渡航費や保険など全て含めて 150万円強かかりました。北欧の中でも特に円からノルウェー
クローネ（現地通貨）への換算レートが悪く、日用品や家賃を含めた物価が非常に高いので、他の留
学先よりは生活費を多く見積もる必要があります。ただ、休み中にヨーロッパなどを旅行せずに、暮
らしているだけの費用なら 100万円程度で済みます。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学中、生活費は？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

小野寺　美歩
文学部人文社会学科社会学専攻（派遣時 4年、2011年 3月卒業）

┃

┃

2009年 8月～ 2010年 6月
3～ 4科目

オスロ大学（ノルウェー）

大学の寮の隣にある湖

　「結果の平等」をとことん追求する国では、人々の生活から都市の様子まで、全てがシンプル。はっきり言っ
て、オスロには東京のような大都市の賑やかさも派手なエンターテイメントもありません。ただ、教育・医
療等の社会保障は、「結果」の平等の理念をもとにどんな国民にも手厚く行き渡るように努力されています。
機会を平等に設定するだけではなくて、機会を平等にした「結果」の平等にもとことんこだわっている北欧。
これには当初、十分すぎると感じてしまったのですが、現地研究者の間には、まだまだ「平等」が実現され
ていない部分があるという意識があります。社会保障制度や経済政策もさることながら、ノルウェー国民の
平等に対する姿勢が、日本とは異なっていました。もちろんそれだけではなく、規制緩和路線と手厚い社会
保障の維持発展を求める人々の間に意見の対立はあり、ノルウェー国民が迷いながらも、選択してきた結果
が現在の体制を支えていることを改めて実感しました。
　そんなノルウェーで過ごしていた私は、北欧と比較した日本を、なんて「競争の激しい国」だろうと感じ
ていましたが、面白いことに、アメリカに留学した友人は「日本は社会主義のようだ」という感想を持って
いました。訪れる国によって、持っている価値観が違う。日本に対する見方が増える。異文化に触れ、新し
い視点で日本を見るようになることは留学生活の醍醐味だと思います。大学生活の中で、「交換留学」を選
ぼうとする方々はそれぞれ目的や目標は違うと思いますが、どんな国に行ってもその国の価値観に存分に触
れて生活することをお勧めします。ノルウェーを始めとする北欧で、日本とは違ったゆったりした空気感を
感じてみるのはいかかでしょうか。
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香港大学の Tai-lok Lui教授による 3C必修授業の様子 延世大学の最終共同論文の表彰式にて

就職活動中

就職を考え、遡及進級しませんでした。

これから世界の中心になっていくアジアの中でも名門大学である香港大学と延世大学にてアジアに対
する見識を深めたかったため。そして、日本・香港・韓国からの全 15人の学生が共に 3都市を回って
留学するという内容に、非常に可能性とやりがいを感じたから。

香港・ソウル共に 1日約 1000円、1ヶ月では約 3万円で生活をしていました。どちらの都市の物価も
日本の 1/2～ 1/3で、とても生活し易いと思います。特にタクシーの初乗りが 200円程なので、とて
も使いやすいです。

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学中、生活費は？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

山本　理
法学部法律学科 (派遣時 3年、現在 4年 )

┃

┃

2009年 9月～ 2010年 8月
慶應：4科目　香港：6科目　延世：3科目

３キャンパス合同東アジア研究プログラム（東アジア）

京都宇治在日ウトロ地区の老人ホームで交流

　3 キャンパス合同東アジア研究プログラムは、将来アジアで活躍する上での素養を手に入れることのでき
るプログラムだと思います。私が参加していた第 2 回プログラムでは、2009 年 9 ～ 12 月に慶應義塾大学、
2010 年 1 ～ 5 月に香港大学、2010 年 6 ～ 8 月に延世大学に留学し、最後に皆で共同論文を執筆するという
総括課題がありました。（注：次年度のプログラム内容は国際センターホームページをご参照下さい。）
　3 都市で各国の政治・歴史に関する講義を共に受け、議論をし、班に分かれプレゼンテーションをすると
いう授業体制に拠るだけでなく、授業外でも、各国の学生がそれぞれの国で案内役を務めながら共に観光や
旅行などを通し交流を深めていくことができ、深い友情が芽生えるのは言うまでもなく、出発前は想像もつ
かなかった、アジアに対する俯瞰的な共通認識をメンバーで共有できたと思います。日本については、自分
の知らなかった側面も学ぶことができ、また他国のメンバーも同じ感覚を持ったと後で語っていました。
　総括の共同論文執筆では、15 人が 3 グループに分かれ、各テーマを定めて 3 地域の比較分析を行いました。
私達の班では日香韓の民主主義比較を行い、各国にいる学生にアンケートを行ったり、歴史的地区に共同調
査を行ったりして、最終的に英語で 30 ページの分量を書き上げ、プレゼンを行いました。1 ヶ月という短
期間での取組みを授業と並行して行っていた為かなり大変でしたが、無事に成功を収めることができたのは
1 年間の感覚共有故と思っています。
　メンバーとのかかわりは密接ですが、3 キャンパスの仲間だけで固まるということはありませんでした。
各大学で設置される 3 キャンパス生対象の必修授業と並行して、自由に他の科目を履修することができまし
た。しかしながら、そこで一般の交換留学同様、様々な外国人学生達と交流が出来るかどうかは意識次第です。
その他にも、私はカリキュラムの期間中に、中国 15 都市やインド、インドネシア、ガーナへの旅行やボラ
ンティアに行き、アジアや新興国を知るべく動き回っていました。また、3 キャンパスの横の繋がりに加え、
縦の繋がりも増やすため、任意の同窓会を作りました。これからもアジアで活躍する仲間たちと結束し、様々
な活動へと広げていきたいと考えています。この 3 大学合同でのプログラムは大変ユニークなプログラムで
すので、是非、参加してみて下さい。
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イースター休暇に寮の友人たちと 大学のキャンパス 大学のキャンパス

IT・経営系コンサルティング会社

遡及進級制度と復活制度を利用したことにより、留学期間を含めて四年間で卒業しました。帰国直後
の 12月に遡及進級により三年生へ、翌年 9月に 2010年度前期課程と留学先での取得単位を合わせて
30単位以上の条件を満たして四年生になると共に、卒業単位を取りきりました。留学先単位の換算は、
政治科目に関連するものに限り 1科目あたり 2単位で、私は 10単位取得しました。これらの制度は複
雑で派遣時のタイミングや所属学部によって適用の方法が異なるので、三田・日吉の学事に自己責任
できちんと確認することを怠らないでください。

＜国＞多文化のオーストラリア社会への興味。治安と気候が良い。＜大学＞メルボルンは世界で 2番
目に住みやすい街。世界トップレベルの名門（当時 THEにて世界 29位、国内 1，2位）で、特に人文
社会科学（Arts）の評価が高く（20位以内）、学びたい科目も充実。留学生への整ったサポート体制。
国際学生寮に補助付きで入居できる権利。キャンパスの歴史が古く綺麗。交通の便の良さ。

130万円程度（旅行費は含まず。食事・水道代込の寮費が半額補助つき。）

帰国後の進路

遡及進級しましたか？

どのように留学先を
選びましたか？

留学中、生活費は？

留学期間

履修科目数 (各学期 )

山下　ちひろ
法学部政治学科（派遣時 2年、2011年 3月卒業）

┃

┃

2009年 2月～ 11月
3～ 4科目

メルボルン大学（オーストラリア）

学生寮のイベントにて

　＜就職活動＞私は留学直後の就活を経験しました。まず、渡航前にインターンを経験し、就活スケジュー
ルと対策知識の把握を済ませました。留学中は現地三田会の方のお話や現地留学生向けマイナビの説明会で
話を聞いたりし、日本の会社でのインターンもしました。10 月からは、ウェブでプレエントリーを行い、本
格的な情報収集を始めました。帰国したのが大学 3 年の 2009 年 11 月の最終週だったので、相当の危機感を
持って全力で対策を行いました。授業やテストがない分、毎日複数のセミナーや選考に行っていました。12
月は対策は不十分だと感じていましたが、1 月後半にはペースがつかめてきました。特に志望度の高い企業
の面接が 2 ～ 3 月に集中しましたが、その中から内定を頂き、4 月頭に就職活動を終えました。
　＜交換留学を検討している方へ＞自分が交換留学に行く理由を明確にすることをお勧めします。自分の思
い描く人生のストーリーに交換留学がどう位置づけられてどのような意味を持ちますか。望む人生と望まな
い人生について、プラスとマイナスの感情の双方を動員してシミュレーションしてみた時、自分にとっての
答えが見えてくると思います。交換留学に価値をつけ、行動するのは自分自身です。それが自分にとって良
いものになるのかそうでないのかはあなた次第です。そして、もし行くと決めたなら是非実現させてほしい
です。TOEFL の点は伸ばしにくいですが、点数などで達成度を数値化するとともに、期限ごとに段階的目
標を設けることが効果的だと思います。また、金銭面で悩んでいる方は、学内外の奨学金を是非活用してみ
て下さい。準備を含めて留学は決して楽ではないですが、本気で取り組んだ分だけきっと自信につながりま
す。私が交換留学に興味を持ったきっかけは思いつきのようなものでしたが、その後自分にとっての留学の
意義について徹底的に向かい合ったことで、留学に挑戦していなかったら今の自分がなかったと思えるほど、
私にとって大きな意味を持つ経験となりました。交換留学という目の前のチャンスを活かして、自分のやり
たいことの可能性を是非広げていってほしいと思います。心から応援しています。
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　留学で得られるものは人それぞれ全く異なると思います。同じ人でもいつ行くか、どこに行くか、そこで
何をするのかで、留学のあり方は何通りもあり、正解はありません。ですが、そこで得た経験は日本での日
常生活からは得られない貴重なものであることは確かです。
　また、留学では、異国・異文化という新しい発見があることはもちろんですが、それだけではなく、今ま
で気づかなかった自分自身の新たな一面を発見することがあります。
　私の香港での留学体験は、楽しいことだけではなく、辛いことや苦しいこともありましたが、今大学生活
を振り返ってみると、そうしてもがいたことが大きな財産になっていると思います。今一度、この留学を支
えてくれた皆様に感謝の意を表するとともに、これから留学していく後輩たちにエールを送りたいと思いま
す。

広東語のクラスの皆で飲茶

遡及進級しました。経済的負担を考慮し、早く自立したかったからです。

3年生の後期

4月

ある

自分にとって留学は卒業後の選択肢を広げる機会になりました。香港での、現地の学生や各国からの
留学生、そして駐在員の方々との出会いを通じて視野が広くなったと思います。私は、当初は司法試
験受験を考えていましたが、香港という環境で 1年間勉強した結果、法律の知識がビジネスでどのよ
うに活用されるのかに強く興味を持つようになり、これが進路を考える上での指針になりました。

帰国後、留学が就職に有利に働いたと感じたことはあっても、不利になったと感じたことは一度たり
ともありませんでした。ただ、留学前から、3年生で留学すると帰国時期と就職活動時期が重なるため
遡及進級できなくなる可能性を考えていましたので、私は 2年生の時点で留学しました。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等
に与えた影響はありま
すか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働
いたと思ったことはあ
りますか？また、それ
をどのように克服しま
したか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

田中　志
法学部法律学科 (派遣時 2年、2011年 3月卒業 )

┃

┃

┃

2008年 8月～ 2009年 4月
香港中文大学（中国）
4科目

三井物産株式会社

留学生の仲間と電車にて

ⅩⅢ. 派遣交換留学生 就職体験記
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友人のホームパーティー ベトナム旅行

　約一年間の交換留学制度に参加するということは、私を含め留学した全ての学生にとって大きな決断だっ
たと思います。就職活動やゼミ活動などに影響が出ますし、語学力の問題を克服し、現地では勉強自体が辛
い上に文化の違いを乗り越えることも必要です。それでも私は多くの学生に留学を勧めます。その理由は沢
山ありますが、留学を通じて多くの友人を得ることができること、様々な文化を知ることで自分の国や社会
を違った視点で見ることができること、そして、ʻ 度胸 ʼ が身に付くからです。私は 09 年度派遣の交換留学
生の交流会の幹事をやっていたのですが、留学後に交流会で再会した仲間たちは皆一回り大きくなったよう
な気がしますし、留学したことを後悔している人は一人もいませんでした。留学先の友人だけでなく、義塾
から海外の協定校へ交換留学をした仲間と交流できる機会を持ったことは、私にとって大きなプラスになっ
たと思います。様々な困難を乗り切って、留学という決断をした学生たちや OB の方々は皆モチベーション
が高く、多方面で活躍している方が沢山います。交換留学制度に応募したことが、このような人との出会い
につながったと感じています。

留学を始める際に 4年生だったため、遡及進級しませんでした。

4年時の 5月

8月前半

海外で働きたいという思いは、留学前後で変わりませんでした。

留学を通じて、日本と世界を結ぶ懸け橋になるような仕事がしたいと考え、その夢に近付ける企業を
探しました。また、留学中は多くの貴重な経験ができたので、面接でも半分くらいは留学の話をしま
した。私のエネルギーとなったものは、世界の優秀な学生たちと共に学んだことで、彼らに負けない
ような仕事をしたいという思いでした。特にアジアの学生の向学心は本当に驚異的で、彼らと日々渡
り合っていた自分は様々な面で刺激を受けることができました。

留学は良くも悪くも就職活動に大きな影響を与えます。例えば帰国時期の制約上、受けられなかった
企業は何社かありましたし、インターンや説明会等にも参加しづらいと感じました。私は 4年生の時
に留学したので、留学前の日本でセミナーへの参加や OB訪問など、出来る限りの準備を行いました。
また、留学中も現地の三田会を通じて OB訪問をさせて頂いたり、アジア各国を旅行する際に現地の
駐在員の方々に会うなど情報収集に努めました。米国に留学していた友人の多くはボストンキャリア
フォーラムで内定を取っていましたが、私は帰国してから面接に臨みました。様々な障害はありまし
たが、交換留学生の同期の多くは希望する進路に進んでいると思います。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働
いたと思ったことはあ
りますか？また、それ
をどのように克服しま
したか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

小田　明
経済学部（派遣時 4年、2011年 3月卒業）

┃

┃

┃

2009年 8月～ 2010年 4月
シンガポールマネージメント大学（シンガポール）
4科目

独立行政法人国際協力機構（JICA）

オクトーバーフェスティバル
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友人とパーティー

　私は留学中は就職活動のことは一切考えず、課題や友達といることに時間を費やしていました。
　留学先では日本ではあまり出会わないバックグラウンドを持つ人と仲良くなる機会が多々ありました。徴
兵を経験した韓国人、一部から労働搾取と批判を受ける工場の代表を父に持つ子や途上国の大金持ちの家庭
の子、大学の授業料のために夏休みには仕事をし、それでも足りない分を借金しながら大学に通う子など、
彼らとの会話を通じて様々な価値観に触れることができました。相手のことを知ると同時に、自分が当たり
前に思っていることが、実は当然ではないことに気が付き、自分を知ることもできたと思います。他にも多
国籍の友人との会話中に価値観の違いに驚いたり、日本が他国からどのように見られているかを知ったり、
ととても発見の多い 8 ヵ月でした。
　勉強面ではディスカッションやプレゼンテーションのある授業で、英語を人前で話すことの恥ずかしさを
克服することができました。また、自分の意見をグループのなかで主張をしたり、説明することができるよ
うになったことは自信に繋がりました。クラスメイトのやる気に影響され、一緒にプレゼンテーションの準
備をすることが楽しくなるなど、留学によって大きく成長できたと思います。

所属しているゼミの教授が今年度で義塾を退職してしまうと聞き、卒業論文をその教授のもとで書き
たいと思ったため、遡及進級しました。

帰国後の 5月から

6月末

日本が海外からどのように評価されているかを知り、日本企業の海外進出を助けることができる仕事
に興味をもちました。

ESや面接で学生時代に頑張ったことや自己アピールを聞かれますが、留学先ではなにかしら頑張る必
要があったので（授業や生活に慣れることなど）話す内容に困りませんでした。また、留学先では様々
な人種の人と話す機会があるので、日本にいた時は無意識にとっていた行動や相手への期待に気付か
される機会が多々あり、それによって自分がどういう人間かを考えるようになり、自己分析につなが
りました。

留学生用の就職イベントなどが 5月末にあったため、特に情報不足に困る事もなく、不利な点はなかっ
たと思います。

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等に与え
た影響はありますか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働いたと思っ
たことはありますか？また、それ
をどのように克服しましたか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

佐藤　由梨
経済学部（派遣時 3年、2011年 3月卒業）

┃

┃

┃

2009年 9月～ 2010年 5月
ブリティッシュ・コロンビア大学　（カナダ）
4科目

デロイトトーマツコンサルティング

学校のチームの応援
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　留学中に BCF 等のキャリアフォーラムで就活する場合、①留学前の情報収集、及び②留学先からアクセ
スできる情報源の確保の二点が重要となります。留学先では、勉学に加え環境に適応するために体力や精神
力を要するため、就活に割くことのできる時間は極端に減少します。よって、渡航前に最大限情報収集をし、
留学中の負担をできるだけ軽減することが望ましいです。しかし、授業や学生との交流を通し、自らのキャ
リア観も留学前から変化します。変化に応じて新たに情報収集が必要になった場合、現地からの質の高い情
報へのアクセス手段の確保は非常に困難です。その際は、過去の活動で知り合った方々にコンタクトを取る、
MBA コースの社会人の方々と積極的に交流するなどの方法での情報収集が役立ちました。渡航前から興味
分野における「相談相手」を意識的に確保する事が重要です。

◆就職活動スケジュール
2008 年秋学期：バイオベンチャー企業にてインターン
2009 年春学期：ベンチャーキャピタルにてインターン
　  　　　8 月：交換留学開始
　    　   11 月：ボストンキャリアフォーラムにて就職活動・内定
2010 年 　5 月：帰国
　 　　 　9 月：総合政策学部卒業

4年生で留学したため遡及進級はしませんでした。

学部 4年の 11月

8月前半

キャリア観の拡張：留学先では、世界各国で様々な職業に就くことを目指す学生と交流することで、
新たなキャリアの選択肢に出会います。留学中、そして留学後も、彼らとキャリアについて議論する
ことは、将来の進路を世界に広げる具体的なイメージを描く手助けとなっています。

国際的な環境での競争経験：留学中は、語学や文化における知識が不足する中、多様なバックグラウ
ンドの学生を相手に競争をします。そこで得たスキルや自信は、国際的な人材を求めるジョブマーケッ
トで、自らをアピールする材料として役立ちました。

特になし

遡及進級しましたか？

就職活動の開始時期は？

内定はいつ頃もらいましたか？

留学が進路・就職先等
に与えた影響はありま
すか？

留学はどのように就職
に役立ちましたか？

留学が就職に不利に働いたと思っ
たことはありますか？また、それ
をどのように克服しましたか？

留学期間

留学先大学

履修科目数 (各学期 )

屋代　顕
総合政策学部　（派遣時 4年、2010年 9月卒業）

┃

┃

┃

2009年 8月～ 2010年 5月
カーネギーメロン大学　（米国）
5科目

株式会社日本政策投資銀行

クラスメートと



118

2007 ～ 2009 年度　塾派遣交換留学生　卒業後進路一覧
●就職先

みずほフィナンシャルグループ	 6名

伊藤忠商事	 5名

三菱商事	 5名

日本政策投資銀行	 4名

JPモルガン証券会社	 3名

東芝	 3 名

野村證券	 3名

三井物産	 3名

三井不動産	 3名

三菱東京ＵＦＪ銀行	 3名

楽天	 3 名

ゴールドマン・サックス証券会社	 2名

国際協力機構	 2名

国際交流サービス協会	 2名

サントリーホールディングス	 2名

資生堂	 2名

商船三井	 2名

ソニー	 2名

デロイトトーマツコンサルティング	 2名

電通	 2 名

東京証券取引所	 2名

東レ	 2 名

日本航空インターナショナル	 2名

農林中央金庫	 2名

バークレイズ・キャピタル証券会社	 2名

富士通	 2名

ヤフー	 2名

ＩＨＩ	 1名

LVMH	モエ	ヘネシー・ルイ	ヴィトン	グループ	1 名

ｍｙＧｅｎｇｏ	 1名

PｗCアドバイザリー	 1名

ＹＫＫ	 1名

ＺＳアソシエイツ	 1名

アクサ生命保険	 1名

旭硝子	 1名

アッシュ・ペー・フランス	 1名

アトリエ	ニキティキ	 1名

アビームコンサルティング	 1名

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル　Ｉnc．	 1 名

アンダーソン・毛利・友常法律事務所	 1名

飯田電機工業	 1名

イッセイミヤケ	 1名

伊藤忠丸紅鉄鋼	 1名

インテル	 1名

エイベックス	 1名

エヌ・ティ・ティ・コムウェア	 1名

大阪ガス	 1名

外務省	 1名

花王	 1 名

栗田工業	 1名

クレディ・スイス証券	 1名

慶應義塾	 1名

経済産業省	 1名

ケイビーエムジェイ	 1名

講談社	 1名

国際投信投資顧問	 1名

コニカミノルタビジネステクノロジーズ	 1名

シアトルコンサルティング	 1名

ジェイテクト	 1名

ジェーシービー	 1名

シティバンク銀行	 1名

信濃毎日新聞社	 1名

十六銀行	 1名

ジョンソン・エンド・ジョンソン	 1名

スカイライトコンサルティング	 1名

住友商事	 1名

住友信託銀行	 1名

全日本空輸	 1名

双日	 1 名

ソフトバンクテレコム	 1名

大成建設	 1名

大東建託	 1名

大日精化工業	 1名

大和証券	 1名

大和証券エスエムビーシー	 1名

大和証券キャピタル・マーケッツ	 1名

武田薬品工業	 1名

中日新聞社	 1名

テルモ	 1名

テレビ朝日	 1名

ドイチェ・アセット・マネジメント	 1名

東京海上日動火災保険	 1名

東京都	 1名

東洋インキ製造	 1名

常磐システムエンジニアリング	 1名

豊田通商	 1名

トライバルメディアハウス	 1名

虎屋	 1 名

日揮	 1 名

日興シティグループ証券会社	 1名

日産自動車	 1名

ニッセイアセットマネジメント	 1名

ニトリ	 1名

日本英語検定協会	 1名

日本経済新聞社	 1名

日本サムスン	 1名

日本出版販売	 1名

日本政策金融公庫	 1名

日本生命保険	 1名

日本赤十字社	 1名

日本電気	 1名

日本マクドナルド	 1名

日本郵船	 1名

野村アセットマネジメント	 1名

野村総合研究所	 1名

パナソニック	 1名

パナソニック電工	 1名

日立製作所	 1名

フィックスターズ	 1名

ブーズ・アンド・カンパニー	 1名

フォルシア	 1名

富士フイルム	 1名

プライスウォーターハウスクーパース	 1名

ブルームバーグ・Ｌ．Ｐ．	 1名

マークス	 1名

丸紅	 1 名

マンダリン・オリエンタル東京	 1名

ミスミ	 1名

三井化学	 1名

三井住友アセットマネジメント	 1名

三井住友海上火災保険	 1名

三井住友銀行	 1名

三井物産フィナンシャルマネジメント	 1名

三菱重工業	 1名

三菱電機	 1名

メリルリンチ日本証券	 1名

モルガン・スタンレー証券会社	 1名

ユニクロ	 1名

横浜銀行	 1名

リコー	 1名

りそなグループ	 1名

ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー	 1 名

国外就職	 2名

	 	

●進学 ･ 留学・その他	 	

大学院（塾内）進学	 45名

大学院（塾外）進学	 22名

他大学進学	 4名

留学	 13名

その他	 31名

注）　調査対象：学生部就職・進路支援担当に平成 23 年 3 月 31 日現在、進路届けを提出した学生。　総計 295 名
　　  平成 23 年 4 月 30 日時点での最終集計結果は、右記 URL にて公開予定。http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shinro/main.html

118


