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1. 交換留学プログラムの特徴 

（1） 交換留学プログラムの特徴 

明治大学の全授業コマ数（約 13,000 コマ）のうち，約 12,000 コマの授業は日本語で行われています。そのため，交

換留学プログラムの志願者は原則として日本語能力が求められます。 

ただし，国際日本学部 English Track，経営学部・政治経済学部・経営学研究科・グローバル・ビジネス研究科の英

語科目のみを履修する場合，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・ガバナンス研究科は，日本語能力は問いません。 

 

（2） アカデミックアドバイザー  

アカデミックアドバイザーは，来日時の面談での学習計画を立てるサポートと，その後の学習・生活に関する相談を，

必要に応じて対応します。 

履修する科目についても，来日後にアカデミックアドバイザーと相談して決めます。日本語能力によっては履修でき

る科目が制限される場合があります。 

 

商学部，理工学部，農学部以外の学部に所属する交換留学生には，①明治大学での志望学習分野，②明治大学

で希望する学部での希望履修科目，③語学能力（日本語または英語力），④学習計画書等に基づいてアカデミック

アドバイザーが割り当てられます。 

（3） 指導教員とゼミ（演習・研究室）  

①「ゼミ（演習・研究室）」は，教員と 10～20人ほどの学生で構成され，活発な議論ができるものです。「ゼミ」に参加

することにより，参加している学生と交流を持つこともできます。（ガバナンス研究科 English Track については③

のとおりです） 

 「ゼミ（演習・研究室）」の活動を指導，監督する教員を指導教員と言います。 

 

②「ゼミ（演習・研修室）」は日本語能力等を考慮した上で，参加の可否が決まります。交換留学生は来日時にアカ

デミックアドバイザー等と面談を行ったうえで，ゼミを含めた履修計画を決定します。 「ゼミ（演習・研修室）」の参

加方法は学部・研究科によって異なります。 

 

③ガバナンス研究科 English Trackでの受入れが決定した場合は，「ゼミ」には所属しません。研究科が指定した指

導教員により実施される Research Methodと，同教員が開講している授業科目を最低１科目履修しなければなり

ません。 

 

注意）商学部，理工学部，農学部及び大学院（経営学研究科以外）志願者は，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。 
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2. 明治大学のキャンパスに関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治大学ホームページ https://www.meiji.ac.jp/index.html 

大学基本情報 https://www.meiji.ac.jp/koho/about/index.html                                                           

大学所在地 

駿河台キャンパス：東京都千代田区神田駿河台 1-1 

和泉キャンパス：東京都杉並区永福 1-9-1 

生田キャンパス：神奈川県川崎市多摩区東三田 1-1-1 

中野キャンパス：東京都中野区中野 4-21-1 

キャンパスに関する情報 

駿河台 https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html  

和泉 https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/izumi/campus.html  

生田 https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ikuta/campus.html 

中野 https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/nakano/campus.html            

http://www.meiji.ac.jp/index.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/about/index.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/izumi/campus.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ikuta/campus.html
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/nakano/campus.html
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3. 交換留学生用寮   

（1） 交換留学生用寮概要と割り当て方法 

【1】寮の申込条件（重要） 

明治大学の留学生用寮は，以下の利用条件に同意をした方のみ利用できます。 

※いずれかひとつでも同意ができない条件がある場合は，留学生用寮を申込むこと・利用することはできません。 

 

①  寮の割当 

(1) 寮の割当（どの学生がどの寮に入寮できるか）は，交換留学生の受入状況に基づいて，明治大学が決定

します。明治大学が用意する留学生用寮（2020年度秋学期時点では 6種類の予定）のいずれにも入居が

できる方のみ，寮に申込みをすることができます。 

寮はあなたの希望通りにならないことがあります。希望通りにならなくても，決定した寮を辞退（キャンセル）

することは一切できません。 

 

寮では，喫煙や飲酒に関するルールがあります。また，異性の棟・居室に立ち入ることが禁止さ

れている寮もあります。寮を利用する学生は，これらのルールを守る必要があります。守れないことが予

想される場合は，明治大学の留学生用寮を申込まず，自分で住居を手配してください。 

 

(2) 申込時に特定の寮のみ希望すること，また特定の寮への入居を拒否することはできません。（【3】交換留

学生用寮概要と割当方法 参照） 

 

(3) 寮申込み後（『宿舎届, Housing Form』提出後）の変更及びキャンセルは認めません。そのため，寮の利用

条件や留学生活についてよく考えた上で，寮に申込むかどうか決めてください。 

 

② 寮の利用期間と料金 

(1) 交換留学生の寮の利用期間は，予め明治大学国際教育センターにて決められています。利用期間は，入

寮開始日（オリエンテーション開始の約1週間前）から退寮期限日（授業及び定期試験の終了後約1週間）

です。交換留学生用寮に入寮する者は同期間中，全ての利用料金の支払いが必要です。 

 

(2) 利用料金は，上記利用期間に基づいて，各入寮者が支払います。なお，入退寮月は，入寮開始日から退

寮期限日までの，日額利用料金が発生するものとします。 

 

料金の支払いは，原則として，明治大学での 1学期間を単位とし，来日前に 1学期分（約 5か月分）をまと

めて支払います。留学期間が 1年間の場合は，来日後に，残りの 1学期分をまとめて支払います。 

 

(3) 入退寮日の前後に係らず，原則として一度支払った利用料金の精算及び返金は行いません。 
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＜参考資料 利用料金総額の目安＞ 

利用料金総額は，明治大学国際教育センターが決める利用期間（入寮開始日と退寮期限日）によって，変更に

なります。以下は参考金額として，ご覧ください。 

寮 

利用料金 

（月額。1 ヶ

月の利用料

金です。） 

利用料金総額 

の目安 

（留学期間が 

4月から半期間

の場合） 

利用料金総額 

の目安 

（留学期間が 

4月から 1年間

の場合） 

利用料金総額 

の目安 

（留学期間が 

9月から半期間

の場合） 

利用料金総額 

の目安 

（留学期間が 

9月から 1年間

の場合） 

和泉インターナショナル

ハウス 
75,000円 約 360,000円 約 810,000円 約 400,000円 約 850,000円 

狛江インターナショナル

ハウス 
48,000円 約 230,000円 約 520,000円 約 260,000円 約 540,000円 

東京女子学生会館 50,000円 約 240,000円 約 543,000円 約 270,000円 約 565,000円 

DKハウス東京・新小岩 50,000円 約 240,000円 約 543,000円 約 270,000円 約 565,000円 

Uni E’meal 明大前グロ

ーバルハウス 
75,000円 約 360,000円 約 810,000円 約 400,000円 約 850,000円 

明治大学グローバル・ヴ

ィレッジ 
70,000円 約 350,000円 約 770,000円 約 390,000円 約 800,000円 

 

【2】住居を自己手配する場合について 

 

一般的に日本で民間のアパ－トやマンションを借りる場合，連帯保証人が必要となります。日本国内に連帯保証人

を見つけられない場合は，以下の保証会社を紹介しています。本学に在籍する交換留学生であれば，特別料金で

保証及びサービスを受けることができます。詳細は，株式会社グローバルトラストネットワークス（GTN社）に問い合

わせを行ってください。 （Email：info@gtn.co.jp） 

 

なお，『宿舎届, Housing Form』で，住居を自分で手配することを選択した場合は，『宿舎届, Housing Form』を提出

後に，明治大学の寮に申込み，入居することはできません。そのため，よく考えた上で，自分で住居を手配するか

どうか決めてください。 

 

①保証会社/ Guarantor Company 

  株式会社グローバルトラストネットワークス（以下、GTN社）  

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-21-11 オーク池袋ビル 2階  

TEL：03-5280-1504 / FAX：03-5280-1505 / Email：info@gtn.co.jp 

HP：https://www.gtn.co.jp/ 

mailto:info@gtn.co.jp
https://www.gtn.co.jp/


 

6 

 

② 加入条件 

■本学に在籍していること ※退学・除籍等，学籍を失った時点で無効となります。  

■原則として，在留資格が「留学」であること  

■契約期間中は、明治大学国際教育センターの指示に従うこと 

 

③契約の流れ 

(1）審査に必要な書類等を用意する  

A: 在留資格認定証明書（COE）のコピーまたは在留カード（表・裏）のコピー  

B: 明治大学が発行する入学許可証のコピー 

C: パスポートの顔写真ページのコピー 

D: 緊急連絡先（本国の両親一人と日本国内の知人。日本国内の知人がいない場合は，本国の両親一人のみ 

でもよい。）  

 

※（A）在留資格認定証明書（COE）と（B）入学許可書は，EMSで，所属大学に送付します。202１年度春学期受 

入は，2021年 2月中旬ごろ，202１年度秋学期受入は，2021年 7月中旬ごろに送付します。 

 

(2）GTNに連絡をして，相談をする。GTNの案内に従って契約をする。（Email：info@gtn.co.jp） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gtn.co.jp
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【3】交換留学生用寮概要と割当方法 

＜注意＞ 

ここに記載されている寮の情報は 2020 年度の実績に基づいています。2021 年度については，予告なく変更となる

可能性がありますので予めご了承ください。 

 

明治大学では，交換留学生用に 6 つの寮を用意しています(2020 年度予定)。交換留学生がどの寮に入居するか

は明治大学が決定します。 

 

交換留学生がどの寮に入居するかは，所属キャンパスへの通学のしやすさや，寮の特徴を考慮して，原則として

以下の割り当てを優先とし，明治大学が決定します。また，全ての寮に共通して，各寮で定めるルールを守ること

ができることが入居条件です。 

寮 性別 
優先的に割り当てられる 

所属学部・研究科 

利用料金 

（月額。1 ヶ月の

利用料金です。） 

場所 

（最寄駅） 
食事提供 

和泉インターナショナ

ルハウス 

男性・ 

女性 

法学部・商学部・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・大学院各

研究科（理工学研究科・農学研究科

を除く） 

75,000円 明大前駅 なし 

狛江インターナショナ

ルハウス 

男性・

女性 
理工学部/研究科・農学部/研究科 48,000円 狛江駅 

あり 

（申込制。食

事料金は家

賃に含まれま

せん。） 

東京女子学生会館 女性 

法学部・商学部・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・大学院各研究科（理工学

研究科・農学研究科を除く） 

国際日本学部/研究科・理工学研究

科 建築・都市学専攻 国際建築都

市デザイン系 

50,000円 
中野富士

見町駅 
なし 

DKハウス東京・新小岩 
男性・

女性 

法学部・商学部・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・大学院各研究科（理工学

研究科・農学研究科を除く） 

国際日本学部/研究科 

50,000円 新小岩駅 なし 

UniE’meal 明大前グロ

ーバルハウス 

男性・

女性 

法学部・商学部・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・大学院各研究科（理工学

研究科・農学研究科を除く） 

国際日本学部/研究科 

75,000円 明大前駅 

あり 

（申込制。食

事料金は家

賃に含まれま

せん。） 

明治大学グローバル・

ヴィレッジ 

男性・ 

女性 

法学部・商学部・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・大学院各

研究科（理工学研究科・農学研究科

を除く） 

70,000円 明大前駅 

あり 

（申込制。食

事料金は家

賃に含まれま

せん。） 

※交換留学生の受入状況により，上記以外の割り当てとなる可能性もありますので，予めご了承ください。 
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（2） 各寮の概要 

寮の概要は下記のとおりです。説明中の金額などは，変更になる場合があります。 

 

【1】  明治大学和泉インターナショナルハウス 

（男性，女性のどちらも利用可能。明治大学が所有する寮）                              

 

和泉インターナショナルハウスは，2009 年 3 月に竣工した明治大学が所有する寮です。交換留学生だけでなく，海

外の大学から招聘された教員や研究者も滞在しています。（学生は，原則として交換留学生のみが滞在していま

す。）和泉，駿河台，中野キャンパスへのアクセスが便利です。 

 

① 所在地 〒168-0063 東京都杉並区和泉 2-24-14 

 

② 最寄駅 京王線・京王井の頭線「明大前」駅より徒歩 12分 

 

③ 部屋数 61室（全居室 61室） 

 

④ 明治大学へのアクセス 

キャンパス 行き方 所要時間* 運賃の目安** 

駿河台 
 京王線: 明大前駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→御茶ノ水駅 
約 25分 6,060円 

和泉  徒歩 約 10分 N/A 

生田 
 京王井の頭線: 明大前駅→下北沢駅 

 小田急線: 下北沢駅→生田駅 
約 35分 5,320円 

中野 
 京王線: 明大前駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→中野駅 
約 20分 4,980円 

*所要時間は寮の最寄駅から各キャンパスの最寄駅まで電車等で移動するのにかかる時間です。 

**表「行き方」に記載した路線を利用した場合の通学定期（1か月間）の運賃です。 

 

⑤ 設備 

和泉インターナショナルハウスは，ユニットシェアタイプの寮です。9つのユニット（男女別）に分かれており，1つ

のユニットを 6～8 人で利用します。ユニット内の部屋はすべて個室です。ユニット内に，個室，共用のダイニン

グスペース，ランドリースペースがあります。キッチンは共有で，同じユニットの学生と一緒に利用します。 

主な設備は以下の通りです。 

(1) 館内共用設備 

エントランスホール：メールボックス，自動販売機，公衆電話，茶室 

(2) 各ユニットの設備 

(a) 共用設備 

冷蔵庫，電子オーブンレンジ，トースター，炊飯器，TV，調理器（鍋・フライパン・包丁・まな板等） 

ランドリースペース（有料） 

(b) 個人居室（14.58㎡） 
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ベッド，寝具，机・イス，カーテン，エアコン，有線インターネット回線（Wi-Fi はありません），ユニットバス

（バスタブ・シャワー・トイレ） 

(c) 備考 

 個人居室によっては，バスタブなしの場合もあります。 

 その他の生活用品（食器・トイレットペーパー・タオル・洗剤等）はありません。来日の際に持参する

か，来日後に購入等してください。 

 インターネットを使用する場合は，LAN ケーブルを用意してください。（無線 LAN，Wi-Fi はありませ

ん） 

 

⑥ 費用 

(1) 利用料金月額は 75,000 円です。2020 年度の利用料金です。2021 年度は変更になる可能性があります。

長期休暇中に一時不在にした場合でも，利用料金が発生します。また利用料金にはインターネット利用料

を含みます 

(2) 光熱費（水道，電気，ガス料金）は，利用者が別途実費を支払います。1 ヶ月あたり 5000 円から 10000 円く

らいかかります。 

(3) 洗濯機利用料金が，1回あたり 100円かかります。 

 

⑦ 寮のルール等 

(1) 明治大学和泉インターナショナルハウスには，管理人が常駐しています。 

(2) 入居者の門限はありません。 

(3) 外の喫煙スペースでのみ喫煙することができます。タバコを吸うときは，建物の外の喫煙スペースに行く必

要があります。部屋やバルコニー，共有スペースでタバコを吸うことはできません。 

(4) 利用する部屋は，明治大学が決定し，入居者が勝手に移動・交換することはできません。 

(5) 外泊する場合は，事前に管理人に届出が必要です。 

(6) 留学生の受入状況により，留学期間中に居室の移動をお願いする場合があります。 

(7) 原則として，留学期間途中で退去することは認めていません。 

(8) 利用者の家族や友人等の訪問者の宿泊はできません。定められた時間内の訪問のみ可能です。 

 

⑧ 特徴 

(1) 明治大学の学生・教員・研究者のみが使用しています。 

(2) 他の学生とのユニットシェアタイプを希望する方向けです。 

(3) 食事の提供はありません。 
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【2】  狛江インターナショナルハウス 

（男性，女性のどちらも利用可能。民間企業の株式会社共立メンテナンスが所有する寮） 

 

狛江ンターナショナルハウスは，2011年 3月に竣工した，民間企業の株式会社共立メンテナンスが所有，運営する

明治大学の学生専用の寮です。全部で 145 室の部屋があり，その内 4 室を交換留学生が，約 141 室を日本人学

生が利用します。小田急線狛江駅近くに位置し，生田キャンパスへのアクセスが便利です。 

 

① 所在地 〒201-0013 東京都狛江市元和泉 1-5-1 

 

② 最寄駅 小田急線「狛江」駅北口より徒歩約 2分 

 

③ 部屋数 4室（全居室 145室） 

 

④ 明治大学へのアクセス 

キャンパス 行き方 所要時間* 運賃の目安** 

駿河台 
 小田急線: 狛江駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→御茶ノ水駅 
約 40分 7, 620円 

和泉 
 小田急線：狛江駅→下北沢駅 

 京王井の頭線：下北沢駅→明大前駅 
約 25分 4,760円 

生田  小田急線: 狛江駅→生田駅 約 10分 2,280円 

中野 
 小田急線：狛江駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→中野駅 
約 40分 6,540円 

*所要時間は寮の最寄駅から各キャンパスの最寄駅まで電車等で移動するのにかかる時間です。 

**表に記載した路線を利用した場合の通学定期（1か月間）の運賃です。 

 

⑤ 設備 

狛江インターナショナルハウスはアパート・マンションタイプの寮です。部屋はすべて個室です。各階で男女別

に分かれており，1 階のみ男女共用です。共用部分にランドリースペースや食堂があります。電磁調理器（IH）

とミニ冷蔵庫が，個人の居室に設置されています（キッチンは共有ではありません）。主な設備は以下の通りで

す。 

(1) 館内共用設備 

エントランスホール：メールボックス，受付（寮長室），ゲストルーム，ランドリースペース，中庭（喫煙場所），

食堂（談話室），自動販売機 

(2) 個室の設備（17.25㎡） 

ベッド，寝具，机・イス，カーテン，エアコン，ユニットバス（バスタブ・シャワー・トイレ），洗面台，電磁調理器

（IH），ミニ 冷蔵庫，インターネット回線（Wi-Fi） 

(3) 館外共用設備 

駐輪場 

(4) 備考 

 各種生活用品（食器・トイレットペーパー・タオル・洗剤等）はありません。来日の際に持参するか，来
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日後に購入等してください。 

 

⑥ 費用 

(1) 利用料金月額は 48,000 円です(2020 年度の利用料金です。2021 年度は変更になる可能性があります)。

長期休暇中に一時不在にした場合でも，利用料金が発生します。また利用料金にはインターネット利用料

を含みます。 

(2) 電気利用料金は，利用者が別途実費を支払います。 

(3) 乾燥機利用料金が，1回（30分）あたり 100円かかります。 

(4) 建物維持費：\3,000／入寮時 1回限り 

(5) 希望者には契約により食事が提供されます。料金は次の通りです。 

 朝食と夕食セット：17,100円/月 

 朝食のみ：1回あたり 385円 

 夕食のみ：1回あたり 715円 

 

⑦ 寮のルール等 

(1) 狛江インターナショナルハウスには，住み込みの寮長・寮母がいます。 

(2) 入居者の門限はありません。 

(3) 外の喫煙スペースでのみ喫煙することができます。タバコを吸うときは，建物の外の喫煙スペースに行く必

要があります。部屋やバルコニー，共有スペースでタバコを吸うことはできません。 

(4) 外泊する場合は，事前に寮長に届出が必要です。 

(5) 異性のフロア，居室に立ち入ることは禁止されています。 

(6) 外部の訪問者は，談話室もしくは 1 階スペースの利用が可能ですが，居室フロア（1 階の一部及び 2 階以

上）に立ち入ることはできません。 

(7) 利用する部屋は，明治大学が決定し，入居者が勝手に移動・交換することはできません。 

(8) 留学生の受入状況により，留学期間中に居室の移動をお願いする場合があります。 

(9) 原則として，留学期間途中で退去することは認めていません。 

(10) 明治大学が所有する寮ではないため，民間企業の株式会社共立メンテナンスのルールに従う必要があり

ます。 

 

⑧ 特徴 

(1) 明治大学の学生（日本人・留学生）のみが使用しています。 

(2) アパート・マンションタイプを希望する方向けです。 

(3) 静かな環境で勉強・研究をしたい方，プライベートスペースを確保したい方向けです。 

(4) 食事提供がある寮です。（プラン選択可） 

 

⑨ その他資料 

(1) 寮の紹介サイト（株式会社共立メンテナンス，日本語のみ） 

https://meijiglobalvillage.com/dormitory/ 

 

 

https://meijiglobalvillage.com/dormitory/
https://meijiglobalvillage.com/dormitory/
https://meijiglobalvillage.com/dormitory/
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【3】  東京女子学生会館 

（女性のみ利用可能。民間企業のフジランドが所有する寮） 

 

東京女子学生会館（本館）は 2014 年 4 月に新築の女性専用寮としてオープンしました。民間企業の株式会社フジ

ランドが所有，運営しています。全部で 230 室の部屋があり近隣の大学等に通う女子学生が利用します。中野キャ

ンパスへのアクセスが便利です。 

 

① 所在地 〒166-0012 東京都杉並区和田 1-9-19 

 

② 最寄駅 東京メトロ丸の内線「中野富士見町」駅より徒歩約 6分 

 

③ 明治大学へのアクセス 

キャンパス 行き方 所要時間* 運賃の目安** 

駿河台 
 丸の内: 中野富士見町駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→御茶ノ水駅 
約 30分 7,520円 

和泉 
 丸の内: 中野富士見町駅→新宿駅 

 京王線：新宿駅→明大前駅 
約 25分 5,540円 

生田 
 丸の内: 中野富士見町駅→新宿駅 

 小田急線: 新宿駅→生田駅 
約 55分 7,600円 

中野 

 丸の内: 中野富士見町駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→中野駅 
約 25分 6,440円 

 バス:最寄のバス停→中野駅 約 20分 9,390円 

*所要時間は寮の最寄駅から各キャンパスの最寄駅まで電車等で移動するのにかかる時間です。 

**表に記載した路線を利用した場合の通学定期（1か月間）の運賃です。 

 

④ 設備 

東京女子学生会館は，大部分がユニットシェアタイプの寮です。１つのユニットを 6 名で利用します。ユニット内

に個室，共用のダイニングスペースなどがあります。キッチンは共有で，同じユニットの学生と一緒に利用しま

す。主な設備は以下の通りです。 

(1) 館内共用設備 

ロビー，ラウンジ，シャワールーム，洗濯機，共同トイレ，トレーニングルーム，自炊スペース 

(2) 個室とシェアダイニングルームとの設備 

(a) 個人居室（7.4～10.6㎡）：すべての個室に共通しています。 

ベッド，寝具，机・イス，カーテン，エアコン，有線インターネット回線 

(b) シェアダイニングルーム：各ユニット内にあります。 

電磁調理器（IH），冷蔵庫，電子レンジ，炊飯ジャー，ダイニングテーブル，椅子，エアコン，照明器具，

テレビ，Wi-Fiスポット。 

(3) 備考 

 各種生活用品（食器・トイレットペーパー・タオル・洗剤等）はありません。来日の際に持参するか，来

日後に購入等してください。フライパン等調理器具を購入する場合は IH対応器具を購入してください。 
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 個人の居室でインターネットを使用する場合は，LANケーブルを用意してください。（無線 LANではあり

ません。） 

 

⑤ 費用 

(1) 利用料金月額は 50,000 円です(2020 年度の利用料金です。2021 年度は変更になる可能性があります)。

長期休暇中に一時不在にした場合でも，利用料金が発生します。また利用料金にはインターネット利用料

を含みます。 

(2) 光熱費（水道，電気，ガス料金）は，利用料金に含まれています。 

(3) 洗濯機は利用料金が 1回あたり 200円，乾燥機は 100円かかります。 

 

⑥ 寮のルール等 

(1) 東京女子学生会館には，管理人が常駐しています。 

(2) 門限があります。門限は 0:00AMです。開門時間は 6:00AM～0:00AMです。 

(3) 寮で飲酒することは禁止されています。（寮でお酒を飲むことはできません。） 

(4) 寮の中や敷地内でタバコを吸うことは禁止されています。 

(5) 訪問客には，1階ロビーまたはラウンジで面会できます。男性の訪問客は保護者に限られます。 

(6) 利用する部屋は，明治大学が決定し，入居者が勝手に移動・交換することはできません。 

(7) 留学生の受入状況により，留学期間中に居室の移動をお願いする場合があります。 

(8) 原則として，留学期間途中で退去することは認めていません。 

(9) 明治大学が所有する寮ではないため，株式会社フジランドの東京女子学生会館のルールに従う必要があ

ります。 

 

⑦ 特徴 

(1) 明治大学の交換留学生のほかに，近隣の大学等の学生（日本人・留学生）が使用しています。 

(2) 他の学生とのユニットシェアタイプを希望する方向けです。 

(3) 食事の提供はありません。 

(4) 女性のみ使用できます。 

 

⑧ その他資料 

(1) 寮の紹介サイト（株式会社フジランド, 日本語のみ） 

http://joshikaikan.jp/?page_id=6&no=1 

http://www.panorama-fukuoka.net/naviplus/rme/rme0253/index.html 

※HPに記載の料金は，明治大学の交換留学生用のものではありません。 
 

【4】 DKハウス 東京・新小岩 

（男性，女性のどちらも利用可能。民間企業の第一恒産株式会社が所有する寮） 

 

DK ハウス東京・新小岩は，民間企業の第一恒産株式会社が所有，運営する寮です。全部で 163 室の部屋があり

近隣の大学等に通う学生(日本人学生と留学生)や会社員が利用します。JR 総武線新小岩駅に近く，駿河台キャン

パスへのアクセスが便利です。 

 

① 所在地  〒124-0024 東京都葛飾区新小岩 4-4-5 

 

http://joshikaikan.jp/?page_id=6&no=1
http://www.panorama-fukuoka.net/naviplus/rme/rme0253/index.html
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② 最寄駅  JR総武線 新小岩駅より徒歩約 8分 

 

③ 明治大学へのアクセス 

キャンパス 行き方 所要時間* 運賃の目安** 

駿河台  JR:新小岩駅→御茶ノ水駅 約 18分 4,400円 

和泉 
 JR:新小岩駅→新宿駅 

 京王線：新宿駅→明大前駅 
約 45分 9,230円 

生田 
 JR:新小岩駅→新宿駅 

 小田急線:新宿駅→成城学園前駅→生田駅 
約 1時間 10分 11,290円 

中野  JR:新小岩駅→御茶ノ水駅→中野駅  約 35分 7,710円 

*所要時間は寮の最寄駅から各キャンパスの最寄駅まで電車等で移動するのにかかる時間です。 

**表「行き方」に記載した路線を利用した場合の通学定期（1か月間）の運賃です。 

 

④ 設備 

DKハウスは，個室と共用施設・設備で構成される寮です。キッチンは共有で，他の入居者と一緒に利用します。

主な設備は以下の通りです。 

(1) 共用設備 

リビング，ダイニング，キッチン，電磁調理器（IH），食器，調理器具，オーブンレンジ，TV，PC，チャッティン

グルーム，トイレ，シャワー，コインランドリー，アイロン，多目的ルーム，駐輪場※，自動販売機，エレベータ

ー，プレイルーム（ダーツ，ビリヤード） 

 ※500円/月（税抜）  6か月分一括払い 

(2) 個室の設備 

個人居室（7.6㎡）：すべての個室に共通しています。 

ベッド，寝具，机・イス，カーテン，収納，エアコン，インターネット（有線）※，冷蔵庫，ゴミ箱 

※無線 LANはチャットルームと１階で使用出来ます。 

(3) 備考 

   各種生活用品（タオル・洗剤等）はありません。来日時に持参するか，来日後に購入等してください。 

 

⑤ 費用 

(1) 利用料金月額は 50,000 円です(2020 年度の利用料金です。2021 年度は変更になる可能性があります)。

長期休暇中に一時不在にした場合でも，利用料金が発生します。また利用料金にはインターネット利用料

を含みます。 

(2) 電気代は，利用者が一部実費を支払います。 

(3) 洗濯機利用料金が，1回あたり 200円，乾燥機は 20分で 100円かかります。 

 

⑥ 寮のルール等 

(1) DKハウスには，マネージャーが常駐しています。 

(2) 入居者の門限はありません。 

(3) 寮の中や敷地内でタバコを吸うことは禁止されています。 

(4) 利用する部屋は，明治大学が決定し，入居者が勝手に移動・交換することはできません。 

(5) 1週間以上外泊する場合は，事前に管理人に届出が必要です。 

(6) 留学生の受入状況により，留学期間中に居室の移動をお願いする場合があります。 

(7) 原則として，留学期間途中で退去することは認めていません。 

(8) 利用者の家族の宿泊は可能です。ご家族以外は，定められた時間内に，共用部のみ訪問が可能です。 

(9) 明治大学が所有する寮ではないため，第一恒産株式会社の DK ハウス東京・新小岩のルールに従う必要
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があります。 

 

⑦ 特徴 

(1) 明治大学の交換留学生のほかに，近隣の大学等の学生（日本人・留学生）や会社員が使用しています。 

(2) 食事の提供はありません。 

(3) プライベートスペースを確保しながら，いろいろな人と交流したい方向けです。 

(4) 駅に近く，飲食店などが多く建ち並ぶ線路沿いにあります。 

※ 部屋により，電車の音が聞こえることがあります。 

 

⑧ その他資料 

(1) 寮の紹介サイト（第一恒産株式会社） 

(日本語) http://e-guesthouse.com/tokyo/ 

(英語) http://www.e-guesthouse.com/eng/tokyo/room.php 

※HPに記載の料金は，明治大学の交換留学生用のものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-guesthouse.com/tokyo/
http://www.e-guesthouse.com/eng/tokyo/room.php
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【5】 Uni E’meal 明大前グローバルハウス 

（男性，女性のどちらも利用可能。民間企業の株式会社ジェイ･エス･ビー･ネットワークが所有する寮） 

 

Uni E’meal 明大前グローバルハウスは， 民間企業の株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワークが所有，運営する

寮です。全部で 80室の部屋があり，明治大学はその内 1室を明治大学の交換留学生に貸し出し用として使用しま

す。京王線・京王井の頭線明大前駅，京王井の頭線永福町駅に近く，和泉・中野キャンパスへのアクセスが便利で

す。 

① 所在地  〒168-0064 東京都杉並区永福 1-7-43 

 

② 最寄駅       京王線・京王井の頭線「明大前」駅より徒歩約 12分 

京王井の頭線「永福町」駅より徒歩 9分 

京王線・東急世田谷線「下高井戸」駅より徒歩 11分 

 

③ 部屋数       1室（全居室 80室） 

 

④ 明治大学へのアクセス 

キャンパス 行き方 所要時間* 運賃の目安** 

駿河台 
 京王線:明大前→新宿駅 

 JR: 新宿駅→御茶ノ水駅 
約 25分 6,060円 

和泉  徒歩 約 5分 N/A 

生田 
 京王井の頭線: 明大前駅→下北沢駅 

 小田急線: 下北沢駅→生田駅 
約 30分 5,320円 

中野 
 京王線:明大前→新宿駅 

 JR: 新宿駅→中野駅 
約 20分 4,980円 

*所要時間は寮の最寄駅から各キャンパスの最寄駅まで電車等で移動するのにかかる時間です。 

**表［行き方］に記載した路線を利用した場合の通学定期（1か月間）の運賃です。 

 

⑤ 設備 

Uni E’meal 明大前グローバルハウスは，個室と共用施設・設備で構成される寮です。電磁調理器（IH）・冷蔵

庫・電子レンジが，個人の居室に設置されています（キッチンは共有ではありません）。主な設備は以下の通り

です。 

(1) 共用設備 

   ケーブルテレビ，駐車場※，駐輪場，宅配 BOX，食堂（テラス），防犯カメラ※別途契約が必要 

(2) 個室の設備 

   個人居室（21.3㎡）：すべての個室に共通しています。 

インターフォン，バス・トイレ（セパレート），照明器具，電磁調理器（IH），冷蔵庫，電子レンジ，ミニテーブル，

椅子，デスク＆ワゴン，ＴＶボード，クローゼット，ベッド，寝具，収納，シューズケース，バルコニー，インター

ネット(有線)  

(3) 備考 

 各種生活用品（食器・トイレットペーパー・タオル・洗剤等）はありません。来日時に持参するか，来日

後に購入等してください。 

 

⑥ 費用 

(1) 利用料金月額は75,000円です。（2020年度の利用料金です。2021年度は変更になる可能性があります。）

長期休暇中に一時不在にした場合でも，利用料金が発生します。また利用料金にはインターネット利用料
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を含みます。 

(2) 水光熱費（電気，ガス，水道料金）は，利用者が別途実費を支払います。 

(3) 希望者には契約により食事が提供されます。料金は次の通りです。 

 朝食と夕食セット：12,000円/月 

 

⑦ 寮のルール等 

(1) Uni E’meal明大前グローバルハウスには，管理人が常駐しています。 

(2) 入居者の門限はありません。 

(3) 寮の中や敷地内でタバコを吸うことは禁止されています。 

(4) 利用する部屋は，明治大学が決定し，入居者が勝手に移動・交換することはできません。 

(5) 留学生の受入状況により，留学期間中に居室の移動をお願いする場合があります。 

(6) 原則として，留学期間途中で退去することは認めていません。 

(7) 明治大学が所有する寮ではないため，株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワークの UniE’meal 明大前グロ

ーバルハウスのルールに従う必要があります。 

 

⑧ 特徴 

(1) 明治大学の学生（日本人・留学生）が使用しています。 

(2) プライベートスペースを確保しながら，いろいろな人と交流したい方向けです。 

(3) 食事提供がある寮です。（プラン選択可）アレルギーやベジタリアンメニュー等の対応はありません。 

 

⑨ その他資料 

   寮の紹介サイト（株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク，日本語のみ） 

http://unilife.co.jp/area/area_kanto/unietoile_meidaimae/?utm_campaign=unietoile_meidaimae&utm_source=m

eiji.ac.jp&utm_medium=banner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unilife.co.jp/area/area_kanto/unietoile_meidaimae/?utm_campaign=unietoile_meidaimae&utm_source=meiji.ac.jp&utm_medium=banner
http://unilife.co.jp/area/area_kanto/unietoile_meidaimae/?utm_campaign=unietoile_meidaimae&utm_source=meiji.ac.jp&utm_medium=banner
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【6】  明治大学グローバル・ヴィレッジ  

（男性，女性のどちらも利用可能。）                              

 

明治大学グローバル・ヴィレッジは，2019 年 3 月に竣工する，民間企業の株式会社共立メンテナンスが所有，運営

する明治大学の学生専用の寮です。全部で 216室の部屋があり，その内 100室を交換留学生が，約 116室を一般

学生が利用します。和泉キャンパス内に位置し，和泉・駿河台・中野キャンパスへのアクセスが便利です。 

 

① 所在地 〒168-0064 東京都杉並区永福 1-11-1 

 

② 最寄駅 京王線・京王井の頭線「明大前」駅より徒歩 12分 

 

③ 部屋数 100室（全居室 216室） 

 

④ 明治大学へのアクセス 

キャンパス 行き方 所要時間* 運賃の目安** 

駿河台 
 京王線: 明大前駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→御茶ノ水駅 
約 25分 6,060円 

和泉  徒歩 約 5分 N/A 

生田 
 京王井の頭線: 明大前駅→下北沢駅 

 小田急線: 下北沢駅→生田駅 
約 35分 5,320円 

中野 
 京王線: 明大前駅→新宿駅 

 JR: 新宿駅→中野駅 
約 20分 4,980円 

*所要時間は寮の最寄駅から各キャンパスの最寄駅まで電車等で移動するのにかかる時間です。 

**表「行き方」に記載した路線を利用した場合の通学定期（1か月間）の運賃です。 

 

⑤ 設備 

明治大学グローバル・ヴィレッジは，ユニットシェアタイプの寮です。36 のユニット（男女別）に分かれており，1

つのユニットを6人で，交換留学生と一般学生が一緒に利用します。ユニット内の部屋はすべて個室です。ユニ

ット内に，個室，共用のダイニングスペース，ランドリースペース，シャワーブース，トイレがあります。キッチン

は各階の共有部に設置され，他の入寮者と一緒に使用します。主な設備は以下の通りです。 

(1) 館内共用設備 

エントランスホール，メール（宅配）ボックス，自動販売機，プレイルーム，共用学習室，RA 室，お祈り室，レ

ストラン，共用リビング，共用キッチン，音楽室，ゲストルーム，大浴場，保健室，マルチユースラウンジ，駐

輪場，喫煙スペース 

(2) 各ユニットの設備 

(a) 共用設備 

シャワーブース，トイレ，ランドリー，洗面化粧台，ミニシンク（※），共用リビング 

※ユニット内での調理はできません 

(b) 個人居室 

ベッド，寝具，机・イス，カーテン，エアコン，2 ドア冷蔵庫，クローゼット，書棚，照明器具，インターネット

(Wi-Fi)  
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⑥ 費用 

(1) 利用料金月額は 70,000円です。（2020年度の利用料金です。2021年度は変更になる可能性があります。）

長期休暇中に一時不在にした場合でも，利用料金が発生します。また利用料金には水光熱費（水道，電気，

ガス料金）及びインターネット利用料を含みます。 

(2) その他の生活用品（食器・タオル・洗剤等）はありません。来日の際に持参するか，来日後に購入等してく

ださい。 

(3) 乾燥機利用料金が，1回（30分）あたり 100円かかります。 

(4) 希望者には契約により食事が提供されます。料金は次の通りです。（2020 年度の利用料金です。2021 年

度は変更になる可能性があります。） 

 朝食と夕食セット：17,100円/月 

 朝食のみ：1回あたり 385円 

 夕食のみ：1回あたり 715円 

 

⑦ 寮のルール等 

(1) 明治大学グローバル・ヴィレッジには，管理人が常駐しています。 

(2) 入居者の門限はありません。 

(3) 寮で飲酒することは禁止されています。（寮でお酒を飲むことはできません。） 

(4) 外の喫煙スペースでのみ喫煙することができます。タバコを吸うときは，建物の外の喫煙スペースに行く必

要があります。部屋やバルコニー，共有スペースでタバコを吸うことはできません。 

(5) 異性の棟，居室に立ち入ることは禁止されています。 

(6) 来客がある場合は，必ず事前に寮長に連絡してください。ユニット内への立入は禁止です。来客面会エリア

は 1階共用エリアに限ります。 

(7) 利用する部屋は，明治大学が決定し，入居者が勝手に移動・交換することはできません。 

(8) 外泊する場合は，「外泊届」を寮長に提出してください。 

(9) 留学生の受入状況により，留学期間中に居室の移動をお願いする場合があります。 

(10) 原則として，留学期間途中で退去することは認めていません。 

(11) 明治大学が所有する寮ではないため，民間企業の株式会社共立メンテナンスのルールに従う必要があり

ます。 

 

⑧  特徴 

(1) 明治大学の学生（日本人・留学生）のみが使用しています。 

(2) 他の学生とのユニットシェアタイプを希望する方向けです。 

(3) 食事提供がある寮です。（プラン選択可） 

 

⑨ その他資料 

(1) 寮の紹介サイト（株式会社共立メンテナンス） 

英語： https://meijiglobalvillage.com/en/mgv/ 

日本語：https://meijiglobalvillage.com/mgv/  

※HPに記載の料金は，明治大学の交換留学生用のものではありません。 

 

https://meijiglobalvillage.com/en/mgv/
https://meijiglobalvillage.com/mgv/
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1. Izumi International House 和泉インターナショナルハウス 

Exterior of the building 外観              Entrance 入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shared dining room in a unit ユニット内ダイニング Single room 居室 

 

 

 

 

 

 

 

2. Komae International House 狛江インターナショナルハウス 

Exterior of the building 外観   Common dining hall 食堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single room 居室 

 

 

 

 

【7】 Photos of the dormitories 施設の写真 

※写真はあくまでも一例です。／The facility conditions are subject to change. 
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3.Tokyo Female Students Dormitory 東京女子学生会館 

Exterior of the building 外観           Lounge ラウンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shared dining room in a unit シェアダイニングルーム Single room 居室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DK HOUSE-SHINKOIWA DKハウス 東京・新小岩 

Exterior of the building 外観                    Courtyard 中庭 
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Single room 居室                       Kitchen 台所 

          

5. Uni E’meal Meidaimae Global House UniE’meal明大前グローバルハウス 

Exterior of the building 外観             Entrance Lobby エントランスロビー 

 

  

 Common dining hall 食堂 

 

6. Meiji Global Village 明治大学グローバル・ヴィレッジ 

Exterior of the building 外観                            
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Common living room 共有リビング   

 

Shared kitchen 共有キッチン                    Common dining hall 食堂 

 

Shared living room in a unit ユニット内共有リビング   Single room 居室 
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4. 学年暦 学年暦は予定です。変更になる場合があります。 

2021年度学年暦

（予定） 

行事 月日（予定） 

春学期受入交換留学生来日・入寮 2021年 3月 15日の週 

交換留学生オリエンテーション 2021年 3月末頃 

春学期授業開始 2021年 4月 1日 

春学期定期試験 2021年 7月 15日～7月 22日 

春学期授業終了 2021年 7月 31日 

夏季休業 2021年 8月 1日～9月 19日 

秋学期受入交換留学生来日・入寮 2021年 9月 1日の週 

交換留学生オリエンテーション 2021年 9月上旬頃 

秋学期授業開始 2021年 9月 20日 

冬季休業 2021年 12月 25日～2022年 1月 7日 

秋学期定期試験 2022年 1月 24日～2月 3日 

授業終了 2022年 2月 3日 

春季休業 2022年 2月 4日～3月 31日 

2022年度春学期授業開始 2022年 4月 1日 
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5. 奨学金について 

ＪＡＳＳＯ（日本学生支援機構）の 2021年度海外留学支援制度（協定受入）については，未定です。詳細は，決まり

次第，協定校担当者にお知らせします。なお，海外留学支援制度（協定受入）による奨学金は，交換留学生全員が

受給できるものではありません。また，海外留学支援制度（協定受入）以外に，明治大学が交換留学生に支給する

奨学金はありません。 
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6. 授業・日本語授業について 

（1） 学部・研究科での授業について 

日本語能力によっては履修できる科目が制限される場合があります。日本語能力試験 N1相当と判断された学生

は専門科目中心，N2以下と判断された学生は日本語科目を中心に時間割を組む場合があります。 

 

（2） 国際日本学部以外の交換留学生のための日本語の授業について 

日本語科目のクラスは，来日後に明治大学で実施するプレースメントテストの結果に基づいて決定されますので，

来日前にクラスは確定しません。日本語能力に応じて受講できる科目が異なります。 

 

日本語未修者から日本語能力試験 N5～N2相当の学生 

「留学生共通日本語」の「日本語 1～8」を履修することができます。大学での勉強・研究に役立つ日本語能力の向

上を図るとともに，日本の社会全般についての知識を深めてもらうことを目的としています。 

https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/jmenu.html 

https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/6t5h7p00000tklct-att/6t5h7p00000tklha.pdf（シラバス） 

 

日本語能力試験 N1相当の学生 

「留学生共通日本語」の「日本語（上級）」，所属学部設置の「日本語」及び「日本事情」を履修することができます。

より高度な日本語力を身につけたいと考えている留学生のために開講している科目です。 

https://www.meiji.ac.jp/cip/international/jlec.html 

https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/6t5h7p00000tklct-att/6t5h7p00000tklyn.pdf（シラバス） 

 

※大学院生は，日本語科目を受講しても単位の修得はできません。「受講報告書」を発行します。また，各学部設

置の「日本語」及び「日本事情」は受講することができません。 

※国際日本学部は独自の日本語科目がありますので，そちらの科目を履修してください。（下記の（3）を参照） 

※開講される授業科目は変更されることがあります 

 

（3） 国際日本学部の交換留学生のための日本語の授業について 

国際日本学部の学生は，中野キャンパスで実施される国際日本学部の日本語科目を履修することができます。他

キャンパスの「留学生共通日本語」を履修することはできません。 

 

日本語科目のクラスは，来日後に国際日本学部で実施するプレースメントテストの結果に基づいて決定されますの

で，来日前にクラスは確定しません。日本語能力に応じて受講できる科目が異なります。 

国際日本学部（English Track 以外）の日本語科目については，32 ページを確認してください。国際日本学部

（English Track）の日本語科目については，38ページを確認してください。 

 

https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/jmenu.html
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/6t5h7p00000tklct-att/6t5h7p00000tklha.pdf
http://www.meiji.ac.jp/cip/international/jlec.html
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/6t5h7p00000tklct-att/6t5h7p00000tklyn.pdf
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/6t5h7p00000tklct-att/6t5h7p00000tklyn.pdf
https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/japanese/6t5h7p00000tklct-att/6t5h7p00000tklyn.pdf
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日本語未修者から日本語能力試験 N5～N1相当の学生 

「国際日本学部」の「初級日本語～上級入門日本語」クラスを履修することができます。 

 

日本語能力試験 N1合格の学生 

「国際日本学部」の留学生向けに開講している「上級日本語」や，より高度な日本語力を身につけたいと考えている

学生のために開講している科目「日本語表現」，「総合日本語」および「専門日本語入門」を履修することができま

す。ただし，出願時に N1合格を証明する書類のコピーの提出が求められます。 
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7. 試験・成績・成績証明書 

（1） 試験 

原則として，春学期の試験は 7月下旬，秋学期は１月下旬に行われます。成績の評価発表は，原則として半期ごと

になります。成績評価は，Ｓ（90点以上），Ａ（80点以上），Ｂ（70点以上），Ｃ（60点以上），Ｆ（59点以下：不可）の 5

段階評価となり，Ｃ以上の成績を修めることが単位取得の条件となります。 

※成績の評価方法は学部・研究科によって異なります。 

 

（2） 成績証明書 

交換留学期間満了後，英文成績証明書（１通）を所属大学に送付します。 

留学終了時期 成績証明書送付時期 備考 

2021年 7月 2021年 10月中旬以降 成績証明書発行の時期は，成

績処理等の都合上，予告なく変

更になる場合があります。 2022年 2月 2022年 4月下旬以降 

※原則として，成績証明書送付時期よりも前に成績証明書を送ることはできません。 
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8. 日本での生活費 

（1） 東京での生活費 

東京での生活費は，世界的にみても非常に高いと言われています。以下のリストは，交換留学生の平均的な 1 ヶ

月の支出です。自分でもよく調べたうえで，しっかりとした資金計画を立てましょう。  

家  賃（例：和泉 IH） ￥75,000～ 

交通費 約￥10,000～￥20,000 

食  費 約￥30,000～ 

公共料金（電気・ガス・水道） 約￥10,000～ 

電話代 約￥6,000～ 

合  計 約￥131,000～ 

※一般的に東京の 1 ヶ月の生活費は，約￥150，000かかると言われています。（日本学生支援機構調べ） 

※自分で新しく宿舎を契約する場合，上記に加えて，新しく家具などを購入する必要があります。また，賃貸料，敷

金，礼金，仲介手数料なども必要となりますので，注意してください。 

 

（2） 日本滞在中にかかる費用  日本滞在中には，少なくとも以下の費用がかかります。 

学生健康保険料 

（必ず加入する必要があります） 
￥3，000-（来日時 1回限り） 

国民健康保険 

（必ず加入する必要があります） 
約￥15,000-／年 

日用品・雑貨 約￥30,000- 

書籍（教科書） 約￥5,000- 
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9. カリキュラム・教員一覧・シラバス 

 

法学部 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/hogaku/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/hogaku/curriculum/index.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/hogaku/teacher/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/hogaku/office_info/6t5h7p00000ejaq1.html 

 

商学部 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/shogaku/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/shogaku/outline/curriculum.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/shogaku/teacher/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/shogaku/6t5h7p00000h7gec.html  

 

政治経済学部 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/seikei/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/seikei/outline/curriculum-zu.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/seikei/faculty/01/index.html 

シラバス httpss://www.meiji.ac.jp/seikei/student/syllabus.html 

 

文学部 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/bungaku/index.html 

カリキュラム 
https://www.meiji.ac.jp/bungaku/tokusyoku/curriculum.html 

詳細は各学科・専攻のページを参照してください。 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/bungaku/teachingstaff/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/bungaku/jikanwari.html 

 

 

 

 

 

 

日本語で授業を実施する学部 

http://www.meiji.ac.jp/hogaku/index.html
http://www.meiji.ac.jp/hogaku/curriculum/index.html
http://www.meiji.ac.jp/hogaku/teacher/index.html
http://www.meiji.ac.jp/hogaku/office_info/6t5h7p00000ejaq1.html
http://www.meiji.ac.jp/shogaku/index.html
http://www.meiji.ac.jp/shogaku/outline/curriculum.html
https://www.meiji.ac.jp/shogaku/teacher/index.html
http://www.meiji.ac.jp/shogaku/6t5h7p00000h7gec.html
http://www.meiji.ac.jp/seikei/index.html
http://www.meiji.ac.jp/seikei/outline/curriculum-zu.html
http://www.meiji.ac.jp/seikei/faculty/01/index.html
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http://www.meiji.ac.jp/bungaku/jikanwari.html
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日本語で授業を実施する学部 

理工学部 所在地 生田キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/sst/index.html 

カリキュラム 
https://www.meiji.ac.jp/sst/curriculum/kamoku.html 

詳細は各学科のページを参照してください。 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/sst/teacherlist/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/sst/zimushitsu/syllabus.html 

 

農学部 所在地 生田キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/agri/index.html 

カリキュラム 
https://www.meiji.ac.jp/agri/outline/curriculum.html 

詳細は各学科のページを参照してください。 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/agri/laboratory/index.html  

シラバス https://www.meiji.ac.jp/agri/student/6t5h7p00000gpn31.html 

 

経営学部 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/keiei/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/keiei/curriculum/subject.html 

教員リスト 

https://www.meiji.ac.jp/keiei/faculty/01/index.html 

https://www.meiji.ac.jp/keiei/faculty/02/index.html 

https://www.meiji.ac.jp/keiei/faculty/03/index.html 

https://www.meiji.ac.jp/keiei/faculty/04/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/keiei/curriculum/subject.html 

 

情報コミュニケーション学部 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/infocom/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/infocom/curriculum/syllabus2017.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/infocom/teacher/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/infocom/office/6t5h7p00000kqq6g.html 

 

 

 

 

 

http://www.meiji.ac.jp/sst/index.html
https://www.meiji.ac.jp/sst/curriculum/kamoku.html
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http://www.meiji.ac.jp/agri/index.html
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http://www.meiji.ac.jp/infocom/office/6t5h7p00000kqq6g.html
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日本語で授業を実施する学部 

国際日本学部 所在地 中野キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/nippon/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/nippon/curriculum/curriculum.html 

＜注意＞ 

●カリキュラムチャート内の「○」マークがついている科目は明治大学正規学生の必修科目で

す。交換留学生は日本語科目を除き，正規学生の必須科目を履修することができません。 

 

●国際日本学部では， English Track および交換留学生を対象とする日本語科目を開講して

います。履修できるクラスは，来日後に国際日本学部（中野キャンパス）が実施するプレース

メントテストの結果に基づき決定されます（来日前には，クラスはわかりません）。 
 

シラバス:  

https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny-att/6t5h7p000033rz44.pdf 

＜中級レベル（JLPT N3相当レベル）＞  

中級日本語（総合），中級日本語（語彙・漢字） 

 

＜中上級レベル（JLPT N2前半相当レベル）＞  

中上級日本語（総合），中上級日本語（語彙・漢字），日本語能力試験対策（中級） 

 

＜上級入門レベル（JLPT N2相当レベル）＞  

上級入門日本語（総合），上級入門日本語（語彙・漢字），日本語能力試験対策（上級） 

 

＜上級レベル（JLPT N1合格レベル～）＞  

上級日本語（読解）Ⅰ・Ⅱ，上級日本語（聴解）Ⅰ・Ⅱ，上級日本語（文章表現）Ⅰ・Ⅱ， 

上級日本語（口頭表現）Ⅰ・Ⅱ 

 

＜超級レベル（JLPT N1合格レベル～）＞  

日本語表現（文章表現），日本語表現（口頭表現），総合日本語Ａ・Ｂ，専門日本語入門Ａ・Ｂ 

 

※国際日本学部の交換留学生は，国際日本学部（中野キャンパス）が開講する日本語科目を

履修することになります。駿河台キャンパスの「留学生共通日本語」を履修することはできま

せん。 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/nippon/teachingstaff/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny.html  

 

 

  

http://www.meiji.ac.jp/nippon/index.html
http://www.meiji.ac.jp/nippon/curriculum/curriculum.html
http://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000h7ngd-att/6t5h7p00000icnzi.pdf
http://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000h7ngd-att/6t5h7p00000icnzi.pdf
https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny-att/6t5h7p000033rz44.pdf
http://www.meiji.ac.jp/nippon/teachingstaff/index.html
https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny.html
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日本語で授業を実施する学部 

総合数理学部 所在地 中野キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/ims/ 

カリキュラム 

https://www.meiji.ac.jp/ims/subject/msbma/curriculum.html 

https://www.meiji.ac.jp/ims/subject/fms/curriculum.html 

https://www.meiji.ac.jp/ims/subject/nd/curriculum.html 

教員リスト 

https://www.meiji.ac.jp/ims/faculty/msbma.html 

https://www.meiji.ac.jp/ims/faculty/fms.html 

https://www.meiji.ac.jp/ims/faculty/nd.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/ims/syllabus/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meiji.ac.jp/ims/
http://www.meiji.ac.jp/ims/subject/msbma/curriculum.html
http://www.meiji.ac.jp/ims/subject/fms/curriculum.html
http://www.meiji.ac.jp/ims/subject/nd/curriculum.html
http://www.meiji.ac.jp/ims/faculty/msbma.html
http://www.meiji.ac.jp/ims/faculty/fms.html
http://www.meiji.ac.jp/ims/faculty/nd.html
http://www.meiji.ac.jp/ims/syllabus/index.html
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法学研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/index.html 

カリキュ

ラム 

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/syllabus.html 

教員リ

スト 

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/faculty/01/index.html 

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/faculty/02/index.html 

シラバ

ス 

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/syllabus.html 

 

商学研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/dai_in/commerce/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/dai_in/commerce/curriculum/curriculum-commerce.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/dai_in/commerce/index.html 

シラバス 
https://www.meiji.ac.jp/dai_in/commerce/syllabus.html 

https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index ゲストログイン⇒授業検索 

 

政治経済学研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/index.html 

カリキュラム 
https://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/curriculum/curriculum-political-science-an

d-economics.html 

教員リスト 
https://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/faculty/01/index.html 

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/faculty/02/index.html 

シラバス 
https://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/syllabus.html 

https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index ゲストログイン⇒授業検索 

 

経営学研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/index.html 

カリキュラム 
https://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/curriculum/curriculum-business-administration.

html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/syllabus.html 

 

 

日本語で授業を実施する研究科 

http://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/index.html
https://www.meiji.ac.jp/dai_in/law/syllabus.html
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http://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/faculty/01/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/political_science-economics/faculty/02/index.html
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日本語で授業を実施する研究科 

文学研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/curriculum/new_of_curriculum-arts-and-letters.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/syllabus.html 

 

理工学研究科 所在地 生田キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/sst/grad/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/sst/grad/syllabus/index.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/sst/grad/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/sst/grad/syllabus/index.html 

 

情報コミュニケーション研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/curriculum/curriculum-information-and-communication.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/syllabus.html 

 

教養デザイン研究科 所在地 和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/humanity/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/humanity/curriculum/curriculum-humanities.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/humanity/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/humanity/syllabus.html 

 

 

農学研究科 所在地 生田キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/nouken-top.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/curriculum-agriculture.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/nouken-top.html 

シラバス 
https://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/syllabus.html 

https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index ゲストログイン⇒授業検索 

http://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/curriculum/new_of_curriculum-arts-and-letters.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/syllabus.html
http://www.meiji.ac.jp/sst/grad/index.html
http://www.meiji.ac.jp/sst/grad/syllabus/index.html
http://www.meiji.ac.jp/sst/grad/index.html
http://www.meiji.ac.jp/sst/grad/syllabus/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/curriculum/curriculum-information-and-communication.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/infocom/syllabus.html
http://www.meiji.ac.jp/humanity/index.html
http://www.meiji.ac.jp/humanity/curriculum/curriculum-humanities.html
http://www.meiji.ac.jp/humanity/index.html
http://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/nouken-top.html
http://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/curriculum-agriculture.html
http://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/nouken-top.html
http://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/syllabus.html
https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index


 

36 

 

日本語で授業を実施する研究科 

先端数理科学研究科 所在地 中野キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/ams/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/ams/curriculum/model.html  

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/ams/professor/01/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/ams/syllabus.html 

 

国際日本学研究科 所在地 中野キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/ggjs/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/ggjs/model.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/ggjs/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/ggjs/syllabus.html 

 

グローバル・ビジネス研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/mbs/index.html 

カリキ

ュラム 

https://www.meiji.ac.jp/mbs/curriculum/timetable.html  

教員

リスト 

https://www.meiji.ac.jp/mbs/faculty/faculty-list.html 

シラ

バス 

https://www.meiji.ac.jp/mbs/curriculum/timetable.html 

＜注意＞ 

●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。必ずウェブ上の時間割

を確かめて，開講されている科目を確かめるようにしてください。 

タイム

テー

ブル 

https://www.meiji.ac.jp/mbs/curriculum/timetable.html 

  

http://www.meiji.ac.jp/ams/index.html
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http://www.meiji.ac.jp/mbs/index.html
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政治経済学部（英語科目のみ履修） 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/economics/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/economics/chart.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/economics/faculty.html 

シラバス 

https://www.meiji.ac.jp/seikei/student/6t5h7p00000ejc6i-att/6t5h7p00000ejc8t.pdf 

 

https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index ゲストログイン⇒授業検索 

<検索方法> 

Oh-o! Meiji / 授業検索 / 

学部: 政治経済学部 

開講年度: 2020年度 

開講期: 春学期＆秋学期 

授業言語: 英語 

 

経営学部（英語科目のみ履修） 所在地 駿河台キャンパス，和泉キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/business/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/business/chart.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/business/faculty.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/business/enjsp3000000bvhe-att/enjsp3000000bvj

7.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語で授業を実施する学部 
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英語で授業を実施する学部 

国際日本学部 English Track 所在地 中野キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/englishtrack_curriculum_chart.html 

＜注意＞ 

●カリキュラムチャート内の「*」マークがついている科目は日本語で授業が行われます。 

●カリキュラムチャート内の「○」マークがついている科目は明治大学正規学生の必修科目です。日本語科

目を除き，交換留学生は正規学生の必須科目を履修することができません。 

●国際日本学部では，English Trackおよび交換留学生を対象とする日本語科目を開講しています。履修でき

るクラスは，来日後に国際日本学部（中野キャンパス）が実施するプレースメントテストの結果に基づき決定

されます（来日前には，クラスはわかりません）。 

シラバス:  

https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny-att/6t5h7p000033rz44.pdf 

＜入門レベル（日本語未習～）＞  

Introductory Japanese（General），Introductory Japanese（Vocabulary & Kanji） 

 

＜初級レベル（JLPT N5 相当レベル）＞  

初級日本語（総合），初級日本語（語彙・漢字） 

 

＜中級入門レベル（JLPT N4 相当レベル）＞  

中級入門日本語（総合），中級入門日本語（語彙・漢字） 

 

＜中級レベル（JLPT N3 相当レベル）＞  

中級日本語（総合），中級日本語（語彙・漢字） 

 

＜中上級レベル（JLPT N2 前半相当レベル）＞  

中上級日本語（総合），中上級日本語（語彙・漢字），日本語能力試験対策（中級） 

 

＜上級入門レベル（JLPT N2 相当レベル）＞  

上級入門日本語（総合），上級入門日本語（語彙・漢字），日本語能力試験対策（上級） 

 

＜上級レベル（JLPT N1 合格レベル～）＞  

上級日本語（読解）Ⅰ・Ⅱ，上級日本語（聴解）Ⅰ・Ⅱ，上級日本語（文章表現）Ⅰ・Ⅱ， 

上級日本語（口頭表現）Ⅰ・Ⅱ 

 

＜超級レベル（JLPT N1 合格レベル～）＞  

日本語表現（文章表現），日本語表現（口頭表現），総合日本語Ａ・Ｂ，専門日本語入門Ａ・Ｂ 
 

※国際日本学部の交換留学生は，国際日本学部（中野キャンパス）が開講する日本語科目を履修することに

なります。駿河台キャンパスの「留学生共通日本語」を履修することはできません。 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/nippon/faculty.html 

シラバス 

https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny.html 

※English Track用のシラバスではありませんので，日本語で開講されている科目，ET生が履修できない科目

も含まれています。 

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/index.html
https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny-att/6t5h7p000033rz44.pdf
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/nippon/faculty.html
https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny.html
https://www.meiji.ac.jp/nippon/office-info/6t5h7p00000e66ny.html
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理工学研究科 建築・都市学専攻 国際建築都市デザイン系 所在地 中野キャンパス 

URL https://meiji-architecture.net/iaud/en/ 

カリキュラム https://meiji-architecture.net/iaud/en/academics/ 

教員リスト https://meiji-architecture.net/iaud/en/people/ 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/sst/grad/syllabus/6t5h7p00000gqbt9-att/6t5h7p00000r0rqw.pdf 

 

経営学研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/index.html 

カリキュラム 
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/curriculum/curriculum-business-administration.ht

ml 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/index.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/syllabus.html 

 

グローバル・ビジネス研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/global/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/global/chart.html 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/global/faculty.html 

シラバス 

https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index 

＜注意＞ 

●科目名が英語表記の科目が英語で開講される科目です。 

必修科目全 5科目，選択科目のうち約 30科目を英語で実施予定。 

タイムテーブル https://www.meiji.ac.jp/mbs/curriculum/timetable.html 

 

 

ガバナンス研究科 English Track 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/governance/index.html 

カリキュラム 

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/governance/curriculum.html 

研究科が指定した指導教員により実施される Research Method と，同教員が開講している授

業科目を最低 1科目履修しなければなりません。 

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/governance/faculty.html 

シラバス https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/timetable.html 

タイムテーブル https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/timetable.html 

英語で授業を実施する研究科 

http://meiji-architecture.net/iaud/en/
http://meiji-architecture.net/iaud/en/academics/
http://meiji-architecture.net/iaud/en/people/
http://www.meiji.ac.jp/sst/grad/syllabus/6t5h7p00000gqbt9-att/6t5h7p00000r0rqw.pdf
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/curriculum/curriculum-business-administration.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/curriculum/curriculum-business-administration.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/index.html
http://www.meiji.ac.jp/dai_in/business_administration/syllabus.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/global/index.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/global/chart.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/global/faculty.html
http://www.meiji.ac.jp/mbs/curriculum/timetable.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/governance/index.html
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/governance/curriculum.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/governance/faculty.html
https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/timetable.html
https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/timetable.html
https://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/timetable.html
http://www.meiji.ac.jp/mugs2/curriculum/timetable.html
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英語で授業を実施する研究科 

グローバル・ガバナンス研究科 所在地 駿河台キャンパス 

URL https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/gsgg/index.html 

カリキュラム https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/gsgg/chart.html  

教員リスト https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/gsgg/faculty.html  

シラバス https://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/gsgg/glqts00000003awr-att/a1585729638137.pdf 
 

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/gsgg/index.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/gsgg/chart.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/graduate/gsgg/faculty.html

