
留学前の英語力アップのみならず、留学後の継続的なスキルアップを目指す英語プログラムです。

留学のために必要な準備

ターゲットスキル別講座

学習支援（学外講座）

学習支援

『海外留学プレ・ポスト英語プログラム』

海外大学院出願メンターシップ

4回の集中講座を通じ、スピーキングの自習法を理解し、留学志望先が
求めるTOEFL iBT®のセクションスコア取得を目指します。

TOEFL® Speaking Skills

TOEIC L&R® 700超えを目指す学生、 2技能の基礎固めをしてから
4技能英語能力試験の対策をしたい学生を対象に、効果的な自学自習
の方法を指導します。

TOEIC® L&R Skills

TOEIC® Listening & Reading 公式eラーニング ： 全レベル

英語学習オンデマンドセミナー

TOEIC® Listening & Reading 公式eラーニング ： 基礎編

英語学習アドバイジング・オフィスアワー

留学後・就職前準備として、また留学予定者の渡航前準備として、グロー
バルな環境における課題解決能力を身に付けたい学部生を対象とする
2日間の国際共修講座です。

Global Communication Skills

４回の集中講座を通じ、エッセイライティングの自習法を理解し、留学志
望先が求めるTOEFL iBT®/ IELTSTMのセクションスコア取得を目指し
ます。

Essay Writing Skills

レアジョブ英会話（オンライン）

英会話リモートラウンジ

留学予定者向け準備講座

ターゲットスキル別プログラム一覧
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聞く
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読む
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学習支援

TOEIC® L&R Skills

TOEIC® Listening & Reading 公式eラーニング
基礎編・全レベル

Global Communication Skills

英会話リモートラウンジ

英語学習アドバイジング・
オフィスアワー

レアジョブ英会話
(オンライン)

英語学習
オンデマンドセミナー

海外大学院出願
メンターシップ

留学予定者向け
準備講座

TOEFL® Speaking 
Skills Essay Writing Skills

学習支援と合わせて
効率的に学習

明治大学の
海外留学プログラム　
 年度

明治大学の海外留学プログラム［禁無断転載］
発行 ： ２０22年３月　　発行元 ： 明治大学国際教育事務室
〒１０１－８３０１　東京都千代田区神田駿河台１－１　ＴＥＬ ： ０３－３２９６－４490

国別協定校数（一部抜粋）

MEIJI NOW
https://www.meijinow.jp

留学報告書
https://www.meiji.ac.jp/cip/
report/report.html

国際化サポート海外留学奨励金
実績報告書　
https://www.meiji.ac.jp/cip/report/
copy_of_report_short.html

留学体験談
はこちら

文化や習慣の違う国・地域で学び、
グローバル人材の素養を身につけよう！

国名 協定校数

米国 79

中国 35

タイ 34

韓国 30

フランス 29

台湾 25

ベトナム 21

英国 17

ドイツ 15

カナダ 13

国名 協定校数

オーストラリア 12

ロシア 12

イタリア 9

インドネシア 9

スペイン 9

マレーシア 8

フィリピン 7

インド 6

スウェーデン 6

中国 ( 香港 ) 5

国名 協定校数

オーストリア 4

ブラジル 4

オランダ 3

コロンビア 3

シンガポール 3

ニュージーランド 3

ベルギー 3

ポーランド 3

ミャンマー 3

メキシコ 3

 46カ国の国・地域 
 269大学と学生交流のある協定を締結しています。 
※2021年11月現在
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明治大学では、多様な学生のニーズを満たす海外留学プログラムを用意しています。

自分自身に合った海外留学を実現させるためには、各プログラムの違いを知り、それを実現させるための準備が不可欠です。

このリーフレットは、海外留学に必要な情報を集約し、次に起こすべきアクションを示す、ナビゲーション役を務めます。

全学共通国際系プログラム（授業）

留学のための英語力強化

情報収集

グローバル人材育成プログラム

将来、協定留学や海外進学する人材、国際機関や民間企業において世界を舞台に活

躍する人材を育成するための科目群です。

留学フェア（オンライン実施）

各種留学プログラムや、留学経験者による体験談等を紹介します。留学関連情報を網

羅的に収集することができます。

海外留学プレ・ポスト英語プログラム

海外留学の出願時に必要となるTOEFL iBT®やIELTS™、TOEIC®等の英語能力試

験のスコアアップを後押しします。ターゲットスキル別講座に加え、英語学習アドバイ

ジングやオンデマンドセミナー等の学習支援で、留学前・留学後の英語力向上を継続

的にサポートします。

学部間共通外国語

各学部に設置されている外国語科目を補完し、外国語能力の向上を目的としていま

す。会話重視の科目や学部にはない言語科目、国際理解講座や各語学試験に対応し

た科目を開講します。

留学相談（カウンセリング）

大学の留学制度に関する質問や相談だけでなく、自己手配の留学に関する相談など、

留学に関する様々な相談に応じます。専門の留学カウンセラーが対応します。

学生留学アドバイザー

本学の留学制度を利用して海外留学を実現した在学生が、自身の経験を基に留学の

アドバイジングを行います。

国際教育プログラム

文系7学部を対象とした英語で実施する国際関係科目群です。異文化理解、法律・政

治、経済及び文化・歴史等の理解を深めることができます。

詳しくはP.2へ
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留学準備スケジュール（協定留学）

出発時期
春出発 トップユニバーシティ 秋出発

2～3月留学開始 サマープログラム
５～６月

秋出発
８～９月 8～9月留学開始

プログラム区分 交換型/授業料負担型 授業料負担型 交換型 授業料負担型

2022 年

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

2023 年

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

A 学内選考出願

A 学内選考出願

A 学内選考出願B 学内選考

B 学内選考

B 学内選考

B 学内選考

A 学内選考出願

C 協定校出願

C 協定校出願 C 協定校出願

C 協定校出願

D 渡航準備

D 渡航準備

D 渡航準備 D 渡航準備

留学先へ出発！！

留学先へ出発！！

留学先へ出発！！ 留学先へ出発！！

留学について考えよう

グローバル人材を目指そう

≪長期間の海外インターンシッププログラム≫
種別 主催 プログラム名 必要最低語学スコア 申込時学年 派遣時学年 単位認定 留学期間 参加申込締切 留学開始

グローバル人材育成プログラム 
（全学部共通科目） 国際教育センター 長期海外実習（国連ユースボランティア・プログラム） TOEFL iBT ６０、TOEFL ITP５００、

TOEIC（IP含む） ５８５、IELTS ４.５ ２年生～ ２年生～ 〇 １学期間 ４月上旬 ９月下旬

学部間協定留学 国際日本学部 フロリダ州立大学ウォルト・ディズニー・ワールド提携
アカデミック・インターンシップ（授業料負担型留学） TOEFL iBT ６１ １年生～ ２年生～ 〇 １学期間 １１月上旬 翌年８月

≪海外大学の学位が取得できるプログラム（ダブル／デュアルディグリープログラム≫
種別 主催 プログラム名 必要最低語学スコア 申込時学年 派遣時学年 単位認定 留学期間 参加申込締切 留学開始

大学間協定留学 国際教育センター テンプル大学デュアルディグリープログラム（授業料負担型留学） 専攻により異なる ３年生 ４年生 ○ 約２年間 １月中旬 翌年８月

学部間協定留学
政治経済学部 授業料負担型留学（秋・春学期出発／ダブルディグリー） 各協定校の基準に基づく ２年生～ ３年生～ ○ 協定校による 

（１年９カ月～） ７月／１０月 翌年２月／８月

経営学部 ヴィクトリア大学グスタフソン・ビジネス学部 デュアルディグリー・プログラム（授業料負担型留学） TOEFL iBT ９０（各セクション２０） 
IELTS ６.５（各セクション６.０） ２年生 ３年生 ○ ２.５年間 ９月中旬 翌年９月

中・長期留学プログラム

≪語学学習や異文化理解を目的とするプログラム≫
主　催 プログラム名 派遣国・地域 対象学年 他学部生の参加 単位付与 留学開始 留学期間 概算費用

国際教育センター
海外語学研修（夏期） カナダ、イギリス、フィリピン、 

フランス、オーストリア １年生～ 〇 ２単位 ８月上旬 ３～６週間 ２６～５６万円

海外語学研修（春期） アメリカ、カナダ、ニュージーランド、 
オーストラリア、フィリピン、スペイン、中国 １年生～ 〇 ２単位 翌年２月上旬 ３～６週間 ２６～５８万円

文学部 トロント大学短期語学研修プログラム（夏期/春期） カナダ １年生～ × ２単位 ８月上旬／翌年２月上旬 ４週間 ４５～５５万円

農学部
国際農業文化理解プログラム（バリ） インドネシア（バリ島） １年生～ × × ９月上旬 １週間 １０～１２万円

国際農業文化理解（ミシガン州立大学） アメリカ 1年生～ × ２単位 ８月下旬 ２週間 ３０～４５万円

国際日本学部 語学留学（トロント大学） カナダ １年生～ × ２単位 ８月上旬 ３～４週間 ５５万円

≪海外協定大学で講義を受講するプログラム≫
主　催 プログラム名 派遣国・地域 対象学年 他学部生の参加 単位付与 留学開始 留学期間 概算費用

国際教育センター
海外テーマ特化型研修（夏期） アメリカ、イギリス、ベトナム １年生～ 〇 ２単位 ８月上旬 ３～４週間 ３０～１１０万円

海外テーマ特化型研修（春期） アメリカ １年生～ 〇 ２単位 翌年２月上旬 ４週間 ６４～６５万円

法学部

ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・カレッジ夏期法学研修 イギリス ２年生～ ○ ４単位 ８月中旬 ４週間 ６０～６５万円

デ・ラ・サール大学春期法学研修 フィリピン １年生～ ○ ２単位 翌年２月下旬 ２週間 ２５～３０万円

ハワイ大学春期法学研修 アメリカ １年生～ ○ ２単位 翌年２月下旬 ２週間 ４０～４５万円

商学部

EBAプログラム（マッセイ大学） ニュージーランド １年生～ 〇 ２単位 ８月上旬 ３週間 ５０万円

フレンチ・ファッション（MOD’ART INTERNATIONAL） フランス １年生～ 〇 ２単位 翌年２月上旬 ２週間 ５０万円

The World of Australian Wine(WAW) オーストラリア １年生～ 〇 ２単位 翌年２月上旬 ３週間 ５０万円

政治経済学部

ノースイースタン大学短期留学プログラム アメリカ １年生～ 〇 ４単位 ８月初旬 ２～３週間 ５７～６３万円

タイ短期留学プログラム タイ １年生～ 〇 ４単位 ８月初旬 ４週間 ２５～３０万円

西シドニー大学短期留学プログラム オーストラリア １年生～ 〇 ４単位 翌年２月初旬 ３～４週間 ４５～５０万円

ベトナム短期留学プログラム ベトナム １年生～ 〇 ４単位 翌年２月中旬 ４週間 ２０～２５万円
ロンドン大学アジア・アフリカ政治学院（SOAS） 
IFCELSサマースクールプログラム イギリス １年生～ 〇 ２単位 ７月末～９月初旬 ３～６週間 １６００～３０００￡

ケンブリッジ大学ICE　インターナショナルサマープログラム イギリス １年生～ 〇 ２単位 ８月上旬 ２週間 １４００～２８００￡

経営学部

IBP(International Business Program) A アメリカ １年生～ × 合計３単位 ８月中旬 ４週間 ５５～８０万円

IBP(International Business Program) B アメリカ １年生～ × 合計３単位 翌年２月中旬 ４週間 ４５～６０万円

ISIBM（International Summer Institute for Business Management） カナダ １年生～ × 最大６単位 
認定 ８月上旬 ３週間 4,462.50

カナダドル

文学部 ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院（SOAS）IFCELS短期研修プログラム イギリス １年生～ × 学部の定める
条件のもと認定 ７月～９月中旬 ３～６週間 １７～３０万円

≪海外インターンシップ、ボランティア、フィールドワークを実施するプログラム≫
主　催 プログラム名 派遣国 対象学年 他学部生の参加 単位付与 留学時期 留学期間 概算費用

国際教育センター

短期海外実習（秋学期） 台湾、ベトナム １年生～ 〇 １単位 １１月上旬（大学祭期間） １週間 １４～１８万円

短期海外実習（春期） アメリカ、タイ １年生～ 〇 １単位 翌年２月上旬 ２週間 ２９～４７万円

海外実習（夏期） オーストラリア、ベトナム １年生～ 〇 ２単位 ８月上旬 ４週間 ３４～６２万円

海外実習（春期） タイ、ベトナム １年生～ 〇 ２単位 翌年２月上旬 ４週間 ３４～４０万円

商学部 日韓ランゲージエクスチェンジパートナーシップ構築プログラム（ソガン大学） 韓国 １年生～３年生 〇 ２単位 翌年３月上旬 ３週間 ３０万円

理工学部 国際実習タイプログラム タイ ２年生～ 
（２０１５年度以降入学者） × ２単位 ９月上旬 ２週間 １０～１５万円

農学部 国際農業文化理解（タイ） タイ ２年生～ × ２単位 ９月上旬 ２週間 １２～１５万円

経営学部
グローバル・サービスラーニング(GSL) A ネパール １年生～ × ２単位 ９月上旬 ２週間 １５～２０万円

グローバル・サービスラーニング(GSL) B フィリピン（セブ） １年生～ × ２単位 翌年２月下旬 ２週間 １５万円

情報コミュニケーション学部

アセアン学生交流プログラム/国際交流（タイ） タイ １年生～ × ２単位 ８月下旬 ２週間 １４万円

インドシナ経済回廊研修プログラム/国際交流（インドシナ） ベトナム、タイ、カンボジア １年生～ △ ２単位 翌年２月下旬 ３～４週間 ３０万円
ニュージーランドロケ体験プログラム～アクティブラーニング・アドバンスコース～/
国際交流（メディア） ニュージーランド １年生～ 〇 ２単位 翌年２月下旬 ２週間 ４３万円

国際日本学部 海外ボランティアプログラム インドネシア １年生～ × ２単位 ８月上旬 ３週間 ２６万円

明治大学では、学部生、大学院生の皆さんが、在学中に１学期間から１学年
間の中・長期留学ができる海外留学制度を設けています。
この中・長期留学制度には、《協定留学》と《認定留学》という２つの形態があ
ります。ここでは、海外協定大学で正規授業を履修する《協定留学》の概要
を説明します。
※協定留学の詳細及び認定留学については、海外留学の手引きを参照してください。

※1 国際教育センターが定めた特定の留学プログラムが助成の対象です。
※2 国際日本学部のアカデミック留学・インターンシッププログラム参加者は対象外です（国際日本学部独自の助成制度あり）。
※3 留学期間により助成額が異なります。
その他申請要件については、各助成金の募集要項及び参加プログラムの募集要項を必ずご確認ください。
金額、人数は2022年3月の内容に基づき記載しており、変更される可能性があります。
上記助成金に加え、（独）日本学生支援機構（JASSO）の 海外留学支援制度に採択されている海外留学プログラムや、その他外部
機関等により支援されている海外留学プログラムもあります。また、外部団体の奨学金情報は大学HPで確認することができます。

番号 名称 金額 人数

1  海外トップユニバーシティ留学奨励助成金 ※１
 (1) 300万円（上限）
 (2) 100万円（上限）

 (1)約5名
 (2)約35名

2  外国留学奨励助成金（海外留学授業料助成） ※２  本学の授業料相当額（上限）  約60名

3  外国留学奨励助成金（海外留学経費助成）  30万円（上限） ※3  約170名

4  国際化サポート海外留学奨励金  4～7万円
 約200名

5  国際化サポート海外留学奨励金 対象のオンラインプログラムは2万円

6  各学部における助成  約3～13万円  参加プログラムによる

1  or 2 + 3

対象の助成金 対象の助成金

3

対象の助成金

4

対象の助成金

5

対象の助成金

6

YES

YES YES

YES

NO

NO NO

NO

留学先の授業料を支払う

国際教育センター主催の
短期プログラムに参加する

プログラム費用が30万円以上する

留学する際に申請できる助成金・奨学金（明治大学のプログラムに参加）

短期留学プログラム
【主　催】 「国際教育センター」のプログラムは、所属学部に関係なく参加できます。

【他学部生の参加】 「〇」主催学部以外の学生も参加できます。
 「△」定員に空きがある場合に、主催学部以外の学生も参加できます。
 「×」主催学部に所属する学生のみ参加できます。

各プログラムの申込時期は、留学時期のおおよそ４～５カ月前です。
掲載されている内容は２０２１年12月時点の内容です。
概算費用は２０１９年度時点の参考費用です。
新型コロナウィルス感染症の影響によりプログラムの実施可否や実施方法が変更される場合があります。
申込に際しては、各プログラムの最新の募集要項を必ずご確認ください。

協定留学または認定留学の
制度を利用して留学する

留学先
明治大学が協定を締結している高等教育機関等
　　　　　　　 　　>> 最新の協定校はこちら

留学時期／期間

【1】春出発（2-3月留学開始）／ 1学期間 or1学年間

【2】サマープログラム（5-6月留学開始）／ 2-3カ月

【3】秋出発（8-9月留学開始）／ 1学期間 or1学年間

外国語要件
【英語で出願】TOEFL iBT 61 または IELTS 5.5 以上が必要。条件は協定
校により異なります。

【その他言語で出願】各協定校の定めによります。

授業料
【交換型】明治大学のみに学費を納入します。

【授業料負担型】明治大学の学費及び留学先の授業料を納入します。

単位
留学先で修得した単位が、所属学部・研究科において明治大学の卒業要件
単位として認定される可能性があります。

掲載されている内容は２０２１年１２月時点の内容です。
新型コロナウィルス感染症の影響によりプログラムの実施可否や実施方法が変更される場合があります。
申込に際しては、各プログラムの最新の募集要項を必ずご確認ください。

協定留学

海外留学の
手引き

▼

他言語を話せるだけではなく、日本とは違う、
色々な価値観を持つ国や地域で活躍できる人材が、世界中で求められています。
多様な価値観の中で生活し、学ぶことができる留学の経験は、グローバル人材としての第一歩に最適です！

関口義稀　政治経済学部経済学科卒業

就職先：東日本電信電話株式会社（NTT 東日本）

　みなさんこんにちは！2020年に政治経済学部を卒業した関口です！現在は日本の
ITインフラを支える企業に就職し、日々、切磋琢磨しながら仕事しています。
　私は学生時代にUCバークレーのサマーセッションへ参加しました。留学先では現代
経済学を履修し、現地の生徒と刺激的な生活を過ごしました。時には課題が難しく挫折
しかけることもありました。しかし、この時の頑張った経験が、現在の積極性やチャレン
ジ精神へとつながっています。
　仕事では、外資系企業との交渉や、契約を交わす際に英語を使う場面があったり、現
地での生活の中で日本と海外の違いを学んだこと等、留学の経験を仕事で活かせてい
ると感じています。
　ぜひ、参加されてみてください！きっといい経験ができますよ。

3 4 5 6

▶自分の将来像を想像し、その実現のための留学プ
ランを考えよう。

　短期、中・長期留学プログラム（→P.3〜5）の表を
参考に、どの国・地域に、どのような方法で留学し
たいか調べましょう。

▶申込時期を確認し、留学に向けて行動しよう！

▶就職キャリア支援センター主催の就職セミナーに
参加して、グローバル人材として活躍する将来を
想像しよう。

▶留学を通じて何を手に入れたいか、留学経験をど
のように活かしたいか考えましょう。

▶留学の応募スケジュール等、留学に関する情報を
集めてみよう。

　「留学を考え始めたら・・・」（→P.1）を利用して情報
を集めると効率的です。

▶留学と就職活動について調べてみよう。
　就職に取り掛かる時期や、留学の最中にやってお

くべきことを確認しましょう。

▶受験勉強で身に付けた力を無駄にしないよう、語
学の勉強を継続しましょう。留学しなくても役立ち
ます。

▶思い立ったら留学に向けて行動できるよう、語学
能力試験（TOEFL®, IELTSTM）を受験する気持ち
で勉強しましょう。

▶プレ・ポスト英語学習プログラム（→P.2）の活用が
効果的です。　
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