2019 年度 交換留学募集案内
1. 交換留学に関する問い合わせ
交換留学に関するホームページ

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台１-１ グローバルフロント 2 階

交換留学に関する問い合わせ先

明治大学 国際教育事務室
E-mail: exchange@meiji.ac.jp TEL: 03-3296-4488 FAX: 03-3296-4360

2. 交換留学に関する情報
次の情報は，Fact Sheet に掲載していますので，Fact Sheet をご覧ください。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

交換留学プログラムの特徴
明治大学のキャンパスに関する情報
交換留学生用宿舎
学年暦
奨学金について
授業・日本語授業について
試験・成績・成績証明書
日本での生活費
カリキュラム・教員一覧・シラバス

3. 出願期間・受入決定時期
【受入決定までのスケジュールと出願方法】
＜2019 年 4 月入学＞

Step 1.
大学担当者から exchange@meiji.ac.jp に志願学生
情報をご連絡ください。

2018 年 8 月 21 日～9 月 27 日
＜2019 年 9 月入学＞
2019 年 1 月 15 日～2 月 21 日

Step 1. 交換留学の候補者がいる場合には，大学担当者から必ず以下の内容をメールにて exchange@meiji.ac.jp まで
ご連絡ください。
1）候補者の名前（英語／漢字）

2）明治大学での志望学部／研究科

3）希望する留学期間

4）国際日本学部志願者が 2 名以上いる大学は，志願者の優先順位。

＜2019 年 4 月入学＞
2018 年 8 月 21 日～9 月 27 日

Step 2.
オンライン出願受付期間

＜2019 年 9 月入学＞
2019 年 1 月 15 日～2 月 21 日

Step 2. 下記ホームページより，志願学生がオンライン出願を行ってください。
http://www.meiji.ac.jp/cip/exchange/
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オンラインで出願後，志願学生と大学担当者へ自動確認メールが届きます。万が一自動返信メールが
届かない場合には exchange@meiji.ac.jp までご連絡ください。

Step 3.

＜2019 年 4 月入学＞

日本語能力試験の認定書（N1 以外は 2017 年度または

2018 年 8 月 21 日～10 月 4 日

2018 年度に受験し，合格した認定書）を提出できない学
生は明治大学日本語オンラインテストを受験してくださ ＜2019 年 9 月入学＞
2019 年 1 月 15 日～2 月 28 日
い。
Step 3. オンライン出願での情報をもとに，明治大学が出願資格を確認します。日本語能力試験（JLPT）の認定書（N1 は
受験した年を問いません。N1 以外は，2017 年度または 2018 年度に受験し，合格した認定書）を提出できない学
生は，明治大学日本語オンラインテストを受験していただきます。明治大学日本語オンラインテストに関する案
内は，大学担当者にメールで送信します。
（有効な日本語能力試験の認定書を提出できる学生と，英語で授業を実施する学部・研究科を志願する学生は
明治大学日本語オンラインテストを受験する必要はありません。）

＜2019 年 4 月入学＞
2018 年 8 月 21 日～10 月 11 日（必着）

Step 4.
出願書類の郵送

＜2019 年 9 月入学＞
2019 年 1 月 15 日～3 月 7 日（必着）

Step 4. 大学担当者より明治大学国際教育事務室に 5 ページと 9 ページに書かれた出願書類を出願期間内に郵送にて
お送りください。オンライン出願だけでは，出願は完了しませんのでご注意ください。
2019 年 4 月入学は 2018 年 10 月 11 日までに，2019 年 9 月入学は 2019 年 3 月 7 日までに，郵送で出願書類
が届いた方を，出願が完了したとみなします。

＜2019 年 4 月入学＞

Step 5.
「在留資格認定証明書交付申請書」をエクセルファイル
で，exchange@meiji.ac.jp にお送りください。

2018 年 8 月 21 日～10 月 11 日
＜2019 年 9 月入学＞
2019 年 1 月 15 日～3 月 7 日

Step 5. 「在留資格認定証明書交付申請書」のみエクセルファイルで exchange@meiji.ac.jp にお送りください。
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＜2019 年 4 月入学＞
2019 年 1 月～2 月頃

受入決定
大学担当者へ受入の決定通知とビザ書類を送ります。

＜2019 年 9 月入学＞
2019 年 6 月頃

＜2019 年 4 月入学＞
2019 年 3 月 17 日の週【予定】

来日（入寮日）

＜2019 年 9 月入学＞
2019 年 9 月 1 日の週【予定】
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4-1. 日本語で授業を実施する学部・研究科について
(1) 【出願資格】
①明治大学の協定校の学生であること。
②以下の日本語能力の条件を満たすこと。ただし，日本語能力試験の認定書（N1 以外は，2017 年度または 2018 年度に
受験し，合格した日本語能力試験の認定書）を提出できない場合は，明治大学日本語オンラインテストを受験し，出願
資格相当またはそれ以上の日本語能力を有していると判定されれば出願可能です。
日本語能力試験

学部

（N1 以外は，2017 年度または 2018 年度に受験し，合格した日本語能力試験。）

法学部

N4 以上

商学部

N4 以上

政治経済学部

N4 以上

文学部 日本文学専攻

N2 以上

文学部 英米文学専攻，演劇学専攻，文芸メディア専攻，日本史学専攻，西洋史

N3 以上

学専攻，考古学専攻，臨床心理学専攻，現代社会学専攻

文学部

ドイツ文学専攻，フランス文学専攻，アジア史専攻，地理学専攻

N4 以上

理工学部

N4 以上

農学部

N4 以上

経営学部

N4 以上

情報コミュニケーション学部

N4 以上

国際日本学部

N2 以上

総合数理学部

N4 以上
日本語能力試験

研究科

（N1 以外は，2017 年度または 2018 年度に受験し，合格した日本語能力試験）

法学研究科

N4 以上

商学研究科

N3 以上

政治経済学研究科

N4 以上

経営学研究科

N4 以上

文学研究科 日本文学専攻

N2 以上

文学研究科 英文学専攻，演劇学専攻，文芸メディア専攻，
史学専攻（日本史学専修，西洋史学専修，考古学専修），
臨床人間学専攻（臨床心理学専修，臨床社会学専修）

N3 以上

文学研究科 仏文学専攻，独文学専攻，史学専攻（アジア史専修），地理学専攻

N4 以上

理工学研究科

N4 以上

農学研究科

N4 以上

情報コミュニケーション研究科

N2 以上

教養デザイン研究科

N2 以上

先端数理科学研究科

N4 以上
N1

国際日本学研究科 日本語学・日本語教育学研究

N4 以上

国際日本学研究科 英語教育学研究
国際日本学研究科 ポップカルチャー研究，日本企業・社会システム研究，
多文化共生・異文化間教育研究，文化・思想研究

N2 以上
ただし，文化・思想研究においては指導教員により，Ｎ１
を求める場合がある。
N1

グローバル・ビジネス研究科
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(2) 【出願書類】

所定書式は http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html よりダウンロードしてください。

提出方法

提出書類

締切り

志願票（日本語で入力してください）
(1)

健康に関する申告，日本語学習に関するアンケート
日本語能力試験の認定書の写し（PDF）

オンラインで送信
http://www.meiji.ac.jp/cip/exchange/
(2)

【2019 年 4 月入学】
2018 年 9 月 27 日まで

N1 以外は 2017 年度または 2018 年度に受験し，合格し
た認定書の PDF。
【2019 年 9 月入学】
提出できない学生は明治大学日本語オンラインテスト
を受験する必要があります。明治大学日本語オンライ
ンテストについては 2 ページを参照してください。

(3)

志願者と交換留学担当者の署名（所定書式）

(4)

宿舎希望届（所定書式）

(5)

健康診断書（所定書式）

2019 年 2 月 21 日まで

成績証明書
(6)

郵送で送付

(7)

推薦状

(8)

パスポートの写し（顔写真のページ）

(9)

証明写真 6 枚 （3cm×4cm)
在留資格認定証明書交付申請書に記載した支弁額の
裏付けとなる書類（いずれか１点）。英語もしくは日本
語に限ります。

【2019 年 4 月入学】

1. 本人または支弁者名義の銀行口座の残高証明書

【2019 年 9 月入学】

2. 本人または支弁者の預金通帳のコピー

2019 年 3 月 7 日まで

【宛先】
〒101-8301 東京都千代田区
神田駿河台１-１
グローバルフロント 2 階

公式な成績証明書 （大学からの押印・サインがあるも
の。）
英語もしくは日本語に限ります。

(10)

明治大学 国際教育事務室

2018 年 10 月 11 日まで

3. 支弁者名義の収入証明書
4. 奨学金の受給証明書（受給期間が留学期間と一致する
ようにしてください。）

学習計画書（学部志願者）（所定書式）
(11)

研究計画書（大学院志願者）（所定書式）
日本語で記入してください，1,000 字～2,000 字。
国際日本学部（English Track 以外）志願者のみ

(12)

第二志望学部の学習計画書（所定書式）
日本語で記入してください，1,000 字～2,000 字。
在留資格認定証明書交付申請書（所定書式）

【2019 年 4 月入学】
2018 年 10 月 11 日まで

エクセルファイルで
exchange@meiji.ac.jp に送信

(13)

所定書式のエクセルファイルに入力して，
exchange@meiji.ac.jp にお送りください。（郵送の必要は
ありません）

【2019 年 9 月入学】
2019 年 3 月 7 日まで
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（3）【受入人数の制限について】
国際日本学部への志願者が多数いる場合は，受入人数に制限を設ける場合があります。
国際日本学部への志願者が 2 名以上になる大学は必ず優先順位をつけてください。

（4）【留学期間について】
志願票提出後の留学期間の変更（1 学期間から 1 年間，1 年間から 1 学期間）は認めていませんので，事前に決めたう
えで出願してください。

（5）【指導教員の選択について】
①以下の表にある「指導教員を選択する」必要のある学部及び研究科の志願者はオンライン志願票に志望する指導教
員を第三希望まで記入してください。オンライン志願票に，志望する指導教員を記入しますが，オンライン志願票に記
載した教員に必ず決まる訳ではありません。来日時に行う面談により，受入の学部・研究科が指導教員を最終決定し
ます。
②以下の表にある「指導教員を選択しない」学部の志願者はオンライン志願票の指導教員記入欄は記入しないでくださ
い。来日時にアカデミックアドバイザー等が学習及び履修計画作成のサポートを行います。
学部・研究科
学部
①指導教員を選択する

商学部・理工学部・農学部
法学研究科・商学研究科・政治経済学研究科・経営学研究科・文学研究科・

大学院

理工学研究科・農学研究科・情報コミュニケーション研究科・教養デザイン研究
科・先端数理科学研究科・国際日本学研究科・グローバル・ビジネス研究科

②指導教員を選択しない

学部

法学部・政治経済学部・文学部・経営学部・情報コミュニケーション学部・
国際日本学部・総合数理学部

（6）【注意事項】
修学上特別な配慮を必要とする学生については，できるだけ早く，必ず国際教育事務室へお知らせください。本学にお
いて，特別な配慮に関する対応の可否を検討させていただきます。
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4-2. 英語で授業を実施する学部・研究科について
(1) 【出願資格】
①明治大学の協定校の学生であること。
②以下の条件を満たすこと。
(a)2016 年 9 月以降に下記のいずれかの試験を受験しており，有効な公式スコアが提出できる学生。その他の出願条件
がある場合にはそれを満たしてください。
(b)高校の正規教育全ての学年を英語で受けた学生，もしくは大学の正規教育を英語で受けている学生は下記の試験の
公式スコアを提出する必要はありません。

学部

政治経済学部
（英語科目のみ履修）

経営学部
（英語科目のみ履修）

TOEFLⓇiBT

TOEICⓇ

IELTS
(Academic)

61 点以上

600 点以上

5.0 点以上

71 点以上

710 点以上

5.5 点以上

Cambridge
ESOL

TOEFLⓇ
PBT

ヨーロッパ
言語共通枠
（CEFR）

500 点以上

FCE 以上

国際日本学部（English Track）
英語試験の公式スコアの提出に
問題や不明点がある場合は，
出願期間前に，国際教育事務
室に相談してください。

研究科

ガバナンス研究科（English Track)
専門職大学院 専門職学位課程

理工学研究科 建築・都市学専攻
国際建築都市デザイン系

グローバル・ビジネス研究科
専門職大学院 専門職学位課程

グローバル・ガバナンス研究科
博士後期課程

80 点以上

6.0 点以上

Overall Score

TOEFLⓇiBT

TOEICⓇ

IELTS
(Academic)

Cambridge

76 点以上

710 点以上

5.5 点以上

FCE 以上

76 点以上

710 点以上

5.5 点以上

FCE 以上

76 点以上

5.5 点以上

79 点以上

6.0 点以上
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B2 以上

169 以上

ESOL

TOEFLⓇ
PBT

その他の
出願条件

※1
8 ページ参照

※2
8 ページ参照

※3
8 ページ参照

その他の出願条件
※1 ガバナンス研究科（English Track) 専門職大学院 専門職学位課程
公共政策に関わる学士号を有し，なおかつ，公共政策に関わる実務経験を有しているか，行政学・政治学・経済学の
基礎科目を既に履修・修得している学生。
※2 理工学研究科 建築・都市学専攻 国際建築都市デザイン系
建築学に関わる学士号を有し，なおかつ，現在建築学に関連する課程に在学する学生。
※3 グローバル・ビジネス研究科 専門職大学院 専門職学位課程
GMAT スコアを持っている場合は参考資料として提出してください。なお，提出は任意です。
英語での授業履修は下記の科目に限定されていることを理解している学生。なお，授業は，平日午後 6 時 55 分から
10 時までと，土曜日午前 9 時から行われます。
Business Case Study
English communication in Global Business settings
Introduction to Finance
グローバル・ビジネス・スタディ
ビジネス・コミュニケーション
マーケティング・イノベーション
グローバル消費者価値とライフスタイル
多文化チームマネジメント
ウイズダム・リーダーシップ
ウイズダム・リーダーシップ（演習）
非営利組織の会計（演習）
ビジネス・タックス
グローバル・マーケティング
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(2) 【出願書類】 所定書式は http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html よりダウンロードしてください。
提出方法

提出書類
(1)

志願票（英語で入力してください）
健康に関する申告，日本語学習に関するアンケート

締切り
【2019 年 4 月入学】
2018 年 9 月 27 日まで

（2）

2016 年 9 月以降に受験した，7 ページに書かれた有効な
公式スコア（PDF）。
ただし，高校の正規教育全ての学年を英語で受けた学 【2019 年 9 月入学】
生，もしくは大学の正規教育を英語で受けている学生は
2019 年 2 月 21 日まで
公式スコアを提出する必要はありません。

(3)

志願者と交換留学担当者の署名（所定書式）

(4)

宿舎希望届（所定書式）

(5)

健康診断書（所定書式）

オンラインで送信
http://www.meiji.ac.jp/cip/exchange/

成績証明書
(6)

(7)

推薦状

(8)

パスポートの写し（顔写真のページ）

(9)

証明写真 6 枚 （3cm×4cm)
在留資格認定証明書交付申請書に記載した支弁額の
裏付けとなる書類（いずれか１点）。英語もしくは日本語
に限ります。

【2019 年 4 月入学】

1. 本人または支弁者名義の銀行口座の残高証明書

2018 年 10 月 11 日まで

郵送で送付
【宛先】
〒101-8301 東京都千代田区

公式な成績証明書 （大学からの押印・サインがあるも
の。）
英語もしくは日本語に限ります。

(10)

神田駿河台１-１

2. 本人または支弁者の預金通帳のコピー
3. 支弁者名義の収入証明書

グローバルフロント 2 階

4. 奨学金の受給証明書（受給期間が留学期間と一致するよ

明治大学 国際教育事務室

うにしてください。）

【2019 年 9 月入学】
2019 年 3 月 7 日まで

学習計画書（学部志願者）（所定書式）
研究計画書（大学院志願者）（所定書式）
(11)

・英語で記入してください
・政治経済学部（英語科目のみ履修），経営学部（英語科
目のみ履修），国際日本学部（English Track）への出願：
400～800 words
研究科への出願：1000 words 以上
理工学研究科 建築・都市学専攻 国際建築都市デザイン系志願者のみ

作品集（ポートフォリオ）
（12）

PDF ファイルを CD-ROM 等に保存し提出してください。ページ
数，縦横使いは自由です。グループ作品を含む場合は，その
旨と自身の担当箇所を明記してください。なお，提出された
CD-ROM 等は返却しません。

在留資格認定証明書交付申請書（所定書式）

【2019 年 4 月入学】
2018 年 10 月 11 日まで

エクセルファイルで
exchange@meiji.ac.jp に送信

(13)

所定書式のエクセルファイルに入力して，
exchange@meiji.ac.jp にお送りください。（郵送の必要は
ありません）
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【2019 年 9 月入学】
2019 年 3 月 7 日まで

(3) 【受入人数の制限について】
国際日本学部への志願者が多数いる場合は，受入人数に制限を設ける場合があり

国際日本学部

ます。国際日本学部への志願者が 2 名以上になる大学は必ず優先順位をつけてくだ

（English Track)

さい。

ガバナンス研究科

年間在籍可能人数は 10 名です。2019 年 4 月に 10 名が入学し，なおかつ一年間の

（English Track)

留学を希望した場合には 2019 年 9 月の受入は行いません。
年間在籍可能人数は 1 学年 28 名です。受入学年において，在籍可能定員を満たし

理工学研究科 建築・都市学専攻

ている場合には，2019 年度の交換留学生の受入は行いません。

国際建築都市デザイン系

（4）【留学期間について】
志願票提出後の留学期間の変更（1 学期間から 1 年間，1 年間から 1 学期間）は認めていませんので，事前に決めたう
えで出願してください。

（5）【指導教員の選択について】
①以下の表にある「指導教員を選択する」必要のある研究科の志願者はオンライン志願票に志望する指導教員を第三
希望まで記入してください。オンライン志願票に，志望する指導教員を記入しますが，オンライン志願票に記載した教
員に必ず決まる訳ではありません。来日時に行う面談により，受入の研究科が指導教員を最終決定します。
②以下の表にある「指導教員を選択しない」学部の志願者はオンライン志願票の指導教員記入欄は記入しないでくださ
い。来日時にアカデミックアドバイザー等が学習及び履修計画作成のサポートを行います。

学部・研究科
①指導教員を選択する

大学院

②指導教員を選択しない

学部

ガバナンス研究科（English Track）・理工学研究科 建築・都市学専攻 国際建築
都市デザイン系・グローバル・ビジネス研究科・グローバル・ガバナンス研究科
政治経済学部(英語科目のみ履修)・経営学部(英語科目のみ履修)・
国際日本学部（English Track）

（6）【注意事項】
修学上特別な配慮を必要とする学生については，できるだけ早く，必ず国際教育事務室へお知らせください。本学にお
いて，特別な配慮に関する対応の可否を検討させていただきます。
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