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2023年度 国際日本学部 学部間協定留学 

アカデミック 留学・インターンシッププログラム（秋出発） 

募集要項（2022年 9月 27日更新版） 

 

＜ は じ め に ＞ 

 

国際日本学部と留学プログラム 

国際日本学部の使命は，日本から世界へ，世界から日本へ，「日本と世界をつなぐ」力を育てるこ

とです。私たちは，日本の魅力を世界的な視座から理解し，世界に向けて発信することができる力，

そして世界の事情を日本の視座から理解し，日本への教訓を取り出して，日本に向けて発信するこ

とができる力の育成を目指しています。この具体的な実現に向け，国際日本学部では，学生各位の多

面的な日本理解を促進し，高度な国際感覚を育てることを目的に，留学プログラムが実施されてい

ます。 

 

留学に向けた心構え 

 明治大学の建学の精神は「権利自由，独立自治」です。ここには，強く今を生き，たくましく明日

をつくっていく人材を育てるという明治大学の使命が表されています。 

明治大学の学生として，まずは自分自身で自立して留学に向けた準備を進めてください。準備の

方法や計画づくりなど，留学という最終目標まで，あらゆる情報媒体を活用して，しっかりと自分で

考え，一つ一つ着実に実行をしてください。 

 

フロリダ州立大学（FSU）/ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート 

アカデミックインターンシッププログラムに関する注意事項 

 

(1)フロリダ州立大学（FSU）/ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート アカデミック インタ

ーンシップ・プログラム（以下，ディズニー・アカデミック・インターンシップ）は本募集要

項が公開された時点では実施予定となっています。しかし，諸般の事情により実施されないこ

とも十分に考えられます。実施されない場合の選択肢も熟慮した上で，応募してください。 

 

(2)新型コロナウイルス感染症等，外務省が定める海外安全情報の発出状況によっては，各種選考

後に派遣を取りやめることがあります。また，本学が派遣を認めても，留学先の国・地域にお

ける入国制限等により渡航できない場合もあります。これらのことも想定して、ご自分の代替

案なども併せて検討をした上で応募をしてください。 

 

(3)2019 年度以前実施時のようにインターンシップ開始前にフロリダ州立大学でオリエンテーシ

ョンや授業は実施される予定です。オリエンテーションは現地到着後に 7日間程度行われ，8月

7日(土)にウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへ向かう予定です。現地での予定など，

様々な面で変更が発生する可能性があります。応募者はそれらに柔軟な対応が求められること

も踏まえて応募してください。 

 

(4)ディズニー・アカデミック・インターンシップ応募の諸条件が本募集要項公開後に変更になる

可能性があります。変更が発生した場合は Oh-o! Meiji を通じてお知らせします。 
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１ 海外留学プログラム概要及び応募資格 

（１）留 学 先 

別紙「２０２３年度 国際日本学部（学部間協定留学）アカデミック 留学・インターンシッ

ププログラム（秋出発）実施予定プログラム一覧」で確認してください。 

 

 

 

 

 

（２）留学時期 

原則として，２０２３年８月末日から１０月開始，明治大学における１学期間または最大

１学年間。（参加プログラムや留学先の学年暦により出国や帰国時期が異なりますので，実施

予定プログラム一覧で確認してください。） 

※４年次秋学期に留学を希望する学生は，自身の成績や就職活動状況を考慮した上で応募し

てください。４年次秋学期に留学することによって卒業要件を満たすことが出来ず，卒業

できなくなる可能性があります。必ず応募前に中野教務事務室（国際日本学部担当）へ相

談し，各自確認してください。 

※留学期間の関係上，４年次秋学期に留学することが出来ないプログラムがあるので，実施

予定プログラム一覧で確認してください。 

※ディズニー・アカデミック・インターンシップについては，２０２３年８月１日（火）か

ら２０２４年１月２５日（木）となります。これは，明治大学における２０２３年度秋学

期の留学として渡航することになります。 

 

（３）費 用 

自己負担となります。国際日本学部アカデミック 留学・インターンシッププログラムでは，

明治大学の学費と留学先の学費の両方を支払う必要があります。 

別紙実施予定プログラム一覧に記載されている留学費用は２０２２年度のもので，２０２３

年度は変更となる場合があります。 

その他にビザ申請料や往復航空運賃（燃油サーチャージ含む）等の旅費，海外旅行保険代，

その他留学先の設けた費用に加え，各自の生活費用が別途必要になります。これらの費用は為

替レートの変動，現地での生活スタイル等により，個人差があります。 

ディズニー・アカデミック・インターンシップについては， FSU プログラム費・授業料 

5,000米ドル、査証関係費用 約 380米ドル、ディズニー・ワールド寮費 191-232 米ドル/1

週間＋431 米ドル、その他の経費がかかります。 

※詳細は Disney INTERNATIONAL PROGRAMS ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM参照 

 

（４）助 成 金 

海外留学を奨励するために，国際日本学部外国留学奨励助成金制度が設けられています。留

学期間等に応じて国際日本学部の授業料の一部を助成する制度です。（申請時期は２０２３年

４月を予定しています） 

 

ディズニー・アカデミック・インターンシップについては，FSUでのオリエンテーショ

ン期間を経て、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート（フロリダ州、オーランド）

へ向かいます。なお、FSU の一部の授業はインターンシップと同時並行で実施される予定

です。 
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ア 申請条件：国際日本学部学部間協定留学プログラムに参加する学部の学生のうち，以下の３

つの条件を満たす者を対象とします。 

(ｱ) GPAが 2.0以上の者 

(ｲ) 前年度までの履修上限単位数合計の 80％以上を修得していること 

(ｳ) 外国留学を開始する年度の春学期学費を学費延納期限までに納入すること 

 

  イ 備  考： 

(ｱ) 助成対象者は成績，面接内容等の総合評価で選抜します。 

(ｲ) 申請をした全員が助成金を受給できるとは限りません。 

(ｳ) 給付額は各々の留学期間や費用に応じて，異なる可能性があります。 

 

（５）単  位 

留学先で修得した単位については，１学期あたり２４単位まで国際日本学部の単位として認

定される可能性があります。なお，所定の書類が指定された期日までに提出できない場合は単

位認定ができない場合もあります。 

※留学先で修得した単位は，授業内容や授業時間数を基に，国際日本学部の単位として認定す

るため，認定される単位数が留学先で修得した単位数に比べて，増減することがあります。 

 

（６）応募資格  

留学希望先が指定する語学能力を含む，「ア～オ」（ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは「ア～カ」

の条件を全て満たしていること。  

ア TOEFL iBT または IELTS のスコアが応募先機関の基準点以上であり，かつ，留学先大学到

着時（2023年 8月～2023 年 10月）に有効である。なお，TOEFL iBT My Best Score を使

用する場合は，必ず各セクションのスコアが到着時に有効である必要があります。（TOEFL 

iBT スコア・IELTS スコアの有効期間は 2年間です） 

  ※ディズニー・アカデミック・インターンシップについては，TOEFL iBT 61点以上（My 

Best Scoreは可、Home Edition 可），IELTS 5.5 点以上（IELTS アカデミックモジュー

ルのみ）のいずれかのスコアが必要です。これらのスコアは留学先大学到着時（2023年

8月）に有効なもののみ対象です。 

  イ 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ない。 

※ 持病や既往症のある方は，かかりつけ医等の了承を必ず得た上で応募してください。 

   ウ 留学にかかる費用を理解し，経済的な裏付けが得られる。 

※ 学内選考合格後，留学先大学への出願手続きの際，留学期間中の費用が準備されてい

ることの証明として，金融機関の英文の残高証明書の提出が求められます。 

エ 誓約書に記載されている事項に同意し，保証人の同意を得ている。 

オ 日本以外の国籍を有する学生が留学する場合，原則として母国以外である。 

カ ディズニー・アカデミック・インターンシップ参加者は，２０２３年度春学期は休学不可。 

 

２ 応募方法 

（１）応募方法 

    応募受付期間内に，オンライン応募及び応募書類の提出の両手続が必要となります。 

  

（２）応募受付期間 
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2022年 9月 20日（火）～2022 年 11月 4日（金） 

※オンライン応募は 2022年 11月 4日（金）16時までです。 

※応募書類の提出期日は 2022年 11 月 4日（金）17時 30分までとします。 

     

（３）オンライン応募 

オンライン応募は Oh-o! Meijiのアンケート機能を利用して配信されるオンライン応募フ 

ォームに必要事項を全て入力の上，応募受付期間内（最終日の 2022年 11月 4日（金）は 

16時まで）に回答してください。 

 

アンケート名：２０２３年度 国際日本学部 アカデミック留学・インターンシッププログ        

ラム（秋出発） 

 

（４）応募書類 

下記ア〜キの書類を全て揃え，応募受付期間内に必ず中野キャンパス 3 階事務室 4 番窓口ま

で提出してください（事務室開室時間内）。郵送・メールでの応募書類の提出は，一切受け付

けません。 

※ディズニー・アカデミック・インターンシップ応募者は本要項の６ページまで必ず確認を

してください。 

なお，応募書類の提出期日は，2022年 11月 4日（金）17 時 30 分までです。 

 

 応募書類 注意事項 

ア 志願書（所定書式） 

 

 

・所定書式。A4両面印刷。 

・入力後印刷し，署名欄及びチェックリストは消えない黒のボールペンで，自筆で

記入してください。 

イ 自己紹介文（日本語） 

 

 

 

 

 

 

・A4両面 1枚以内にタイプして作成。 

フォント：MS明朝 

サ イ ズ：10.5ポイント 

字  数：1200字程度 

内  容：1)今までの経験，2)物事への取組み姿勢，3)自身が考える留学の心構 

え 4)その他 

※右上に氏名と学生番号を記載すること 

※文末に総字数を記載すること 

※タイトル「自己紹介文」を含めること 

※ET学生は英語での作成可 

ウ 志望動機（英語） 

 

※ディズニー・アカデ

ミック・インターンシ

ップのみ（ディズニー

単願）に応募する場合

は「ウ 志望動機（英

語）」の提出は不要。 

・A4両面 1枚以内にタイプして作成。 

フォント：Times New Roman 

サ イ ズ：12ポイント 

字  数：900-1100ワード 

エッセイに盛り込む内容： 

1）志望の動機，2)留学先での学習・研究計画，3)将来の目標または進路 

※右上に氏名（英字）と学生番号を記載すること 

※文末に総ワード数を記載すること 

※タイトル「Statement of Purpose to Study Abroad」を含めること 
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エ パスポートのコピー ・顔写真のページを A4用紙にコピーしてください。（白黒可） 

・重国籍者は，それぞれのパスポートコピーを提出してください。 

・学内選考時点で有効なパスポートを提出してください。 

【パスポートを持っていない場合，または，パスポートの有効期間満了日が留学終

了予定日から 6か月以内の場合】 

2023 年 2 月中旬までには，留学時に使用するパスポートを手元に用意してくださ

い。 

オ 誓約書（所定書式） ・所定書式。A4両面印刷。 

・印刷後，消えない黒のボールペンで記入。 

・必ず「大学提出用」を提出してください。 

・保証人の直筆署名及び押印が必要になります（海外・遠方に在住の場合も含む）。

早めに準備してください。 

カ 成績通知表 ・Oh-o! Meijiより出力した最新の成績通知表（日本語）。 

キ 語学能力証明書の原本 ・TOEFL iBT Test Taker Score Report(原本)または IELTS Test Report Form（原

本）を提出すること。 

・一度提出した語学能力証明書の返却及び差し替えは不可。 

・アカデミック留学への応募の場合は、TOEFLについてのみ，TOEFL iBT Test Taker 

Score Report（原本）を応募受付期間内に提出できない場合，一時的な措置として

各自の ETSアカウントの My Pageより PDFをダウンロードし，印刷したスコアレポ

ートの提出を認めます。ただしその場合，【2022年 12月 9日（金）17時 30 分まで】

に，必ず TOEFL iBT Test Taker Score Report（原本）を提出してください。TOEFL 

iBT Test Taker Score Report（原本）が 2022年 12月 9日（金）17時 30分までに

未提出の場合は，自動的に不合格となります。また，後日提出された TOEFL iBT Test 

Taker Score Report（原本)に記載されているスコアが応募受付期間内に提出され

た画面コピーに記載されているものとは異なる場合も不合格となります。 

・ディズニー・アカデミック・インターンシップへの応募の場合は，TOEFL iBTに

ついてのみ，TOEFL iBT Test Taker Report（原本）を応募受付期間内に提出できな

い場合，一時的な措置として，各自の ETSアカウントから印刷したスコアレポート

の提出を認めます。ただしその場合，【2022 年 11 月 17 日(木)17 時 30 分まで】に

必ず TOEFL iBT Test Taker Score Report（原本）を提出してください。期日まで

に未提出の場合は，二次選考は受験できません。 

また，後日提出された TOEFL iBT Test Taker Score Report（原本)に記載されてい

るスコアが応募受付期間内に提出された画面コピーに記載されているものとは異

なる場合も不合格となります。 

・IELTSについては，応募受付期間内【2022年 11月 4日（金）17時 30分まで】に

必ず IELTS Test Report Form（原本）を提出してください（IELTSマイページで確

認できるスコアは氏名の記載がないため提出不可となります）。 
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ディズニー・アカデミック・インターンシップのみ（ディズニー単願）に応募する場合は，

（４）のウの志望動機（英語）を除く，ア～キ及び以下，２つの書類を追加で必ず提出して

ください。 

 

なお，ディズニー・アカデミック・インターンシップとアカデミック留学を併願する場合は，

（４）のア～キ及び以下，２つの書類を追加で必ず提出してください。 

 
１．ディズニー・アカデミック・インターンシップ用の英文自己紹介文 

・A4にタイプして作成。 

フォント：Times New Roman 

サ イ ズ：12ポイント 

字  数：450-600ワード 

内  容：1)今までの経験，2)物事への取組み姿勢，3)自身が考えるインターシップの心構え，4)その他 

※右上に学生番号のみを記載すること 

※文末に総字数を記載すること 

※タイトル「Self-Introduction」を含めること 

 

２．ディズニー・アカデミック・インターンシップ用の英文志望動機 

 ・A4タイプして作成。 

 フォント：Times New Roman 

サ イ ズ：12ポイント 

字  数：900-1100ワード 

エッセイに盛り込む内容：1）志望の動機，2)インターンシップを通じて学びたいこと，3)将来の目標または進路 

※右上に学生番号のみを記載すること 

※文末に総ワード数を記載すること 

※タイトル「Statement of Purpose」を含めること 

 

※一度提出した志願書の内容を変更することはできません。志願先の変更もできません。 

※不足書類がないことを確認し，2022年 11月 4日（金）17時 30分までに中野キャンパス

3階事務室 4番窓口まで提出してください。郵送・メールでの応募書類の提出は，一切受

け付けません。 

※応募書類の書式など提出状態も含めて選考となります。 

※不足書類等で提出が間に合わない場合，書類不備の不合格となります。 

 

３ 選考内容 

アカデミック留学プログラムの学内選考では，GPA，書類選考を要素として総合的に判断しま

す。必要に応じて，面接選考を実施する可能性があります。 

また，候補者は本学の推薦を得た上で，各留学先へ出願をしますが，受入の最終審査は受入大

学が行います。 

 

 



  2022 年 9 月 20 日  

9 月 27 日ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ関連部分更新 

 

7 

 

ディズニー・アカデミック・インターンシップについては，学内選考では，語学スコア，最新

の GPA，書類選考，面接選考を要素として総合的に判断します。学内選考に通過した後，本プロ

グラム参加希望者は各リクルーター／現地担当者との面接選考があります。学内選考通過者は本

学の推薦を得た上で，FSU 及びウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに出願します。この

出願過程においても，FSU やウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートから示された期限まで

に適切な申請をしなかった場合はシステム上手続を進めることが不可能となり，不合格になりま

す。なお，受入の最終審査は受入大学（FSU とウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート）が

行います。 

学内選考に通過した後，本プログラムの開催が中止となった場合，学内選考結果は取り消され

ますので，ご了承ください。 

 

４ 選考スケジュール（予定・変更になる可能性があります。） 

  

2022年 

9 月 20日（火） オンライン応募受付開始及び応募書類受付開始 

11月 4日（金） 
オンライン応募回答期限（16 時まで） 

応募書類提出期限（17 時 30 分まで） 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

11月 11日（金）17：30頃 

一次選考結果通知（Oh-o! Meiji のお知らせ） 

二次選考（オンライン面接選考）面接時間通知。面接の詳細

についてはこららの通知でご確認ください。 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

11月 17日(木)17：00 迄 

語学能力証明書の原本最終提出期限 

（対象：TOEFL iBT Test Taker Score Report のみ） 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

11月 19日(土)9：00～17：

00（予定） 

二次選考（オンライン，または，対面の面接選考） 

※学事（授業・試験等）の理由を除き，日時変更は不可。 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

11月 29日(火)17：30 頃 

学内選考結果通知（Oh-o! Meiji のお知らせ） 

12月 9日（金）17：30迄 
語学能力証明書原本提出最終期限 

（対象：TOEFL iBT Test Taker Score Reportのみ） 

12 月中旬 
2023年度アカデミック 留学・プログラム学内選考合否発表 

（Oh-o! Meiji のお知らせ） 

2023年 【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

1 月～2月 

フロリダ州立大学/ディズニー出願手続 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

2 月 21日(火) 

2 月 22日(水) 

ディズニー・リクルーターによる講義及び面接選考 

※両日とも日時変更不可。 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

3 月～6月 

ディズニー及び FSU入学手続（オンライン） 

（ディズニー及び FSU の提出期限の超過や不完全書類の提出

により手続停止（不合格）となる場合があります。） 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

5 月～7月 

ディズニーによる最終合格発表，FSU 入学許可書の発行，米

国ビザの申請 

【ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ応募の場合】 

8 月 1 日 

渡航 

8 月～10 月 アカデミック留学渡航 
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５ その他の重要事項 

 

（１）  大学間協定留学と学部間協定であるアカデミック留学・インターンシッププログラムの

両方に申し込むことが可能です。大学間協定留学の選考に合格した場合は，原則として大

学間協定留学への参加が優先となります。アカデミック留学・インターンシッププログラ

ム学内選考結果発表後，大学間協定留学への参加の意思決定をした場合には，速やかに中

野教育研究支援事務室（国際連携部門）に申し出て，アカデミック留学・インターンシップ

プログラムへの申し込みを取り下げてください。 

 

     ディズニー・アカデミック・インターンシップと大学間協定留学及びアカデミック留学

を併願することは可能です。しかし，ディズニー・アカデミック・インターンシップの学内

選考に合格した場合は，同インターンシップへの参加が最優先となります。学内選考以降

のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート及び FSU の選考において不合格となった場

合は，原則として救済措置はありません。 

 

（２）  一旦提出された TOEFL iBT Test Taker Score Report（原本）または IELTS Test Report 

Form（原本）は返却できません。また，提出日から３年間を目途に廃棄し保管はしません。

将来的に必要な場合に備えて，各自で必ずコピーをとる等対策をとってください。 

 

（３）  留学の諸手続きは，学生自身が留学先と直接連絡（オンライン・メール・電話等）を取っ

て行うことになります。 

 

（４）  国際日本学部の選考試験合格後は，原則，留学期間の変更及び辞退はできません。十分理

解したうえで出願するようにしてください。 

 

（５）  留学先が団体での渡航を希望してきた場合は，国際日本学部が指定した航空便で入国・出

国することもあります。その場合，航空便の変更は一切，認めません。 

 

（６）  留学関連の案内等は全て Oh-o! Meijiを通じて配信されます。定期的に Oh-o! Meijiを

確認してください。 

 

（７）  合格者にはオリエンテーション等を実施します。必ず出席してください。 

 

（８）  留学の諸手続については，他の合格者の手続き遅延の原因となることもあるので，締め切

りを必ず守り，不備のないようにしてください。 

 

（９） アカデミック 留学・インターンシッププログラムは個人の海外旅行とは違い，国際日本学

部の正課プログラムです。そのため，留学中は勉学に専念し，課外活動は勉学に支障のない

範囲としてください。また，海外旅行保険等の適用に制限がでるような危険な課外活動（車・

オートバイの運転を含む）は行わないでください。 

 

（１０） 国際日本学部は，留学先での安全と健康について十分な注意を払い，万一事故が発生した

場合は，可能な限り最善の策を講じますが，原則，留学先での事故等は自己責任となりま
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す。事故等を未然に防ぐために，留学先の都市や町の治安など生活上必要な情報を各自集

めるようにしてください。 

 

 

以下、ディズニー・アカデミック・インターンシップに限定した重要事項 

 

（１１）現地リクルーターとの面接後に不合格となった場合，国際日本学部アカデミック留学の対

象カレッジに応募が可能な場合は，転向が可能となる可能性があります。 

 

（１２）本プログラムに伴う諸手続きは，学生自身が留学先と直接連絡（オンライン・電話等）を取

って行うことになります。学内選考やディズニー・リクルーター面接を通過したとしても，

FSUやディズニーの手続で不備が生じた場合，手続を進めることが不可能となり不合格となる

ことがあります。 

 

（１３）FSUが団体での渡航を義務づけていることから，国際日本学部が指定した航空便で出国する

こともあります。その場合，航空便の変更は一切，認めません。 

 

 

６ 問合せ先 

 

明治大学中野教育研究支援事務室（国際連携部門）海外留学担当 

中野キャンパス３階事務室４番窓口 

Email：goabroad@mics.meiji.ac.jp 

TEL：03-5343-8057 

                              以 上 

mailto:goabroad@mics.meiji.ac.jp

