
学部間協定留学では、派遣先地域に関わらず英語による授業を受講します。
（派遣先地域の言語による授業の受講を希望する者は、必ず事前に経営学部事務室へ相談してください。）

(1) 応募資格について

下記①～⑧の全ての条件を満たす者。特に、協定校が定める応募資格を満たしているかよく確認すること。

　①協定校が定める応募資格a～cを全て満たしていること。
　②明治大学経営学部の正規生であること。

　③2022年度春学期修了時のGPAが、2.30以上であること。

　④過去2年以内に受験したTOEFL/IELTS/TOEICのスコアを提出出来ること。

　⑤心身共に健康で、外国において長期にわたって生活をする上で問題が無いこと。

　⑥外国籍の学生が留学する場合、原則として母国以外の派遣先大学へ応募すること。

　⑦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。学内選考後、協定校への出願において、

　　留学に十分な費用が準備されていることを確認するため、残高証明書の提出が求められる場合があります。

　⑧誓約書に記載されている事項に同意し、保護者（保証人）の同意を得た者。

補足

　※スコア欄の「目安」は「大よその基準」、「必須」は「条件を満たす必要があること」を意味する。

　※4年生の秋学期から留学する場合で、当該年度の3月に卒業を希望する者は、4年生の春学期までに

　　卒業に必要な単位数を修得すること。

(2）派遣先大学

ヴィクトリア大学　グスタフソン・ビジネス学部

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。
※取得スコアにより、夏期集中ビジネスプログラム（ISIBM）への参加等が求められます。

※ISIBMは、別途費用がかかります（自己負担）。

スコア TOEFL-iBT* TOEFL-ITP TOEIC IELTS

79 540-549 735-749 -

* MyBest scores可、Home Edition可

ノースカロライナ大学シャーロット校 ベルクカレッジ・オブ・ビジネス

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　1～2名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。

スコア TOEIC IELTS

必須 780以上
6.0以上

※各セクション5.0
以上

【2023年度秋出発】経営学部 学部間協定留学派遣学生募集要項

カ
ナ
ダ

University of Victoria, Gustavson School of Business

UVicでの履修条件

必須

90以上 575以上 800以上
6.5以上

各セクション6.0
以上

履修科目の制限なし※事前必修科目及び
登録可能科目に基づき履修

80-89 550-574 750-799 -

以下のいずれかを選択
1.履修科目の制限あり
（指定の７科目の中から４科目を選択）
2. ISIBMへの参加
（2を選択した場合、履修科目の制限なし
※事前必修科目及び登録可能科目に基づ
き履修）
以下両方が必須要件
1.履修科目の制限あり
（指定の７科目の中から４科目を選択）
2.ISIBMへの参加

ア
メ
リ
カ

University of North Carolina at Charlotte, Belk College of Business

TOEFL-iBT

70以上
※各セクション14以上

※MyBest scores, Home Edition可
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カーディフ大学　カーディフビジネススクール

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。

スコア IELTS

必須
6.0以上

※各セクション
5.0以上

エクセリア

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　5名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。
※または、フランス語による講義を受けられるだけの十分な語学力（仏検2級程度）を有すること。

※スコアが目安に達していない者は(6)応募書類の※和文のエッセイを必ず提出すること。

スコア TOEIC IELTS

目安 785以上 5.5以上

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。
※または、フランス語による講義を受けられるだけの十分な語学力（仏検2級程度）を有すること。

※スコアが目安に達していない者は(6)応募書類の※和文のエッセイを必ず提出すること。

スコア TOEIC IELTS

目安 785以上 5.5以上

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部3～4年次生（出願時2年次以上）であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。
※または、スペイン語による講義を受けられるだけの十分な語学力（CEFR B2以上）を有すること。

スコア TOEFL-iBT TOEIC IELTS

必須 80以上 800以上 6.5以上

イ
ギ
リ
ス

Cardiff University, Cardiff Business School

TOEFL-iBT

78以上
※MyBest scores可

フ
ラ
ン
ス

Excelia

TOEFL-iBT

72以上

IPAGビジネススクール

IPAG Business School

TOEFL-iBT
72以上

※MyBest scores可
※Home Edition可

ス
ペ
イ
ン

IE大学

IE University
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①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。
  ※または、ドイツ語による講義を受けられるだけの十分な語学力（ゲーテドイツ語検定B1レベル以上

　またはTestDaFのTDN4以上）を有すること。

スコア TOEIC IELTS

必須 750以上 5.5以上

ロッテルダム応用科学大学　ロッテルダムビジネススクール 

Rotterdam University of Applied Sciences, Rotterdam Business School

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部3～4年次生（出願時2年次以上）であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。 
　 　 ※スコアが目安に達していない者は(6)応募書類の※和文のエッセイを必ず提出すること。

※中国国籍の方はVISA申請の為に、要件（TOEFL又はIELTS）を満たすことが必須となります。

スコア TOEIC IELTS

東フィンランド大学　社会科学・ビジネス学部

University of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　6～12名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部3～4年次生（出願時2年次以上）であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。

　　 ※スコアが目安に達していない者は(6)応募書類の※和文のエッセイを必ず提出すること。

スコア TOEIC IELTS

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　１～2名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。

　　 ※または、タイ語による講義を受けられるだけの十分な語学力（実用タイ語検定試験4級程度）を有すること。

　　 ※スコアが目安に達していない者は(6)応募書類の※和文のエッセイを必ず提出すること。

スコア TOEFL-iBT TOEIC IELTS

目安 64以上 730以上 5.0以上

ド
イ
ツ

オスナブリュック応用科学大学　経営管理・社会科学部

Osnabruck University of Applied Sciences, Faculty of Business Management and Social Sciences

TOEFL-iBT

80以上
※MyBest scores可
※Home Edition可

オ
ラ
ン
ダ

TOEFL-iBT

目安
79以上

※MyBest scores可
※Home Edition可

785以上 6.0以上

フ
ィ

ン
ラ
ン
ド

TOEFL-iBT

目安
72以上

※MyBest scores可
※Home Edition可

785以上 5.5以上

タ
イ

シーナカリンウィロート大学　経済学部

Srinakharinwirot University, Faculty of Economis

3/8



①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。

　　 ※または、タイ語による講義を受けられるだけの十分な語学力（実用タイ語検定試験4級程度）を有すること。

　　 ※スコアが目安に達していない者は(6)応募書類の※和文のエッセイを必ず提出すること。

スコア TOEFL-iBT TOEIC IELTS

必須 61以上 730以上 5.0以上

対外経済貿易大学　国際商学院

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　2～4名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. GPA3.00以上（目安）

　c. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。
※または、中国語による講義を受けられるだけの十分な語学力（HSK検定3-4級程度）を有すること。

※スコアが目安に達していない者は(6)応募書類の※和文のエッセイを必ず提出すること。

スコア TOEIC IELTS

必須 785以上 6.0以上

①留学形態

　【交換留学】

②派遣人数

　1～2名

③応募資格

　a. 留学時に、経営学部2～4年次生であること。

　b. 以下の語学要件を満たし、英語による十分なコミュニケーション能力を有すること。
※中国語による講義は数科目しかない為、交換留学生には開講されていません。

スコア TOEIC IELTS

必須 730以上 6.5以上

タ
イ

シーナカリンウィロート大学　サステイナビリティ研究国際学部

Srinakharinwirot University, International College for Sustainability Studies

中
国

University of International Business and Economics, Business School

TOEFL-iBT

80以上
※MyBest scores可
※Home Edition可

香港城市大学　商学院

City University of Hong Kong, College of Business

TOEFL-iBT

79以上
※MyBest scores可
※Home Edition可
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①半期：2023年度秋学期　　②通年：2023年度秋学期および2024年度春学期

留学開始 半期 通年

2023年9月上旬 ～2023年12月中旬 ～2024年4月下旬

2023年8月中旬 ～2023年12月中旬 ～2024年5月中旬

2023年9月上旬 ～2024年1月下旬 ～2024年6月中旬

2023年9月上旬 ～2023年12月中旬 ～2024年4月下旬

2023年9月上旬 ～2023年12月下旬 ～2024年5月下旬

2023年9月上旬 ～2023年12月中旬 ～2024年5月上旬

2023年9月下旬 ～2024年2月下旬 ～2024年7月上旬

2023年9月上旬 ～2024年2月上旬 ～2024年7月上旬

2023年9月上旬 ～2023年12月中旬 ～2024年5月下旬

2023年8月上旬 ～2023年12月中旬 ～2024年5月下旬

2023年8月上旬 ～2023年12月中旬 ～2024年5月下旬

2023年9月上旬 ～2023年12月中旬 ～2024年5月下旬

2023年8月下旬 ～2023年12月下旬 ～2024年5月上旬

※上記は変更になる場合があります。

※留学期間中の学期は明治大学の授業を履修することはできません。

　例）ヴィクトリア大学に通年留学し、2024年4月下旬に帰国しても2024年度春学期は留学期間中の為、

　　　明治大学の授業を履修することは出来ません。

(4）費用
交換留学に係る費用は以下の通りです。

①明治大学の学費（留学先大学の授業料は免除）

②留学先大学が義務付ける授業料以外の費用(施設料等)、渡航費（航空券代金、ビザ取得費用等）、

　滞在費、生活費、海外旅行保険加入にかかる費用およびその他雑費は自己負担です。なお、危機管理上、

　海外旅行保険は経営学部指定の保険に必ず加入する義務があります。また、留学先大学指定の保険加入が

　義務付けられている場合は、双方の保険に加入が必要です。

(5）選考試験

・選考試験は、書類選考及び面接試験を行います。

・面接試験は、英語にて実施します。

⇒この選考結果を基に、学部教授会で審議し、派遣候補者を決定します。

※学内選考の合格は、留学先大学の受入を保証するものではありません。

　　

(6）募集及び選考日程（予定）

募　集　締　切：2022年10月21日（金）11：30〆切

一次選考(書類)：2022年11月上旬

結　果　発　表：2022年11月8日(火）13：00 ※Oh-o!Meijiにて通知。

二次選考(面接)：2022年11月26日(土）午後（実施時間は一次選考合格者に個別案内）

結　果　発　表：2022年11月29日(火）13：00 ※Oh-o!Meijiにて通知。

(7）応募書類

①学部間協定留学志願書（[所定様式1]・PC入力）

②英文のエッセイ（PC入力）

　・以下の課題について、指定書式に従って、 英文によるエッセイを提出して下さい。

　・課題：How will you contribute to a better relationship between Meiji and the overseas school

　　　　　you wish to study at while you are there?

　・指定書式：1）Five-paragraph essay - remember to use paragraphs

              2) 500 - 600 words

              3) A4 sized, double-space, Times New Roman 12-point font

              4) Type your name in the top right-hand corner

大学名

ヴィクトリア大学　グスタフソン・ビジネス学部

ノースカロライナ大学シャーロット校 ﾍﾞﾙｸｶﾚｯｼﾞ・ｵﾌﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ

カーディフ大学　カーディフビジネススクール

Excelia

IPAGビジネススクール

IE大学

オスナブリュック応用科学大学　経営管理・社会科学部

ロッテルダム応用科学大学　ロッテルダムビジネススクール

東フィンランド大学　社会科学・ビジネス学部

シーナカリンウィロート大学　経済学部

シーナカリンウィロート大学　サステイナビリティ研究国際学部

対外経済貿易大学　国際商学院

香港城市大学　商学院
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③和文の留学計画書（[所定様式2]・PC入力）

　・A4用紙一枚

　・以下すべての項目について、具体的に記述してください。

‐留学の動機

‐留学先での学習・研究計画

‐留学後の学習や研究の成果をどのように活かすか

‐渡航時までの学習計画等

④学部間協定留学誓約書（[所定様式3]）

　・必ず保護者（保証人）の同意を得ること

⑤成績通知表
　・Oh-o!Meijiシステムから印刷したもの
　・2022年度春学期の成績が反映してあること
⑥語学能力証明書（コピー）
　・学内の団体試験を受験した場合であっても必ず提出して下さい。
　（Oh-o!Meiji画面を印刷したものは正式な証明書とされませんので、学内団体受験のスコアレポートを紛失
　　した学生は、必ず明大サポートを通じ再発行し、再発行したものを期日内に提出して下さい。）
※TOEIC IPテスト（オンライン）のスコアは利用不可
※TOEFL iBT Complete Practice Test（オンライン模試）のスコアは利用不可

⑦学歴書（[所定様式4]・PC入力）※外国籍の場合のみ提出

　・原則母国へ留学は認めていませんが、母国語以外の海外在住経験等を考慮するために

　　外国籍の学生は必ず提出して下さい。

⑧和文のエッセイ（[所定書式5]・PC入力）※対象者のみ提出
　・出願時の語学能力が応募資格のスコア目安に達していない者は必ず提出すること。
　・A4用紙一枚、12ポイント
　・日本語で記述
　・テーマ：「語学能力が基準を下回っている事に関する自身の考えと今後の目標について」
　　語学学習に対するこれまでの取り組み、渡航時までの学習計画等具体的に記述して下さい。

(8）提出方法および提出先

以下A・B両方の提出を受付締切（必着）までに完了して下さい。

A.印刷して提出：④～⑥を経営学部事務室（駿河台・和泉）窓口または下記宛先へ郵送にて提出して下さい。

〒101-8301

東京都千代田区神田駿河台１－１

明治大学経営学部事務室　国際派遣担当 宛

　※「2023秋 学部間協定応募書類 在中」と封筒に記入してください。

B.データで提出：④～⑥を除くすべての書類をe-mailに添付し経営学部事務室（sba@meiji.ac.jp）宛に

       提出して下さい。

　　　例）「件名：【2023年度秋出発】学部間協定留学派遣（学生番号・氏名）」

(9）留学先での修得単位での取扱いについて

留学先大学で修得した単位は、本学部の卒業に必要な単位数として60単位を上限として認定できます。

※留学先大学では、交換留学生が履修できる科目に制限がありますので、留意してください。

　また、留学先大学で修得した単位のすべてが認定されるわけではありません。

(10）本学部の履修科目の取扱いについて

留学期間中の学期は明治大学の授業を履修することはできません。卒業要件に対する現状を確認し、留学中・

帰国後の履修計画や卒業時期等、応募に先立ち十分検討し、不明点があれば必ず事前に経営学部事務室にて

相談してください。

(11)学内選考合格後の流れ

留学先大学によって出願スケジュールや提出書類が異なるため、詳細は派遣候補生にのみ案内します。

・経営学部に留学願を提出し、正式に留学の手続きをとる

2023年8月～9月 ・出発

2023年3月～4月 ・必要書類を準備し、留学先大学へ出願

2023年5月～7月

・入学許可証の受領

・各自で査証申請、渡航準備（航空券、海外旅行保険等の手配）

・出発前の派遣前ガイダンスに参加（6月中旬実施予定）

6/8

mailto:B.データで提出：①～③及び⑦・⑧はe-mailに添付し経営学部事務室（%20sba@meiji.ac.jp）%20宛に提出して下さい。#


(12）注意点（よくある問い合わせ）

①協定校の情報はどこで入手することができますか。

　各大学の最新情報は各大学のホームページで確認することが出来ます。また、応募にあたり、希望の大学や

留学先国の情報についてあらかじめ自分で調べ、理解を深めて下さい。派遣実績のある大学は、過去の派遣

学生が記入した「留学報告書」があります。留学報告書は経営学部HPにて閲覧することができます。

②教職課程等の資格課程を履修していますが、留学できますか。
　留学自体は可能ですが、必要な科目の履修や教育実習のタイミングにより、所定の修業年限で卒業する

ことは難しくなります。留学先大学では、教員免許状取得のために必要な科目の履修は出来ませんので、

教職課程を履修し、留学も考えている方は早めに資格課程事務室に相談して下さい。

③留学先大学で取得した単位は必ず明治大学の単位に振り替えられますか。
　留学先大学で取得した単位は自動的に明治大学の単位として認定されるものではありません。

また、認定される単位数は留学先大学で履修した科目数・単位数・授業時間数等に応じて帰国後に教授会で

審議されるため、人によって異なります。海外の大学で履修できる科目数は日本の大学の科目数と比較して

少ない場合が多く、明治大学で取得できる単位数と同等の単位を留学中も取得できるとは限りませんので、

十分注意して下さい。

④最終学年での留学はできますか。
　学部4年次の留学も可能ですが、卒業時期について必ず事前に経営学部事務室に相談して下さい。

⑤語学要件を満たしていれば、必ず正規課程の科目を履修することはできますか。
　留学先大学によって履修条件は異なります。事前に留学先大学の担当者に相談したり、ホームページを

確認したりして情報収集してください。たとえ語学要件を満たしていても、学内選考合格後も語学力向上

に努めて下さい。

⑥派遣先大学での授業・専攻・履修制限について
　派遣先大学の事情により、希望する授業、専攻に配属できない場合もあります。希望する授業や専攻に

ついては、複数候補を用意しておくことをお勧めします。協定校により、様々な履修制限があります。

履修制限が希望卒業時期に問題がないようにしっかりと下調べして下さい。

⑦学内選考試験合格後、辞退することはできますか。
　学内選考合格後（派遣候補生として決定後）は正当な理由なく辞退することはできません。万が一、留学が

困難となった場合は早急に経営学部事務室へ相談して下さい。

⑧学内選考に合格したら、必ず協定留学ができますか。
　学内選考は、協定校への派遣候補生を選出することが目的です。本学部からの推薦は留学先大学からの

受入許可を保証するものではありません。最終的な受入許可決定通知は通常2023年5月～7月頃に届く予定です。

⑨留学期間は変更できますか。
　原則として、学内選考応募後の留学期間変更（半期→通年、通年→半期）は認めていませんので、事前によく

考えた上で応募して下さい。

⑩協定校へ転籍・編入することはできますか。

　交換留学は転籍・編入を目的とした留学ではありません。留学終了後は明治大学への復学が原則です。

⑪授業や試験終了後、すぐに帰国しなければなりませんか。

　プログラム（期末試験）終了後、１カ月以内に帰国してください。

⑫協定校への出願準備はすべて経営学部が行ってくれますか。

　学内選考合格後は協定校への出願に必要な書類を各自で準備し、出願します。出願後も各自で協定校と

やりとりし、留学準備（寮の手配や履修登録等）をすることになります。

⑬留学のためのビザはどのように手配したらいいですか。
　査証の取得に必要な情報の確認、申請等諸手続きについては、志願者自身の責任において進めることと

なります。入学許可証受領後、在日の各国大使館・総領事館にて手続きが可能です。
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⑭留学先において、交換留学生のための住居は確保されていますか。

　留学先国での住居については、留学先大学により学生寮やアパート等の紹介がありますが、留学生用に

確保されているわけではありません。志願者自身が留学先大学（ハイジング・オフィス等）と情報をやり

取りし、手続きを行うこととなります。

⑮学部間協定と大学間協定やデュアルディグリー・プログラムと併願して応募することはできますか。

　応募することは可能です。ただし、第一志望の留学プログラムの学部／大学推薦が決定した時点で、その他
の留学プログラムについては至急、推薦辞退または応募取止めをしてください。

(13）問合せ先　　経営学部事務室

【事務取扱時間】平日／9：00～18：00　土曜日／9：00～12：30

　　　　　　　※夏季休業中　平日のみ／9：30～16：00

　　　　　　　※事務室取扱い時間は変更になる場合がありますので、HPをご確認ください。

【連絡先】　　  　TEL： 03-3296-4194

      E-mail： sba@meiji.ac.jp 以　上　　
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