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私を成長させてくれたのは、時間ではなく経験です！

y name is Yue Liang,  from Beijing, China. 
As a dual degree graduate, I exchanged to 
Sweden Jönköping University at my last M

term of undergraduate studies and completed my 
bachelor degree from University of Victoria 
(Bachelor of Commerce) and Beijing Jiaotong 
University (Business of Administration) in 2017. 
After that, I chose to continue my postgraduate 
studies and enrolled in the Master of Global Business 
Program at the UVIC. Currently, I am working as a 
Marketing and Communications Coordinator at the 
International Programs Office at Gustavson School of 
Business.

私は中国・北京出身のYue Liangです。デュアルデ
グリープログラムの学生として、学士号課程最後の
学期にスウェーデンのヨンショーピング大学へ交換
留学し、2017年にビクトリア大学（商学士）と北
京交通大学（経営学）から学士号を取得しました。
その後、大学院への進学を選び、ビクトリア大学の
グローバルビジネス修士課程に入学しました。現在
は、ガスタフソン・ビジネススクールの国際課で
マーケティング・コミュニケーションコーディネー
ターとして勤務しています。



1. How did you decide to come to UVic?

What did you expect to learn from here?

And what is the most valuable part of the

BCom Program?

I’ve planned to study overseas since high 

school. When I was admitted by Beijing 

Jiaotong University, I applied to enroll into the 

international program. My home University 

has a lot of dual degree partners in US, 

Canada and Australia. I chose UVic because of 

its good reputation, the co-op program and 

the safety issue. I expected the dual degree 

program could add value to my degree, 

improve my English skills and make more 

friends around the world.The cross-cultural 

teamwork, case-based and project-based 

study and exchange experience are the most 

valuable parts for me. It developed my global 

awareness, cross-culture communication and 

problem-solving skills. I’ve learned the key to 

bridging the cultural gaps is to build trust and 

to create shared value in a diverse team. 

Through the case study, I gained knowledge 

of how those international companies adopt 

different strategies in a global market, which 

can be applied flexibly for my projects.

1. ビクトリア大学へ来ることをどのように決
めましたか？ここで何を学ぶことを期待して
いましたか？商学士課程で最も価値のあるも
のは何ですか？

高校の時から海外へ留学することを考えてい
ました。北京交通大学への入学が決まった
時、インターナショナルプログラムへの入学
を志願しました。私の大学はアメリカ、カナ
ダ、オーストラリアに沢山のデュアルデグ
リー提携校を持っています。大学の良い評
判、Co-opプログラム（有給インターンシッ
プ）、そして治安の良さからビクトリア大学
を選びました。デュアルデグリープログラム
は私の学士号課程の価値を高めてくれ、英語
を上達でき、世界各国の友達を作れると思い
ました。異文化チームワーク、ケースススタ
ディ＆プロジェクトスタディ、そして交換留
学が私にとって最も価値のある経験です。そ
れらは私のグローバル認識、異文化コミュニ
ケーション力、問題解決能力を高めてくれま
した。文化のギャップを埋めるカギは信頼を
築くこと、そして多様なチームの中で共通の
価値観を作り上げていくことです。ケースス
タディを通して、どのように世界的企業がグ
ローバル市場において様々な戦略を導入して
いるかを学ぶことができ、私はそれらをプロ
ジェクトに柔軟に生かすことができました。



2. Would you like to tell us something about 
your exchange term?

I like to explore new things. The exchange 
term gave me a unique way to see the world 
differently. The four months in Sweden, I 
studied basic Swedish and gained a deeper 
understanding of many local brands and 
companies; have learned that Sweden is the 
most gender-friendly countries, it is very 
common for Swedish fathers stay home to take 
care of their children; got to know that the 
long-distance bus in Sweden is more useful 
than the train because the harsh climate in 
winter is more likely to cause the train delay. 

During the term break, I travelled to the Czech 
Republic, Germany, Luxembourg, and France. 
In Prague, I took the deepest subway in 
Europe. In Paris, I drank the most delicious hot 
chocolate in front of the Louvre. After the 
exchange semester, I did not go back home 
immediately, and continued to travel to 
Greece, Italy and Denmark. Before going to 
Greece, I saw lots of negative comments about 
Greece on different travel blog sites. I came to 
Athens with the bias, but I was so surprised by 
everything I saw and experienced there! I lived 
in the district of “Old Athens” where nearby 
most of the tourist attractions. I didn’t have 
any feeling of dangerous, on the contrary, 
Greece gave me a sense of holy and peaceful. 

The historic sites bathed in the sun’s rays 
as if the clock stopped at Ancient Greece 
period. The Café and restaurants with 
tables on their terraces were hidden in the 
alleyways where tourists and locals were 
enjoying their cheerful talk. I do believe if I 
did not go to Greece, I must keep the bias 
for that country for a long time. My 
exchange experience taught me the best 
way to learn a country is to visit there in 
person. I really enjoy the way to draw the 
picture of the world based on my 
personal experience instead of the 
comment from others.

交換留学中に行ったスイス旅行での写真



2．交換留学について教えてください

私は新しいことを探求することが好きです。交
換留学は世界を違った視点で見るユニークな方
法を教えてくれました。スウェーデンでの4か月
間、私はスウェーデン語の基礎を学び、多くの
現地企業やブランドについて深く理解すること
ができました。またスウェーデンは最も性差別
の少ない国であることを学びました。スウェー
デンの父親が家で子供の面倒を見ることはごく
普通のことです。またスウェーデンでは長距離
バスのほうが電車より便利なこともわかりまし
た。冬の厳しい気候は電車の遅延を招くからで
す。学期休みにはチェコ、ドイツ、ルクセンブ
ルク、フランスへ旅行しました。プラハでは、
ヨーロッパで最も深い地下鉄に乗りました。パ
リではルーブル美術館の前で最高のホットチョ
コレートを飲みました。交換留学の学期が終
わった後は、すぐに家には帰らずギリシャ、イ
タリア、デンマークへ旅行しました。ギリシャ
に行く前、様々な旅行サイトのブログでギリ
シャに関するネガティブなコメントを多く目に
しました。偏見を持ったままアテネへ向かいま
したが、私は見て経験したすべてのものに驚き
ました！大半の観光地の近くに位置する“オール
ドアテネ“地区に滞在しました。危険を感じるこ
とはなく、むしろギリシャは神聖と平和の感情
を与えてくれました。史跡は太陽の光に照らさ
れ、それはまるで古代ギリシャ時代で時が止
まっているかのようでした。テラス席のあるカ
フェやレストランは路地に隠れており、観光客

と現地の人々が活気の良い会話を楽しんでい
ました。もしギリシャへ行っていなければ、
私は偏見をずっと持っていたことでしょう。
交換留学の経験は、その国を知りたければそ
の国に直接行くことが最高の方法であること
を教えてくれました。誰かの意見ではなく自
分自身の経験に基づいて世界の絵を描いてい
くことをとても楽しんでいます。

3. Overall your time of being an MGB
student, what did you learn from your
Master degree?

I became more objective and brave to make 
friends around the world! I learned about the 
cultural differences both inside and outside 
the classroom. My classmates are from 
different districts and countries, Canada, 
South Korea, France, Mainland China, Taiwan, 
Sweden, Egypt, India, Iran, Palestine, Ghana, 
and Nigeria. We studied, travelled and had 
fun together during the past year. The 
program established a family tie between us. 
Even now, we are doing the internship in 
different places, but the distance doesn’t 
stop our relationship.
Culture matters in Business! I have learned a 
lot of cultural theories to help me 
understand masculine and feminine society; 
the direct or indirect communication style; 
and differing cultural sensitivities to 
hierarchy. I learned how to use the right 



strategy to handle cross-cultural business 
negotiations. Additionally, it also provided a 
great opportunity for me to deepen my self-
reflection to understand my own maternal 
culture. The living experience in Victoria, 
Montpellier and Seoul gave me a 
comprehensive understanding of the 
comparative socio-economic environment of 
North America, Asian and Europe.

3．グローバルビジネス修士課程での期間、プ
ログラムから何を学びましたか？

私はさらに客観的になり、世界中の友達を作る
勇気を得ました。教室内外で文化の違いを学び
ました。私のクラスメイトはカナダ、韓国、フ
ランス、中国本土、台湾、スウェーデン、エジ
プト、インド、イラン、パレスティナ、ガー
ナ、ナイジェリアなど様々な国・地域から来て
いました。この数年間で私たちはともに学び、
旅行し、楽しい時間を過ごしました。プログラ
ムは私たちに家族の絆を与えてくれました。異
なる場所でインターンシップをしている今で
も、距離は私たちの関係を止めることはできま
せん。
ビジネスでは文化は重要です！私は男性・女性
社会を理解するための多くの文化的理論、直接
的・間接的コミュニケーション方法、ヒエラル
キーに対する異なった文化的感じ方を学びまし
た。異文化ビジネス交渉に対応するための正し
い戦略の使い方を学びました。さらには自分を
深く省みる機会を与えてくれ、自分自身の文化
をさらに理解することができました。ビクトリ
ア、モンペリエ、ソウルでの生活は、北アメリ
カ、アジア、ヨーロッパの比較社会経済環境の
包括的な理解を高めてくれました。

4. How the BCom and MGB program
improve your professional development?

The BCom and MGB program provided me 
with the skills to understand business issues 
on a global market. Especially the MGB 
program, which gives me the chance to 
study and work in France, South Korea and 
Canada. The two international consulting 
projects in South Korea was a tremendous 
learning experience. Not only did I have a 
more practical understanding of being a 
professional consultant, but I also exercised 
my ability to work effectively with 
individuals and organizations from different 
parts of the world. CanadaIn the first two 
weeks in Seoul, I worked with four 
colleagues to develop a global pricing 
strategy for a small and medium-sized skin 
care company. I need to overcome the 8-
hour time difference quickly, but I also need 
to overcome cultural barriers and 
understand customer needs as soon as 
possible. Everything is like the feeling of 
racing against time. My second consulting 
client is “LG household & healthcare,” one of 
the largest cosmetics companies in Korea. I 
worked with 11 colleagues to develop a 
marketing strategy for clients to improve the 
performance of their core products in the US 
market. We were invited to visit the 
headquarters and meet with the supervisor, 
and reported directly to the divisional 
leadership team.



I have got enough time for this project, but 
things usually come up that I didn’t anticipate. 
A large multinational company usually has a 
well-developed global mindset, so the client 
would especially ask my team and I to work 
out of the box. Sometimes, I had to deal with 
the problems caused by different cultures 
between colleagues, professors and client. It 
provided me with the opportunity to apply 
the cross-cultural management theory that I 
learned from the classroom to the real 
workplace. I believe that my BCom and MGB 
program experience played a key role in 
landing my current job at UVic.

4．商学士号課程とグローバルビジネス修士号
課程はどのようにあなたの専門的能力の開発
を向上しましたか？
商学士号課程とグローバルビジネス修士号課
程は、グローバル市場でのビジネス問題を理
解するためのスキルを与えてくれました。特
にグローバルビジネス修士号課程はフラン
ス、韓国、カナダで学び働く経験を与えてく
れました。韓国での二つの国際的コンサル
ティングプロジェクトは大変学ぶことが多い
経験でした。プロフェッショナルのコンサル
タントとしての実用的な理解を深めただけで
はなく、世界のあらゆる場所からくる機関や
個人と効果的に働く力を発揮することができ
ました。
ソウルでの最初の二週間は、4人の同僚ととも
に中小規模のスキンケア会社のグローバル価
格戦略を作り上げました。8時間の時差をすぐ

に克服し、文化の壁を乗り越え、顧客のニーズ
を早く理解する必要がありました。すべては時
間との戦いでした。二つ目のコンサルティング
の顧客は韓国の最大化粧品会社の一つであ
る“LG household & healthcare”でした。11人の
同僚と共に、アメリカ市場における彼らの主力
商品の売り上げ向上のためのマーケティング戦
略に取り組みました。私たちは本社に招かれ上
司に会う機会をいただき、部門の経営陣に直接
報告することができました。このプロジェクト
のための時間は十分にありましたが、予期せぬ
出来事はよく起こります。多国籍大企業は長け
たグローバルな発想を持っており、顧客はチー
ムと私に枠にとらわれずに働くことを求めまし
た。時には同僚、教授、顧客の異なる文化に
よって生じた問題に対処しなければなりません
でした。それは教室で学んだ異文化経営論を実
際の職場で応用する機会を与えてくれました。
商学士号課程とグローバルビジネス修士号課程
は、現在のビクトリア大学での仕事にたどり着
くために重要な役割を果たしたと思います。

韓国での初めてのコンサルティングプロジェクト



5. What’s your advice to students who are planning to study abroad?

What makes me grow is not time, but the experience! My advice would be enjoying 
every moment during your exchange term, whether it is happiness or sadness. And 
don’t let challenges and un-knowing stop you exploring the rest of the world.

5．交換留学を考えている学生へのアドバイスは何ですか？

私を成長させてくれたのは時間ではなく経験です！私のアドバイスは、幸せなことで
あっても悲しいことであっても、交換留学中のすべての瞬間を楽しむことです。そし
て、困難や未知に臆さず、世界中の他の国々を探求していってください。

BCom 3年生
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ソウル、韓国

Co-op一回目・二回目
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