
政治経済学部では、国際社会の様々な分野で先導的な役割を果たし得る人材を育成するた

め、広く国内外の受験生を対象としたグローバル型特別入学試験を実施しています。

当学部はこれまでに、ダブルディグリー・プログラム（明治大学と海外の大学で、２つの学士号

を同時に取得）や、デュアルディグリー・プログラム（明治大学と海外の大学院で、学士号と修士号

を同時に取得）を始めとして、様々な留学促進プログラムを展開してきました。このグローバル型

特別入学試験は、上記プログラムの拡充に伴い、当学部の留学プログラムに即応できる知性と

語学力を併せ持った学生を広く募集することによって、国際社会のリーダーとして活躍し得る人

材を育成するために実施するものです。

政治経済学部
グローバル型特別入学試験

2019年4月入学者対象

政治経済学部では、留学の促進や国際的な視野を有した学生の育成を目的として、
学部独自の「留学促進プログラム」を発足しています。
政治経済学部では、これからのグローバル社会に向けて、強い
「個」と高いコミュニケーション能力を有し、他者・多文化への洞察
力を備え、それぞれの専門領域において活躍できる人材を育成す
るために、学部独自の留学プログラムや、海外の大学との学生間
交流、海外の大学から研究者を招へいして行う集中講義など、さま
ざまな取り組みを実施しています。この取り組みが、平成24年度の

文部科学省「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支
援」に採択されました。また、平成26年9月より、文部科学省スー
パーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」
のタイプB「グローバル化牽引型」に含まれることとなりました。

政治経済学部  留学促進プログラム

明治大学政治経済学部 〒101ｰ8301　東京都千代田区神田駿河台1ｰ1
TEL  03ｰ3296ｰ4173　 URL  http://www.meiji.ac.jp/seikei/

習熟度に応じた多彩なプログラム

Step1
留学前に基礎英語力を強化する！
●ACE（英語実践力プログラム） 
●留学生サポーター制度
●英語テスト無料受験（TOEIC®、TOEFL®他） 
●IELTS™講座

Step2
留学を体験する！
●カランメゾット
●トップスクールセミナー
●短期留学プログラム

Step3
留学を実践する！
●ダブルディグリープログラム
●デュアルディグリープログラム
●学部間協定留学
　【授業料免除型】
　（1学期or1学年間）
●学部間協定留学【授業料負担型】
　（1学期or1学年間）
●学部間協定留学【授業料負担型】
　（最長13週間）

単なる語学留学ではなく、専門科目を学ぶ留学である
卒業に必要な単位を修得あるいは認定することができる

特 長 英語応募に必要な言語
2018年度
政治経済学部独自の派遣プログラム

ム
ラ
グ
ロ
プ
遣
派
ぶ
学
を
目
科
門
専

派遣種類 国・地域名 大学名（プログラム名） 必要な英語スコア（目安）
デュアルディグリー 米国 アリゾナ州立大学 TOEFL iBT80, IELTS 6.5

ダブルディグリー
米国

ノースイースタン大学 TOEFL iBT 92
サンフランシスコ州立大学 TOEFL iBT61

オーストラリア 西シドニー大学 TOEFL iBT82, IELTS 6.5

学部間協定留学
「授業料免除型」
（1学期 or 1学年間）

タイ
シーナカリンウィロート大学 モンクット王ラカバン工科大学

TOEIC700,
TOEFL iBT 79-80,
IELTS6.0

チュラロンコン大学 プリンスオブソンクラ―大学
タマサート大学 チェンマイ大学

中国
北京大学政府管理学院 西南交通大学
東北財経大学

台湾 国立台湾大学 国立政治大学
韓国 延世大学

シンガポール 南洋理工大学

ベトナム
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 ハノイ貿易大学
ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学

インドネシア ペトラクリスチャン大学 インドネシア大学
オランダ ロッテルダム応用科学大学
フィンランド 東フィンランド大学

学部間協定留学
「授業料負担型」
（1学期 or 1学年間）

米国 ボストン大学MET

スウェーデン ルンド大学

学部間協定留学
「授業料負担型」
（最長13週間）

米国 ボストン大学・SS* シラキュース大学・SS*
イギリス ロンドンスクールオブエコノミクス・SS* サセックス大学・国際SS*
スペイン エサデビジネススクール・SS*
フランス リヨン政治学院

短期留学

米国 ノースイースタン大学

TOEIC 550, 
TOEFL iBT 61

タイ シーナカリンウィロート大学　他
韓国 延世大学

インドネシア インドネシア大学
オーストラリア 西シドニー大学短期派遣
ベトナム ベトナム国家大学人文社会科学大学

学部間協定留学やダブルディグリー、デュアルディグリーに参加する場合、GPA3.0以上が目安となります。
※SS：サマーセッション・サマースクール・サマーターム
注：上記プログラムは変更される場合があります。2019年4月入学後、再度ご確認下さい。



1. 募集人数
政治学科10名、経済学科20名、地域行政学科5名

2. 出願資格
次の出願資格（１）～（３）の要件をすべて満たす者

（１）本学部での勉学を強く希望する者

（２）次のア～クのいずれかを満たす者

ア． 高等学校（特別支援学校の高等部を含む）もしくは中等教育学校を2017年4月1日から2019年3月31日までに卒業

（修了）又は卒業（修了）見込みの者。

イ． 通常の教育課程による12年の学校教育を2017年4月1日から2019年3月31日までに修了又は修了見込みの者。

ウ． 外国において、学校教育における12年の課程を2017年4月1日から2019年3月31日までに修了又は修了見込みの者。

エ． 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設

の当該課程を2017年4月1日から2019年3月31日までに修了又は修了見込みの者。

オ． 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。）で文

部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に、2017年4月1日から2019年3月31日までに修了

又は修了見込みの者。

カ． 文部科学大臣が指定した者

（例）国際バカロレア（IB）のDiplomaを2017年4月1日から2019年3月31日までに取得又は取得見込みで、2019年3月31

日までに18歳に達する者。但し、本入学試験に合格した場合でも、IB Diplomaの最終試験でDiplomaが取得できなかっ

た場合は入学資格を失います。

キ． 高等学校卒業程度認定試験に2017年4月1日から2019年3月31日までに合格又は合格見込みで、2019年3月31日

までに18歳に達する者。

ク． 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で2019年3月

31日までに18歳に達する者。

（３）以下のいずれかの外国語検定試験の基準を満たす者

但し、外国語検定試験の証明書類は、提出期限から遡って2年以内に受験し、且つ出願期間までに提出できるものを有効と

します。出願書類の差し替えは認めません。

外国語検定試験 スコア

英　語

IELTS（Academic Module） 6.0以上

TOEFL iBT® 68点以上

TOEIC（L & R）® 680点以上

TOEIC（4技能）® 950点以上

TEAP（4技能） 285点以上

ケンブリッジ英語検定 153点以上

国連英検 B級以上

実用英語技能検定（英検） 準1級以上

ドイツ語 Goethe-Institut統一試験 Goethe-Zertifi kat B1以上の級において総合点6割以上

フランス語 DELF・DALF試験 DELF B1以上の級において合格していること

中国語 HSK 筆記試験3級以上の級において総合点6割以上、及び口頭試験
中級以上の級において6割以上



4． 選考方法
「総合（日本語）」の試験と「面接（日本語）」の結果を総合的に勘案し、合格者の選考を行います。

　なお「総合（日本語）」では、与えられた資料（評論、随筆、グラフ、表、データなど）をもとに、日本語で解答・記述する総

合問題が出題されます。

※内容については変更が生じることがあります。  

　詳細については必ず入試要項で確認してください。

Q & A
Ｑ１．日本の高校を卒業する予定です。今まで留学経験が全くありませんが、出願資格はありますか。
Ａ１．出願資格に示しました外国語検定試験の基準を満たせば、出願することができます。

Ｑ２．明治大学政治経済学部には、どのような留学機会が用意されているのでしょうか。
Ａ２．政治経済学部には、大学全体の留学プログラムに加え、明治大学と海外の大学で、2つの学士号を最短で4

年2カ月で取得できるダブルディグリー・プログラムなど，学部独自の留学プログラムを数多く用意していま
す。留学することが必須ではありませんが、積極的に留学して欲しいと思います。詳しくは本学部ホームペー
ジを参照してください。

Ｑ３．外国の高等学校を卒業したのですが、出願資格はありますか。
Ａ３．2017年4月1日から2019年3月31日までに卒業（修了）または卒業（修了）見込みの方であれば出願すること

ができます。

Ｑ４．明治大学の他学部、あるいは他大学と併願することは可能でしょうか。
Ａ４．併願を禁止するものではありませんが、明治大学政治経済学部を第一希望とする受験生を募集しています。

Ｑ５．外国語検定試験について、出願基準を満たすものが複数ある場合は、すべて提出した方が選考に有利となる
のでしょうか。

Ａ５．合否の選考の際には、外国語検定試験の結果は勘案しませんので、出願基準を満たす公式スコアまたは合
格を証明する書類を１つだけ提出するようお願いします。

Ｑ６．外国語検定試験のTEAP（４技能）のスコアについて、複数回受験した場合、各技能の最高点を組み合わせた
スコアで提出することは可能でしょうか？

Ａ６．提出期限から遡って2年以内に受験したものであれば構いません。

Ｑ７．外国語検定試験のHSKのスコアについて、筆記試験と口頭試験それぞれのスコアが必要となるのでしょうか？
Ａ７．提出期限から遡って2年以内に受験したものがそれぞれ必要となります。

Ｑ８．「総合（日本語）」の試験はどのような試験なのでしょうか。
Ａ８．与えられた資料（評論、随筆、グラフ、表、データなど）をもとに、日本語で解答・記述する試験で、試験時間は

90分間で実施する予定です。本学部ホームページに過去問題を掲載しています。

3. 入試日程

出 願 期 間（消印有効） 入 学 試 験 日 合 格 発 表 日

2018年9月 7日（金）～
9月13日（木） 2018年10月6日（土） 2018年10月12日（金）
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派遣種類 国・地域名 大学名（プログラム名） 必要な英語スコア（目安）
デュアルディグリー 米国 アリゾナ州立大学 TOEFL iBT80, IELTS 6.5

ダブルディグリー
米国

ノースイースタン大学 TOEFL iBT 92
サンフランシスコ州立大学 TOEFL iBT61

オーストラリア 西シドニー大学 TOEFL iBT82, IELTS 6.5

学部間協定留学
「授業料免除型」
（1学期 or 1学年間）

タイ
シーナカリンウィロート大学 モンクット王ラカバン工科大学

TOEIC700,
TOEFL iBT 79-80,
IELTS6.0

チュラロンコン大学 プリンスオブソンクラ―大学
タマサート大学 チェンマイ大学

中国
北京大学政府管理学院 西南交通大学
東北財経大学

台湾 国立台湾大学 国立政治大学
韓国 延世大学

シンガポール 南洋理工大学

ベトナム
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 ハノイ貿易大学
ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学

インドネシア ペトラクリスチャン大学 インドネシア大学
オランダ ロッテルダム応用科学大学
フィンランド 東フィンランド大学

学部間協定留学
「授業料負担型」
（1学期 or 1学年間）

米国 ボストン大学MET

スウェーデン ルンド大学

学部間協定留学
「授業料負担型」
（最長13週間）

米国 ボストン大学・SS* シラキュース大学・SS*
イギリス ロンドンスクールオブエコノミクス・SS* サセックス大学・国際SS*
スペイン エサデビジネススクール・SS*
フランス リヨン政治学院

短期留学

米国 ノースイースタン大学

TOEIC 550, 
TOEFL iBT 61

タイ シーナカリンウィロート大学　他
韓国 延世大学

インドネシア インドネシア大学
オーストラリア 西シドニー大学短期派遣
ベトナム ベトナム国家大学人文社会科学大学

学部間協定留学やダブルディグリー、デュアルディグリーに参加する場合、GPA3.0以上が目安となります。
※SS：サマーセッション・サマースクール・サマーターム
注：上記プログラムは変更される場合があります。2019年4月入学後、再度ご確認下さい。


