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 “二つの文化の架け橋へ”

I am a dual degree alumna from 
Gustavson School of Business 
(UVic) and UIBE (Beijing, 

China). I graduated from both 
schools in December 2016. After 
that, I started to work as a Media 
Buyer at an advertising agency in 
Canada. Now, I am heading to UBC 
to pursue my Master in Data 
Science.

私はガスタフソン・ビジネススクール
（ビクトリア大学）と対外経済貿易大学 
(北京、中国)のデュアルデグリープログ
ラムの卒業生です。2016年12月に両方
の大学を卒業しました。その後、カナダ
の広告会社でメディアバイヤーとして働
き始めました。現在はデータサイエンス
の修士号取得を目指し、ブリティッシュ
コロンビア大学に通っています。



Why did you choose Canada as the 
destination for taking the Dual 
Degree program from UIBE? How did 
you get to know about UVic?

I learned about this dual degree pro-
gram through UIBE School of Inter-
national Trade and Economics. I was 
excited to walk out of my comfort 
zone and try something different in 
my life at that time.

The three mandatory co-op terms 
in the program caught my attention 
right away. I was considering working 
overseas after graduation so the co-
op terms could be a huge help if I 
want to find full time jobs afterwards.

The program gives me a chance to 
experience two different flavors of 
education from two reputable schools 
as well as earning two degrees (one 
economics, one business degree).
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なぜUIBEのデュアルデグリープログラ
ムの行き先としてカナダを選んだのです
か？どのようにビクトリア大学を知りま
したか？

対外経済貿易大学 国際経済貿易学院を
通してデュアルデグリープログラムを知
りました。自分のコンフォートゾーンか
ら飛び出し、人生で何か違うことに挑戦
することにわくわくしていました。

プログラムに含まれる三つの必須有給イ
ンターンシップ(co-op)がすぐ目につき
ました。卒業後海外で就職することを考
えていたので、フルタイムの仕事を見つ
けるためにco-opは大きな助けになると
思いました。

このプログラムは評判の高い二つの学校
で二つの異なる教育を受けられると同時
に、二つの学位（経済学士号・商学士
号）を取得するチャンスを与えてくれま
した。



商学士号過程の間、異なる文化の“ギャッ
プを埋める”ためにどんな経験を生かしま
したか？

二つの文化の架け橋に自然と自分がなっ
ていました。特に海外でのビジネスにつ
いてのグループプロジェクトの時です。
アジアの贈答文化からネットワーク中立
性に至るまで、自分が持つ背景知識や事
実をグループプロジェクトに生かすこと
ができました。また、デュアルデグリー
の学生が彼らが持つ異文化コミュニケー
ションスキルの為に雇用されたことも
知っています。
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During the BCom program, what 
experience did you bring to “bridge 
the gap” between cultures? 

Yes, I see myself become the bridge 
between two cultures naturally. 
Especially when our group projects 
are about doing business abroad. 
From leaning the gift giving culture 
in Asia countries to net neutrality, I 
can bring extended background 
knowledge and facts to the group 
project. I also know that dual 
degree students got hired because 
of their intercultural 
communication skills.



How were your academic studies and co-op experiences? 
What was the biggest challenge you faced?

What is your advice to young Dual Degree students?

My UIBE and my UVIC experience complement each other. My two years at UIBE gave 
me a solid background in Economics and Statistics. My two years at UVIC is more like a 
combination of business class and workplace training. I had multiple chances to get 
involved into local community events, representing UVIC in business competition in 
JDC West (largest undergraduate business competition in Western Canada). I have 
done a four-month co-op and an eight-month co-op with two companies in Victoria. 

My biggest challenges are understanding Canadian work culture and negotiation 
skills. As an international student without work experience in Canada, there is a 
learning process on workplace collaboration and relationship development.

My advice is to get involved in community events and part-time jobs prior to the co-
op term. It is always hard at the first step. The more Canadian experience you have, the 
easier you will find when it comes to co-op job hunting. Volunteer or part-time work 
experience not only help develop your understanding of the work culture but also 
gives you a higher chance to getting hired! My second advice is to be open minded to 
adventures! There is no right or wrong, good or bad about difference. As long as you 
stay adventurous, life will give lots of surprises!

学業と有給インターンシップ(co-op)の経験はいかがでしたか？
あなたがぶつかった一番の困難はなんでしたか？

デュアルデグリーの後輩へのアドバイスはなんですか？

対外経済貿易大学とビクトリア大学での経験は互いに補い合っています。対外経済貿易大
学での二年間は経済学と統計学の基盤を固めてくれました。ビクトリア大学での二年間は
ビジネスの授業と職業訓練の組み合わせのようなものでした。JDC WEST (西カナダ最大
のビジネス学部生のコンペティション)にビクトリア大学の代表として参加するなど、地
域社会のイベントに関わるチャンスがいくつもありました。ビクトリアにある二つの会社
で４ヶ月のCo-opと８ヶ月のCo-opをしました。

一番の困難はカナダの職場環境を理解することと交渉力でした。カナダでの就労経験がな
い留学生にとって、職場での協調と人間関係を築くためには学習過程があります。

私からのアドバイスとしては、Co-opが始まる前にコミュニティのイベントに積極的に参
加すること、そしてアルバイトの経験を積むことです。最初の一歩は常に大変です。カナ
ダでの経験があればあるほど、Co-opの就労先が見つけやすくなります。ボランティア活
動やアルバイト経験は労働文化の理解に役立つだけではなく、就職のチャンスも高めてく
れるでしょう。二つ目のアドバイスは冒険心を持つことです。異なっていることに関し
て、正解も間違いも、良いことも悪いこともありません。あなたが冒険心を持つ限り、人
生は沢山の驚きを与えてくれるでしょう！



“あなたが冒険心を持つ限り、
人生は沢山の驚きを与えてくれ

るでしょう！”

"As long as you stay 
adventurous, life will 

give lots of surprises!"




