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2023年度 明治大学情報コミュニケーション学部 学部間交換留学生募集案内 

 

※情報コミュニケーション学部に留学するための交換留学プログラムです。 

※世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大状況により，渡航の数か月前の定
められた時点で交換留学プログラム実施の可否を判断します。 

1. 【交換留学に関する問い合わせ】 

明治大学情報コミュニケーション学部事務室 

駿河台 
所在地 東京都千代田区神田駿河台 1-1 リバティタワー5階 

TEL 03-3296-4262 FAX 03-3296-4351 

和泉 
所在地 東京都杉並区永福 1-9-1 第一校舎 1 階 

TEL 03-5300-1629 FAX 03-5300-1202 

E-mail infocom@mics.meiji.ac.jp 

交換留学の案内 http://www.meiji.ac.jp/infocom/office/exchange.html  

2.【出願期間・受入決定時期】 

 春学期（4月） 秋学期（9月） 

出願期間 2022年 8月 1日～9月 30日必着 2023年 1月 9日～2月 28日必着 

受け入れ決定時期 2022年 12月頃 2023年 5 月頃 

出願方法 

1. 大学担当者より情報コミュニケーション学部事務室に出願書類（9.【出

願書類】参照）を出願期間内に郵送にてお送りください。全ての書類が正

しく提出されているか確認した上，郵送してください。 

2. 志願者より「在留資格認定証明書」(エクセルファイル)を出願期間内に

メール（infocom@mics.meiji.ac.jp）でお送りください。 

3.【学年暦（予定）】 

 春学期 秋学期 

入寮日 2023年 3 月下旬 2023年 9 月初旬 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 2023年 3 月下旬～ 2023年 9 月初旬～ 

授業開始 2023年 4 月上旬 2023年 9月 20日 

授業終了 2023年 7 月下旬 2023年 2 月上旬 

試験期間 2023年 7 月下旬 2023年 1 月下旬 

※授業・試験期間終了前の帰国は認めていません。 

※2023年度学年暦はまだ決定していません。 

※入寮日やオリエンテーション等のスケジュールについては，入学決定者にお知らせします。 

4.【授業内容・成績】 

シラバス 

Oh-o!Meijiシステム 

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

ゲストログイン→「授業検索」から検索してください。2023 年度開講講義

は 2023年 4 月以降公開する予定です。 

授業 明治大学の全授業コマ数（13,000コマ）のうち，12,000 コマの授業は日本

2022年 5月 13日 

http://www.meiji.ac.jp/infocom/office/exchange.html
https://oh-o2.meiji.ac.jp/portal/index
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語で行われています。情報コミュニケーション学部でも，ほぼ全ての授業

が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，英語のみでの受入を行う「ハノイ貿易大学」からの留学生につい

ては，英語で実施される科目のみでの履修を認めています。 

履修について 

来日後，情報コミュニケーション学部に設置されている科目や日本語科目

を中心として，授業の履修登録を行います。各学期につき 24単位まで履修

登録が可能です。そのうち最低 1 科目は情報コミュニケーション学部設置

科目を登録しなければなりません（詳細は来日後説明）。 

日本語授業 大学の日本語授業を履修希望する方は，出願後別途手続きが必要です。 

成績 

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。 

5.【情報コミュニケーション学部の授業】 

学部カリキュラム 

http://www.meiji.ac.jp/koho/disclosure/class/infocom/curriculum/index.html  

入学する学年によってカリキュラムが異なります。交換留学生として受け

入れた学年および該当するカリキュラムによって履修できない科目もあ

ります。 

教員一覧 http://www.meiji.ac.jp/infocom/teacher/index.html 

ゼミナール 

https://www.meiji.ac.jp/infocom/seminar/introduction.html 

交換留学生には指導教員がつき，原則として，指導教員が直接指導を行う

ゼミナール（通称：ゼミ）に参加します。このゼミは 10 人から 20 人ぐら

いの学生で構成，教員と活発な議論ができます。このゼミに参加すること

により，指導教員から直接指導を受けられるだけでなく，ゼミに参加して

いる学生と交流を持つことができます。 

6.【キャンパス・寮・生活費】 

明治大学 URL http://www.meiji.ac.jp/index.html  

学部 URL 
http://www.meiji.ac.jp/infocom/index.html（日本語） 

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/infocom/index.html（英語） 

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

キャンパスに 

関する情報 

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/index.html 

情報コミュニケーション学部は，和泉・駿河台キャンパスで授業を行います。 

交換留学生宿舎 

希望者は明治大学の交換留学生用宿舎を利用することができます。どの宿舎に入居

するかは明治大学が決定します。申込後はキャンセルができませんので，申込希望

者はその点にご注意の上で申し込みを行ってください。 

1. 和泉インターナショナルハウス 

2. 狛江インターナショナルハウス 

3. 東京女子学生会館（女性のみ） 

4. ＤＫ ハウス 東京 新小岩 

5. UniE’meal 明大前グローバルハウス 

6. 明治大学グローバル・ヴィレッジ 

東京都杉並区和泉 2-24-14 

東京都狛江市元和泉 1-5-1 

東京都杉並区和田 1-9-19 

東京都葛飾区新小岩 4-4-5 

東京都杉並区永福 1-7-43 

東京都杉並区永福 1-11-1 

http://www.meiji.ac.jp/koho/disclosure/class/infocom/curriculum/index.html
http://www.meiji.ac.jp/infocom/teacher/index.html
https://www.meiji.ac.jp/infocom/seminar/introduction.html
http://www.meiji.ac.jp/index.html
http://www.meiji.ac.jp/infocom/index.html
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/infocom/index.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/about/index.html
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/index.html
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日本での生活費 

東京での生活費は，世界的に見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，しっかりとし

た資金計画を立てましょう。 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） 

家賃（例：和泉インターナショナルハウス） 

交通費 

食費 

公共料金（電気・ガス・水道） 

電話代 

合計 

\75,000～ 

約\10,000～20,000 

約\30,000～ 

約\10,000～ 

約\6,000～ 

約\131,000～ 

なお，来日時には，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 

国民健康保険 

※必ず加入する必要があります 

日用品・雑貨 

書籍（教科書） 

\3,000（来日時 1回限り） 

 

約\15,000～/年 

 

約\30,000～ 

約\5,000～ 

7.【出願資格】 

シーナカリンウィロート大学 人文学部 日本語能力試験 N3 以上 

香港城市大学 人文社会科学院 日本語能力試験 N4 以上 

ゲーテ大学 言語学・文化学・芸術学部 日本語能力試験 N4 以上 

ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 日本言語文化学部 GPA2.5以上 

日本語能力試験 N4 以上 

ハノイ貿易大学 GPA2.5以上 

8.【受入れ人数について（各学期に受け入れ可能な最大人数）】 

シーナカリンウィロート大学人文学部 3 名 

香港城市大学人文社会科学院 3 名 

ゲーテ大学 言語学・文化学・芸術学部 2 名 

ベトナム国家大学ハノイ外国語大学 日本言語文化学部 2 名 

ハノイ貿易大学 2 名 

9.【出願書類】 

●出願書類等は<http://www.meiji.ac.jp/infocom/office/exchange.html>からダウンロー

ドしてください。 

●①～⑮の書類を所属大学交換留学担当者に提出してください。 

●⑤「在留資格認定交付申請書」（エクセル）を<infocom@mics.meiji.ac.jp>に送ってくださ

い。 

●記入方法や見本をよく確認した上，書類を作成してください。 

●消えないボールペンで記入してください。 

① チェックリスト 

② 志願書（所定様式） 

http://www.meiji.ac.jp/infocom/office/exchange.html
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③ 学習計画書（所定様式） 

④ 健康診断書（所定様式） 

⑤ 在留資格認定交付申請書 ※『在留資格認定交付申請書の記入方法』を読み，「申請人作成用 1～

3」・「所属機関作成用 1」を記入すること 

⑥ 在留資格認定証明書交付申請書に記載した支弁額の裏付けとなる書類（いずれか１点） 

※英語または日本語に限ります。 

1 本人または支弁者名義の銀行口座の残高証明書 

2 本人または支弁者の預金通帳のコピー（全てのページ） 

3 支弁者名義の収入証明書 

4 奨学金の受給証明書（受給期間が留学期間と一致するようにしてください。） 

⑦ 宿舎希望届（所定様式） 

⑧ 日本語科目の受講に関するアンケート アンケート A（所定様式） 

⑨ 日本語能力証明書 アンケート B（所定様式）※該当者のみ 

⑩ 日本語能力の自己評価 アンケート C（所定様式） 

⑪ 「日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書」の写し 

⑫ 成績証明書（原本）※出願時点の前年度（前期分）を含んだ最新の成績証明書を提出すること 

⑬ 推薦状 

⑭ 証明写真（横 3cm×縦 4cm）3枚  

・１枚⇒志願票に貼付してください。 

・２枚⇒書類にクリップしてください。（在留資格認定交付申請書用と学生証作成用） 

⑮ パスポートの写し ※氏名・写真・パスポート番号の部分 

※2022年度の募集より「財政能力証明書（所定様式）」の提出は不要となりました。 

最新情報はホームページで確認してください。 
以 上 


