
大学間協定留学（授業料負担型）

海外トップユニバーシティ留学説明会
＆留学経験者による留学体験談・Q&A

明治大学 国際教育センター



本日の内容

1. 海外トップユニバーシティ留学について

2. 2023年度募集スケジュールについて

3. 経済的支援制度について

4. まとめ

5. 参加者からの体験談



海外トップユニバーシティ留学とは？

大学間協定留学として定められている、以下

海外のトップユニバーシティに留学するプログラム。

条件を満たせば、「明治大学学生海外トップユニバーシティ留学奨励助成金」
への応募が可能

※プログラムへの応募、及び、助成金への応募、それぞれで手続きが必要！

世界大学ランキング 20位

世界大学ランキング 67位

世界大学ランキング 4位

世界大学ランキング 13位

世界大学ランキング 11位

*The World University Rankings 2022 (THE)より

世界大学ランキング* 8位 ・カリフォルニア大学バークレー校
・カリフォルニア大学ロサンゼルス校
・カリフォルニア大学デービス校
・スタンフォード大学
・ペンシルベニア大学
・コロンビア大学

1．海外トップユニバーシティ留学について



1．海外トップユニバーシティ留学について

【大学間協定留学とは】
◆明治大学と協定を結んでいる世界各国の大学に留学するプログラム。
◆協定留学の制度を利用するためには、学内選考に合格し、明治大学から派遣候
補生として推薦される必要あり。

◆留学先で取得した単位は所属学部が認めた場合、単位認定が可能。

交換型 授業料負担型

授業料
留学先の授業料は免除
※明治大学の学費は納入する必要あ
り

「留学先大学の授業料」と「明治
大学の学費」両方の負担が必要。

定員
各大学2名程度
※年度によって募集がないこともある

制限なし
※協定校により、5～10名の場合もあり

海外トップユニバーシティは「授業料負担型」



1．海外トップユニバーシティ留学について

サマープログラム 秋出発プログラム

留学期間
2023年5・6月～8・9月
指定期間

2023年8月～9月から
1学期間 or 1学年間

明治大学におけ
る学期

2023年度春学期
2023年度秋学期
（＋2024年度春学期）

派遣人数
制限なし

※ただし、別途申請が必要な、明治大学学生海外留学トップユニバーシティ留
学奨励助成金S/Aの助成人数には制限あり

派遣先大学
（予定）

・カリフォルニア大学バークレー校
・カリフォルニア大学ロサンゼルス校
・カリフォルニア大学デービス校
・スタンフォード大学
・ペンシルベニア大学
・コロンビア大学

・カリフォルニア大学バークレー校
・ペンシルベニア大学
・コロンビア大学



短期語学研修

留学先大学の夏学期における正規授業履修
授業は通常とても集中的（インテンシブ）

◆留学先大学の夏学期である、5・6月～8・9月の指定期間留学
◆明治大学においては、春学期留学としての取扱い
（＝明治大学春学期の履修は原則不可だが、学部によって取り扱いが異な
るため、履修登録に関して必ず学部事務室へ事前相談すること！）

サマープログラムの注意点

4月～
春学期

8月～9月
夏休み

9月～
秋学期

5・6月～8・9月
留学

1．海外トップユニバーシティ留学について



大学名 GPA TOEFL IELTS TOEIC

サマー
カリフォルニア大学バークレー校
サマーセッションズ

2.5 80 6.5 685

サマー
スタンフォード大学
サマーインターナショナルオナーズプログラム(IHP)

3.0 100 7.0 -

秋
カリフォルニア大学バークレー校
エクステンショングローバスアクセスプログラム(GAP)

3.0 90 7.0 -

秋

ペンシルベニア大学
一般教養・専門教育学部(LPS) インターナショナル
ゲストスチューデントプログラム(IGSP)

3.3 100 7.0 -

海外トップユニバーシティ留学対象校出願条件
（2022年度派遣募集情報一部抜粋）

昨年度の情報のため、要件や対象校が変更となる可能性あり！
応募の際は、必ず最新の情報を確認すること!!!

１．海外トップユニバーシティ留学について



海外トップユニバーシティ留学 2023年度募集スケジュール
※公開されている募集要項をよく確認の上、応募するようにしてください。

項目 時期

募集要項HP公開 9月15日

オンライン応募開始 10月11日

オンライン応募締切 10月17日

応募書類データ提出締切 10月21日

合否通知 12月初旬

昨年度のスケジュールより募集スケジュールが
早まっています！

語学スコア取得など計画的な準備が必要！！！

２．2023年度募集スケジュールについて

希望校の要件を
満たす語学スコア
はオンライン応募
締切までに取得

必須



協定校が定める出願条件を含め、学内応募資格については、

「募集要項」、および、「出願条件等一覧」
を必ず確認すること

出願条件等一覧：
10月上旬公開予定

２．2023年度募集スケジュールについて



サマープログラムに参加するにはどのくらいの
費用が必要？？

３．経済的支援制度について

海外(特に欧米諸国)の授業料は、明治大学の学費と比べ高額です。

留学生必要費用 金額

授業料 ※＄570×10 Units $5,700~

登録料 $450

International Service Fee $400

Document Management Fee $63

住居費 ※一部食費含む $5,030~

推定合計額： $11,643~ 渡航費、保険料、生活費 などなど

※滞在要件を満たす最低単位数は10 Units

◆カリフォルニア大学バークレー校サマープログラム＜2022年度協定校HP掲載情報＞

日本円にして

約1,600,000円～
※推定金額であり、変動の可能性があります。

※1ドル＝138円換算

明治大学学費



◆ ペンシルベニア大学一般教養・専門教育学部（LPS）
インターナショナルゲストスチューデントプログラム（IGSP）
※2022年度情報（協定校WEBサイトより）

留学生必要費用 金額

授業料 ※履修科目数による $14,696~$28,106

General Fee $2,838

Tech Fee $456

Clinical Fee $332

Orienteering Fee $345

住居費 ※On-Campus $5,877~$7,709

推定合計額： $24,544~$39,786

明治大学学費、渡航費、保険料、生活費 などなど

日本円にして1学期あたり

約3,380,000円～
5,490,000円

※推定金額であり、変動の可能性があります。
※1ドル＝138円換算

秋出発プログラム
Fall 1学期分

３．経済的支援制度について

1学期間、1学年間の留学は更に
高額に！



明治大学学生

海外トップユニバーシティ留学奨励助成金とは

✔ 返済不要の給付型助成金 ※上限額は年度によって異なる

助成金 S: 300万円を上限としてプログラム費用の実費を支給

助成金 A: 100万円を上限としてプログラム費用の実費を支給

✔ 対象プログラムの設定あり※対象プログラムが年度によって異なる可能性あり

✔ 申請資格条件

✔ 助成人数の制限あり

✔ 受給者の義務あり

３．経済的支援制度について（トップ助成金）

選考によって受給者を決定

◆助成金S：5名（5学期相当）程度
◆助成金A：35名（35学期相当）程度



３．経済的支援制度について（申請資格）

１．2023年1月1日～2023年12月31日までの間に留学開始する者

２．対象プログラムに参加予定で、「協定留学」（大学間協定または学
部・研究科間協定留学）、または、「認定留学」を承認される見込みの
者

３．必要書類を提出できる者
４．明治大学における学業成績（通算GPA）が以下要件を満たし、留学

開始までこの学業成績要件を満たしている者

GPA 3.0以上（学部生・大学院生共通）

GPA 2.5以上（学部生）

GPA 3.0以上（大学院生※会計専門職大学院生のみGPA1.70以上）

助成金 S

助成金 A

その他詳細、注意事項等を必ず募集要項をよく確認の上、応募すること！

2023年度明治大学学生海外トップユニバーシティ留学奨励助成金S/A申請資格



３．経済的支援制度について

＜大学間協定留学＞

・カリフォルニア大学バークレー校
・カリフォルニア大学ロサンゼルス校
・カリフォルニア大学デービス校

助成金 A

＜大学間協定留学＞

・スタンフォード大学
・ペンシルベニア大学
・コロンビア大学
＜学部間協定留学（政治経済学部）＞

・ロンドンスクールオブエコノミクス サマーセッションプログラム
＜認定留学＞

・ハーバード大学サマーセッション
・ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジサマープログラム

助成金 S



３．経済的支援制度について（募集スケジュール）

項目 時期

募集要項HP公開 9月15日

オンライン応募開始 10月11日

オンライン応募締切 10月17日

応募書類データ提出締切 10月21日

面接（助成金S対象） 11月中旬

合否通知 12月初旬

昨年度のスケジュールより募集スケジュールが
早まっています！計画的な準備が必要！！！

明治大学学生海外トップユニバーシティ留学奨励助成金
2023年度募集スケジュール

※公開されている募集要項をよく確認の上、応募するようにしてください。

語学スコアをオンラ
イン応募締切まで
に取得すること



2023年度の応募方法、および、応募資格については、

「募集要項」を必ず確認すること！

３．経済的支援制度について（応募方法）



４．本日のおさらい

• 助成金だけですべての留学経費をまかなえるわけで
はない。

• 助成金A：一度自分で支払う必要あり。
• 助成人数には制限あり

保証人の方と、経済的計画を
しっかりと立てましょう！

円安

物価
高騰

＜海外トップユニバーシティ留学応募資格の1つ＞
“留学にかかる経費を理解し、
経済的な裏付けが得られること”



海外トップユニバーシティ留学の魅力

明治大学の協定校の中でも世界トップクラスの大学へ
の留学が可能

国内外の優秀な学生とのネットワーキング

明治大学学生海外トップユニバーシティ留学奨励助成
金への申請が可能

TOEIC応募可能なプログラムあり（サマープログラム）

各プログラムの募集人数は制限なし。但し、助成金には
人数制限あり！

1

2

3

4

5

４．本日のおさらい



明治大学 国際教育センター

【問い合わせ先】

和泉国際連携事務室（海外留学）
Email: kokusaik@meiji.ac.jp

Tel: 03-5300-1542

mailto:kokusaik@meiji.ac.jp

