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本書の目的 
 
本書は、Babson に入学される方が、どのように効率よく MBA をスタートし、また大きな

プレッシャーの中でどのように MBA１年目を生き残っていくのかを、過去の経験者のコメ

ントに基づいて、その方法論およびヒント（tips）を提示することにあります。一部の内容

については、2 年生になっても有効だと思っています。 
 
２年目になってみて、以下のことを思いました。 
「Intern を探したり、Speech を聞いたり、Networking をする時間がもっと欲しかった」 
「Mod の初めから、もっとクラスまたはグループへ貢献したかった」 
「なぜ、宿題を終えるのにこんなに時間がかかったのか」 
 
おそらく、毎年皆さんは同じことを考えていると思います。そう思いながら、Workload に
追われながら１年目を終えます。その経験を踏まえ、新しい１年生に Babson のことについ

て話をするものの、断片的に終わってしまうと思います。そして、新しい１年生は今まで

の人がぶつかったであろう、まったく同じ問題にぶつかり、それを乗り越えなければなら

ないのが実情ではないでしょうか？ 
 
確かに、文化も違う異国の地で苦労を重ねながら生き残っていくのが MBA という考え方

もあるとは思いますが、毎年同じ状況が繰り返され、同じ問題を解決するのに多大な時間

を費やしてしまいます。その中で、いままでの人たちが感じたこと、「こうすれば良かった」

という思いを伝えることによって、新しく Babson に入った方たちが、効率よく MBA を
生き残り、重い Workload を捌ければ、もっと Babson での生活を充実したものにできる

のではないでしょうか？それが口頭によるだけでなく、文書とすることにより知識を蓄積

し、より大きな効果を上げられるのではないでしょうか？ 
 
我々は Business School にいます。僕たちが思うに Business とは、教室の中での勉強も

大事でしょうが、外の世界に触れてみるのも大事だと思います。また、就職活動もしない

といけないでしょうし、皆さんがやりたいと思っていることをやるのもよいと思います。

我々にはやることが際限なくあるのです。 
本書はそうした時間を少しでも創り出せるようになればと思い作成されたものです。 
 
いろいろ述べましたが、それでも Workload は重いです。しかし、みなさん普通のことを

やっていれば生き残ります。あまり気負いせず、頑張ってください。最後に、本書は、Class 
of 2010 および 2011 によって更新されたものですが、Class of 2005-2007 の先輩方より引

き継がれてきたものです。 
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本書の取り扱い 
 
【本書をお読みになる方へ】 
本書は、新入生の皆さんが Babson で学ぶ際に役に立つのではないかと  Class of 
2005-2011 の各人が、1 年目を振り返って思ったことをそれぞれ述べてもらう形になって

います。 
 
勉強の進め方などは 人それぞれ必ず異なるはずであり、ここでご紹介する方法は 皆さん

が自分にあった学習法を身に付ける上でのヒントに過ぎません。 
 
ここで、紹介するのは、理想論の部分、あまり役に立たない部分もあるかもしれません。

そのなかで、皆さんで気に入ったものを取捨選択してみてください。その選択は皆さんの

責任で行ってください。 
 
僕たちも、もちろんここに記載していること全部をやったわけではありませんし、全部実

効しなくても、基本的には生き残ることができます。 
 
本情報は、Babson で効果的な学生生活を送ることを目的に、ボランティアベースで集めら

れた情報です。扱いは Babson 学生内限りとしてください。 
  
 
【本書にご意見を頂ける方へ】 
本書は、皆さんの多様な意見をくみ上げることによって成り立つものです。 
皆さんが思うことをお書きいただいて結構ですが、これを読む人の判断を誤らせるような

記載は避けてください。 
 
 
【本書を更新して頂ける将来の入学生へ】 
本書は、いわゆるナレッジマネジメントになると思います。その蓄積及び質の向上を図る

べく、この手引書に加筆訂正してバージョンアップしていってください。 
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1. 事前準備（学校開始前） 
 
多くの人が勧めるのが、基本的な知識を学んできたほうがいいという意見です。特に、会

計・ファイナンス、マクロ・ミクロ経済学、統計などの知識が乏しいと思われる方などは、

事前に勉強しておかれることをお勧めします。 
 
＜事前準備参考書＞ 
○ 英語関連 
・ ビジネス&留学で使える MBA の英語表現 400 William J. Brougham (著), 阪本 秀樹 

(著) 
・ 全般知識 
・ 新版 MBA マネジメント・ブック グロービス・マネジメント・インスティテュート 
・ MBA エッセンシャルズ 内田 学 (著) 
 
○ 会計 
・ [新版] MBA アカウンティング MBA シリーズ グロービス・マネジメント・インステ

ィテュート (著) 
・ プロの英語 アカウンティング編 林泰成 ダニエル・ドーラン（著） 
 
○ 経済学（マクロ・ミクロ） 
・ 入門マクロ経済学 中谷 巌 (著) 
・ 入門ミクロ経済学 ハル・R. ヴァリアン (著), Hal R. Varian (原著), 佐藤 隆三 (翻訳) 
・ マンキュー経済学Ⅰミクロ編 N・グレゴリー・マンキュー(著) 足立英之他（翻訳） 
・ マンキュー経済学Ⅱマクロ編 N・グレゴリー・マンキュー(著) 足立英之他（翻訳） 
 
○ ファイナンス 
・ MBA ファイナンス グロービスマネジメントインスティテュート (著)  
・ コーポレートファイナンスの原理 Stephan A. Ross、Randoloph W. Westerfield、

Jeffrey F. Jaffe（原著） 大野薫（翻訳） 
ファイナンスの授業で使われる教科書の翻訳版です。試験のみなら必要ないですが、フ

ァイナンスをより詳しく勉強したいという方にはお勧めします。 
・ 道具としてのファイナンス  石野雄一（著） 
・ アンソニー英文会計の基礎 ロバート・Ｎ・アンソニー レスリー・Ｋ・ブライトナー

（著）  
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○ アントレプレナーシップ、その他 
・ イノベーションと企業家精神 P.F.ドラッカー(著) 

アントレプレナーシップに関する云わずと知れた名著です。 
・ 成功するビジネスプラン 伊藤良二(著) 

ビジネスプランコンペティションに応募するのなら、持っておきたい一冊。 
・ MBA 起業家育成 ウィリアム・D. バイグレイブ (著), William D. Bygrave (原著),千本 

倖生 (翻訳), バブソン起業家研究会 (翻訳) 
Bygrave の本であれば、2009 年に日本で出版されている 「Entrepreneurship（アン

トレプレナーシップ）」 Bygrave & Zacharakis（著）の方が内容が更新されているの

でよいかと思います。 
・ New Venture Creation - Entreprenuership For The 21st Century （ベンチャー創造

の理論と戦略） 
アントレプレナーシップの理論がしっかり書かれているテキストブック。ビジネスプ

ランの書き方などもよく理解できるのでアントレに関心のある方にはお勧めです。（ア

メリカで原書を買うよりも日本で翻訳本を買う方が安いです） 
・ グロービス・マネジメント・インスティテュート MBA シリーズ 

MBA シリーズを一通り抑えておくと、バブソンの授業も随分楽になります。 
・ 日本の代表的企業（トヨタやソニー）について書かれている本 

授業内で日本人として意見を求められることもあるので、役立ちます。 
 

 ＜日本にいる間に行っておいたほうが良いこと＞ 
1. サマースクールに行くかどうか？どこに行くか？ということを決める 
2. ＶＩＳＡの処理を進める。これは時間がかかるので、早めにサマースクールに行くか

どうか決め、手続きを開始することをお勧めします。（サマースクールに行く場合はサ

マースクールから I-20 をもらう必要があります。詳細は VISA 編を参照） 
3. 他の学校のＭＢＡ留学生などとネットワーク（ＮＷ）を作っておく 

以下のイベントなどを利用するのも一つの手です。 
-MBA 友の会 定例会（毎月）・壮行会（5 月頃） 
-P&G 会社説明会（東京・神戸 5 月頃） 

4. キャリアを変える予定があるならば、その分野でのＮＷを作っておく 
5. 私費の人は、エグゼクティブリサーチ会社などのカウンセラーに事前に接触しておく。

また、サマーインターン探しに向けた職務経歴書などを用意しておく。（学校が始まる

と忙しくて作成する余裕がなくなります） 
6. 残りの日本での生活を家族、友人と出来るだけ楽しんでおく 
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・ 勉強はいやというほど出来ますから、今しなければ間に合わないこと、今しか出来ない

ことをしておくようにすることもお勧めします。 【李, 06】 
 
・ 事前にサマーインターンをしようと考えている会社がある場合には、Mtomo などを通

じて、その会社で働いている人（ＭＢＡホルダー等）に接触しておくと、サマーインタ

ーンシップ探しなどのときに、役に立ちます。【古尾谷, 06】 
 
・ クラス開始前の課題などについては、事前にアカウンティング、マクロ経済学、数学に

ついて、基本テキストが学校から届きました。また、それらに関するオンラインテスト

が課されました。オンラインテストに関しては、送付されてくるテキストをもとに学習

すればパスできると思います。しかしそのテストにＦａｉｌすると、ＭＯＤ１期間中に

補習と再テストを受けることになるので、しっかり勉強してから受けるようにしてくだ

さい。【李, 06】 
 
・ 日本語の参考書の必要性に関してですが、基本的には、学校で使用する教科書から学ぶ

のが王道ではありますが、どうしても、解釈に苦しむ科目があります。それは、主に事

前準備編にて前述したような科目になると思われます。日本の大学で学ぶレベルの入門

編などの教科書・テキストを買い揃えておくと助かることもあります。【李, 06】 
 
・ 英語力に不安があり、且つ、事前に勉強する時間が十分とれない方は、Listening 力強

化に集中すると良いと思います。議論の内容を理解することができれば、Speaking 力
が不足していても、議論への参加・貢献が可能だからです。【籠谷, 06】 

 
・ 英語面で心配されている方はサマースクールに参加したり、英語のニュースを積極的に

聞いたりしたほうがいいでしょう。 私はインターネットで CNN や BBC のビデオニ

ュースや、NPR(http://www.npr.org)の Hourly Newscast や NPR Program Stream 
などの音声配信を利用していました。 【原田, 07】 

 
・ 英語に不安がある場合は、Boston University CELOP が主催する、Pre MBA English 

コースを強く勧めます。４週間のコースに参加しましたが、HBS のケーススタディを

中心に、読み･書き・ディスカッション・プレゼンテーションをまんべんなく鍛えてく

れました。さらに、在ボストンの他の大学（MIT、BU 等）の学生達とも親しくなれる

のも大きな利点です。【龍谷, 07】 
 
・ 会計関連の仕事をされていない人は、特に会計の全般を網羅しておくことを強くお勧め

します。個人的には、日本語のものでも、英語のものでも良いと思います。時間がない
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人は、日本語でざっと網羅しておくと良いと思います。マクロ／ミクロ経済についても、

こちらの大学を卒業されていない方は、日本語の本を購入しておくことをお勧めします。

特に、マクロは、買っておいて役に立ちました。【池田, 07】 
 
・ 学校からのアサイメント（会計学など）は、しっかりやりましたが、その他の事前準備

については特にしませんでした。しかしながら、今思い返すと、英語、会計学、統計に

ついては、出来るだけ日本にいる間にやっておいた方が、多少ゆとりを持って MBA 生
活のスタートアップが出来たのではないかと思っています。ただ、私の場合、渡米前ぎ

りぎりまで仕事をしていたこと、日本国内で引越しがあったこと、飲み会が絶えなかっ

たことなどを考えると、殆ど時間を割けなかったのが実情なんですが。【樋栄, 07】 
 
・ 前述の「プロの英語 アカウンティング編 林泰成 ダニエル・ドーラン（著）」に付属し

ている CD を MP3 に直して、通学途中に聞いていました。会計・ファイナンスで出て

くる英語に慣れるのに有効だったと思います。【奥村,08】 
 
・ Babson の宿題以外は一切やりませんでしたが、日本語の参考書は買っておきました。

授業が始まると参考書を読む余裕はそんなにないのですが、それでも、授業で理解し切

れなかったトピックを確認するうえでとても役に立ちました。また、Babson の
Pre-MBA 直前の、任意の経済学、数学の三日間のコースは、とても良い準備になりま

した。英語での数学的表現（3 乗や分数など）に慣れてない人には、とくにお勧めです。

日本にいる時は、送別会に専念しましょう！【荻原,08】 
 
・ 状況が許すのであれば、早めに渡米し、生活の基盤を固めておくことをお薦めします。

【奥村,08】 
 
・ 渡米後に Babson 以外の人脈を作るために、MBA 留学関連のイベントに積極参加する

ことは大変意義深いと思います。【木下，10】 
 
・ 日本食が恋しくなること間違いないので、食べ貯めしておくことをお勧めします。あと

は、インスタントラーメンとか、おーいお茶のティーバッグとか、即席スープとか一緒

にもっていくと生活のセットアップ時に重宝します。【安藤，11】 
 
・ 日本国内でMBA取得後に自分の進みたいという業界・企業が決まっているのであれば、

渡米前にその企業にコンタクトをしておくとよいかと思います。特に外資系の金融、コ

ンサルタント・ファームの場合、その業界での実績があるのであれば入学前にインター

ンが決まるという場合もあります。【大村，11】 
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・ 語学面については先輩方もご意見されていますが、事前にできる限り学んでおいた方が

良いです。個人的にはリスニング力だけでももっと伸ばしておけば良かったと思います。

留学生が 4 割近くいると聞いて少し安心していましたが、その大多数を占めるインド、

南米の学生は皆さん普通に英語を話すのであせりました・・・【杉森, 11】 
 
 
2. 最初の 1 ヶ月のサバイバル術 
 
・ プログラムの最初の 3 日間に TechMark というシュミレーションゲームをチームに分

かれて行います。この際に、ネイティブの英語・議論のスピードについていけず、全く

発言・貢献できずに、終わってしまうことが多いようです。この最初の授業で、上手く

自分の存在感を出せると、今後の他の学生からの期待度も変わりますし、自分の気持ち

的にも大変楽になります。そこで、最低限、このシミュレーションの説明書（事前に配

布されます）を十分読み込み、可能ならばエクセルでシミュレーション表や議論の材料

となるデータテーブルを作成していくと、議論に参加・貢献できると思います。【籠谷, 
07】 

 
・ 最初の 1 ヶ月間、日本人の発言回数は、他のインターナショナルの学生に比しても、

全体的に少ない傾向にあります。Class Participation については、質と数のどちらを

重視するかという議論はあるのですが、少なくとも、最初の 1 ヶ月間は、質は気にせ

ず、とにかく発言するということに集中した方が良いと思います。そして、十分、発言

できるようになってから、質を重視する等、自分のスタイルを確立していけば良いと思

います。【籠谷, 07】 
 
・ 最初は、教授と米国人クラスメートのスピードに圧倒されると思います。日本人の二年

生や同級生との情報交換や相談は、本当に役に立つと思います。内容の理解は、後から

でも何とかなります。それよりも、精神的余裕を保つためのコツ（日本人同士で話して

ほっとするとか）をつかんでください。【荻原,08】 
 
・ 個人的には、 経営全般を学ぶことが最大の目的であれば、最初から得意科目、不得意

科目と分けるよりは、とくにかくやってみるという姿勢で、すべての教科に望むことを

お勧めします。 但し、時間は、限られているので、読む速度、まとめる速度にも関連

することと思いますが、一つの教科に２時間以上使わないようにする等、時間を限るこ

とをお勧めします。【池田, 07】 
 
・ サバイバル術と言えるかどうかはわかりませんが、時間のある Pre-MBA や Module I 
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の間に出来るだけ多くの留学生やアメリカ人学生と仲良くなっておくことは、学生生活

を充実させる上でとても大切だと思います。 忙しくなってくると、どうしても交友の

幅がせばまってしまうので、色々と情報交換をしたり、お互い助け合ったりできる友人

を最初のうちに、なるべく作っておきましょう。【原田, 07】 
 
・ PRE-MBA の段階で、多くのクラスメートと知り合いになるといいと思います。そうす

ることで、MBA が始まってから、クラスに溶け込みやすくなると思います。【樋栄, 07】 
 
・ 早くこちらの生活ペースに慣れるようにされて下さい。最初は、戸惑うことも多いかと

思います。そう感じたときは、2 年生や同級生などに相談してみてください。実際、戸

惑っているのは、日本人を含めた外国人だけではなく、アメリカ人も同じように感じて

いるので、決して恥ずかしいことではないと思います。【樋栄, 07】 
 
・ Class Participation になれるため、international の生徒 4-5 人と週末集まり次の週の

ケース（特に participation の比重が高そうなクラス)について事前にディスカッション

をしました。お互いにどうしてそう思ったのかを聞けてよかったですし、授業でも発言

するトピックが増えてよかったです。発言する内容がかぶらないことも考慮して、でき

れば違う session 同士の組み合わせでチームを組んだ方がいいと思います。【元林,10】 
 
・ この時期になるべくアメリカ人の友人を多く作ることをお薦めします。授業や生活で分

からない事を後から聞けますので。【木下，10】 
 
・ 最初の 1 ヶ月はなれないことも多く、ストレスがかかると思いますが、授業中は無理に

でも発言してみる、チームディスカッションの時には何かしら自分ができるパートを探

してみるのがよいと思います。あとは何でも聞ける友人をこのときに作っておければ、

後々楽になると思います。【安藤，11】 
 
・ 学内でのネットワークを作るという意味では、授業のみならず、最初の段階から大学や

生徒の企画しているイベント（パーティなどを含め）に極力参加することをお勧めしま

す。勉強とは直接関係なかったり、ある意味、授業よりストレスのたまる場面かと思い

ますが、こういうところでネットワークを作っておくと困ったときになどにお互いに助

け合えたりしますし就職活動や学外のネットワーク作りなどにも役に立つと思います。

【大村，11】 
 
・ 9 月の Creativity Project は Babson ならではのユニークなプログラムで、オリジナル

のダンスや即興劇などを自分たちで創り上げるものです。私は music でしたが、数週間
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にわたって試行錯誤しながらコンテンツを練り上げるなか、チームメイトと絆を強める

ことができたと思います。言葉以上に、パフォーマンスで自分をアピールできるのも私

にとってはメリットでした。皆があまりに熱心で最初は戸惑うかもしれませんが、斜に

構えることなく情熱的に取り組んでみてください。発表会での感動と素晴らしい仲間を

ゲットできるはずです。【杉森, 11】 
 
 
3. 予習（総論） 
 
・ Module の始まる際に 各科目の内容を確かめ、どの科目が将来のキャリアにとって重

要かを Prioritize しておくことも有効だと思います。【秋葉, 05】 
 
・ 予習に関してはタイムマネジメントが おそらく一番重要なことであると思います。土

曜日に次週の Assignment の量を見極めて、Workload が重そうな曜日の予習を土日に

ある程度やっておくという戦略は役に立ちました。【秋葉, 05】 
 
・ 大量のマテリアルが配布されるので、マテリアルをうまくオーガナイズすることは効率

よく勉強をすすめるうえで重要だと思います。私は試行錯誤の結果、カラーペーパに１

クラスごとのシラバスを印刷し、関連するケースやノート、配布資料と合わせて保管す

るという方法をとりました。具体的な方法はともかく、モジュールが始まる前にこのよ

うな整理をしながら全体像を概観することは有用だと思います。【栗原,'08 】 
 
・ とにかく、シラバスに書いてある数行をしっかりと読んで、「この授業で何を学ばせた

いのか？」という意図を理解しておくことが大切と思います。それを理解したうえでケ

ースや記事を読むと、自然と大切なところがひっかかると思います。【荻原,08】 
 
・ Assignment は大きく分けて Case と Article がありますが、理想論を言えば 1) 

Assignment Question をよく読んで そのクラスのトピックを押さえる 2) Article を
読んで、理論面を理解する 3) Assignment Question と Article をふまえて Case を読

み Class Participation できるように準備する ということになると思います。しかし

Assignment の量が多く、全て納得いくまで準備することは難しいというのも事実です。

Priority に従って、興味の高い科目やトピックについては、上記の手順で、Priority が
低い科目や興味が低いトピックについては Article を Skim するか、全く読まないとい

う方針を採ることもやむをえないと思います。ただし Case を全く読まないで Class に
参加するのは避けるべきだと思います。【秋葉, 05】 
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・ 予習に時間をかけすぎて 睡眠時間が短くなり、授業中に眠くなってしまうことがあり

ました。教授にも失礼に当たりますので、避けたほうがいいと思います。【秋葉, 05】 
 
・ 学校のスピーチセンター・ライティングセンターなども活用すれば、Assignment の準

備に役立てられます。【阿部, 05】 
 
・ 僕達は、25 人からなる Reading Group を組織し、Assignment の Reading Material

の Summary を分担して作成していました。これにより、自分の興味が薄い授業に対

する準備時間を、大幅にカットすることができました。【籠谷, 07】 
 
・ リーディング・グループを形成して、サマリーを交換するのは有意義だと思います。自

分の担当分をまとめるのはタイヘンですが、良い訓練にもなります。ただ、人数が少な

いとしょっちゅう順番が回ってきて逆効果です。最低 10 名、理想は 15 名といったと

ころでしょうか。【荻原,08】 
・ Finance や Accounting の Assignment は、その分野に強い学生と一緒に準備するよ

うにすれば、時間を浪費することを避けることができると思います。【籠谷, 07】 
 
・ 総論で言えば、予習はすべきだと思います。それぞれの教科については、自分で学びた

いことを明確にして、その部分を特に予習し、不明点等が必ずでてくると思いますので、

その点について授業で発言するなりすると言う形が、一つのやり方と感じます。予習の

為の時間については、金曜の夜と土日の使い方に限ります。金曜の夜に予定が入ってい

ても、授業が終わってから夜までの時間に、月曜日の予習を一つでも終わらせておくと、

土日に月曜の残りプラス火曜日の一つ又は二つをするというように、一歩先に行くこと

ができます。そうすることで、特に興味がある教科に残りの時間を使うことができます。

個人的には、このやり方を出来るだけ実行し、良かったと思っています。【池田, 07】 
 
・ 自分の注力したい科目とそうでない科目を見極めるのも必要だと思います。【樋栄, 07】 
 
・ 各科目何時間アサインできるか明確にしてから、予習を開始する方が、集中して準備が

出来ると思います。【樋栄, 07】 
 
・ Finance, Accounting 系はバックグラウンドのある友達と一緒にやりました。その方が

授業で教授が話している内容もより深く理解できますし、分からないところは友達に聞

けるのでかなり効果的だと思います。後、日本人同士で助け合うことも良いと思います。

日本語だとさらに理解もできますし、お互い刺激し合って非常に良かったです。【元林, 
10】 
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・ Tutor によりけりですが、授業の補講として Tutoring session にでるのも授業で分かり

きらなかったところをカバーしてもらえるので良いと思います。【元林, 10】 
 
・ 読む量が多いので、自分の学びたいこととそうでないものに優先順位をつけることも重

要だと思います。ただ、関心があるなしは別にして Excel を使う作業については、分か

らなくても途中まででもいいので、とにかく一度は自分で悩みながらやることをお勧め

します。これにより、授業での理解度がかなり変わると思います。【大村，11】 
 
 
4. 予習（テクニック） 
 
・ Case, Article を読む際に時間を計っておくと、以後の学習計画の目安になり、また自

分のリーディング能力の向上を確認することが出来、いい意味のセルフプレッシャーが

かけられます。【秋葉, 05】 
 
・ Case をただ読んだだけ（Input するだけ）では、学びが深くなりませんし、Class 

Participation にもなかなかつながりません。かならず Case を読む際に書くこと

（Output すること）を心がけてください。【秋葉, 05】 
 
・ マインドマップを書きながらケースを読むというのも効果的だと思います。ただし最初

のリーディング速度が非常に遅い時期は 速度を上げることに重点を置くために、読ん

でいる間は線を引き、読み終わったあとに線を引いたところをマインドマップにまとめ

るという方法でもいいと思います。【秋葉, 05】 
 
・ ケースを読んだ後 自分の考えをまとめることに使う 30 分が非常に大事だと思います。

Case facts から独自の思考をうまく発展させられた場合、Class で自信を持って発言す

ることが出来ました。逆にケースを読んだだけの場合は、教授の質問に対し ケースを

見直すことが多く、発言までは結びつきませんでした。【秋葉, 05】 
 
・ 戦略系・マーケティング系の Class は使うフレームワークがある程度決まっているので、

フレームワークに従ったノートをあらかじめ作っておいて、Case を読みながら それを

埋めていくというのもいい方法かもしれません。【秋葉, 05】 
 
・ フレームワークの概念などは日本語でさっと概要をつかんでおくことも時間短縮につ

ながります。野村総研のサイト（http://www.nri.co.jp/opinion/r_report/m_word/）など
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が役に立つかもしれません。【秋葉, 05】 
 
・ Harvard Business School のケ ー スに つ いて は 、 Harvard Business Online 

(http://www.hbsp.harvard.edu/)にて検索して該当ケースを探すと、ケースの概要が記

載されています。あまり馴染みのない内容などについては、事前に概要を読んでおくだ

けで、相当読みやすくなることがあります。【古尾谷, 06】 
 
・ Harvard Business School のケースについては、事前に Harvard Business Online で

該当ケースを検索し、そのケースの主テーマや目的を掴んでおいてから読解するのも効

率的。 （ただし、自分なりの多彩な切り口でいろんなテーマを見つけたい、あるいは、

自分の感性と発想の妨げになると思う場合は参照しない方がよいでしょう。） ついでに、

関連ケースも参照できるので、授業後、さらにそのケースの学びを広げたければ、自分

で購入するのもよし。クレジットカード払いで、簡単にダウンロード可。ただし、著作

権管理のため、ファイルを開くためには、あらかじめ Unsealer というソフトをインス

トールしておく必要あります。そうすれば、プリントも簡単。【龍谷, 07】 
 
・ ケースを読んでいて、これは何が言いたいのだろうか？ということを考えながら読むと

いいと思います。ケースをやっていても、落ちがなくて So What?で授業が終わってし

まう場合もあるので、自分が思ったことと授業の流れを比較しながら、自分なりの意味

を見つけていくといいと思いまし、そうすると後で教授にも質問しやすくなります。【猿

渡, 05】 
 
・ ケースを読んだだけでは内容をよく理解できないこともあるものです。そんな場合には、

授業の前にクラスメートや他の日本人とケースについてディスカッションするのが効

果的でした。【増山, 06】 
 
・ ケースを読み始める前に、Exhibits を確認しておくと、企業の概要、市場の状況など

といった情報を得られるので読み込みが早くなると思います。【古尾谷, 06】 
 
・ 手書きで、ドンドンメモを取りながら、ケースを読んでいくやり方か、又はワード等に

タイプしていく形がベターだと思います。一度読んでから、纏めると時間が掛かりすぎ

るので、全体像をメモ等でとっておき、読み終わった後に、それをみて、不明部分を再

度読み直すというやり方をお勧めします。【池田, 07】 
 
・ ケースの各段落ごとに、ここはマーケット、ここは競合のことなどメモを書いておけば、

後で分析するときに探すのが楽になります。【林,08】 
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・ 教授の授業スタイルを早めに分析して、どのような質問が来るかを想定しておくと、発

言しやすくなります。最初の頃は、教授の質問をメモに取り、分類していました。【木

下，10】 
 
・ 全てを完璧にこなそうとすると無理があるので、自分なりの優先順位をつけて、効率的

にケースリーディングをするようにしていました。あと 1 日３ケースあるとしんどいの

で、その日の分の１ケースは前もって時間をつくって読んでおくのも手です。【安藤，

11】 
 
 
5. 復習 
 
・ 毎週又は、一日の終わり（次の日の予習が終わってから）に、３０分程度で良いので、

簡単に纏めておくと、学んだことを再確認できるので、より学んだことを自分のものに

できると思います。個人的には、MBA で試験の為の試験勉強を纏めてするというやり

方では、学んだことが一時的なものになり、今後の長い将来において自分のものになら

ないと感じており、このやり方を実践しました。（もちろん、100％は出来ませんでした

が。）【池田, 07】 
 
・ 時間に追われて意外と後まわしになってしまうのがこの”復習”です。 毎日やるのが

理想ですが、なかなかそうもいかなかったので私は金曜もしくは土曜にこのための時間

を作るようにしていました。【原田, 07】 
 
・ 忙しくても復習には必ず週一回は時間を取ったほうが良いです。テスト前に一夜漬けで

勉強するよりも遥かに効果があります。【林,08】 
 
・ 復習の最良のパートナーは、担当教授その人でしょう。自分なりに復習・咀嚼したら、

自分の理解が正しいかどうか（十分かどうか）、授業以外の時に、当の教授本人を訪ね

てみてはいかがでしょう？その際は、授業の時と違って、細かい話（部分）よりも、そ

の科目全体に関わる大きなテーマや考え方、他の科目（切り口）とのつながりなど、大

レベルの話をしに行く方が話が盛り上がっておもしろいと思います。それぞれとの相性

もあるかもしれませんが、教授はいろんな意味で実に“リソースフル”です。場合によ

っては、ぜんぜん教わっていない面識の無い教授を WEB で検索して、訪ねていくのも

有意義でしょう。これは、授業の復習に限らず、BCAP やインターン探しなど、あり

とあらゆる「リソース探しの旅（RPG？）」と言えるかもしれません。BABSON の教
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授陣は誰もが好意的で相談に乗ってくれると思います。しかも、別料金は不要です。【龍

谷, 07】 
 
・ 理解できなければ日本語の書籍なども積極的に参照すべきでしょう。特に会計、財務、

経済などでは有効です。 【中村, 07】 
 
・ クラスで分からない時は、チューターセッションに参加して理解を深めるようにしてい

ました。また、テスト準備は、主にグループで準備を行っていました。【樋栄, 07】 
 
・ 私もチューターセッションをフル活用した一人です。単純にクラスで分からないところ

だけではなく、毎回出席することで、理解度が更に深まり、なおかつ忘れません。また、

基本的に試験中心の教え方をしてくれるので、ポイントがかなり絞りやすかったです。

復習に割く時間がない人には、お勧めかもしれません。【丸山, 08】 
 
・ 基本的に聞かれる内容は同じですので、Finance, Accounting は過去問を何度もやるに

こしたことはありません。written 系のテスト対策として私は各授業の Take-Away を

ケースを使って理解することで、頭の中が整理できました。他の written 系(Module 4 
NBS)では最近のニュースを読んで、授業で使ったフレームワークにそって分析すると

いうことを時間制限を設けてやっていました。後は、事前に勉強して教授に質問を何度

もしにいくことが大切です。とても親切に教えてくれますので、遠慮なくいってくださ

い。【元林, 10】 
 
・ 復習をまったくしないと、学んだことが明確にならず、自分の中で蓄積されていない感

覚をもつことがありました。自分のブログに、授業でのテイクアウェイを書き起こして

おくと、後で振り返れてよいです。【安藤，11】 
 
 
6. 成績 
 
・ 大部分に MPS が与えられ、EPS 以上は全体の 1/4 以下となる科目が多いようです。

成績がこの後の就職等に響きそうな方、派遣元の企業での縛りがある方以外は、成績よ

り学びの深さを重要視したほうがいいと個人的に思います。【秋葉, 05】 
 
・ Higher MPS を取るために一生懸命勉強するのか、Lower MPS でいいと思って、他の

活動をするのかを迷うときがありました（どっちも結局 MPS）。どれくらい成績が欲し

いかというのも事前に考えておいて方がいいと思います。成績はどうでもいいよと思い
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ながら、やっぱりよい成績を取りたいというジレンマの中で、自分の位置づけをつけた

ほうが試験勉強はしやすいと思いました。【猿渡, 05】 
 
・ 予習、復習をしっかりやっていれば、多分出来る試験なのでしょう。しかしながら、良

い成績を取るのは、英語の問題もあり、非常に困難な場合が多いと思います。但し、成

績の善し悪しよりも、きちんと自分のものにできているかどうかという観点で、試験結

果をとらえた方が良いと思います。【池田, 07】 
 
・ はっきりと数字に残るので後悔しないようにしてください。たかが成績されど成績です。 

【中村, 07】 
 
・ 成績については、色んな考え方があるとは思いますが、私の場合は、MPS を取れれば

いいと思っていたので、点数を取るよりも、クラスやケースを通しての学びを重視して

いました。【樋栄, 07】 
 
・ 成績も大切ですが、毎日のように学校で開かれている Information Session やクラブ・

イベントに出来るだけ参加して見識を深めることも忘れないようにしてください。

【林,08】 
 
・ 私の場合は、高いグレードをとりたい科目とそうでない科目をはっきりわけていました。

自分の重視している科目で、グレードとして評価されると納得感は高まります。【安藤，

11】 
 
 
7. Class Participation 
 
・ とにかく最初にたくさん恥をかくつもりで、勇気を持って、発言するのもひとつの考え

方だと思います。そうする内に、発言すること自体に慣れてきます。また、議論の方向

性がまだ理解しやすいクラスの前半に集中し、発言するというのも最初は有効でした。

（だんだん、クラスの後半でも発言できるようになります。）【古尾谷 06】 
 
・ 私の場合英語が完璧では無いので、最初は発言の内容よりも、発言すること自体を重視

していました。そうすることで、だんだん突っ込んだ発言をすることに対して抵抗が無

くなると思います。【樋栄, 07】 
 
・ 発言に慣れないうちは、発表したい内容を事前に紙に書いておくと 心理的に安心でき
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て、紙を読まなくても発言しやすくなると思います。【秋葉, 05】 
 
・ 最初のころは授業の始まりにケース・ファクトを説明し、慣れてきたら自分の意見の比

率を増やしていくのも手だと思います。【林,08】 
 
・ 発言の回数より 発言の質に注力することをお勧めします。誰でも言えること（Case 

facts 等）は発言しても自分の学びにつながりにくいと思います。ただし教授の質問と

は直接結びつきにくい Case facts との関連性を指摘することは意味があると思います。

【秋葉, 05】 
 
・ せっかく発言を準備していても、先に発言されてしまってがっかりすることもあると思

いますが、その発言は「クラス 50 人の中で誰も思いつかなかったアイデア」ではなか

ったということです。発言できなかったことによって学びの深さは変わりませんので、

残念に思うことはありません。それよりも「今の話題からは遠そうだけれども、これは

重要なトピックのはず、しかも まだ誰も発言していない」というトピックを勇気を持

って発言することのほうが価値が高いと思います。 
 
・ とはいっても 語学力の問題があり、多く発言するのは なかなか難しいものです。発言

ネタを 2 つ 3 つ用意して、2 クラスに 1 回位は発言できるように頑張りましょう。で

ないと教授からコールドコールがきます。コールドコールに答えるより、自分の用意し

た発言をするほうが何倍も楽です。【秋葉, 05】 
 
・ 教授は、発言は質が大事だといいますが、流れに沿って発言をしていれば、十分質の高

い発言になっていると思います。あまり考えすぎないで、むしろ回数で稼いだほうがい

いのではないかと思いました。【猿渡, 05】 
 
・ クラス貢献は、自分の戦略を持つのが大事だと思います。質でいくのか、量でいくのか？

リスニングとスピーキングに不安があれば、クラス前半でのケース事実の指摘と基本的

質問で稼ぐ。内容に自信がある科目なら、後半での質の高い発言に賭ける。一、二回ク

ラスを経験すると、何となく教授の進め方のスタイルも見えてきます。自分がどんな発

言をするか、イメージをしてから授業に出ることをお勧めします。ただ、すべてのクラ

スにしっかりした予習をして臨むのは難しいので、割り切りも大切と思います。【荻

原,08】 
 
・ 自分が思っていても、話の流れが変わってしまって発言できなかった。ということは

多々あると思いますが、そういうときでも、「人の発言は置いておいて、自分はこう思
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う」ということを言っても質の悪い発言となる可能性は低いと思います。言えばよかっ

たのにという後悔をするくらいならば、いっそ言ってしまったほうがいいと思うことは

多々ありました。【猿渡, 05】 
 
・ どうしても発言できないときは、教授に相談してみましょう。そうすると、発言する機

会を事前に与えてくれたりするので、準備して望みましょう。そうすることによってす

こしずつ自信がついてきます。【猿渡, 05】 
 
・ 発言することばかりに気をとられても、なかなか授業に集中できません。自分が集中し

て聞かなければ理解出来そうもない科目、講義に近い科目では、時々発言する程度で、

ノートと教授の発言に注意するという方法もあると思います。【李, 06】 
・ 発言したくても出来ない原因は、意外なことに教授の発言ではなく、クラスメートの発

言をフォローしていないということがあります。人の発言を良く聞くと、自信をもって

発言できるようになります。【李, 06】 
 
・ 上記の追加ですが、教授によっては、事前、事後にメールで自分の意見やクラストピッ

クに関する有用な情報を流しておくと、これをクラスパーティシペーションに加算して

くれます。教授に聞いてみましょう。【佐藤, 06】 
 
・ 当たり前ですが、クラスを欠席するときは必ず教授にメールなりで事前に連絡しましょ

う。アメリカ（の教授）では日本と同様に無断欠席（無断欠勤と同じ）や遅刻を非常に

嫌います。【佐藤, 06】 
 
・ ケーススタディは、「自分なりの結論」を一つ持って臨めば、それが正しかったか、間

違っていたか、という視点で他の意見を聞けるので、授業中に頭の中を楽に整理してい

けると思います。逆に「結論」を持たずに、質のある発言をすることは困難だと思いま

す。【長田, 06】 
 
・ クラスパーティシペーションという点については、席は最前列の方が良いような気がし

ます。教授の目に入りやすい席を確保しておけば、発言したいときに、当ててもらいや

すいです。最前列を確保するにしても、そうでない場合にせよ、席が決まるまでの最初

の数回の授業は早く教室に到着して、自分の好きな場所を確保しておいた方が言いと思

います。（席順を決める日に、席の配置を書いた紙が回覧されて、適宜自分の名前を記

入します。この席の配置図に従って、１年生の間は固定され、自分の場所となります。）

【古尾谷, 06】 
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・ 良く予習をし、自分の不明点及び要旨をまとめておけば、よほど外れていない限り、そ

れらの点に教授は触れることが多いので、自然に発言できると思います。また、日本と

は異なり、皆こぞって発言をしようとするので、出来る時にはさっさと発言するように

頑張ることは必要です。【池田, 07】 
 
・ 発言していいのかどうか迷うときがあると思いますが、私はやっても問題ないと思いま

す。意外と「え？そんな質問するの？」というのもクラスでは結構多いです。発言しな

いよりしたほうがこの国では受け入れられやすいと思います。微妙だと思った場合は授

業後教授に質問してみてください。授業後でも、教授によっては participation に付加

してくれます。【元林,10】 
 
・ クラス内における自分のブランディングを創っておくと発言の恐怖が無くなります。例

えば、「この種の質問ならばいつも答える」と決めておけば、該当の内容の際には、自

然に教授やクラスメートから発言を促される事もあります。日本と違い、「空気を読む」

必要性が低いので、気楽に行けば良いと思います。【木下,10】 
 
・ 全く分からない質問が突然飛んできても、冷静に「今すぐは答えられないので、後ほど

もう一度発言の機会をくれますか？」と伝え、そこから再検討する手も多用しました。

賛否両論あるかとは思いますが、「わかりません」と答えるより遥かに反応は良かった

です。【木下,10】 
 
・ 帰国子女でない限り、やはり英語力では、他のインターナショナルスチューデントと比

べても、日本人は見劣りします。しかし、きれいな英語をしゃべることに気をかけてい

たら、永遠に発言できないので、そこは割り切って、自分が思ったことはすぐに手を上

げて、発言してみる志向を身につけることが大切だと思います。あと、先生によっては

コールドコール（名指しでの発言指名）があるクラスがあるので、そこは気をつけてお

いたほうが良いかもしれません。【安藤，11】 
 
・ はじめはネイティブの学生と比べて内容ではなくて「発言の仕方」といった面で圧倒さ

れることがあるかもしれませんが、そこは割り切って発言していく必要があると思いま

す。僕の場合は、「１つの授業で最低１回は発言する」という目標をクラスにいる他の

インターナショナルの生徒と決めて、お互いに発言しあうようにしていました。日本に

ついての話題や自分のバックグラウンドに関連する話題が出てきた場合は、教授も日本

人生徒からの意見を期待していますので、恥ずかしがらずに発言することをお勧めしま

す。【大村，11】 
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・ 学期半ばにparticipationについての自己評価・教授からのフィードバックがあります。

自覚していても、実際に評価が良くないと辛いものです・・・どうしても発言できず困

る場合は、事前に教授に相談するのも手だと思います。たいていの教授は、語学力の問

題で発言できない学生に対し非常に協力的で、「○○についてあなたの意見を聞きたい

ので、考えをまとめてくるように」など、提案をもらえることも多々ありました。【杉

森, 11】 
 
 
8. テスト 
 
・ 基本的なことですが、テスト前に持込可なのか、シートのみ可なのか、電子辞書は可か、

など条件をしっかり確認しておいてください。【荻原,08】 
 
・ 記述式のものも多いです。加点式であることが多いので、間違いを恐れすぎず なるべ

く多く書きましょう。【秋葉, 05】 
 
・ 英語で試験が心配でしたが、単純な英語でも、多少間違った英語でも点数はくれます。

果敢にできるだけ書いてみてください。【猿渡, 05】 
 
・ 二つの科目が一つのテストにまとめられることが多いので、それぞれの科目にどれだけ

時間を割くのか、タイムマネージメントが鍵になります。【林,08】 
 
・ 結論の過程、計算過程など、とにかく少しでも多くの情報を解答用紙に残すようにして

下さい。【古尾谷, 06】 
 
・ 総論ですが、前半のモジュールから後半のモジュールでは、試験内容が大きく異なりま

す。前半は、細かい点、つまり学んだ点についてのストレートな質問が多いように思い

ます。後半は、過去にならったことを総合した応用編という形であるような気がします。

前半で良く勉強し、自分のものにしておけば、後半は、それらを応用する形になるので、

より楽になるように感じました。一方、後半になれば成る程、試験前だけの勉強では、

非常に厳しくなってきます。【池田, 07】 
 
・ 個人で準備したほうが集中できる人と、グループで準備したい人がいると思います。 で

きるかぎりわからないポイントを自習ではっきりさせておいて、それから教授や友人に

聞いてみたり、学校側で開いてくれるチュータリング・セッションで理解を深めるよう

にしていました。【原田, 07】 
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・ 個人的には、テスト直前の試験対策で、苦手科目の理解がぐっと進みました。それを可

能にしたのは、日本人同士の集中スタディ・グループです。得意領域が違っていれば、

交互に講師が可能です。実施を強くお勧めします。【荻原,08】 
 
・ 上記の通り、先輩方も推奨されていますが、タイムマネージメントが極めて大事です。

「○時までに、この問題が終わらなかったら次にいく」という目標を決めて、徹する事

で全体のパフォーマンスを向上する事が必要です。【木下,10】 
 
・ 不明点があれば、事前に有志での勉強会を開いて、理解を深めておくことが大切です。

解法の暗記ではなく、コンセプトの理解が最重要です。あと、テストの解答時には、自

身の assumption を必ず明記しておくことを忘れてはいけません。【安藤，11】 
 
 
9. Study Group 
 
・ Class と同じく多く発言することは結構難しいと思います。しかしタイムマネージメン

ト、発言機会が少ない人への振り等 我々でも貢献できることはあります。最初のうち

は難しいと思いますが、こつさえつかめば 会議の司会役は日本人でもできます。「会議

の進め方」的な本を日本語でいいので読んでおくのも有効かも知れません。【秋葉, 05】 
 
・ 意見に対し意見で対抗したのでは、語学力がない分不利です。必ず Evidence を準備し

て「私は時間をかけてこれを用意した上で言っている。君の意見を裏付ける根拠を見せ

てくれないか。」と言えればNative もこちらの仕事を評価してくれることが多いです。

【秋葉, 05】 
 
・ 事前に課題がわかっている場合には、必ず事前に準備しておいた方が良いと思います。

アメリカ人は、事前準備なしにミーティングに来ることが多いので、事前に準備してお

くと、議論の最初のリードがとり易くなります。事前準備なしに参加して、議論がその

場でどんどん進み、最初から議論に置いていかれることが多くあったことを反省してい

ます。【古尾谷 06】 
 
・ なにか困ったことやわからないことがあれば、とりあえずゴネたり、ふて腐れてみると

意外にみんな言うことを聞くものです。そうやって流れを自分の方に向けていました。

【猿渡, 05】 
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・ アメリカ人は、最後の馬力があるので、プロジェクトが進んでいなくても、何とか最後

に体裁を整えてきます。ただ、もっと事前からコツコツやっていれば、質の高いプロジ

ェクトとなるのは当然なので、アメリカ人の馬力をいかにコンスタントに発揮させて前

倒しで進めていくか、それを仕切るかは、いわゆる根回しが得意な日本人の活躍の場と

思います。【猿渡, 05】 
 
・ ミーティングで発言するのは、最初は難しいものですが、あせる必要はありません。だ

んだんと皆と打ち解けることによって、話せるようになってきます。どうしても話しに

ついていけないようならば、中で外国人に親しみを持っているようなメンバーに助ける

ように下ネゴをしておいて、話をふってもらうようにしておくといいでしょう。なにか、

OUTPUT をミーティングの最初に出してあげるのも効果的です。【李, 06】 
 
・ ネイティブの平場の議論を通して、リアルタイムにアイデアを整理するスピードが無か

ったので、自分のストーリー（仮の結論）を事前に考え、議論に臨むことを心掛けまし

た。【長田, 06】 
 
・ 最初のミーティングで、ミーティングの手続き、時間厳守、事前準備、について、グル

ープ内でコンセンサスを得ておいた方がいいと思います。多くの日本人は、アジェンダ

作成、時間厳守、事前準備等を常識と考えていると思いますが、他の学生にとっては、

常識ではない可能性があります。どちらの手法が優れているかということではなく、ど

ういう手法でグループを運営していくかについて、グループ内で合意しておいた方が、

その後、円滑なグループ運営ができると思います。【籠谷, 07】 
 
・ メンバーによって異なるので、ここでは一般論はありませんが、一つだけ言えるとすれ

ば、自分の役所を見つけて、それを実行することをお勧めします。米国人は、そういっ

たことが不得意である場合が、多いのでそういったことを自然にやることで、うまく調

和がとれると思います。また、これは米国人等無関係ですが、継続性を重視しました。

準備をいつも必ずする等、そういったことを継続的に実行することで、皆の信頼等を得

られると思います。【池田, 07】 
 
・ モジュール II、 III と Study Group の活動が活発になると思います。チームメンバー

によって合う、合わないがあるとは思いますが、自分の得意な科目、ケースなどであれ

ば、ここぞとばかりに、チームに貢献するようにしていました。【樋栄, 07】 
 
・ 日本でのグループと同じで、「自分の居場所（存在価値）」をつくるのが大切で、かつ難

しいんだと思います。まず、最初に得意領域とダメな領域をはっきり伝え、自分の活躍
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できる・できない領域を理解してもらうことは有効だと思います。私の場合、戦略系は

OK、数字はからきしダメと伝えました。また、アメリカ人も、意外と貸し借りに敏感

だったり、頑張る姿勢を評価したりします。すべてのアサインメントで活躍するのは、

ほぼ不可能です。活躍できそうなお題の時に、頑張っておきましょう。【荻原,08】 
 
・ 何でもいいので自分の得意分野を使ってグループに貢献するようにしましょう（計算、

パワーポイント作成など）。グループの中では、積極的に自分の意見、スキルをアピー

ルすれば他のメンバーも信頼してくれます（逆に消極的だと自分の考えはまったくアウ

トプットに反映されなくなります）。【林,08】 
 
・ 少人数になるため、授業と比べると発言はしやすいですし、チームメンバーも耳を傾け

てくれると思います。ただ、プレゼンテーションをまとめる段階になると、チームにも

よりますが、自己主張の強い文化で育った学生には、study question や議論した内容

を悪気無く無視して、自分の考えでまとめる傾向にあります。みんなの意見を取り入れ

たプレゼンテーションをするためには、言葉の壁があるからといって遠慮せず、自分か

ら書記やプレゼンターを買ってでることも必要です。【奥村,08】 
 
・ メンバーに自分を理解してもらうためであっても、不得意教科について「不得意」とは

言わないほうがいいと思います。チームメンバーはその分野の意見には耳を傾けてくれ

にくくなります。仮に不得意であっても重要な貢献は出来ます。【奥村,08】 
 
・ クラスでの発言の項目で同じ事を書きましたが、自分のブランディングが大切です。得

意分野が来たら質問が自然に来るように心がければ、発言数が少なくとも、チームに貢

献できます。【木下,10】 
 
・ Study Group では、自分の得意分野をみつけて、そこで貢献するのが手っ取り早いです。

最初はなかなかイニシアティブをとれませんが、ある程度仲が深まると、相手も自分の

ことを理解してくれるので、貢献しやすくなります。【安藤，11】 
  
 
10. BCAP 
 
・ Study Group よりも長時間一緒に作業することになります。長時間顔をつき合わせて

いると、お互いうんざりしてきて 感情的になることも少なくありません。もちろん自

分がその対立の当事者になることは避けなければなりませんが、他のメンバーの対立も

グループ作業に支障をきたします。いままで培ったコミュニケーション能力を総動員し
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て、前向きな雰囲気を作れるように動きましょう。【秋葉, 05】 
 
・ 自分の力と経験を信じて、日本のビジネス習慣をＴＲＹしてみることをお勧めします。

たとえば、スケジューリングとか、チームの作り方、リーダーシップのとり方など、ビ

ジネス経験が少ないアメリカ人などは多くの驚き、戸惑いとともに、我々から学んでい

るようです。【李, 06】 
 
・ 自分の意見をしっかり言って、間違っているとき、分からないときなどは、ミーティン

グをとめることを恐れずに行動することがお勧めです。【李, 06】 
 
・ Study group と同じで、ミーティングでの発言やリサーチによる貢献はしやすいと思い

ます。しかし、チームにもよりますが、議論やリサーチを、自分の考えに沿う形で編集

されてしまうこともあります。諦めずに自分の考えが反映されるまでしつこく主張する

ことも、時には必要です。【奥村,08】 
 
・ 自分が今までチャレンジしたことのないような分野に挑戦する良い場です。今までのバ

ックグラウンドで得意な分野をＢＣＡＰでやるのもひとつの存在感を発揮するチャン

スですが、それだけになっては折角の学びのチャンスを逸することになりかねません。

【李, 06】 
 
・ チームで上手く立ち回れない原因を、言語のハンデのせいにする先入観は捨てましょう。

どうすれば周囲に認められるのか、と真剣に考えれば、理由は決して言葉の壁にはなら

ないと思います。【長田, 06】 
 
・ チームワークは、やはり「人」と「人」です。自分の専門知識やスキルを上手く発揮で

きず、日本では無いストレスを感じることはあると思いますが、自分の経験を「過信」

せず、メンバーを尊重する気持ちを保ちましょう。積極性との謙虚のバランスが大切だ

と思います。【長田, 06】 
 
・ クライアント企業との交流は、米国ビジネスに触れる非常に貴重なチャンスだと思いま

す。業種、企業に拠るところはありますが、出来るだけ深く絡むことを薦めたいです。

【長田, 06】 
 
・ 言葉のハンディでチームにうまく貢献できない、議論についていけないと感じたらメン

バーに素直に相談してみるのがいいと思います。事前に理解のあるメンバーに個別に話

しておくのもひとつの方法です。こちらの言葉のハンディに全く気づいておらず、議論



 

Copyright© 2010 Babson College MBA  25 

に積極的に参加してこないのはやる気がないのかと勘違いしているメンバーも結構い

るものです。【増山, 06】 
 
・ 最初にメンバー間の個人的な友好関係を築くことが有効だと思います。BCAP メンバ

ーで集まる飲み会、Party などには積極的に参加するといいと思います。飲み会などで

仲良くなっておくと、ミーティングなどでも発言がしやすくなるという効果もあると思

います。【古尾谷 06】 
 
・ これも日本でのグループと一緒。まず、一緒に飲みに行って、お互いのバックグラウン

ドや言葉のハンデを理解し合うことが、とても大切だと思います。キャンパスでの Pub 
Night などを利用しましょう。長時間一緒にいるだけに、人となりの理解が鍵です。【荻

原,08】 
 
・ 長い期間、曖昧な状況下でワークするということで、非常に難しい点が多いです。また、 

個人個人で BCAP の使い方は分かれると思います。実践に近いことを学校で実施する

ということを目的とした BCAP ですが、本当の仕事ではないので、モチベーションに

関して、どうしても個人差が出てきます（パフォーマンスが悪くても、クビになること

も無ければ、給与が落ちることもない）。実感としては、仕事でのチームワークと学生

時代のスポーツ等でのチームワークをミックスしたような感じではないでしょうか。私

は、一生つきあえる友人になるチームにしたいということを目標に、頑張りました。 【池

田, 07】 
 
・ スタディグループ同様メンバーはもちろん選べず、一年という長丁場なので、いかに人

間関係をうまく生かして建設的にプロジェクトを進めていけるかが大切です。自分の意

見を押しつつも、相手の意見も尊重してと、とにかくいい雰囲気を作りあげられるよう

に努めました。メンバーの中には個人のスケジュールにやたらと固執する人や時間にル

ーズな人もいるので、その場合はストレートに各人に注意していました。【原田, 07】 
 
・ 議論がまとまらないときは、あまり一つの議題にこだわりすぎず、次のトピックに先に

移るようにしていました。そうするようにしてから、あとからいいアイデアが出てきた

りすることが多くなったように思います。【原田, 07】 
 
・ 他のクラスワークとの両立が難しいので、週ごとにしっかりと BCAP 用の時間を作っ

ていかないとプロジェクトに遅れが出てしまいます。【林,08】 
 
・ ある意味、授業の時以上に、ディスカッションの英語を学ぶ大きなチャンスだと思いま
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す。大勢で、どちらかと言うと、“言いっぱなし”なクラスディスカッションと違って、

BCAP ミーティングはもっと生（ナマ）でインタラクティブな本当のディスカッショ

ン機会です。多彩で流暢なチームメンバーの英語表現をどんどん聞いて、自分でも使え

るように吸収していきましょう。メモを取りためるのもいいかもしれません。慣れてき

たら、自分でも、会議のファシリテーターをやってみることを強くお勧めします。参加

メンバーの英語を聞き取る力もさらに練成されますし、特にアメリカ人達とミーティン

グを進めていくためのコツや表現をさらに学ぶことができるでしょう。【龍谷, 07】 
 
・ 先輩方も書かれていますが、ＢＣＡＰをどのように位置づけるかは個人次第です。ただ、

アメリカ人の友人たちとの仲をより深められる絶好の場でもあるので、いろいろな情報

交換もふくめて、上手に活用することをお勧めします。【安藤，11】 
 
・ BCAP の作業はチームメイトと仲良くなると、かなりスムーズにプロジェクトを進める

ことができます。BCAP に関連することだけではなく、普段の授業やプライベートでも

積極的に交流をしていくことをお勧めします。僕のチームでは何かあるごとにチームで

プチ打ち上げのような形で飲みに行ったりしていました。また、授業が終わったあとに

バスケをしたり、他のイベント（誕生日パーティ、ビア・フェスティバル、サーカスな

ど）があった場合にもお互いに誘いあったりして普段から交流を深めていました。その

ため、BCAP のプロジェクトで多少意見の食い違いがあったり締め切り間近でストレス

の溜まる時期であっても、お互いの意見を尊重しながらプロジェクトを進めていくこと

ができました。【大村，11】 
 
・ チームアドバイザーから、日本人としての考えを盛り込むようにとアドバイスを受け、

中間発表の際に前職での顧客コミュニケーション経験を紹介しました。チームメンバー

からの反応も良く、教授方からは、より深みのある発表になったと言っていただきまし

た。BCAP に限ったことではありませんが、異なる視点を提供することでいかに相乗効

果を発揮するかが、インターナショナルの役割のひとつだと実感しました。【杉森,11】 
 
  
11. 教授 
 
・ Class 直後、E-mail、Blackboard、教授の部屋などあらゆる方法で教授に接触しまし

ょう。Class では得られない情報もたくさん得られます。【秋葉, 05】 
 
・ 教授は、訪問してみると、思った以上に親切です。アメリカ人も見えないところでちゃ

んと教授を訪問しています。【猿渡, 05】 
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・ 確かに、Babson は他の大学と比較して、教授と生徒の距離感が近いです。これは、大

きなメリットです。アポを取って、バンバン訪問しちゃいましょう。彼らをリソースと

して使えるのも、授業料に含まれています。【荻原,08】 
 
・ 教授はインターン、就職、その他ネットワークの宝庫です。好きな先生、興味ある先生

のバックグラウンドを良く調べて接触すれば、意外な情報を得られることがあります。

【李, 06】 
 
・ 授業以外でも、インターンシップやキャリアのことで親切にアドバイスをくれますので、

どんどん相談しに行くべきだと思います。【林,08】 
 
・ 残念ながら、教授によって、学ぶ度合いが変わるのが現状と思います。良い教授だと思

ったら、時間を取って会話をする等、卒業後にも会話が出来る関係を築いておくことを

お勧めします。教授は、思っているよりも、我々の経験等を良く勉強してくれているの

で、会話が非常にしやすいと思います。また、本校を選択された方に言うのもなんです

が、クラス人数が少ないことは、やはり大きなメリットだと思います。【池田, 07】 
 
・ 私自身は、教授からインターンシップや卒業後の仕事をご紹介いただきました。学生と

の交流と同じくらい貴重な経験でした【木下,10】 
・ 授業とは関係のないことでも、親身になって相談してくれる教授が多くいます。就職や

ビジネスプランについても有意義なコメントをもらえることも多いです。卒業後のつな

がりも考えて教授とのコネクションは有効だと思います。【大村，11】  
 
・ 私の場合は、授業とは関係なく、教授のオフィスを訪ねて相談するというようなことは

ほとんど行いませんでしたが、今では積極性が弱かったと反省しています。好きな（学

びの多い）教授であれば、こちらからどんどん関わっていくべきですね【安藤，11】  
 
 
12. ネットワーク（学内） 
 
・ 時間がないのは皆同じです。しかしネットワーク作りも学問と同じく重要です。Pub 

Night などチャンスがあればいろんな場所に顔を出して、友人を作りましょう。【秋葉, 
05】 

 
・ Babson の Web に皆の写真が載ります。これをプリントアウトして壁に貼っておくな
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どすれば、名前を覚えるのに役に立つかもしれません。Hi!の後にファーストネームを

加えるだけで、コミュニケーションが向上すると思います。【秋葉, 05】 
 
・ ２年生のときに楽しく過ごせる仲間を探すといいかもしれません。２年生になるとあま

り顔をあわせなくなるので、１年生のうちに気に入った人と仲良くなるといいと思いま

す。【猿渡, 05】 
 
・ パーティにはちょくちょく顔を出すことをお勧めします。学校ではなかなか話すチャン

スのない学生にも知り合うことが出来ますし、何より英語の勉強になります。パーティ

で話される英語はクラスの英語より難しいことがありますが、積極的にチャレンジしま

しょう。特に、アメリカ人は外人と触れ合ったことがないので、こちらがバーなどで話

しかけてあげると、打ち解けやすいようです。【李, 06】 
 
・ 教授、卒業生、在校生、ネットワークの宝庫です。特に起業家を目指している方には、

ひとつのネットワークがその次のネットワークを広げるので、積極的に人に会い、名刺

を交換することをお勧めします。彼らはあなたを信用すれば、人を紹介することをため

らいません。【李, 06】 
 
・ 私の場合、広く浅くネットワークするよりも、最初は、同じ Waltham 在住のクラスメ

ートとの友好関係を深めてから、クラスメート全体に広げるようにしていました。【樋

栄, 07】 
 
・ 卒業生が Mentor になりキャリア相談してもらえる Alumni Mentor Program は参加

して損はないと思います。【林,08】 
 
・ Japan Trip を実施してから、1 年生のみならず、2 年生、一年制プログラム、イブニ

ングの人たちとも、交友が増えました。Japan Trip は、Babson 内のネットワークに

有効なツールになると思います。【樋栄, 07】 
 
・ 毎週木曜日の Pub Night には極力参加することをお勧めします。他のクラスの生徒や２

年生の生徒たちと交流を持てる良い機会だと思います。意外なところでインターンの情

報を得たりすることもありますし、クラス換えになったときや新しく Study Group が

できたときにも Pub Night で少しでも話したことのある生徒とそうでない生徒とだと

親近感が違います。【大村，11】 
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13. ネットワーク（学外） 
 
・ ボ ス ト ン 近 郊 の 大 学 院 生 の 集 ま り 「 JAGRASS 」 と い う の が あ り ま す 。

（ http://www.geocities.jp/jagrass_info/index.htm ）。ＨＢＳ，ＭＩＴ，ＢＵ，ＢＣ，

ＨＵＬＴなどのビジネススクール生だけでなく、他の分野の大学院生などに会うことが

でき、これまでに自分の周りにはいなかったタイプの人に会えます。【古尾谷 06】 
 
・ J-REX( http://www.jrex.us/ )というボストン在住の起業家の方たちの集まり、研究者交

流会( http://www.geocities.jp/bjrforum/index.html )というボストン近郊の学校（主に

MIT, Harvard の研究者）の Researcher の集まりも、なかなか刺激的です。【古尾谷, 
06】 

 
・ 上記の JAGRASS や J-REX 以外にも、ボストンには様々なスタディグループがあり

ます。僕は、ボストンで働いている方々で構成されている投資勉強会に参加しており、

投資以外についても、皆さんの仕事について、いろいろとお話が聞くことができ、非常

に勉強になっています。【籠谷, 07】 
 
・ MIT や Harvard、その他多くの学校がビジネスプランコンテストやケースコンテスト

を用意しています。学外ネットワークを通じて情報を集めたり、チームを作ることはお

勧めです。【李, 06】 
 
・ Babson に限らず、起業を目指している学生は Harvard や MIT に多く在籍していま

す。彼らとの交流は非常に刺激になると思います。JAGRASS などを通じて、積極的に

情報発信をしていれば、おのずと集まってくると思います。【李, 06】 
 
・ BRICs などの市場に興味があれば、中国、インド関連のビジネス団体がボストンには

いくつか存在しています。ご興味があれば、その国からきている学生や教授から情報を

集め、HOT な団体に加入しましょう。【李, 06】 
 
・ ボストンにある日本人の野球チーム HarvardMedicalBaseballClub に所属しました。こ

こでは、日本の医師の方々を初めとする、今後の人生でも役立つネットワーキングがで

きました。野球に興味のある方はぜひ私宛にご連絡ください【木下,10】 
 
・ ABF(Asian Business Forum)というクラブが Babson にはあり、このクラブが企画する

学外のイベントに参加したりしていました。また、ボストンだけではなくニューヨーク

の日本人イベントを企画したり参加したりして他学校の生徒や社会人の人たちと交流
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を持つようにしていました。【大村，11】  
 
 
14. クラブ活動 
 
・ 1 年生の間はなかなか時間が取れませんが、ネットワークを広げるチャンスが広がりま

す。特にアメリカでの就職を考えていらっしゃる方は、クラブ活動が役立つことがある

と聞いています。【秋葉, 05】 
 
・ １年生のときは、なるべくスピーチを聞きに行っていました。そこに来る人はやさしい

人が多いので、勇気を持って話をしてみてください。つたない英語でも大丈夫でした。

【猿渡, 05】 
 
・ クラブ活動はネットワークの場であると同時に、学校やクラスメートに恩返しをする場

所でもあると考えています。僕の場合は、いくつかのクラブの立ち上げに参加しました

が、あなたがどうしてもやりたいことがあって、Babson になければ、立ち上げること

も可能です。【李, 06】 
 
・ 自分で新しいクラブを作りたければGraduate Student Council に申し込むことで簡単

に作れ、予算も獲得出来ます。実際に僕も一年生の秋に申し込み、春からはクラスメー

トと新しいクラブを立ち上げました。イベントの宣伝はしっかりしないと、せっかく企

画したのに参加者が少なかったということになりかねませんので、ポスター、イーメー

ル、口コミとあらゆる手段を駆使してプロモーションに励みましょう。【林,08】 
 
・ クラブに参加すると、同じ志を持った同士に会うことが出来、彼らから多くのアイデア

を得ることが出来ます。【李, 06】 
 
・ クラブ活動は学びの宝庫です。戦略やマーケティングはもとより、リーダーシップ、

HR などのソフトスキルを身につけることができるので、ぜひ、どこかのクラブにどっ

ぷりつかって組織運営の疑似体験をすることをお勧めします。クラブ活動がなかったら、

私の MBA 経験は完結していなかったでしょう。【李, 06】 
 
・ Japan Trip の Organizer をすることで、他の学年の人たちと非常に深い友好関係を作

ることができました。また、自分のアイデアを生かして新しい物を生み出す、組織を動

かす、リーダーシップを発揮するなど、様々な意味で、いい経験をしました。ぜひ、

Organizer になって、Japan Trip の企画を行ってください。【古尾谷,06】 



 

Copyright© 2010 Babson College MBA  31 

 
・ クラブ活動ではありませんが、課外活動として、1 年生のクラスメートが主催の

Venture Start Up Program に参加しました。確か、アントレクラブも絡んでいると思

います。このプログラムでは、ビジネスアイデア・ジェネレーションから、ビジネスプ

ランの記述までを行おうというプログラムなのですが、非常に有益な体験が出来たと思

っています。【樋栄, 07】 
 
・ 私は 1 年生のときに、2 月のビジネスプランコンペティションに応募しました。授業で

忙しく、なかなか時間がとれなかったのですが、結果的にチャレンジしてみてよかった

と思っています。スポンサーとして、一人教授についてもらう必要があるのですが、教

授から有益なアドバイスも頂戴し、いろいろ学びが大きかったです。【安藤，11】 
 
・ Babsonでは秋にRocket Pitchという 3分間で自分のビジネスプランを大勢の前でプレ

ゼンテーションするというイベントがあります。結構緊張しますが、良い経験ですし、

自分のビジネスアイデアに対して他の人からのフィードバックがもらえるので学びも

多かったです。【大村，11】 
 
 
15. Summer Internship（日本） 
 
・ 日本でのサマーインターンシップ探しは、10 月のボストン・キャリアフォーラムで始

まると言っても過言ではありません。特に投資銀行を考えている人は、競争が激しいの

で十分な準備をして望むべきだと思います。また、同時期に各戦略コンサルファームが

ボストンを訪れて、会社説明会・面接を行います。これらの情報もネットワークを活用

して、参加し忘れのないようにしたいものです。（岡畑, 06） 
 
・ Boston Career Forum でのサマーインターンシップのオファーは、金融機関

（Investment Bank、銀行、ベンチャーキャピタル）、外資系消費財企業（JJ,P&G）、

IT 系・会計系のコンサル等、業種が限定されています。それ以外の業種・企業での、

インターンシップを希望している方は、各企業に直接コンタクトを取る必要があります。

また、戦略系のコンサルティングファームは、11 月頃に、ボストンでインフォメーシ

ョンセッションを開きますので、各ファームの HP から、これらのセッションに申し込

むことになります。なお、日本企業の多くは、長期のサマーインターンシッププログラ

ムを持っていませんが、交渉次第では、特別にポジションを用意してくれるケースもあ

ります。【籠谷, 07】 
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・ 日本での就職を考えている人は、11 月のボストン・キャリアフォーラムに備え、「面接

の達人 転職版」及び「面接の達人 転職問題集（自己分析・経歴書編）」のような本を

読んだ上で、アメリカに持参することをお薦めします。【奥村,08】 
 
 
16. Summer Internship（海外）. 
 
・ アメリカでのサマーインターンシップ探しは 2 月ごろから始まります。CCD(Center of 

Career Development)が主に地元企業から集めてくる案件に申し込むパターンと、直接

企業のウェブサイト経由で resume を送るパターンが一般的ですが、これら比較的受身

のアプローチでは競争率が高すぎてインタビューにたどり着くまでが一苦労です。 経
験上、個人や教授のネットワークを通じて企業の CxO、VP クラスに resume を直接

送ったところかなり高い確率でインタビューしてもらえています。HR は現場の業務に

精通していないため、resume に書いてある売り文句を理解できないのだと思います。

HR を中抜きして、自分の売り文句を理解できる現場のマネジャに直接 resume を見て

評価してもらうチャンスを作り出すことがインタビューをゲットするためのコツと言

えるでしょう。【岡畑, 06】 
 
・ CCD、教授、自分のネットワーク、卒業生など、あらゆるリソースを活用する必要があ

ると思います。岡畑さんが纏められたメモが役に立つと思います。【樋栄 , 07】
http://blog.goo.ne.jp/babson/e/1e384d8b0ae310633f0c0e088f6648ae 

 
・ 中国でインターンを行いましたが、中国の教授のツテでインターンを見つけました。日

本以外のアジアのビジネスに興味がある方は、Asia Institute に早めにたずねることを

お勧めします。【李, 06】 
 
・ 卒業後就職を希望しているのであればインターンも良いかと思いますが、アントレで

Babson に来た私は敢えてアイデアをよりビジネスにするために Business plan, Focus 
group, exhibition への参加などを夏休み中に行いました。卒業生や 2 年生からあてにな

りそうな教授の名前を聞いて相談をしにいくなどかなり有意義に夏休みを過ごせまし

た。これを元に 2 年生の大部分は関連した授業を取ることで、よりアントレへの意欲が

強くなりました。なので、インターン以外にもオプションはあります。【元林, 10】 
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17. MBA 1st year Schedule 
 

時期 主なイベント 受講する授業 
8 月後半 
 

Socializing Event（BBQ、Duck tour） 
Accounting 補講(希望者のみ) 
Economics 補講（希望者のみ） 

Short Case 
Start up.com 

9 月前半 
 

ModⅠStart 
TechMark(ﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ) 
Creativity Project 
Team Process Day（ｸﾞﾙｰﾌﾟｹﾞｰﾑ） 

9 月後半 
 

Creativity Project 発表会 
FIBD/LAW Exam 
CMDO Business Opportunity Paper 
LDO Final Paper 

【Mod１の授業】 
LDO（リーダーシップ） 
CMDO（アントレプレナーシップ） 
FIBD（会計） 
LAW（法律） 
ESR（倫理） 
COM(スピーキング、ライティング) 
 

10 月前半 
 

ModⅡStart 
BCAP Fall Project Kick off 

10 月後半 
 

Rocket Pitch（ビジネスプラン発表会） 
Buffoonery (学園祭) 

11 月前半 
 

FIBD Exam 
CSCA/LAW Group Exam 
Forum on Entrepreneurship 
戦略系コンサル Information Session 

11 月後半 Boston Career Forum 
MEIA/MODA Exam 
DA/MCF Exam 
BCAP Week 

12 月前半 BCAP Final Presentation 

【ModⅡの授業】 
DA(統計) 
CSCA（戦略） 
MEIA（ミクロ経済学） 
MODA（マーケティング） 
FIBD（会計） 
MCF（ファイナンス） 
LAW（法律） 
ESR（倫理） 
COM(スピーキング、ライティング) 
 

12 月後半 Winter Break（約 3 週間）  
1 月前半 ModⅢ Start 

BCAP Spring Project Kick off 
インターシップの応募・面接 

1 月後半 BCAP Engagement Contract 
2 月前半 Ski Trip 

2 月後半 DSS Exam 
Business Plan Competition 

【ModⅢの授業】 
DMS（マーケティング） 
ODP（組織論） 
ISM（IT） 
TOM（オペレーション） 
SCS（原価計算） 
MVC(ファイナンス) 
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3 月前半 
 

DMS/MVC Exam 
ISM/ODP Group Exam 
SCS/TOM Exam 

LAW（法律） 
ESR（倫理） 
DSS(統計) 

3 月後半 Spring Break（1 週間） 
ModⅣ Start 

4 月 
 

BCAP Mid-Term Report 
Boston Marathon 
Buffoonery (学園祭) 

5 月前半 
 

FS/Law Exam 
NBS/MGE Individual Exam 
NBS/MGE Group Exam 
BCAP Presentation 

【ModⅣの授業】 
FS（ファイナンス） 
MGE（マクロ経済学） 
ESR（倫理） 
LAW（法律） 
ER(アントレプレナーシップ) 
NBS（国際ビジネス） 
 

5 月後半 
 

2 年生卒業式 
Summer Break 
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18. 【番外編①】イブニング MBA について. 
 
イブニング MBA は日中働いている人を想定したプログラムで、夜間授業だけで卒業できる

ようになっています。またそのためにフルタイムとはちがった必修プログラムを持ちます

が、大方必修内容は同じです。平均３年で卒業しますが、事業内容、授業数は自己の都合

に合わせて学期ごとに自由に選ぶことができますので中には８年勉強しているという勉強

好きもいます。逆にフルタイムより早く卒業することも理論的には可能ですが、そちらの

強者は見たことがありません。 
学生はネイティブが多く、外国籍でも Green Card を保持して近辺で働いている人たちなの

で、授業の英語レベルは高いと思います。フルタイム生徒でも２年目の選択授業では夜間

の授業を取ることができますので、イブニング生徒との交流は可能です。卒業後現地で仕

事を探したいと思っている人には何かと助けになると思います。ことネットワークに関し

てはボストン周辺に残りたいというのでない限り、フルタイムと比べ劣っているのが事実

です。生徒は基本的に授業を中心に夜間しか時間をともにせず、またみな日中仕事を持ち、

現地にすでに友人、家族がいるのでフルタイムほど積極的に新たなネットワークを作ると

いう姿勢は見られません。故に日本から勉強のためにバブソンにくるのであれば総合得点

としてはフルタイムをおすすめします。ただ Green Card を持っていてこちらで仕事を探し

ている、もしくは海外勤務でボストン近辺に住んでいるといった方にとっては仕事のキャ

リアを積みながら、MBA を取得できるというのは大きな魅力だと思います。【馬越, 10】 
 
 
19. 【番外編②】２年生の Elective について 
 
各々目指すところが変わってくるので、自分のキャリアにフィットしたものをとることに

専念できます。同じキャリア志向をもったクラスメートとより深い話ができるので、一年

生のときとはまた違った学生生活を送れると思います。また自分の好きな科目なので自然

と発言する回数も増えます。グループも好きに組めるので、友人やワークロードに必要な

人材をみつけて組むことがより良いです。１年生の後半にレジストレーションができます

のでそれまでに現２年生や卒業生にどの授業がおすすめか、また学生にのみおくられる

Underground survey というシートがありますのでそれを参考にクラスを選んでください。

先生に相談すれば聴講のみを承諾してくれる場合もあります。自分にあったクラスをでき

る限り多く取り、最後の学生生活を送ってください。２年からは、Evening, One-Year 
Program, Fast Track と一緒のクラスになりますので、キャリアを多く積んだ彼らの意見を

授業で聞けるのも一つのメリットです。【元林, 10】 
 


