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本学の各スクールでは専門分野の学習において自主性を備え生涯学び
続けられる人材の育成に焦点をおいて取り組んでいます。

業績：

ビジネス・スクール

ボーンマス大学（BU）では優れた人物の育
成に力を入れています。本学で行われる高
い専門的取り組みにより学生は将来に備え
ることができるます。また本学で開かれて
いる専門教育は最新かつ国際性を備え、業
界との関係も強化しています。

• ボーンマス大学は英国の新しい大学
として首位を獲得しています（2009
・2010年版ガーディアン紙大学ガイ
ド）。昨年は英国の4主要リーグテーブ
ルにおいてもランクが上昇しています
（2009〜2010年）。
• ボーンマス大学は教育の質の維持、
質の向上を示す最も高いカテゴリー
に属する大学として2008年12月に
QAA（Quality Assurance Agency）より
賞されています。
• ボーンマス大学の卒業生の就職率は高
く、英国にある大学の中でも最も高い
数字を示す1校に数えられます。本学の
卒業生の91％*が卒業後に就職、進学を
果たしています。71%の卒業生は卒業後
6か月以内に就業、進学を果たしていま
す。これは教育業界内でも優れた数字
といえます。（*印のある数字は2008年度
ボーンマス大学卒業生進路年間調査に
よる）
• ボーンマス大学は、研究業績評価（2008
年RAE）の調査により研究の質において
英国内で4番目に向上を示した大学とし
て評されています。調査対象となった10
分野のうち8分野が世界トップレベルの
質を誇ると評価されています。
• 2009年には「本年度のタイムズ紙高等
教育大学賞」にもノミネートされてい
ます。

会計・金融、ビジネス・マネジメント、
法律の3つの主要学部において幅広い学部
課程コース、大学院課程コースが開かれ
ています。

ボーンマス大学での生活はとても刺激的
です！本学が行ってきた教職員、教育資
料、キャンパスへの投資により学生にも
多くの恩恵が提供されてきました。本学
の最近挙げている実績がこの事実を証明
しています。また本学が英国にある新し
い大学として一流校であることを確固た
るものにしています。
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ロンドンから2時間以内の場所に位置する
ボーンマスはイングランドの南海岸にあ
る都市です。12キロに渡る砂浜、美しい
公園や庭園を誇るボーンマスは、伝統的
なシーサードリゾートとしての顔と繁栄
する町とが融合するところです。

SA

学部課程、大学院課程で学ぶ学生は有給
研修を通しながら本学が業界と築き上げ
てきた優れた関係を享受できるでしょ
う。そのため学生は学術的知識と応用力
を備えた上で就職に望むことができるの
です。

企業の社会への責任を強調したマネジ
メント教育の展開にも従事してい
ます。
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本学の紹介

当スクールが備える力強い学術研究文化
のおかげでスクールの関連生を維持しな
がらコースの開拓を進め、地域や国内
外のビジネス業界からも恩恵を受けてい
ます。
情報ファイル
• 最近の研究業績評価（2008年RAE）では
本学のビジネス＆マネジメント研究が
「世界のトップレベル」であると評し
ています
• ボーンマスの商業地域の中心にあるエ
グゼクティブ・ビジネス・センターで
は、大学院生やエグゼクティブ学生が
ビジネスのプロに出会える環境が得ら
れます
• ボーンマスのMBAコースでは、コンサル
タント、金融サービス、グローバルビ
ジネス展開、メディア、公共・地域、
観光といった専門分野が学べます
• ビジネス・スクール出身学生は、JPモ
ルガン、KPMG、IBM、バークレーズ銀
行、マザーズ、プライスウォーターハ
ウスクーパーズ、ボンド・ピアースな
ど世界的な企業で活躍しています
• 大学院コースは9月、1月に入学者を受
け入れています
• 当スクールで開かれるコースは業界が
認める認定機関により保証されていま
す。当スクールは国連グローバルコン
パクト、PRIMEにも参加しているため、
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保存科学スクールでは、自然および人文
景観の理解、管理、保存に取り組んでい
ます。当スクールにある3つの学術センタ
ーでは、考古学、人類学、遺産学、保存
生態学、環境変化、法医、生物科学の分
野を支援しています。
また当スクールは幅広い分野において質
の高い教育を提供し優れた研究を追求し
ていることから、国際的にも高く評価さ
れています。
情報ファイル
• 最近の研究業績評価（2008年RAE）では
考古学・地理学・環境学研究が「世界
のトップレベル」であると評価してい
ます
• 2009年タイムズ紙高等教育賞において
は、初期人類の足跡の研究により「本
年度の研究プロジェクト」賞の最終選
考まで残っています
• 2009年には当スクールの研究者による
共同論文3本が、世界で最も高く評価さ
れる研究専門誌「サイエンス」に掲載
されました。
• 当スクールは南イングランドの考古学
研究者の最大の研究活動コミュニティ
の拠点となっています。当校はユネ
スコの世界遺産に指定されるドーセッ
ト、イースト・デヴォンへのフィール
ドワークに参加するには理想的なとこ
ろにあります
• 当スクールには優れた研究所、高い分
析機器を備えるコンピュータ施設、地
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デザイン・工学・コ
ンピューティング・
スクール

理情報の空間分析室、膨大なレファレ
ンス資料、工芸品、人骨、動物骨など
の収蔵品が備えられています。地形調
査や地表面地球物理学用の最新鋭のフ
ィールド機器も備えられています。

当スクールの学部課程、大学院課程はデ
ザイン、ソフトウエアシステム、テクノ
ロジー、心理学の4分野に大きく別けら
れています。起業家精神、イノベーショ
ン、創造性はスクールの教育活動の中心
をなしています。学生は産業界、商業界
との強い結びつきを持つ当スクールで、
関連性が高くそれぞれにふさわしいカリ
キュラムを習得して将来のキャリアを目
指すことができるでしょう。
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されます。その多くが商業的に可能性
を備える作品です。またイベント期間
中はBBCの番組ドラゴンズ・デンや有名
企業ダイソンなどからのスカウトも行
われます
• 大学院コースでは9月、1月に入学者を
受け入れています。
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保存科学スクール
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情報ファイル
• 最近の研究業績評価（2008年RAE）によ
り美術・デザイン、一般工学は「世界
のトップレベル」と評されました
• 当スクールでは、英国心理学協会、工
学デザイナー協会、英国コンピュータ
協会など様々な専門業界認定を提供し
ています
• 毎年当スクールが開催するデザイン・
イノベーション・フェスティバルは
1700名以上が訪れるイベントです。フ
ェスティバルでは学生の手による170以
上の新デザイン、プロトタイプが展示
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当スクールでは学生を中心とする革新的
な教育プログラムを提供し、保健、ソー
シャルケア専門家となるための準備が行
える教育を提供しています。
当スクールでは看護、助産、理学療法、
作業療法、オペレーティング部門実践、
ソーシャルケア、地域、ユースワーク分
野をカバーする幅広い学部課程、大学院
課程、ポスト資格コースが開かれてい
ます。
情報ファイル
• 最近の研究業績評価（2008年RAE）では
看護・助産分野を「世界のトップレベ
ル」と評してます
• 当スクールでは保健、ソーシャルケア
の幅広い専門家と共にプロの内容が学
べる機会を提供しています
• 当スクールでは看護学、公共衛生の2つ
の理学修士号学位を授与しています

3623-Best of BU brochure.indd i5-i6

メディア・スクール
メディア・スクールはメディア、コミュ
ニケーション産業の専門高等教育センタ
ーとしては英国最大の規模を誇ります。
スクールではメディア製作、ジャーナリ
ズム・コミュニケーション、コンピュー
タ・アニメーション、マーケティング・
コミュニケーション分野をカバーする業
界が認める質の高いコースが開かれてい
ます。
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サービス・マネジメ
ント・スクール
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保健ソーシャルケ
ア・スクール
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情報ファイル
• 最近の研究業績評価（2008年RAE）では
コンピュータ・アニメーション分野が
「世界のトップレベル」であると評価
しています
• 英国内で唯一のメディア実習優良セン
ターである当スクールはスキルセッ
ト・スクリーン、メディア・アカデミ
ーにより認定されています
• 当スクールは国立コンピュータ・アニ
メーション・センターであるととも
に、世界で2校のみ存在するフーディー
ニ認定スクールの1校でもあります
• 2008年のQAAではメディア・スクールで
開かれる学部課程、大学院課程教育が
「優秀である」と評価されています
• 当スクールでは幅広い産業認定も授与
しています。
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サービス・マネジメント分野には観光、
イベント、フード、ホスピタリティ、レ
ジャー、小売り、スポーツなどの世界で
最もダイナミックで刺激的な業界が含ま
れています。当スクールでは学生が「他
とは違うカスタマーサービス」を提供す
るための知識と専門スキルの習得に比重
をおいています。
当スクールは公共、民間セクターの組織
と関係を強化することでサービス産業界
における一流の戦略発信者としての地位
の維持に努めています。
• 英国の観光分野（ホスピタリティ、レ
ジャー含む）において首位にランクさ
れました（2008・2009年度ガーディア
ン紙大学ガイド）
• スポーツ科学分野では2位にランクされ
ています（2009年ガーディアン紙大学
ガイド）
• 世界観光機関により観光優良センター
として認められています
• 観光分野における国際的専門誌である
「ツーリズム・エコノミクス」、「イン
ターナショナル・ジャーナル・オブ・
ツーリズム・リサーチ」2誌が当スクー
ルにて発行されています
• 大学院コースは9月、1月に入学者を受
け入れています。
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