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実施予定プログラム一覧  List of Study Abroad and Internship Programs

①　留学費用は各大学HPを参照してください。なお、現地での授業料、食費、生活費、保険費用等の他に、渡航費や明治大学の定める海外旅行保険費用が生じます。                                                                  

 Please refer to the program fees at the website of each University/College. Please note that participants need to pay travel expenses, travel insurance fees besides the program fees, living expenses and insurance fees designated by each host institution.

②　留学期間は明治大学における秋学期もしくは秋学期+春学期となります。

 Program period - One semester/two quarters to a maximum of one academic year starting between August and October 2023.

  (4学期制の大学においては、明治大学秋学期（9月～3月）⇒　現地大学の秋学期（9月～12月）+冬学期（1月～3月）　／　明治大学における春学期（4月～6月）⇒　現地大学における春学期（4月～6月）もしくは春学期＋夏学期（6月～8月）)

(Quarter system: Fall semester of Meiji University (Sept. to Mar.) ⇒ Fall quarter of each institution (Sept. to Dec.)+ Winter quarter of each institution (Jan. to Mar.) / Spring semester of Meiji University (Apr. to Jun.) ⇒ Spring quarter of each institution (Apr. to Jun.) or Spring quarter + Summer quarter of each institution (Jun. to Aug.)

　　2学期制：9～12月までの秋学期（Fall semester）と翌年１～5月までの春学期（Spring semester)に分かれます。

 Semester system: September to December (Fall semester), January to May (Spring semester)

　　4学期制：9～12月の秋学期（Fall quarter）、翌年1～3月の冬学期（Winter quarter）、 ４～6月の春学期（Spring quarter）、 7～8月の（Summer quarter）に分かれます。

 Quarter system: September to December (Fall quarter), January to March (Winter quarter), April to June (Spring quarter), July to August (Summer quarter) 

③　4年次での留学ができない場合があります。4年次での留学を希望する場合は、事前に中野教務事務室（国際日本学部担当）に必ず相談をしてください。

 Please contact SGJS office in advance, if you are plannning to participate in the study abroad program at 4th year. There is a possibility that students in the 4th year cannot satisfy the graduation requirements by participating in the programs.    

④　ESLプログラムからスタートする場合には、2期目に正規課程にあがることが条件となります。

 If you are starting the program from ESL, you need to take academic classes from the second term. 

TOEFL iBT

TOEFL iBT

My Best

Score

TOEFL iBT

Home

Edition

IELTS

Academic

1 オレゴン大学

University of Oregon

オレゴン州ユージーン

Eugene, State of Oregon

10名以内

Up to 10

61

以上

or above

〇 〇

6.0

以上

or above

-

2.5

以上

or above

4学期制

Quarter System

①【秋・冬学期】2023年9月～2024年3月

Sep. 2023～Mar. 2024

②【秋・冬・春学期】2023年9月～2024年6月

Sep. 2023～Jun. 2024

③【秋・冬・春・夏学期】2023年9月～2024年8月

Sep. 2023 ~ Aug. 2024

■応募要件は、2022年度のものです。今後変更となる可能性があります

ので、予めご了承ください。

■Application requirements are based on 2022. Please note that

application requirements are subject to change.

https://www.uoregon.edu/ https://financialaid.uoregon.edu/cost_of_attendance

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

2

ニューヨーク州立大学ニューパルツ校

The State University of New York

at New Paltz （SUNY）

ニューヨーク州ニューパルツ

New Paltz, State of New York

10名以内

Up to 10

80

以上

or above

○ 〇

6.5

以上

or above

■TOEFL iBT 68以上、80未満の場合、

現地でプレイスメントテストを受験す

る。結果によって、ESLを履修。

■If your TOEFL iBT score is over 68

but below 80, you will be asked to

take an English Placement Test upon

arrival. Based on its result, you may

take ESL courses.

2.8

以上

or above

2学期制

Semester System

【秋学期】2023年8月～2023年12月

Aug. 2023～Dec. 2023

■TOEFL iBT 80以上もしくはIELTS 6.5以上でアカデミックコースを履修

可能。

■If your TOEFL iBT score is 80 or above, or your IELTS score is 6.5 or

above, you will be able to take academic courses without restriction.

http://www.newpaltz.edu/

約20,860ドル

(授業料、宿舎、保険等）

$20,860 (approximately)

(tuition, housing, health insurance, etc.）

■ニューヨーク州立大学ニューパルツ校（SUNY）への留学

は、1学期間（2023年8月～2023年12月）のみとなります。

■You can only study abroad at The State University of

New York at New Paltz, for one semester (Aug. 2023～Dec.

2023).

3
エドモンズカレッジ

Edmonds College

ワシントン州リンウッド

Lynnwood, State of Washington

10名以内

Up to 10

54

以上

or above

(Writing 16以上)

(Writing 16 or above)

〇 〇

5.0

以上

（各セクション4.5以上）

or above

(Each section needs to be

4.5 or above)

- -
4学期制

Quarter System

①【秋・冬学期】2023年9月～2024年3月

Sep. 2023～Mar. 2024

②【秋・冬・春学期】2023年9月～2024年6月

Sep. 2023～Jun. 2024

③【秋・冬・春・夏学期】2023年9月～2024年8月

Sep. 2023～Aug. 2024

■現地でプレイスメントテストが必須。結果によって、IESLを含む英語授

業を履修することになる。

■You may take lectures for ESL classes, according to the result of the

placement test.

http://www.edcc.edu/ http://www.edcc.edu/International/costs.html

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

4
エベレットコミュニティカレッジ

Everett Community College

ワシントン州エベレット

Everett, State of Washington

10名以内

Up to 10

61

以上

or above

〇 -

5.5

以上

or above

■TOEFL iBT 53以上

■TOEFL iBT61未満の場合、事前に相

談してください。

■TOEFL iBT 53 or above

■If your score is under 61, please

contact the SGJS office in advance.

-
4学期制

Quarter System

①【秋・冬学期】2023年9月～2024年3月

Sep. 2023～Mar. 2024

②【秋・冬・春学期】2023年9月～2024年6月

Sep. 202～Jun. 2024

③【秋・冬・春・夏学期】2023年9月～2024年8月

Sep. 2023～Aug. 2024

■TOEFL iBT 61以上もしくはIELTS 5.5以上でCollege-level Englishを履

修可能。

■If your TOEFL iBT score is 61 or above, or your IELTS score is 5.5 or

above, you will be able to take the College-level English classes.

https://www.everettcc.edu/ https://www.everettcc.edu/enrollment/tuition/evcc-costs

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

5
グリーンリバーカレッジ

Green River College

ワシントン州アーバーン

Auburn, State of Washington

10名以内

Up to 10

61

以上

or above

- 〇

5.5

以上

（各セクション 5.0 以上）

or above

（Each section needs to be

5.0 or above）

■TOEFL iBT 61未満でESLを履修

■TOEFL iBT61未満の場合、事前に相

談してください。

■If your TOEFL iBT score is under 61,

you need to take ESL.

■If your TOEFL iBT score is under 61,

please contact the SGJS office in

advance.

-
4学期制

Quarter System

①【秋・冬学期】2023年9月～2024年3月

Sep. 2023～Mar. 2024

②【秋・冬・春学期】2023年9月～2024年6月

Sep. 2023～Jun. 2024

③【秋・冬・春・夏学期】2023年9月～2024年8月

Sep. 2023～ Aug. 2024

■TOEFL iBT 61以上でアカデミッククラスを履修可能。

■If your TOEFL iBT score is 61 or above, you will be able to take

academic classes full time.

https://www.greenriver.edu/ https://www.greenriver.edu/international/costs-payments/

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

6
ピアスカレッジ

Pierce College

ワシントン州レイクウッド

Lakewood, State of Washington

10名以内

Up to 10

61

以上

or above

○ ○

5.5

以上

（各セクション5.0以上）

or above

(Each section needs to be

5.0 or above)

■TOEFL iBT 61未満でESLを履修

■TOEFL iBT61未満の場合、事前に相

談してください。

■If your TOEFL iBT score is under 61,

you need to take the ESL.

■If your score is under 61, please

contact the SGJS office in advance.

-
4学期制

Quarter System

①【秋・冬学期】2023年9月～2024年3月

Sep. 2023～Mar. 2024

②【秋・冬・春学期】2023年9月～2024年6月

Sep. 2023～Jun. 2024

③【秋・冬・春・夏学期】2023年9月～2024年8月

Sep. 2023～Aug. 2024

■TOEFL iBT61以上もしくはIELTS5.5以上でCollege Credit Classesを履

修可能。

■If your TOEFL iBT score is 61 or above,  or your IELTS score is 5.5 or

above, you will be able to take College Credit classes immediately.

https://www.pierce.ctc.edu/ https://www.pierce.ctc.edu/ie-tuition

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

7
ショアラインコミュニティカレッジ

Shoreline Community College

ワシントン州ショアライン

Shoreline, State of Washington

10名以内

Up to 10

70

以上

or above

(Writing 20以上)

(Writing 20 or above)

〇 〇

5.5

以上

（Writing 6.0以上）

（Writing 6.0 or above）

■TOEFL iBT58-69（Writing 15以上）

もしくはIELTS 5.0 (Writing 5.0以上）

でEnglish for Academic Purposes

(EAP)を履修

■If your TOEFl iBT score is between

58 and 69（Writing 15 or above）, or

your IELTS score is 5.0 or above

(Writing 5.0 or above), you are

required to start from the English for

Academic Purposes (EAP).

-
4学期制

Quarter System

①【秋・冬学期】2023年9月～2024年3月

Sep. 2023～Mar. 2024

②【秋・冬・春学期】2023年9月～2024年6月

Sep. 2023～Jun. 2024

③【秋・冬・春・夏学期】2023年9月～2024年8月

Sep. 2023～Aug. 2024

■TOEFL iBT70以上（Writing 20以上）もしくはIELTS 5.5以上（Writing

6.0以上）でCollege-level Englishを履修可能。

■If your TOEFL iBT score is 70 or above(Writing 20 or above), or your

IELTS score is 5.5 or above (Writing 6.0 or above), you will be able to

take the College-level English classes.

https://www.shoreline.edu/ https://www.shoreline.edu/international/admission/cost.aspx

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

学期

Term

留学期間

（各大学の学期制における留学期間）

Program Period

応募要件に関する注意事項

Notes

大学HP

Website

応募要件

Application Requirements

GPA

2023年度　国際日本学部（学部間協定留学）アカデミック 留学・インターンシッププログラム（秋出発）

2023 SGJS Study Abroad and Internship Programs （FALL）

アメリカ合衆国

USA

国名

Country

プログラム番号

Program Number

大学名

Institution

所在地

Location

募集人数

Number of Students

費用目安

Estimated Expenses

備考

Other Information
語学＋正規課程

Language Program +

Regular Undergraduate

Courses

正規課程

Regular Undergraduate Courses

https://www.uoregon.edu/
https://registrar.uoregon.edu/costs
https://newpaltz.edu/
http://www.edcc.edu/
http://www.edcc.edu/International/costs.html
http://www.everettcc.edu/
https://www.everettcc.edu/enrollment/tuition/evcc-costs
http://www.greenriver.edu/
https://www.greenriver.edu/international/costs-payments/
https://www.pierce.ctc.edu/
https://www.pierce.ctc.edu/ie-tuition
https://www.shoreline.edu/
https://www.shoreline.edu/international/admission/cost.aspx
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8
ビュートカレッジ

Butte College

カリフォルニア州オーロビル

Oroville, State of California

10名以内

Up to 10

51

以上

or above

〇 〇

5.0

以上

or above

- -
2学期制

Semester System

①【秋学期】2023年8月～2023年12月

Aug. 2023～Dec. 2023

②【秋・春学期】2023年8月～2024年5月

Aug. 2023～May. 2024

http://www.butte.edu/ http://www.butte.edu/services/international/fees.html -

9
フットヒルカレッジ

Foothill College

カリフォルニア州ロスアルトンヒルズ

Los Alton Hills, State of California

10名以内

Up to 10

61

以上

or above

〇 〇

6.0

以上

or above

- -
4学期制

Quarter System

①【秋・冬学期】2023年9月～2024年3月

Sep. 2023～Mar. 2024

②【秋・冬・春学期】2023年9月～2024年6月

Sep. 2023～Jun. 2024

③【秋・冬・春・夏学期】2023年9月～2024年8月

Sep. 2023～Aug. 2024

- https://foothill.edu/ https://foothill.edu/international/prospective/tuitionandfees.html

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

10
オローニカレッジ

Ohlone College

カリフォルニア州フレモント

Fremont, State of California

10名以内

Up to 10

57

以上

or above

〇 〇

5.5

以上

or above

- -
2学期制

Semester System

①【秋学期】2023年8月～2023年12月

Aug. 2023～Dec. 2023

②【秋・春学期】2023年8月～2024年5月

Aug. 2023～May. 2024

③【秋・春・夏学期】2023年8月～2024年8月

Aug. 2023～Aug. 2024

- https://www.ohlone.edu/ https://www.ohlone.edu/international/cost

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

11

ハワイ大学 カピオラニコミュニティカレッジ

University of Hawaii

Kapi’olani Community College

ハワイ州ホノルル

Honolulu, State of Hawaii

10名以内

Up to 10

61

以上

or above

〇 〇

6.0

以上

or above

■TOEFL iBT 51以上

■TOEFL iBT61未満の場合、事前に相

談してください。

■TOEFL iBT 51 or above

■If your score is under 61, please

contact the SGJS office in advance.

-
2学期制

Semester System

①【秋学期】2023年8月～2023年12月

Aug. 2023～Dec. 2023

②【秋・春学期】2023年8月～2024年5月

Aug. 2023～May. 2024

③【秋・春・夏学期】2023年8月～2024年8月

Aug. 2023～Aug. 2024

- https://www.kapiolani.hawaii.edu/ https://www.kapiolani.hawaii.edu/paying-for-college/cost-of-
attendance/

■夏学期の授業履修を希望する場合は，事前に事務室に相談

してください。

■Please contact SGJS office if you would like to study for

the summer quarter.

12
コントラコスタカレッジ

Contra Costa College

61

以上

or above

- 〇

5.5

以上

（各セクション 4.5 以上）

or above

（Each section needs to be

4.5 or above）

- -
2学期制

Semester System
- https://www.contracosta.edu/ https://www.contracosta.edu/admissions/fees-tuition/ -

13
ディアブローバレーカレッジ

Diablo Valley College

61

以上

or above

- 〇

5.5

以上

（各セクション 4.5 以上）

or above

（Each section needs to be

4.5 or above）

- -
2学期制

Semester System
- https://www.dvc.edu/ https://www.dvc.edu/enrollment/admissions-records/fees.html -

14
ロスメダノスカレッジ

Los Medanos College

61

以上

or above

- 〇

5.5

以上

（各セクション 4.5 以上）

or above

（Each section needs to be

4.5 or above）

- -
2学期制

Semester System
- https://www.losmedanos.edu/index.aspx https://www.losmedanos.edu/admissions/fees.aspx -

イギリス

United Kingdom
15

オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ

University of Oxford

Hertford College

オックスフォード

Oxford

3名以内

Up to 3

61

以上

or above

- 〇 - - -
2学期制

Semester System

2023年10月～2024年3月

Oct. 2023～Mar. 2024
- https://www.hertford.ox.ac.uk/

約22,020ポンド

(授業料、宿舎、食費等）

￡22,020 (approximately)

(tuition, housing, food expenses, etc.）

■オックスフォード大学の正規課程への留学とは異なり、他

大学を含む留学生向けに開講される語学を中心とした授業を

履修する特別プログラムです。

■This program is for the international students (non

English speakers), not a regular course of University of

Oxford. Therefore, students will mainly study English

language with students from other universities in Japan.

As for international students, please contact SGJS office in

advance.

78

以上

or above

〇 〇

6.0

以上

or above

アメリカ合衆国

USA
17

フロリダ州立大学・ディズニーワールド提携インターンシップ

Disney Internship Program

(Florida State UniversityInternational ExchangeProgram as

part of the WaltDisney World InternationalCollege Program)

フロリダ州タラハシー／オーランド

Tallahassee/Orlando, State ofFlorida

40名～50名程度

approximately 40 to 50 students

61

以上

or above

〇 ○

5.5

以上

or above

- - -
2023年8月1日（火）～2024年1月25日（木）

Tuesday, August 1, 2023 to Thursday, January 25,

2024

■学部内選考に加えて，ディズニー担当者による最終面接があります。

■In addition to the screening by SGJS, thereis a final interview by the

recruiter from theWalt Disney World.

■フロリダ州立大学

https://www.fsu.edu/

■ディズニー・カレッジ・プログラム

https://jobs.disneycareers.com/disney-college-program

FSUプログラム費・授業料　5000米ドル、査証関係費用　約380米ド

ル、ディズニー・ワールド寮費　1週間あたり191-232米ドル、ディ

ズニー・ワールドプログラム参加費　431米ドル、その他の経費

※Disney INTERNATIONAL PROGRAMS ACADEMIC EXCHANGE

PROGRAM参照

$5000 FSU program fee, $380 (approximately) Visa related fees,

$191-$232 per week Disney World housing fee, $431 Disney

World program fee, and other miscellaneous fees.

※Please check the "Disney INTERNATIONAL PROGRAMS

ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM" for the details.

-

Good to Excellentを推奨

Good to Excellent is recommended

■多くの講義はスウェーデン語で実施されていますが、本プ

ログラム参加者は英語で行われている講義を履修することに

なります。

そのため、留学参加にあたり、スウェーデン語は必須ではあ

りません。

■Most classes are in Swedish, but in this program,

students will take classes held in English. Swedish

language ability is not required.

2学期制

Semester System

①【秋学期】2023年8月～2024年1月

Aug. 2023～Jan. 2024

②【秋・春学期】2023年8月～2024年6月

Aug. 2023～Jun. 2024

■ルンド大学は、明治大学政治経済学部と国際日本学部が合同で協定を締

結した大学となります。留学プログラムへは、両学部から合計15名の派遣

を予定しています。

■ルンド大学を志願する際にIELTSを利用し、その他の志願先にTOEFLを

適用することが可能です（スコアの併用）。

■This is the joint program of SPSE and SGJS.

Up to 15 students in total can be admitted.

■It is possible to submit the IELTS score for Lund University and

submit the TOEFL iBT score for other programs, but only if both scores

are already available.

（授業料）

【秋学期】約55,000SEK 　【秋・春学期】約110,000SEK

（宿舎等）

【秋学期】約30,000SEK ～ 50,000SEK

【秋・春学期】60,000SEK ～ 100,000SEK

(Tuition Fee)

【Fall semester】55,000SEK (approximately)

【Fall+Spring semester】110,000SEK (approximately)

(Housing Fee, etc.)

【Fall semester】

30,000SEK～50,000SEK (approximately)

【Fall+Spring semester】

60,000SEK～100,000SEK (approximately)

https://www.lunduniversity.lu.se/home
スウェーデン
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15名以内

Up to 15

在学１ヵ年につき卒業要件単位を30単位以上修得しているか、修得見込みであること。

Obtained/supposed to obtain 30 credits of graduation requirements for each year.

①【秋学期】2023年8月～2023年12月

Aug. 2023～Dec. 2023

②【秋・春学期】2023年8月～2024年5月

Aug. 2023～May. 2024

アメリカ合衆国

USA

カリフォルニア州コントラコスタカウンティ

Contra Costa County, California

計10名以内

Up to 10 in total

http://www.butte.edu/
http://www.butte.edu/services/international/fees.html
https://foothill.edu/
https://foothill.edu/international/prospective/tuitionandfees.html
http://www.ohlone.edu/
https://www.ohlone.edu/international/cost
https://www.kapiolani.hawaii.edu/
https://www.kapiolani.hawaii.edu/paying-for-college/cost-of-attendance/
https://www.kapiolani.hawaii.edu/paying-for-college/cost-of-attendance/
http://www.contracosta.edu/
https://www.contracosta.edu/admissions/fees-tuition/
http://www.dvc.edu/
https://www.dvc.edu/enrollment/admissions-records/fees.html
https://www.losmedanos.edu/index.aspx
https://www.losmedanos.edu/admissions/fees.aspx
https://www.hertford.ox.ac.uk/
https://www.lunduniversity.lu.se/home

