
個性を伸ばす。
専門性を身につける。
ウェスタンニューイングランド
大学は、しっかりした人文科学
の基礎の上に様々な専門課程を

提供し、学生を就職、進学に備えます。
• 約 2,500 名の全日制学部生
• 合計 3,700名の定時制学部生、院生、
法科生
• 全日制学部生の 60% が男子、40% が女子
• 学部生の 74% がキャンパス内に居住
• 学生の 57% が州外の出身
• 学生の出身地は 25 州（およびワシントン
DC、プエルトリコ、バージン諸島）、
11カ国

グローバルな教育。
国際的な進路。
ウェスタンニューイングラン
ド大学は、カリキュラム全体
に渡って学生の国際的な感覚

を養っています。短期、長期の海外留学の
チャンスも豊富にあります。従来の学期、
年度毎の留学プログラムに加えて、本学で
は 10日から 3 週間の短期プログラムも幅広
く提供しています。学生達はブラジル、英
国、アイルランド、スペイン、オランダ、
チェコ等様々な国を訪ね、北京五輪の事業
運営からグアテマラの医療政策の改善まで
幅広いテーマを学んでいます。また、世界
各地への旅、パフォーマンス、ボランティ
ア等を通じた学びに興味のある学生に対し
て、”Up with People” とのパートナーシップ
により国際的視野を広げる機会を提供して
います。

優れた環境
ウエスタンニューイングランド
大学は、美しいパイオニア バ
レーの中心、マサチューセッツ
州スプリングフィールド市にあ

ります。本学は、26 の短大、大学と 150,000 名
の学生が集まる ”Knowledge Corridor”（知識の
回廊）と呼ばれる地区の中心に位置していま
す。スプリングフィールド市は、ニューヨー
ク市から 247 km、ボストン市から 144 km、
ハートフォード市にある最寄りのブラッド
リー国際空港から 41 km の距離にあります。

広がるキャンパス
本学の風光明媚な 215 エーカー
のキャンパスは、スプリングフ
ィールド市中心地から 4 マイル
ほどの住宅地の中にあります。

2011 年には、4000 万ドルを投じた科学、薬
学センターが完成しました。また約 2,265 名
の学生を収容可能な居住施設を用意してい
ます。学生寮、アパート、タウンハウス等、
キャンパス内に様々な居住オプションを提
供しています。

インターンシップ等
ボストン レッドソックスから
アメリカ赤十字まで、ウエス
タンニューイングランド大学
は 1,500 名を超える学生を全米

のインターンシップ プログラムに派遣して
います。また、工学部の学生は、”Senior
Design Project” を通じて、United Technologies
や Texas Instruments 等、企業スポンサーの様
々な開発プロジェクトに参加しています。
キャリアセンターでは、就職に関する情報
集めや戦略作り、大学院等への進学の手続
きなどを支援します。

学部と認定
本学は全日制学部生は二期制、
院生は 11 週、4 期制の課程と
なっています。各種教育プロ
グラムの詳細については、本

学のウェブサイト www.wne.edu よりご覧く
ださい。
ウェスタンニューイングランド大学での

教育は資格のある教員によって行われてお
り、院生の補助スタッフは使っておりませ
ん。1 クラスの平均規模は 20 名程度で、大
講堂での講義ではありません。代表的な教
室の大きさは定員 35 名です。学生と教員の
比率は15対1です。
本学は、New England Association of Schools

and Colleges により認定されており、経営学
部は AACSB International—The Association to
Advance Collegiate Schools of Business により
認定されています。工学部の 4 課程はすべて
ABET—The Accreditation Board for Engineering
and Technology により認定されています。薬
学部は、2011 年 1 月に Accreditation Council
for Pharmacy Education (ACPE) より Precandidate
のステータスを付与されました。その他、
様々な課程が対応する機関より認定を受け
ています。

19 の運動部
（NCAA Division III）

男子：
野球 ゴルフ
バスケットボール アイスホッケー
クロスカントリー ラクロス テニス
アメフト サッカー レスリング

女子：
バスケットボール ラクロス 水泳
クロスカントリー サッカー テニス
フィールドホッケー ソフトボール バレーボール

NCAA所属以外の運動部には、男子、女子ボ
ウリング部および各種武術部があります。

マサチューセッツ州スプリングフィールド www.wne.edu

1919 年に創立されたウエスタンニューイングランド大学は、卓越した教育
で知られる男女共学 4年制の私立大学です。40を超える幅広い課程を通じ、
学生達は人文科学部、経営学部、工学部の緊密なコミュニティの中で様々
なオプションを選択することができます。大学院には 12の修士課程と 2つ
の Ph.D. 課程があります。本学のロースクールでは法務博士（専門職）課
程も用意されています。2011 年、ウエスタンニューイングランド大学は薬
学部を開設し専門講座を開講しました。U.S.News and World Report 誌が毎
年発行する “America’s Best Colleges” 特別版において、ウエスタンニューイ
ングランド大学は、幅広い学部および修士課程を持つ地方大学（北部）部
門において一流校と評されています。



大学課程
人文科学部
生物学
化学
コミュニケーション
副専攻：
ジャーナリズム
メディア理論と制作
プロフェッショナルコミュニケーション
広報

コンピュータ科学
創作執筆
犯罪司法学
副専攻：
犯罪社会学
犯罪捜査
テロリズムと国家安全

経済学
教育学
初等教育
中等教育

英文学
法生物学
法化学
歴史学
情報技術
総合専門科学研究
国際学
副専攻：
開発途上社会
経済および商業
欧州地域

法社会学
数学
神経科学
哲学
政治学
薬学準備
心理学
ソーシャルワーク
社会学
持続可能性
副専攻：
コミュニケーション
国際開発
マーケティングおよび管理
公共行政
5 年制学士/MBA
5 年制学士/警察学修士

経営学部
会計
芸術およびエンタテイメントビジネス
ビジネス情報システム
財務
一般ビジネス
副専攻：
起業
国際ビジネス
持続可能性経営

マネジメント
マーケティング
マーケティングコミュニケーション/広告
スポーツマネジメント
5 年制学士/MBA
5 年制学士/MSA

工学部
生体工学
電子工学
副専攻：
コンピュータ
電気
環境

産業工学
機械工学
副専攻：
環境
製造
機械
5 年制学士/MSEM
5 年制 BSEE/MSEE
5 年制 BSEE/MSEE
5 年制学士/MBA
6 年制 BME/法学

薬学部
ロースクール
専門課程
医学準備
法学準備
3+3 法学プログラム
適格な学生に対し7年ではなく 6 年間のプ
ログラムで法学士および法務博士の学位を
取得するためのプログラムを提供してい
ます。

大学院課程
経営学部
経営学修士 (MBA)
会計学修士 (MSA)
法廷会計と不正調査MSA 
税務
JD/MBA 複合学位課程
JD/MSA 複合学位課程

工学部
電気工学修士
工学修士
技術経営修士 (MSEM)
機械工学修士
MSEM/MBA 複合学位課程
技術経営博士

法学部
法務博士 (JD)
JD/MBA 複合学位課程
JD/MSA 複合学位課程

人文科学部
警察学修士

応募要項出願資格
全課程、通年ベースで出願を受け付けて
います。大学、大学院課程共に出願資格
についての詳しい情報はウェブサイトを
ご覧ください。
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Envisioning tomorrow—Educating today.

ウエスタンニューイングランド大学は、その課程および活動への応募、その利用、そこでの扱い、または雇用において性別、人種、肌の色、信条、国籍、年齢、
性的指向、性別自認、性別表現、兵役歴、障害に基づく差別を行いません。

出願窓口
Western New England University
1215 Wilbraham Road
Springfield, MA 01119-2684

電話でのお問い合わせ：
大学
+1-413-782-1321
learn@wne.edu

大学院
+1-413-782-1517
study@wne.edu

ロースクール
+1-413-782-1406
admissions@law.wne.edu

ウェブサイトをご覧下さい：www.wne.edu


