下記の国際機関に加入しています：

• European University Association ヨーロッパ大学協会
• Global Division Santander Universidades Santander 銀行のグローバル大学とビ
ジネスネットワーク
• CFA Institute 認定証券アナリスト協会
• European Institute for Advanced Studies in Management  マネジメント科学ヨー
ロッパ学院（ＥＩＡＳＭ）

国際連携：

エラスムスプログラムの枠で１５０相互協定
＊エラスムスプログラムはヨーロッパ大学の多文化を目指し、学生交流を促進す
るプログラム。
参加国は３３国で、
２０１２－２０１３年で２３万８千人の学生は外国
の大学で受講しました。
• 全世界４つの大陸における外国の大学との協力協定（６０以上）

研究活動

ヴロツワフ経済大学は物流と数学の長い歴史を持つ研究センターで、
そして経済
科学、
社会科学、
経営、
技術、
生物学、
化学と農業科学における研究センターです。
• 銀行業と保険
• 資本市場、
金融投資、
財務管理
• 経済政策（その中に市場、
発展、
産業、
地方、
革新、
投資の政策含む）
• オペレーションズ・リサーチ・故障予測技術プログノスティクス、計量経済学、情
報学等を使う意思決定過程
• エコロジー
• 経済学と環境保護
• 組織体の財務、
会計、
監査及び原価管理
• 外国貿易、
ＥＵ経済、
ＥＵ(欧州統合)
• 組織における情報及びＩＴシステム、
情報管理及びノウハウ
• 労働市場と社会資本

• 組織体（会社、
銀行、
自治体の機関、
金融機関、
公衆衛生機関）の経営（材料、
人
事、
金融資源、
機能とプロセスの側面）
• マーケティング管理と研究、
マーケティングのためのコミュニケーションと情報
• 新制度派経済学
• 公共財政、
地方財政、
国際財政
• 持続可能な開発 と食糧生産システムというアグリビジネス
• 社会学、
政治学と社会的コミュニケーション
• 業種別研究（観光事業、
産業、
金融機関）
• 地方と地元の研究、
環境事業
• 越境とヨーロッパにおける越境地方の研究
• 品質管理システム
• 個体、
複素環式化合物 、
反応性ポリマーの化学
• 食料品技術、
バイオテクノロジー、
食料品の品質評価、
• プロセスエンジニアリングとプロセス設備

大学教員：

資格のある専門教員は我々の最大の資産です。
ヴロツワフ経済大学の教員は教
育・科学業績の賞を多数授与され、ポーランド・外国の科学協会・機関などで責
任のある職務を果たしてきました。
もっとも優れた教授はポーランドと海外の高
等教育機関により名誉学位を授けられました。
次の教授は他の大学により名誉
博士を授けられました：Zdzisław Hellwig 教授はクラクフ経済大学とチェコのプ
ラハ経済大学の名誉博士、
Józef Popkiewicz 教授はドイツのドレスデン技術大
学、
Andrzej Gospodarowicz教授はリトアニアのヴィリニュス.大学、Krzysztof Jajuga教授はクラクフ経済大学。
その上に、
Wrocław 経済大学も次の科学者に名誉
学位を授けました：Jochen Schumann, Giuseppe Calzoni, Robert Leroy King, János
Kornai, Reinhard Selten ―ヴロツワフ市生まれ、
ノーベル賞受賞者, Andrzej Stanisław Barczak, Leszek Balcerowicz レシェク・バルツェロヴィチ
（元ポーランド副首相、
元経済大臣）,Jerzy Rokita, Hiroyuki Itami 伊丹 敬之, Marek Belka (元首相、
ポーラン
ド中央銀行社長）とJanusz Lewandowski
（元国営事業所有者変更大臣）

www.ue.wroc.pl

留学生に提供できること：

経済の専門家は興味深いカリキュラムを
英語で教えています。
本校及びヴロツワフ
（人口７０万人）は多文化的な環境に恵
まれています。

ユニークなの都市のユニークな大学

全般情報
住所: Komandorska 118/120
53-345 Wrocław Poland
電話番号：: (48 71) 36-80-836; (48 71) 36-80-160
ウェブページ：www.ue.wroc.pl
（お読みいただける言語：ポーランド語、
英語、
ロシア語、
ウ
クライナ語、
中国語）
大学タイプ：国立大学、設立年：１９４７年（昭和22年）
ポーランドの経済大学のランキングでは最上位の一つです。
教育、
科学及び研究の重要なセンターです。
我々の活動はヴ
ロツワフ経済大学を地方、
国家、
ヨーロッパ又は国際レベル
に維持、強化し、競争力の強さを改善し、教職員、学生及び
環境にオープンで親しい環境を持つ現代的な機関であると
いうイメージを作りあげることを目的としています。
本校は
経済及び管理科学を教える十分な資格を所有しています。

四つの学部：
• 経済学部
• 経営、
情報システムとファイナンス学部
• エンジニアリングと経済学部
• 経済、経営と観光事業学部（Jelenia
Gora市）

施設は教育施設、学生寮、
スポーツセン
ター（プール、体育館、
フィットネスクラブ, 最初の講義が１９４７年（昭和２２年）に
クライミング施設等）、学生クラブ、書籍 行われました。
部及び図書館です。
ヴロツワフ経済大学は下記の研究分野
すべての施設は都市の中心に近く、一つ を提供しています：
のキャンパスにありますので徒歩圏内に • 経済学
• ファイナンスと会計
あります。
• 情報学と計量経済学
留学生に提供している専攻科目： • 国際経済関係
• ビジネス情報学
• 経営
• 英語でのカリキュラム―学士号
• 経営及び生産技術
ファイナンスの学士
• 経済分析
国際ビジネスの学士
• ヨーロッパ研究
情報学の学士
• 物流
• 英語でのカリキュラム―修士号
• 空間経済学
ファイナンスの 修士
• 観光事業
国際ビジネスの修士
ＭＢＡ経営学
学生は学部が提供している４０の専攻か
エグゼクティブMBA（EMBA）
ら自分の専攻を選ぶことができます。
• 英語でのカリキュラム―博士号
基本統計データ
済・経営・ファイナンスのヨーロッ
学生、
約１万７千人
の博士プログラム
大学教員、
約７８０人
７万３人
上記以外にもサマースクール、
ビジネス・ 卒業生、
毎年約３００人
プロセスのサマースクール及びサービス 留学生、
コンピューティングと外国人向けの特別
英語講座を提供しています。

専門家活動、
実用知識及び思考交換フォーラム

ヴロツワフ経済大学はビジネス環境との連携の強い伝統を持つ研究センターで
あります。
我々は市民社会とヨーロッパ統合から発想を得、
地域問題に深く関係があるコミ
ュニティ、
それと同時に有能な才覚のある、創作的で、競争的な市場経済の課題
に対処するためにしっかり準備されたコミュニティを築こうと努力しています。
大学界と実業界が議論及び意見交換を交わすフォーラムを作るために、
学生達と
地方ビジネスコミュニティの代表者が活発的に参加する科学会議（年間４０回以
上）を開催しています。
実業界との接触は卒業後の教育科目、
専門家意見、
相談及
び顧問サービス等を含めて、広範囲の興味をカバーします。
ヴロツワフ経済大学
は教育科目を支援するために、
そして修士研究の目的で実用資源とビジネス情
報を利用するために、
数多くの地元の企業と相互協定を結んでいます。
ビジネスと地方自治体と連携するために特別な部門を作りました。
対象機関・企
業はパートナーズクラブと地方自治体の研究・開発センター及び科学・経済連携
のオフィスです。

２００９年に設立されたパートナーズクラブには次の有名なメンバーが加入して
います：ＡＢＣサービス、
西銀行（サンタンダ―グループ）、
Crédit Agricole銀行、
ヒュ
ーレット・パッカード、
ＥＭＣ医学、
ゲティン銀行、
ＫＧＨＭ銅、
Wałbrzych特別経済区
域ＩＮＶＥＳＴ－ＰＡＲＫ，
コーニンの発電所グループ。
ヴロツワフ経済大学は大学と教育分野だけではなく、社会、政治と国際分野でも
活発的に活動しています。
我々の教員と学生たちは県の科学祭り、
ヨーロッパの
労働クラブ、
ヴロツワフ都市のビジネス、実業家の五輪大会、経済科学大会等、数
多くの地方活動、
又は名
高い科学、経済、
ビジネスの機関に参加しています。
ヴロツワフ経済大学は大学
界、実業界及び政治界の有名な代表者が登場している”ビジネス知識フォーラ
ム“という公開講座を数年に渡って開いています。
２０１３年に、
”Studium Generale
Oeconomiae”（総合経済研究）
という新しい活動を始めました。

