2022 年度（１年生）

情報コミュニケーション学部 英語コミュニケーション能力特別強化プログラム
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Special Program for Information & Communication in English
プログラムについて
2013 年度から高校の英語に「コミュニケーション英語」が導入されたように，直読直解や日常会話以上の内
容を議論できる能力が求められています。本プログラムの「SPICE（Special Program for Information &
Communication in English）」は，グローバル化時代に即した言語力とコミュニケーション能力を身につけた
学生を育成するために，2014 年度に設置されたものです。海外の大学・大学院への留学を考えている学生や
卒業後に国際社会で活躍したい学生，そして英語科教員を目指している学生など，SPICE を通じて英語力に磨
きをかけ，夢を実現しましょう。
なお，明治大学は徹底した国際化の推進の下，2014 年に世界レベルの教育研究を行う「スーパーグローバル
大学創成事業」(SGU)に選ばれています。

特 徴


コミュニケーション能力重視・内容中心(content base)の授業
英語で「スピーチ」
「ディベート」
「ディスカッション」ができるトレーニングを行います。会話のための
コミュニケーションに限らず，専門的な学問を「英語」で理解するための講義も用意しています。



経験豊かな教員による少人数制の授業
選抜された少人数の学生に向けて，ネイティブ・スピーカーや海外留学経験のある教員が実践的な授業を
行います。授業中だけでなくホームワークも効果的に取り入れ，自習時間の指導にも力を注いでいます。

短期・長期留学に関するアドバイスなども提供し，海外を目指す学生を全面的にサポートします。

<SPICE 説明会（動画配信）>
・配信日時

３月中旬～

・配信場所

情報コミュニケーション学部ＨＰ内

https://commonsi.muc.meiji.jp/em/622967efb0562

動画映像にて詳細を説明します。
興味がある学生は是非視聴してください！
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定 員
20 名程度。原則として，１年生のみが応募対象となります。ただし，2 年次以降に追加募集することがあり
ます。

選考方法および選考基準
4/１に実施の TOEIC 試験のスコア及びオンラインでの英語面接試験により選考を行います。TOEIC は 600 点
以上を基準としますが，基準以下でも面接選考を行い，履修を許可する場合があります。

修了要件
SPICE のプログラムは『ステージ１』および『ステージ２』の 2 つのステージから成ります。


ステージ 1（主に和泉キャンパス，1～2 年次）は，基幹科目から 10 単位，実践科目から 4 単位，計 14
単位の修得を必要とする。



ステージ 2（主に駿河台キャンパス，3～4 年次）は，基幹科目から 6 単位，実践科目から 8 単位，計 14
単位の修得を必要とする。



ステージ 1 とステージ 2 の合計要件単位（28 単位）を修めた学生を SPICE 全プログラムの修了者とし
ますが，それぞれのステージでも修了を認定します。



ステージ１において実践科目の要件単位（4 単位）を超えて修得した場合，超過単位分はステージ 2 の実
践科目の要件単位として認定されます。



全プログラム修了者には，
「SPICE 修了証明書」を授与します。その中でも，優秀修了者（TOEIC 820
以上，IELTS 6.5 以上, TOEFL IBT 90 以上あるいは TOEFL ITP 577 以上のスコアを取得した学生）は，
卒業時の学位授与式にて，学部長より特別に表彰されます。



３年次終了時にすべての要件を修得した場合，その時点での全プログラム修了が可能です。

要件科目（５頁の一覧を要確認）
英語科目の「基幹科目」と，英語で学ぶ「実践科目」
（学部外設置科目を含む）の２つから構成されます。

基幹科目（必修科目）
1 年次：SPICE 専用の English Skills AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡ ，一般科目の Speech & Debate A・B（Speech
& Debate A・B については，1 年次の履修が望ましい）
2 年次：SPICE 専用の Critical Reading，Critical Discussion，Critical Writing A・B
3・４年次：SPICE 専用の英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ，一般科目の English SeminarⅠ・Ⅱ
実践科目（選択必修科目）
1～4 年次：一覧にある実践科目
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受講・継続条件


プログラム修了要件単位として認定されるには，B 評価以上の成績を修めること。なお，「基幹科目」が
C 評価以下の場合，次学期以降 SPICE クラス専用科目は受講できません。



TOEIC と TOEFL を毎年それぞれ 1 回ずつ必ず受験すること。
学部主催の TOEIC IP と TOEFL ITP がいずれも年間２回実施され，SPICE 受講者の受験料は無料となり
ます。
（日程等の詳細は都度 Oh-o! Meiji から配信される案内を確認してください。
）



特に本人からの申し出等がない限り場合，２年次以降もプログラムを継続するものとする。

その他
●海外留学により修得した単位も，授業内容によっては要件として認定することがあります。適宜，情報コミ
ュニケーション学部事務室に確認してください。
●２年次に海外留学をする場合，その期間に履修修得ができなかった２年次必修の基幹科目について，一定の
要件の下で履修免除をする場合があります。２年次に海外留学を検討している場合には，できるだけ早い段
階で SPICE 担当教員および学部事務室に相談をするようにしてください。

選考に関わるスケジュール（2022 年度）
３月中旬

SPICE 説明会動画（本紙１ページ目のＱＲコード参照）を配信。希望者は必ず視聴すること。

4 月１日（金）TOEIC IP テスト（新入生全員受験必須）を自宅にて受験。
4/1 に本試験を受けなければ SPICE に申し込むことができないため注意すること。受験後にスコ
アを確認したら，以下の通り，SPICE の申し込みを行うこと。
■申込期間：４月１日（金）午前１０時～４月２日（土）午前 8 時【期限厳守】
■申込方法：ここから（クリック）もしくは左の QR コードからアクセスし，必要項目を入力し，
申し込みを完了すること。

※スマートホンでの入力も可能だが，志望理由等を英語で入力するため，パソコンでの入力を推
奨する。
※上記申込期間以外での入力はできないため，必ず上記期間内にアクセスをすること。
※TOEIC IP テストの受験可能期間は 4/1 終日（00 時 01 分～23 時 59 分）であり，SPICE
の申込期間とは異なるため注意すること。
4 月 2 日（土）面接試験受験者発表（14：00 予定）※発表が早まる場合があります
※発表は SPICE の申し込み時に入力するメールアドレス宛に行う。メールは合格者のみに送る
ため，メールが届かなかった場合には不合格と判断すること。下記のメールアドレスからメー
ルを送るため、受信設定等している場合には受信許可設定をしておくこと。
■メールアドレス：iz_infocom@meiji.ac.jp
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4 月 3 日（日）オンラインでの英語面接試験（10：00～13：30 予定）
面接試験に関する詳細は，面接試験受験者の発表時に通知する。
※面接時間は上記の時間帯のなかで割り当てられるため，すべての時間を空けておくこと。


面接試験は，Web 会議サービスのソフトウェアである「Zoom」を使用して実施する。
「Zoom」の参加
には①パソコン・スマートホン・タブレット端末のいずれか一つ

②インターネット環境が必須となるた

め，事前に各自で用意すること。


面接試験受験者に対して，メールにて「Zoom」のＵＲＬを送付するため，指定の時間になったら，各自
アクセスをすること。

4 月３日（日）

合格者発表（17：00 予定）※発表が早まる場合があります

※発表は SPICE の申し込み時に入力するメールアドレス宛に行う。メールは合格者のみに送る
ため，メールが届かなかった場合には不合格と判断すること。

注意事項


SPICE 受講決定者は， English Skills AⅠ・AⅡ・BⅠ・BⅡクラスに大学側で履修登録します。
（履修登
録の確認方法については履修ガイダンス動画を参照してください。
）



もう一つの必修科目である Speech & Debate A・B は SPICE 専用クラスではなく一般科目であるため，
所定の履修登録期間に各自で希望クラスを履修登録してください。
（受講者制限科目になります。
）



SPICE が不合格となった場合，通常の英語クラスを大学側で履修登録します。

【1 年次の SPICE 関係科目

時間割一覧】(2 年次以降は各自で確認のこと)

SPICE 専用科目：あらかじめ大学側で履修登録するもの
科目名

担当者

English SkillsＡⅠ･Ⅱ

ドウ, ティモシー

English SkillsＢⅠ･Ⅱ

ヘイ，ウィリアム

Ａ

期間

曜日 時限

春／秋

月

４

春／秋

水

３

一般科目：以下から選択し，WEB 履修登録（抽選）期間中に各自で申込するもの
科目名

担当者
アイルランド，ガリー

Speech & Debate Ａ･Ｂ

ジョーンズ

鈴木

雅子
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期間

曜日 時限

春／秋

火

１

春／秋

火

３

春／秋

月

４

春／秋

火

４

春／秋

火

５

春／秋

水

５
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要件科目一覧
科目区分

配当年次・必修区分

1年次必修
（ステージ１）

科目名

必要単位数

6単位

備考

単位数

English Skills AI (SPICE)

1

プログラム専用クラス

English Skills AII (SPICE)

1

プログラム専用クラス

English Skills BI (SPICE)

1

プログラム専用クラス

English Skills BII (SPICE)

1

プログラム専用クラス

Speech & Debate A

1

一般科目

Speech & Debate B

1

一般科目

Critical Reading (SPICE)

1

プログラム専用クラス

Critical Discussion (SPICE)

1

プログラム専用クラス

Critical Writing A(SPICE)

1

プログラム専用クラス

Critical Writing B(SPICE)

1

プログラム専用クラス

English Seminar I

1

一般科目

English Seminar II

1

一般科目

英語コミュニケーションI

2

プログラム専用クラス

英語コミュニケーションII

2

プログラム専用クラス

基幹科目
2年次必修
（ステージ１）

3年次必修
（ステージ２）

1・2年次
選択必修
（ステージ1）

4単位

6単位

★情コミ学部主催
・英語を使用言語とする情コミ学部科目 ※
・国際交流（学部短期留学科目）
4単位

実践科目

3・4年次
選択必修
（ステージ2）

8単位

合計

28単位

★情コミ学部以外主催
・英語を使用言語とする他学部科目
・英語を使用言語とする他学部設置短期留学
科目
・以下のプログラムのうち，英語を使用言語とす
る科目
学部間共通外国語
国際教育プログラム科目
グローバル人材育成プログラム
<2019年度以前入学者のみ>
国際協力人材育成プログラム
日本ASEAN相互理解プログラム
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※『英語で行われる情コミ
学部科目』は以下の通り。
（当年度開講科目は各自シ
ラバスを確認すること）
・ジェンダー論
・パブリック・スピーキング
・英語の文化と歴史
・比較文学・比較文化AⅠ
/AⅡ

