
Date：01/OCT/2019

※　本プログラムは大学間協定校【海外授業料自己負担型】のため，本学の授業料に加え，留学先大学の授業料の支払いも必要です。留学先大学の費用については外部リンクなどを参照してください。

※　外部リンク先（留学先大学ホームページ）の情報は2019年の実績の場合があり，変更される可能性があります。最新の情報は，各大学のホームページで決定次第公開される予定です（2019年12月以降が見込まれます）ので予めご了承ください。

成績要件

ＧＰＡ TOEIC
TOEFL

iBT
IELTS

カリフォルニア大学

バークレー校

【 UCB 】

バークレー

原則として，下記のいずれかの組み合わせから

選択

① Session A & Session C

② Session A & Session D

2020年 5月 26日（火）

  ～   2020年 8月 14日（金）

2.5

（2.0以上

2.5未満の場

合も，指導教

員等の推薦書

があれば応募

可能です。）

685

（IP可） 80 6.5

http://classes.berkeley.edu/

※ 2020年度の情報は，10月1
日時点で未公開。
　 後日公開され次第，ご確認く
ださい。

http://summer.berkeley.edu/
student-services/student-
housing

（参考）2019年度:
http://summer.berkeley.edu/
international/registration-
fees

<FAQ>
https://ssall.zendesk.com/h
c/en-
us/categories/201892808-
International-Students-
Questions-Answers

http://summer.berkeley.edu/

カリフォルニア大学

アーバイン校

【 UCI 】

アーバイン

11月下旬頃決定予定

Session １＆Session ２

（参考）

2019年 6月24日（月）

    ～  2019 年9月12日（木）

2.5

（2.0以上

2.5未満の場

合も，指導教

員等の推薦書

があれば応募

可能です。）

685

（IP可）

79 6.5
https://summer.uci.edu/inte
rnational/life/housing.aspx

（参考）2019年度:
https://summer.uci.edu/serv
ices/registration/fees.aspx

<FAQ>
https://summer.uci.edu/serv
ices/policies/faq.aspx

https://summer.uci.edu/

カリフォルニア大学

ロサンゼルス校

【 UCLA 】

ロサンゼルス

Session A＆Session C

2020年 6月22日（月）

      ～ 2020年 9月11日（金）

2.5

（2.0以上

2.5未満の場

合も，指導教

員等の推薦書

があれば応募

可能です。）

690

（IP不可）
79 6.5

https://sa.ucla.edu/ro/public/
soc

※ 2020年度の情報は，10月1
日時点で未公開。
　 後日公開され次第，ご確認く
ださい。

（参考）2019年度:
https://housing.ucla.edu/su
mmer-housing/summer-
sessions-housing/summer-
sessions-housing

<FAQ>
https://www.summer.ucla.ed
u/faq

http://www.summer.ucla.edu
/internationalstudent

カリフォルニア大学

デービス校

【 UCD 】

デービス

Session １＆Session ２

2020年 6月22日（月）

     ～  2020年 9月11日（金）

3.0

（2.5以上

3.0未満の場

合も，指導教

員等の推薦書

があれば応募

可能です。）

685

（IP可）
80 7.0

https://summer.ucdavis.edu/c
ourses/2019

※ 2020年度の情報は，10月1
日時点で未公開。
　 後日公開され次第，ご確認く
ださい。

https://conferencehousing.u
cdavis.edu/summer-
session-housing

（参考）2019年度:
https://summer.ucdavis.edu
/fees

<FAQ>
https://summer.ucdavis.edu
/general-faq

 

2019年11月29日（金）

～2019年12月17日（火）

【応募書類提出場所】

※所属学部事務室

開室時間内

 国際教育センター主催　「2020年　カリフォルニア大学サマーセッションズ　応募条件等一覧」

     留学のための奨学金・助成金に関しては，『海外留学の手引き』35頁および明治大学ウェブサイト「国際連携・留学」を参照してください。

大 学 名 所在地 学 内 応 募 期 間
プログラム実施期間

（授業開始日から試験最終日）

応募要件 ※注１ 留 学 先 大 学 情 報

（参考）

公式Website

英語語学要件

授業情報 住居 費用 ※注２ その他

https://globalstudy.ucda

vis.edu//

＜補足説明＞ 必ずお読みください

注１ 応募要件：

① UCB/UCI/UCLAの3校のいずれかに出願を希望する学生で，GPAが2.0以上2.5未満の場合は，指導教員等の推薦書がある場合に限り応募可能です（GPA2.5以上の場合は推薦書は不要）。

② UCDに出願を希望する学生で，GPAが2.5以上3.0未満の場合は，指導教員等の推薦書がある場合に限り応募可能です（GPA3.0以上の場合は推薦書は不要）。

なお，UCDへの推薦が決まった場合には，出願時に当該推薦教員からの英文推薦書が必要ですので，予めお願いをしておいてください。（推薦書の提出ができない場合には推薦できません。）

注２ 費用：

留学先大学に支払う授業料・諸手続き費用の他，寮費，渡航費用，本学指定の海外留学保険費用，生活費，ビザ申請代金などが必要です。

留学先大学のホームページの情報を必ずご参照ください。参考として，明治大学ホームページ上に「留学報告書」として過年度参加学生による費用内訳も掲載しています。

http://www.summer.ucla.edu

/academiccourses/internati

onalstudent/feesandpaymen

t

https://housing.ucla.edu/su

mmer-housing/summer-

sessions-housing/2017-

summer-sessions-housing-

rates

※特定科目のシラバス:  
<internationalsummer@

uci.edu> へ要問合せ。

（参考）2019年度:

（参考）2019年度寮費: 

UC Davis Summer 

Session homepage ：

https://summer.ucdavis.

edu/

https://summer.uci.edu/
courses/index.aspx

※ 2020年度の情報は，10月1

日時点で未公開。

後日公開され次第，ご確認く

ださい。

Global Study Program

homepage：

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