
留学生のみなさまへ

NIIGATA“新潟”で大学院進学！

2010年4月　新潟本校入学生

事業創造大学院大学はビジネスリーダーの育成を目指す専門職大学院です。

入　学　試　験　日

入学試験日

募集締切り

４次 ６次５次

2月6日 3月6日 3月27日

1月29日 2月26日 3月23

○将来 起業したいとお考えの方
○ＭＢＡの取得を希望する方
○大学院で経営を体系的に学びたい方
○グローバルにビジネスリーダーとして活躍をめざす方　など

授与学位 ＭＢＡ 経営管理修士（専門職）

主な特徴

・事業創造を目的とした実践的なカリキュラム
・事業計画書を作成
・専門的な知識と豊富な経験を有する指導陣
・多様な人たちとの出会いと広がるネットワーク
・実践的な学習環境

このような
方々へ

留学生
学費減免！

新潟本校ではみなさんの住居の紹介をはじめ修学や生活および
就職等の相談を積極的に行っています。

住居・
アパート紹介

民間
奨学金申請

アルバイト
紹介

就職支援

本学独自
の奨学金

物件多数・
特典有！

事業創造大学院大学 新潟本校で学ぶメリットをご紹介します。

新潟で学んでみませんか！ アジア諸国と日本の位置 日本国の『新潟市』の位置

新潟市

東京都

北海道

大阪
名古屋

福岡

東京―新潟
新幹線でわずか２時間

▽上空から見た新潟市

新潟の概要　～新潟はこんなところです～

新潟県の人口：２３８万３千人　　／　新潟市の人口：８０万４千人

第1位
○チューリップ切花の出荷量　2,350万本　　　　　　　　○米の産出量　1,623億円
○金属用食器の出荷額　108億円　　　　　　　　　　　　○ハクチョウ類飛来数　17,588羽

○自然公園面積　316,891ｈａ　　　　　　　　　○海水浴場の数　７３ヵ所

○スキー場の数　７７ヶ所　　　　　　　　　　　　　　　　　　○清酒の出荷量　５０９億円

＜新潟県あれこれ全国ベスト３＞

第２位

第３位

新潟市は，サンフランシスコ，天津とほぼ同じ緯度にあり，東京から北北西約２５０ｋｍ，上越新幹線で約２時間の位置にあり
ます。日本海，信濃・阿賀野の両大河，福島潟，鳥屋野潟，ラムサール条約登録湿地である佐潟など，多くの水辺空間と自然
に恵まれ，コハクチョウの越冬数は日本一を誇ります。　江戸時代から物流拠点として賑わい１８５８年に，アメリカ・イギリスな
ど５か国との修好通商条約によって，函館・横浜・神戸・長崎とともに開港５港の一つに指定され，世界に開かれた港町となり
ます。明治時代には本州の日本海側最大の都市として大きく飛躍しました。　　現在は、国際空港や港湾，新幹線，高速道路
網などが整備された交通拠点であると同時に，国内最大の水田面積を持つ大農業都市でもある都市には見られない特徴を
兼ね備えており，　これまでにない政令指定都市として，発展を続けています。　（新潟市姿勢概要より抜粋）

新潟市の風景･街並み 　 ～日本海に面した美しい都市 新潟①～

△鳥屋野潟公園の桜 △空撮　新潟市中心部 △チューリップ畑 △信濃川とウォーターシャトル

※新潟市の風景・街並み～日本海に面した美しい都市 新潟①～⑥の画像データ提供元：財団法人新潟観光コンベンション協会

日本海

太平洋
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△春の日和浜展望台 △マリンピア日本海イルカショー △萬代橋のチューリップ △空撮　田園と中心部

新潟市の風景･街並み 　 ～日本海に面した美しい都市 新潟③～

　大学院の授業の様子 活気ある対面授業が
行われています。

公開講義 客員教授による特別講義 経営戦略

事業計画中間審査 人材マネジメント 演習

サービス・マネジメント 経営戦略 経営戦略

ブランド研究会 事業計画外部審査会（審査員） 事業計画外部審査会（プレゼン）

リラクゼーションルーム

約9,500冊の蔵書とビジネス雑誌・新聞も充実した内容になって
います。

図書館や自習スペースを備えた充実の学習環境でみなさんをサポートします。

最先端のＡＶ機器を完備した収容人員101名の扇形階段式大教室。後
方からもスクリーンが見やすいように設計されています。

大講義室 図書館

演習はそのテーマごとに講義が
行われ､ゼミ室を8室設けました。

ゼミ室

憩いとコミュニケーションのリ
ラクゼーションルームです。

スカイラウンジ

最上階の10階に設けられた学
生の憩いのスペースです。

校舎概観

ＰＣコーナーは6台のパソコンをい
つでも自由に利用できます。

講義などを収録したＤＶＤの視
聴ができます。

PCコーナー

ゆったりとしたスペースと静かな空
間・ＬＡＮ設備を備えています。

自習コーナー DVD視聴コーナー

自動貸出機

講義室

40名収容の講義室です。

校舎概観 校舎エントランス 学生ロッカー

事業創造大学院大学

新潟本校キャンパス施設紹介
新潟駅から徒歩
５分の好立地！

△東北電力ビッグスワンスタジアム
　と菜の花

新潟市の風景･街並み 　 ～日本海に面した美しい都市　新潟②～

△佐渡汽船とジェットフォイル △新潟まつり　花火大会 △朱鷺メッセ（横） P3 P4



△佐渡汽船とジェットフォイル △新潟まつり　花火大会 △朱鷺メッセ（横）

“新潟”で学ぶ留学生紹介

“新潟”の街の美しさと緑の自然環境にびっくりしました。なんと美しい都市でしょ
う！
来日して8年、私はすっかり新潟のことが好きになりました。新潟は本当に勉強・生活が良いところだと感
じています。
大学院の教授陣は、経験豊富な先生方です。理論だけではなく、実践経験が学べます。
授業は夜に設定されていますので、勉強とアルバイトを効率よく出来ます。
新潟ではアルバイトも簡単に見つけられます。私は今セブンイレブンでアルバイトをしています。毎日大勢
な人と出会って、とても楽しいし、勉強にもなります。
私のアパートは新潟駅のすぐ近くで、駐車場付きで月3万円です。物価が安いのは新潟の特徴です。
新潟は、日本ブランド都市ランキング調査で20位以内に入っており、その理由は“住みやすい”でした。
また、新潟には観光の名所が多数あります。妙高のスキー場や瀬波温泉、自然や緑を楽しむ弥彦山など
とても有名です。
こんなに住みやすく、環境が良いところで勉強できることはとても素晴らしいことです！
私は日本にいる間はずっと新潟に住みたいと思っています。

回　学偉
（中国出身）

◆入学して、学んでみての感想
基礎の経営理論知識から実践的な経営経験を学べるのが実感です。一年間の収穫は想像以上多く、
やはり入学して良かったと思います。最も良かったのは様々な業種の第一線で活躍している方々と出
会い、外国人或いは留学生は普段耳にしない企業経営実践の話も聞くことができることです。
大学院で知識だけではなく人的ネットワークも出来、私に
とっては貴重な財産であり、ぜひ生かして行きたいと思い
ます。

◆将来のビジョン
私の夢は日中教育コンサルタントとして留学生斡旋ビジネ
スを展開することです。現在の仕事を活かし、日中両国の
教育文化交流を促進し、中国の学生達の海外留学の夢を
実現させ、両国の国際教育促進を図り、相互理解増進と
友好関係深化を願っております。

張　紅
（中国出身）

△演習での張紅さん

△信濃川の桜 △間瀬下山海水浴場 △新潟まつり　花火大会 △鳥屋野潟の白鳥

新潟市の風景･街並み 　 ～日本海に面した美しい都市 新潟④～

在学生たちの“新潟”についての感想や生活の様子、大学院へ進学した感想などを紹介します。

　○事業創造するために、経営戦略や会計などいろいろな知識を学ぶことが出来ます。
　○留学生にとって、日本語で自分の伝え方や文書の作り方をうまくやなることが出来ると思います。
　○レポートが沢山あるので、自分自身のまとめることや分析能力をアップすることが出来ることです。
　○図書館で、参考書がたくさんあるので、自分の知識をアップすることが出来ます。

新潟では、勉強することだけではなく、お勧めのポイントが沢山あります。
　○お米やお酒、魚など有名な特産品やおいしい食べ物が沢山あります。
　○新潟祭りや総踊り祭りなどいろいろな有名なお祭りがあります。
　○信濃川は日本で一番長い川で、川に沿って、風景が綺麗で、空気もすごく清潔です。
　 　夕方に時間があれば、散歩や運動など川辺に行ってみると最高だと思います。
　○冬には、有名なスキー場に行くことが出来ます。
　○海に近く、水族館もあり遊ぶところがたくさんあります。
　○物価や生活が他の地方と比べて、かなり安いので、住みやすい地方だと思います。
　○電車やバスなど、交通線路が合理的に整備されているので、移動にも便利です。

LE NHU　AN
ﾚ･ﾇｰ･ｱﾝ
（ベトナム出身）

事業創造大学院大学では、自分のアイデアを現実にするための必要な知識・スキルを身につけることが出来ます。

△光のページェントのにぎわい △空撮　新潟市中心部 △ビッグスワンのサポーター △市内―長い稲架掛け

新潟市の風景･街並み 　 ～日本海に面した美しい都市　新潟⑥～

　留学生のアルバイト事情

飲食、コンビに、販売など多彩。新潟で学ぶ留学生のアルバイト事情を紹介します。

アルバイトについてはお気軽に
事務局までご相談ください！

回　学偉　（中国出身）
コンビニエンスストア勤務

一週間に4日間、22時から翌朝5時までコンビニエンスス
トアでアルバイトしています。時給９００円でおおよそ一カ
月１０万円程度の収入を得ています。生活のためでもあ
りますが、この仕事は毎日大勢な人と出会って、とても
楽しいし、勉強にもなります。

ファストフード店勤務
TRAN MINH PHUONG　（ベトナム出身）
朝７時から１１時を基本として新潟駅の構内にあるサブ
ウェイというサンドイッチ屋さんでアルバイトしています。
大学院からもアパートからも徒歩５分という近さです。み
なさんやさしく親切で楽しく働いています。収入は一ヶ月
おおよそ７万円くらいです。

結婚式場勤務
　帕下古麗　阿布拉　（中国出身）

主に土曜日と日曜日と祝日に結婚式場でアルバイトをし
ています。仕事はデザートビュッフェを担当しています。
職場の方々はみなさんとても親切で優しいです。留学生
もたくさんいて楽しい職場です。私は、一週間に2日働い
て月に約5万円の収入があります。

吴　昊　（中国出身）

中華料理店勤務

水曜・木曜・土曜・日曜に中華料理店でアルバイトをして
います。お客さんの接客や厨房の手伝いなどが主な仕
事です。一週間に20時間程度働いて一ヶ月６万円程度
の収入です。また、お店で食事を提供してくれるので生
活にも助かります。
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（平成21年度実績）

授業料

前期 後期

1年次 0 275,000 275,000

財団法人 ロータリー米山記念奨学会奨学金 月額 １４万円
2年を限度として
最短修業年限

１０月

支給期間 募集時期（目安）

平和中島財団外国人留学生奨学金 月額 １２万円 最長2年間 9月

名称 奨学金額

施設設備金
合計

前期 後期

50,000 50,000 650,000

2年次 ― 275,000 275,000 50,000 50,000 650,000

2年間合計 1,300,000

名称 奨学金額 支給期間 募集時期（目安）

年次 入学金

私費外国人留学生学習奨励費 月額 ６万５千円 12ヶ月 5月

〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-46　事業創造大学院大学 事務局

（フリーダイヤル） 0120-250-171      (TEL) 025-255-1250
(e-mail)info@jigyo.ac.jp          (URL)http://www.jigyo.ac.jp

  住居・アパート紹介 ここで紹介している物件以外にも多数の物
件があります。お気軽にご相談ください。

担当スタッフが留学生のみなさんの住居探しをお手伝いするので安心です。

ロフト付き
2人での同居ＯＫ！

家賃：38,000円
（徒歩10分）

Ｂ家賃：30,000円
（徒歩10分）

Ａ

ロ
フ
ト
付
き

2
人
で
の
同
居
Ｏ
Ｋ
！

家賃：38,000円
（徒歩10分）

Ｃ

○
○

○

○

○

家賃は月額の金額です。
徒歩の時間は、アパートから大学院ま
での時間です。
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ全ての物件が2人での同居
が可能ですが、特にＢとＣの物件はロ
フト付ですので２人での同居がしやす
い物件です。例えばＢの物件で２人で
住んだ場合の家賃は按分すると１人
当たり19,000円と格安になります。
入居する際、最初に敷金や手数料が
掛かる場合がありますが、本学の提
携先物件ですと割引があります。
住居の紹介や質問は本学事務局まで
ご連絡ください。
TEL 025-255-1250

Ｄ 家賃：28,000円（徒歩18分）

△りゅーとぴあの桜 △政令都市の夕暮れ △チューリップ（新津） △柾谷小路

新潟市の風景･街並み 　 ～日本海に面した美しい都市 新潟⑤～

　留学生の学費特典 入学金免除および学費５０％免除

◆ 学費納入時期　＜例：春学期（4月）入学の場合＞

入学手続時
納入金

325,000円

1年次
後期学費

325,000円

２年次
前期学費

325,000円

２年次
後期学費

325,000円

合格後指定期間内 入学年の9月 翌年3月 翌年9月

◆ 学 費

上記の金額は、本学独自の「留学生特別奨学金」第二種奨学金を適用し、入学金免除および学費５０％を免除
した金額です。本学へ合格された留学生のみなさま全員が上記の学費が適用されます。

○JASSO日本学生支援機構

民間団体等による奨学金に関する情報提供と申請支援
　私費外国人留学生を対象とする奨学金制度については、多数の団体から奨学金の募集があります。上記のもの
はその一例です。奨学金は大学から推薦する方法と個人で応募する方法のものがあります。本学事務局では民間
団体等による奨学金に関する情報を留学生の皆様へ提供することと申請のお手伝いをしております。入学後事務局
までご相談ください。

○民間団体等による奨学金（例）

◆ 奨学金

■お問合せ先

Graduate Institute for Entrepreneurial Studies

（単位：円）
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