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【政治経済学部 「留学プログラム」 パンフレット 最新情報について】 
 

本パンフレットは，２０２０年２月時点の情報に基づく冊子です。 
 

２０２１年度の最新情報に関しては，ここに記載している情報を参考にしてください。 

 

 
＜注意１＞ 

２０２１年度の各プログラム実施予定は、今後変更される可能性があります。 

 

２０２０年度の学部間・大学間協定留学についてはともに，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で，学生の現地派遣をすることが
できませんでした。 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況次第では，２０２１年度の学生の現地派遣についても実現できなくなる可能性があります。
派遣の実施有無については，大学の方針との調整をしつつ，留学先の状況に応じて，決まり次第お知らせする予定ですが，現段階では
学内選考及び協定校への応募・推薦手続を進めながら，状況をみて，諸判断をしていくことになります。 

２０２１年度実施予定のいくつかの短期留学プログラム（引率あり型）については，学生の現地派遣が難しい場合オンラインプログ
ラムとして行う可能性があります。また，学部間協定留学については，協定校への推薦が決定したのち，学生の現地派遣が実現できな
い場合に，いくつかの協定校においてはオンライン授業が提供される場合があります。 

以上のことを念頭に，留学に関する計画を立てるようにしてください。 

 

 
＜注意２＞ 

留学説明会・相談会を実施します。 
 

２０２1 年５月６日（木）と７日（金）１０：３０-１５：３０に，和泉キャンパスで，「留学相談会（国際教育センター主催）」を実
施予定です。 

また，５月６日（木）１６：００からは，政治経済学部独自の「留学プログラム説明会」を開催する予定なので，詳細は確定次第，
ホームページへ掲載し，Oh-o! Meiji からもお知らせします。 

 

 

＜注意 3＞ 
 

 パンフレット記載情報については，最新情報を確認してください。 
 

■  Ｐ２９〜３８ 

 

  「学部間協定留学【授業料負担型】（最⻑１３週間）」，「短期留学プログラム」，「短期受入プログラム」に関する情報は，２０２０年
度の情報です。２０２１年度の最新情報は下記のホームページから確認してください。 

 

 【参考】 政治経済学部 留学プログラム ホームページ： 

        https://www.meiji.ac.jp/seikei/ryugaku/ 
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■  Ｐ３９ 

 

  「トップスクールセミナー（国内留学体験）」の情報は，２０２０年度の情報です。 

２０２１年度のトップスクールセミナー及び英語で行う授業は以下を予定しています。詳細及び最新情報は，ホームページ及び Oh-
o!Meiji 上のシラバスから確認してください。 

 

 

（１）トップスクールセミナー科目 （1.所属 2.専門分野） 

開講科目 開講 
学期 キャンパス 担当教員 

経済学特殊講義Ⅰ 春 和泉 
ROMPRASERT, Suppanunta（ロンプレーサート，スパヌンタ）客員准教授 
１．シーナカリンウィロート大学（タイ） 
２．経済的視点からみるタイや東南アジア諸国の経済の現状及び将来の動向 

政治学特殊講義Ⅲ 春 駿河台 
WATSON, Virginia B （ワトソン，ヴァージニア）客員教授 
１．ダニエル井上記念アジア太平洋安全保障研究センター（米国） 
２．アジア太平洋地域の国際関係・安全保障 

政治学特殊講義Ⅱ 秋 和泉 
TRAN, Khang Nguyen（トラン，カン グエン)客員准教授 
１．ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学（ベトナム） 
２．グローバリゼーション，ソフトパワー，国際関係学等 

経済学特殊講義 IV 秋 駿河台 
ERREYGERS, Guido（エレイガース，ギード）客員教授 
１．アントワープ大学（ベルギー） 
２．経済理論，経済学史，健康の社会経済学的測定と分析，財産と公正・公平の問題，
自然資源と経済成⻑等 

経済学特殊講義 VI 秋 駿河台 
FERRARI, Fernando（フェラリ，フェルナンド）客員教授 
１．リオ・グランデ・デル・スール大学（ブラジル） 
２．ケインズ理論，ポスト・ケインズ派経済学，国際金融システム，金融政策，ブラ
ジル経済等 

  【参考】トップスクールセミナー： 

      https://www.meiji.ac.jp/seikei/ryugaku/original/seminar.html 

  

 

（２）その他の英語で行う授業 

開講科目 開講 
学期 キャンパス 担当教員 

教養演習 IC・IIC 春・秋 和泉 ジョージ，ジョニー E.専任講師 

国際文化特殊講義 VI 秋 駿河台 ジョージ，ジョニー E.専任講師 

国際文化特殊講義 V 春 駿河台 ネルソン，リンジー R.専任講師 

経済政策特殊講義 V 春 駿河台 ⼩⻄ 淳文 特任教授 

経済政策特殊講義 VI 秋 駿河台 ⼩⻄ 淳文 特任教授 

政治学特殊講義 II 秋 和泉 塚本 崇 特任准教授 

比較政治論（東アジア） 秋 駿河台 塚本 崇 特任准教授 

アジア政治論 秋 駿河台 塚本 崇 特任准教授 

以 上 
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「グローバル時代の強い個」を
目指して―

政治経済学部の
留学プログラム
MEIJI  UNIVERSITY
SCHOOL  OF
POLITICAL  SCIENCE
AND  ECONOMICS

44
41
37
31

29

28

13

07 ダブルディグリー・
デュアルディグリープログラム

学部間協定留学プログラム
【授業料負担型】（最長13週間）

短期留学プログラム

学内プログラム

実績

留学と就職

学部間協定留学プログラム
【授業料負担型】（1学期 or 1学年間）

学部間協定留学プログラム
【授業料免除型】（1学期 or 1学年間）

■トップスクールセミナー
■短期留学プログラム（引率あり型）
■短期留学プログラム（引率なし型）

■学部間協定留学【授業料負担型】（最長13週間）
■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【授業料免除型】（1学期or1学年間）
■デュアルディグリー
■ダブルディグリー

留学実践プログラム

留学体験プログラム

■留学生サポーター
■ACE（英語学習） 
■無料受験（TOEIC、TOEFL 他） 
■IELTS講座

留学前基礎英語力強化
1Step

2Step

3Step

　政治経済学部は、2007年、教
職員をメンバーとする「国際交
流委員会」を設置し、国際舞台で
活躍する人材（国際機関・NGO
職員、ジャーナリスト、政治・経
済リーダー、研究者）の育成を目
指した「留学促進プログラム」を
開始しました。
　この間、短期・長期の派遣学生
は、年間50名程度から200名、受
入留学生も30名程度から100名

を超えるところまで増加しました。また、大規模な伝統学部と
しては、その英語力向上にも目を見張るものがあります。例え
ば、TOEICの平均点はこの8年間で100点ほど上昇し、700点
を超える学生は570名（学部全体の約14%）に達しています。
　こうした政治経済学部の努力は社会的にも高く評価され、
平成24年度「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成
支援（タイプB）」、平成26年度「日EU共同学生交流プログラ
ム」、同年度の「スーパーグローバル大学創成支援（グローバ
ル化牽引型）」採択につながってまいりました。
　2017年度には、政治経済学部が過去６年間にわたって実施
されていたUC（Berkley,	Davis,	 Los	Angeles,	 Irvine）に
おけるサマー・セッションが全学プログラムとして提供され
る運びとなりました。
　国際連携機構としては、これまでの政治経済学部のご努力
に感謝するとともに、政治経済学部と緊密に連携しながら、
明治大学の国際化に全力を尽くしてまいりたいと存じます。
皆様のご協力、ご支援を心よりお願い申し上げる次第です。

　世界中がグローバル化の波に
覆われています。引き戻すこと
も、止めることもできない巨大
なうねりです。そのため、世界的
な、国をあげての、さらには個人
としても対応することが喫緊の
課題となっています。だからこ
そ状況を正しく捉え、的確に対
処することが大切です。
　明治大学は国内でも有数のグ
ローバル化推進大学として知ら

れています。じつはその中心的な役割を担っているのは政治
経済学部です（詳細はこのパンフレットを見てください）。
いつわらない私の気持ちを誤解を恐れずに言えば、当学部こ
そがもっともグローバル化に適した学問体系を持っている
と考えています。
　というのも、グローバル化への対応とは単に外国語（特に
英語）を使って何かをするというだけではないからです。語
学はできる方がより良いのですが、もっと大切なことがあり
ます。一つには他者（外国人）の考え方や行動パターン、それ
らが生まれてくる文化や伝統、政治や経済状況などを理解す
ることであり、もう一つはあなた自身に関するそれらのこと
を他者に正しく理解してもらうことです。そのためには、あ
なたが自身のバックグラウンドを正しく認識しておくこと
も大切です。
　政治経済学部にはそれらの理解を深めるための、そして活
用するための語学を含めた各種講義、多様な留学プログラム
があります。あなたの積極的な活用を期待しています。

MESSAGE

政治経済学部独自の派遣プログラム

政治経済学部 留学促進プログラム

これらの能力を養成するために用意されている教育プログラムについては、
以下の体系図やそれぞれの個別説明ページを確認してください。

大六野 耕作
明治大学副学長（国際交流担当）

小西 德應
政治経済学部長

明治大学 経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援 構想概要
　今後、アジア太平洋地域そしてアフリカ地域を中心として、
経済・社会のグローバル化が一層深化し、国境を超えた経済・社会・
文化活動が急速に展開することが予想されます。その一方で、
平和・環境・人権・災害などの課題もまたグローバル化・複雑化し、
既存の専門分野を超えた取り組みが必要となってきます。
　明治大学政治経済学部では、これからのグローバル社会に対応
するため、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
人材を育成することを目的とし、先進的な取り組みを行っています。
　これらの取り組みを通じて、政治経済学部は明治大学の国際化
をさらに推進し、世界に貢献する「グローバル公共人材」育成の
拠点となることを目指します。
　なお、このプログラムは、2014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。

左記のようなグローバル人材像を踏まえ、
政治経済学部へ入学した学生が
卒業・修了時に修得すべき具体的能力は、
次のようなものです。

■異文化に対する洞察力
　 グローバル社会の中で個となる文化・背景を持った他者の理解力

■使命感と倫理観
    強い「個」を基調にしつつ「個」に閉じこもらず「個」をつなぐ力

■実践的な専門知識
    課題解決・現場志向の専門知識

■語学的・能動的コミュニケーション能力
    他者の意見を理解し自分の考えを効果的に伝える能力

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

専
門
科
目
を
学
ぶ
派
遣
プ
ロ
グ
ラ
ム

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 iBT92、 IELTS 6.5
サンフランシスコ州立大学 TOEFL iBT61、 IELTS 6.0

豪州 西シドニー大学 TOEFL iBT82、 IELTS 6.5
タイ タマサート大学 TOEFL iBT80、 IELTS 6.0

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

TOEIC 700、 
TOEFL iBT 79-80、
IELTS 6.0

チュラロンコン大学 プリンスオブソンクラー大学

タマサート大学 チェンマイ大学

中国
北京大学 首都経済貿易大学

東北財経大学 西南交通大学

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 ホーチミン市経済大学

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）

スウェーデン ルンド大学 TOEIC 765、
TOEFL iBT 72、IELTS 6.0

学部間協定留学
「授業料負担型」

（最長13週間）

英国 ロンドンスクール オブ エコノミクス アンド ポリティカルサイエンス（LSE）・SS＊
TOEFL iBT 107（全てのサブスコアが25以上）
＊PBT・ITP不可、 
IELTS 7.0（全てのサブスコアが7.0以上）

フランス リヨン政治学院 TOEIC 700 、TOEFL iBT 90 ・ ITP 580
短期留学

（引率なし型）
（2 〜 6週間）

英国 ①ロンドン大学 アジア・アフリカ研究学院（SOAS）・SS＊ ②ケンブリッジ大学ICE・SS＊
①TOEIC 520、IELTS 5.5、 TOEFL iBT 76
②IELTS 6.5（全てのサブスコアが6.5以上）、     
　TOEFL iBT 92（全てのサブスコアが22以上）

短期留学
（引率あり型）

（2 〜 4週間）

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

豪州 西シドニー大学

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 他

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。

＊登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時（2020年2月）のもの

＊SS ： サマープログラム・サマースクール
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政治経済学部 留学プログラムスケジュール 政治経済学部で実施している留学プログラムの一覧です。このプログラムには、学部生を海外に派遣するプログラムと、海外から留学生を受入
れるプログラムがあります。各留学プログラムの留学開始時期が表示されています。１カ月未満の短期プログラムから１年以上留学をするダブ
ルディグリー・デュアルディグリープログラムまで、政治経済学部には多様なニーズにこたえられる留学プログラムがあります。

プログラム分類 国・地域 大学名
派遣プログラム

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
デュアルディグリー

授業料負担型（最短2学年間） 米国 アリゾナ州立大学 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8月～（最短2学年間～）

ダブルディグリー
授業料負担型

（最短3学期 or 2学年間）

米国
ノースイースタン大学 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月～（最短2学年間～）

サンフランシスコ州立大学 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月～（最短2学年間～）

豪州 西シドニー大学 3月～（最短3学期間～）

タイ ★タマサート大学 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8月～（最短2学年間～）

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 8月～

チュラロンコン大学 8月～

タマサート大学 8月～

モンクット王ラカバン工科大学 8月～

チェンマイ大学 6月～

プリンスオブソンクラー大学 ＊1 

シンガポール 南洋理工大学 8月～

インドネシア
ペトラクリスチャン大学 8月～ 2月～

インドネシア大学 8月～

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 8月～

ベトナム国家大学ハノイ
人文社会科学大学 8月～

ハノイ貿易大学 8月～

ホーチミン市経済大学 10月～

韓国 延世大学 8月下旬～ 2月下旬～

中国

北京大学 8月下旬～ 2月下旬～

★首都経済貿易大学 8月下旬～ 2月下旬～

西南交通大学 8月下旬～ 2月下旬～

東北財経大学 8月下旬～ 2月下旬～

台湾
国立台湾大学 8月下旬～ 2月中旬～

国立政治大学 8月中旬～ 2月下旬～

オランダ ロッテルダム応用科学大学 8月下旬～ 2月～

フィンランド 東フィンランド大学 8月下旬～

学部間協定留学 授業料負担型
（1学期 or 1学年間） スウェーデン ルンド大学 8月中旬～

学部間協定留学
授業料負担型

（最長13週間）

英国 ロンドンスクール オブ エコノミクス アンド 
ポリティカルサイエンス（LSE）・SS＊ 6月中旬～ 8月中旬

フランス リヨン政治学院 2月初旬～ 4月下旬

短期留学
（引率なし型）
（2 ～ 6週間）

英国

★ロンドン大学 アジア・アフリカ研究学院
（SOAS）IFCELSサマープログラム 8月中

★ケンブリッジ大学ICE
　インターナショナルサマープログラム 8月中

短期留学
（引率あり型）
（2 ～ 4週間）

米国
ノースイースタン大学 2～3週間

南カリフォルニア大学

タイ シーナカリンウィロート大学 他 4週間

韓国 延世大学 2週間

豪州 西シドニー大学 3～4週間

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 他 4週間

★2020年度新規プログラム　＊1 当面は受入のみ

受入プログラム
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4月～ 9月中旬～

4週間

2週間

3週間

＊協定校に開放して実施



P12

ボストン大学＊

ノースイースタン大学
P33 P37P11

P29

ロンドンスクール オブ エコノミクス
アンド ポリティカルサイエンス（LSE）

P31

ケンブリッジ大学ICE

リヨン政治学院
P30

ルンド大学
P28

ロンドン大学 アジア・アフリカ研究学院
（SOAS）IFCELS

P31

P26

東フィンランド大学 
社会科学・ビジネス学部

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

P27

シーナカリンウィロート大学 
社会科学部・経済学部・
人文学部・社会経営学部

P13 P34 P38

P34 P38

チュラロンコン大学 
政治学部・経済学部

P14

P34 P38

タマサート大学 
政治学部

P10

P38P15

プリンスオブソンクラー大学 
経済学部

P34 P38P16

モンクット王ラカバン工科大学 
行政経営学部

P34 P38P16

チェンマイ大学 
政治行政学部・経済学部

P38P25

ペトラクリスチャン大学 
全学部

P38P25

インドネシア大学
社会政治学部

P17

北京大学 
政府管理学院

P38

P18 P38

西南交通大学 
公共管理政法学院

P18 P38

東北財経大学
公共管理学院

P17 P38

首都経済貿易大学
労働経済学院

P38P24

南洋理工大学 
人文社会科学部 P35P21

ベトナム国家大学ホーチミン市
人文社会科学大学 
全学部

P38

P38

P35P21

ベトナム国家大学
ハノイ人文社会科学大学 
国際学部・社会学部・政治学部

P38

P22

ハノイ貿易大学 
全学部

P20

国立台湾大学 
社会科学院

P38

P38

P38

P20

国立政治大学 
社会科学学院 政治学科・社会科学学院

P38

延世大学 
政治経済学部

P19 P32

 

カリフォルニア大学 バークレー校＊
P12

カリフォルニア大学 デーヴィス校＊
P12

サンフランシスコ州立大学
P8

西シドニー大学
P36 P38P9

カリフォルニア大学 ロサンゼルス校＊
P12

南カリフォルニア大学
P37

アリゾナ州立大学
P7

カリフォルニア大学 アーバイン校＊
P12

テンプル大学＊
P12

P23

P23

P23

P22

ホーチミン市経済大学 
国際ビジネス学部

P23

P15

P23

P23

エサデビジネススクール＊
P12

協定留学 認定留学

留学先
本学と留学協定を結んでいる

高等教育機関（42カ国253大学）
本学部と学部間協定締結の大学も含まれる

学士号又は学位の授与権を有する高等教育機関等、
又は所属学部教授会がそれに準ずると

認めた高等教育機関

授業料 留学先の授業料免除（授業料負担型を除く）、
本学の授業料は納付

留学先の授業料は自己負担、
本学の授業料は納付

助成金 外国留学奨励助成金申請可

単位認定 認定可

留学期間 原則として１学期〜１学年間

MEIJI UNIVERSITY   SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS MEIJI UNIVERSITY   SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS 5 　6

政
治
経
済
学
部 

留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

政
治
経
済
学
部 

留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

明治大学の助成金
明治大学外国留学奨励助成金

協定留学又は認定留学の制度を利用して留学する学生に
対し、選考の上、助成金を支給する制度です。返還のない
給付型の助成金です。

外部奨学金
明治大学からの奨学金制度以外にも、外部団体からの奨学金を利用すること
ができます。

日本学生支援機構（JASSO）
　海外留学支援制度（協定派遣）奨学金

諸外国の高等教育機関との学生交流に関する協定等に
基づいて、8日以上1年以内、当該大学等に在籍する学生を
派遣するプログラムを実施するにあたり、そのプログラム
を支援する制度です。申請するプログラムについては、学生
個人ではなく、大学が申請書類等を作成し、JASSOに提出
します。JASSOによる審査の後、採択されたプログラムに
参加する学生には、GPAなど一定の要件を満たせば、月額
6～ 10万円（地域による）の奨学金が支給されます。

協定留学（大学間・学部間）・認定留学制度について

政治経済学部との交流校一覧（14カ国・地域 32大学）

奨学金・助成金について
　明治大学には専門分野を学ぶ目的で、大学に在籍をしたまま最長1年間留学する制度として、協定留学・認定留学という二つの形態

があります。これらの留学制度には、留学先で修得した単位は、一定の条件のもとで本学の卒業要件単位として認定申請ができるなど

のメリットがあります。

支給金額
20万円以内

申請資格を満たす協定留学者及び認定留学者

留学先機関の授業料（申請費用や登録費用は含まない）

授業料免除の取り決めが協定上ない協定校への
協定留学者及び認定留学者

①留 学 経 費 助 成 金：

　助 成 対 象：

②留学授業料助成金：

　助 成 対 象：

＊ただし、日本円換算、本学へ納入する授業料と同額を上限とする

その他の外部奨学金については、以下のホームページをご確認ください
https://www.meiji.ac.jp/cip/usefulinfo/scholarship_external.html

学部で実施する3カ月以上の各留学プログラムに参加した学生の留学時の情報（費用、滞在先、履修、体験記
など）をまとめた体験談を閲覧することができます。和泉及び駿河台の政治経済学部事務室窓口にあります
ので、留学を検討する際にはぜひ参照してください。

留学報告書を活用しましょう

▪カリフォルニア大学系サマーセッション（2017年度より、全学部へ開放し、大学間協定プログラムになりました）
▪テンプル大学デュアルディグリー（2018年度より、全学部へ開放し、大学間協定プログラムになりました）
▪ボストン大学MET・サマータームプログラム（2019年度より、全学部へ開放し、大学間協定プログラムになりました）
▪エサデビジネススクール・国際サマースクール（2020年度より、全学部へ開放し、大学間協定プログラムになりました）

＊政治経済学部推奨プログラム （P.12参照）
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ダブルディグリー・デュアルディグリー
プログラム

同大学との単位認定互換制度により、アリゾナ州立大学で修得した単位を明治大学での単位として認定し、
本学の卒業要件を満たすことで、明治大学での学士号を取得することができます。

応募資格
▪所定の科目群から、卒業に必要な単位を3年次

終了までに115単位以上修得する見込みで
あること（詳細は募集要項参照）。

▪GPA：3.0以上
▪語学要件：TOEFL iBT 80、IELTS 6.5以上

アリゾナ州立大学修士取得条件（詳細は募集要項参照）
▪アリゾナ州立大学での学士課程在籍時に所定の成績（GPA）と単位数を修得
▪アリゾナ州立大学で学士課程を修了し、成績表が出た時点で速やかに明治大学側での単位認定を

実施。明治大学の卒業見込を確認後、アリゾナ州立大学の修士課程への進学可否が決定。アリゾナ
州立大学にて所定要件を満たし、本学の卒業証明書を提出した後、修士課程の修了可否の審査が
行われ、認められた場合に修士号が授与される。

▪修士課程で所定の単位を修得
▪最低4セメスター在籍

その他
▪明治大学の外国留学奨励助成金申請可。採用された場合、最大で明治大学の授業料分が助成される。

 最短5年間で学士と修士の学位を取得

　アリゾナ州立大学は、米国南西部最大規模の州立総合大学であり、人文社会学や工学において高い評価を得ている大学です。近年

では、最も革新的な大学の1校としてランク付けされています。六つのキャンパス、15の学部と131の修士課程専攻を有しますが、

全米トップクラスの州立大学にも関わらず、アリゾナ州立大学では日本人学生が少なく、近年日本からの留学生受入れにも積極的に

取り組んでいます。

　アリゾナ州立大学とのデュアルディグリープログラムでは、4年次の春学

期終了まで明治大学に在籍後（※モデルケース）、同秋学期からアリゾナ州立

大学教養科学部政治国際学科の学士課程に最短で約1年間（アリゾナ州立大学

の2学期分）在籍します。学士課程で所定の要件を満たした後、明治大学での

所定要件を満たし、アリゾナ州立大学から進学が認められた場合のみ、修士

課程に進学します。修士課程で約1年間在籍した後、二つの学位（明治大学の

学士号及びアリゾナ州立大学の修士号）を取得するプログラムです。

アリゾナ州立大学 デュアルディグリープログラム
（教養科学部政治国際学科・研究科に留学）

米国

留学期間
8月～約2学年間（4学期分）
※最短ケース（協定留学）

【明治大学の7学期分】＋【アリゾナ州立大学の学士課程2学期分】＋（明治大学学位取得）＋【アリゾナ州立大学修士課程2学期分】
※留学パターンの一例

月 4月 9月 4月 9月 4月 9月 4月 9月 4月       9月卒業→

明治大学を卒業後、アリゾ
ナ州立大学の修了要件を
満たし同年5月に卒業見込

学年 1年 2年 3年 4年 5年

学期 1 2 3 4 5 6 7 8 9

単位修得
イメージ

明治大学
残りの単位は、以下の方法で修得 ：
●アリゾナ州立大学での修得単位を本学で

の修得単位として認定（単位認定）

※3年次終了までに所定の115単位以上修得

2017年度以降入学 最大21単位 最大21単位 最大22単位 最大22単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位

2016年度以前入学 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位

明治大学での修得単位を単位認定→ アリゾナ州立大学                      5月卒業→

※所定の単位を修得（目安：各2学期間）

学士課程
明治大学卒業判定

（9月卒業）
※卒業見込が出た
場合、修士課程へ

修士課程

履修単位数（目安） 12Credits 12Credits 9Credits 9Credits

＊アリゾナ州立大学の所定単位を合計4学期間で修得した場合 8月 1月 5月 8月 1月         5月

政治経済学部では、明治大学と海外大学双方の学位を取得できる留学プログラムを実施しています。二つの学士号を

取得できる「ダブルディグリープログラム」と、学士号と修士号を取得できる「デュアルディグリープログラム」があ

ります。

同大学との単位互換制度に基づき、サンフランシスコ州立大学で修得した単位を明治大学での修得単位として認定し、
本学の卒業要件を満たすことで、明治大学の学士号を取得することができます。

応募資格
▪所定の科目群から、卒業に必要な単位を2年次終了までに75単位以上

修得し、3年次春学期終了までに95単位修得する見込みであること
（詳細は募集要項参照）。

▪GPA：3.0以上
▪語学要件：TOEFL iBT 61点、IELTS 6.0以上

サンフランシスコ州立大学での学士号取得条件（詳細は募集要項参照）
▪一般教養科目で所定の単位修得
▪専門科目で所定の単位修得
▪各学期12単位〜 15単位履修
▪各学期GPA2.0以上（平均C以上）を取得

その他
▪明治大学の外国留学奨励助成金申請可。採用された場合、最大で明治

大学の授業料分が助成される。

サンフランシスコ州立大学 ダブルディグリー
プログラム（人文学部政治学科に留学）

留学期間
9月～ 2学年間（4学期分）
※最短ケース（協定留学）

米国

 最短5年間で二つの学士学位を取得

　サンフランシスコ州立大学は、カリフォルニア州立大学群の中で、トップレベルの教育水準を誇る総合州立大学です。また、

大学はサンフランシスコのダウンタウンから電車で約20分という至便な場所にあり、大学周辺には閑静な住宅街が並んでいます。

教育の質のレベルや学生の多様な人種構成等は国内外から高い評価を

受けています。

　サンフランシスコ州立大学とのダブルディグリープログラムでは、

3年次の春学期終了まで明治大学に在籍後（※モデルケース）、同秋学期

からサンフランシスコ州立大学（人文学部政治学科）に約4学期（最短）

在籍し所定の単位を修得することで、明治大学の学士号とサンフラン

シスコ州立大学の学士号（Bachelor	of	Arts	in	Political	Science）を

取得することができます。

【明治大学の5学期分】＋【サンフランシスコ州立大学の4学期分】＋【明治大学の1学期分】　※留学パターンの一例

月 4月 9月 4月 9月 4月 9月 4月  9月     3月卒業→

明治大学を卒業後、
サンフランシスコ州
立大学の所定単位
を修得後、同大学卒
業見込（5月・8月・12
月のいずれか）

学年 1年 2年 3年 4年

学期 1 2 3 4 5 6 7 8

単位修得
イメージ

明治大学
残りの単位は、以下の方法で修得 ： 
●サンフランシスコ州立大学での修得単位を本学での

修得単位として認定（単位認定）

※3年次春学期終了までに95単位以上修得

2017年度以降入学 最大21単位 最大21単位 最大22単位 最大22単位 最大24単位

2016年度以前入学 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位

明治大学での修得単位を単位認定→ サンフランシスコ州立大学

※所定の単位を修得（目安：４学期間）

履修単位数（目安） 最大12〜15Units 最大12〜15Units 最大12〜15Units 最大12〜15Units

8月 1月 8月 1月              6月

＊サンフランシスコ州立大学の所定単位を4学期間で修得した場合
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同大学との単位互換制度に基づき、西シドニーで修得した単位を明治大学での修得単位として認定し、
本学の卒業要件を満たすことで、明治大学の学士号を取得することができます。

応募資格
▪所定の科目群から、卒業に必要な単位を2年次終了時までに所定の科目群

から最低80単位以上修得する見込みであること（詳細は募集要項参照）。
▪GPA：3.0以上
▪語学要件：TOEFL iBT 82以上（各サブスコアで次の点数以上 R/L13、

S18、W21）、IELTS 6.5以上（全てのサブスコアが6.0以上）等

西シドニー大学学士取得条件（詳細は募集要項参照）
▪明治大学において「2+0.5年間」（5学期間）で所定の科目群から最大で

合計110単位を修得。西シドニー大学への留学開始前の2年間（4学期
間）で、所定の科目群から最低80単位を修得

▪西シドニー大学において所定の科目群から120単位（1学期あたり40単位）
を修得（西シドニー大学では1科目あたり10単位もしくは20単位）

その他
▪明治大学の外国留学奨励助成金申請可。採用された場合、最大で明治

大学の授業料分が助成される。

西シドニー大学 ダブルディグリープログラム
（人文コミュニケーション学部に留学）

豪州

留学期間
3月～1.5年間（3学期分）
※最短ケース（協定留学）

 最短4年間で二つの学士学位を取得

　シドニー郊外に複数のキャンパスをもつ公立大学で、大学・大学院を合わせて100以上のコースを開講しています。総学生数が

31,000人を超える、豪州国内の大規模大学の一つであり、また、毎年世界70カ国以上から留学生が集う、国際的に認知度の高い大学

で、入学後の留学生ケア、学内情報の提供など、サポート

体制が充実しています。

　西シドニー大学とのダブルディグリープログラムで

は、2年次の秋学期終了まで明治大学に在籍後（※モデ

ルケース）、翌春学期から西シドニー大学（人文コミュ

ニケーション学部）に最短3学期在籍し所定の単位を

修得することで、最短4年で明治大学の学士号と西シド

ニー大学の学士号（Bachelor	 of	 International	 Studies）

を取得することができます。

【明治大学の4学期分】＋【西シドニー大学の3学期分】＋【明治大学の1学期分】　※留学パターンの一例

月 4月 9月 4月 9月 4月 9月 4月 9月       3月卒業→

学年 1年 2年 3年 4年

学期 1 2 3 4 5 6 7 8

単位修得イメージ
明治大学 残りの単位は、以下の方法で修得 ： 

●西シドニー大学での修得単位を本学での修得単位として認定
（単位認定）

●帰国後に明治大学で修得

明治大学

※2年次終了時までに80単位以上修得 （※残りの単位）

2017年度以降入学 最大21単位 最大21単位 最大22単位 最大22単位 最大24単位

2016年度以前入学 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位

明治大学での修得単位を単位認定→ 西シドニー大学 明治大学を卒業後、
同年9月に西シドニー
大学を卒業見込

※所定の単位を修得（目安：3学期間）

履修単位数（目安） 40cps 40cps 40cps

3月 7月 3月 7月 9月

＊西シドニー大学の所定単位を3学期間で修得した場合

 最短４年半で二つの学士学位を取得

　タマサート大学は、タイの首都バンコクに位置する国立大学で、チュラロンコン大学とともにタイにおける研究・高等教育機関の
双璧をなす、トップユニバーシティーの一つです。現在、四つのキャンパスを有し、総合大学としてさらに発展を続けており、近年
では国際化にも注力しています。同大学の主要学部である政治学部では、国際化の一環として、広汎な理論とケーススタディーや現
実社会における問題を組み合わせ、実践的知識・スキルを身に付けることを目的
とした、英語による政治学・国際関係論の学士・修士プログラム（BMIR	プログラ
ム）が設置されています。本ダブルディグリープログラムは、このBMIR	プログ
ラム内に設置されており、タイ国内外からの優秀な学生と共に学ぶことができ
る環境となっています。同大学とはすでに学部間協定を締結しており、学生交流
を実施しています（Ｐ15参照）。
　タマサート大学とのダブルディグリープログラムでは、3年次の春学期終了ま
で明治大学に在籍後（※モデルケース）、秋学期からタマサート大学（政治学部）
に最短4学期間在籍し、所定の単位を修得することで、最短4.5年で明治大学の学
士号とタマサート大学の学士号（the	Bachelor	of	Arts	in	Political	Science）を取
得することができます。

応募資格
▪所定の科目群から、卒業に必要な単位を2年次終了までに75単位以上

修得し、3年次春学期終了までに95単位修得する見込みであること
（詳細は募集要項参照）。

▪GPA：3.0以上
▪語学要件：TOEFL iBT 80もしくは IELTS6.0 以上

タマサート大学での学士号取得条件（詳細は募集要項参照）
▪一般教養科目および専門科目で所定の単位修得
▪126単位以上修得
▪GPA2.0以上

その他
▪明治大学の外国留学奨励助成金申請可。採用された場合、最大で明治

大学の授業料分が助成される。

同大学との単位互換制度に基づき、タマサート大学で修得した単位を明治大学での修得単位として認定し、本学の卒業
要件を満たすことで、明治大学の学士号を取得することができます。

タマサート大学ダブルディグリープログラム
2021年8月から派遣開始予定（政治学部に留学）

留学期間
8月～ 2学年間（4学期分）
※最短ケース（協定留学）

【明治大学の5学期分】＋【タマサート大学の4学期分】　※留学パターンの一例
 

月 4月 9月 4月 9月 4月 9月 4月 6月 9月  3月卒業→

明 治 大 学を卒 業
後、タマサート大学
を所定の単位修得
後卒業見込

学年 1年 2年 3年 4年

学期 1 2 3 4 5 6 7 夏学期 8

単位修得
イメージ

明治大学政治経済学部
残りの単位は、以下の方法で修得 ：
●タマサート大学での修得単位を本学での修得単位として認定

（単位認定：最大60単位）

※3年次春学期終了までに95単位以上修得

2017年度以降入学 最大21単位 最大21単位 最大22単位 最大22単位 最大24単位

明治大学での修得単位を単位認定→ タマサート大学

※所定の単位を修得（目安：4学期間）

履修単位数（目安） 最大18cps 最大18cps 1cp 最大15cps 最大15cps

＊タマサート大学の所定単位を4学期間で修得した場合  
8月 1月 8月 1月       　5月以降卒業→

タイ
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 最短4年2カ月で二つの学士学位を取得

　ノースイースタン大学は、国際化と実験的教育をスローガンに掲げ、ここ数年で、各種米国大学ランキングにおける順位を急上昇
させている大学です。また、「Co-op（コープ）」と呼ばれる、インターンシッププログラム（有給・半期間）の実施により、就職実績も全米
で高く評価されています。なお、同大学は、本学部との学生相互派遣交流の実績が高く
評価され、米国で国際化の進んだ大学に贈られるSenator	Paul	Awardを受賞しています。
　本留学プログラムは、同大学へのトランスファー入学（編入）制度を利用して、社会人
文学部政治学科もしくは経済学科に留学します。3年次の春学期終了まで明治大学に
在籍後（※モデルケース）、同秋学期から5学期（最短）在籍し、所定の単位を修得する
ことで、明治大学の学士号とノースイースタン大学の学士号（Bachelor	of	Arts/Science	
in	Political	ScienceもしくはEconomics）を取得することができます。

応募資格
▪所定の科目群から、卒業に必要な単位を2年次終了までに75単位以上

修得し、3年次春学期終了までに95単位修得する見込みであること
（詳細は募集要項参照）。

▪GPA：3.0以上
▪語学要件：TOEFL iBT 92以上（各サブスコアで次の点数以上R/L/

W22、S24）、IELTS 6.5以上（全てのサブスコアが6.0以上）

ノースイースタン大学での学士号取得条件
   （詳細は募集要項及び同大学ホームページ参照）
▪社会人文学部政治学科もしくは経済学科で所定の単位を修得
▪各学期所定の単位を修得、GPA2.0以上

その他
▪明治大学の外国留学奨励助成金申請可。採用された場合、最大で明治

大学の授業料分が助成される。

ノースイースタン大学で修得した単位を明治大学での修得単位として認定し、本学の卒業要件を満たすことで、
明治大学の学士号を取得することができます。

ノースイースタン大学 ダブルディグリープログラム
（社会人文学部政治学科・経済学科に留学）

米国

米国

留学期間
9月～ 2学年間（5学期分）
※最短ケース（認定留学）

【明治大学の5学期分】＋【ノースイースタン大学の5学期分】　※留学パターンの一例（政治学科に留学した場合）

月 4月 9月 4月 9月 4月 9月 4月 9月  3月卒業→

明治大学を卒業後、ノース
イースタン大学を所定の単位
修得後卒業見込

学年 1年 2年 3年 4年

学期 1 2 3 4 5 6 7 8

単位修得
イメージ

明治大学
残りの単位は、以下の方法で修得 ：
●ノースイースタン大学での修得単位を本学での

修得単位として認定（単位認定）

※3年次春学期終了までに95単位以上修得

2017年度以降入学 最大21単位 最大21単位 最大22単位 最大22単位 最大24単位

2016年度以前入学 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位 最大24単位

明治大学での修得単位を単位認定→ ノースイースタン大学　※所要単位・学期数は留学先学科による

※所定の単位を修得（目安：5学期間）

履修単位数（目安） 最大16単位 最大16単位 Co-op参加 最大16単位 最大16単位

＊ノースイースタン大学の所定単位を
  ５学期間（Co-opプログラム含む）で修得した場合

9月 1月 6月 9月 1月　　　　　5月

2017年9月から留学中で、2020年の12月までに、ノースイースタン大学での経済学士（BS	in	Economics）の取得を目指して

います。上級の経済学はもちろん、モチベーションマネジメントについても学んでいます。結果が全てという厳しい世界で

あるが故、日々の小さな積み重ねがいかに大切かを実感しています。ノースイースタン大学を始めハーバード大学、マサ

チューセッツ工科大学、ボストン大学等、ボストンに集まる各分野に精通した仲間と

互いに意見・情報を交わし、切磋琢磨しあう事が自分にとって最高のインセンティブ

となっています。将来は、グローバルに発展し続ける社会をサステナビリティの追求

によって下支えしたいと考えています。本プログラムは他の留学と異なり完全な

編入となります。将来の選択肢が大幅に広がるが為、自己の過去・現在・未来を十分

に熟考し、目的や目標を明確にしてからチャレンジする事をすすめます。

留学中の学生の声  ノースイースタン大学 ダブルディグリープログラム	 経済学科　卒業　稲崎	匡紀

＊本人 左

参 考
政治経済学部推奨の大学間協定留学プログラム
取扱い部署：国際連携部　募集要項詳細は国際連携部で公開するものを確認してください。

対象プログラム

■ カリフォルニア大学 バークレー校・サマーセッション

■ カリフォルニア大学 アーバイン校・サマーセッション

■ カリフォルニア大学 デーヴィス校・サマーセッション

■ カリフォルニア大学 ロサンゼルス校・サマーセッション

カリフォルニア大学 サマーセッションズ
2017年度より、学部間協定から、大学間協定プログラムになりました。

留学期間
5月～9月

 約5年間で学士と修士の学位を取得

　テンプル大学とのデュアルディグリープログラムは、4年次の春学期終了まで明治大学に在籍し、かつ9月の秋学期からテン
プル大学の教養学部修士課程に4学期分在籍し所定の単位を修得することで、約5年2カ月で明治大学の学士とテンプル大学の修
士の二つを取得できるプログラムです。

テンプル大学 デュアルディグリープログラム 留学期間
8月～2学年間

2018年度より、学部間協定から、大学間協定プログラムになりました。

　ボストン大学が海外協定校のみに提供する、半期または1年間の留学プログラムです。Boston	University	Metropolitan	
College	 international	partnership	program	（MET	International）と呼ばれ、米国または世界各国から参加する学生とともに学び、
生活し、交流することができます。

ボストン大学プログラム
2019年度より、学部間協定から、大学間協定プログラムになりました。

留学期間
９月～１２月or 9月～翌年５月

ボストン大学・サマーターム
2019年度より、学部間協定から、大学間協定プログラムになりました。

2020年度より、学部間協定から、大学間協定プログラムになりました。

留学期間
5月～8月

留学期間
6月～7月

　欧州トップクラスのビジネススクールとして知られる、バルセロナに拠点を置くエサデビジネススクールが提供する
夏期プログラムです。

　勉強の厳しさは、カリフォルニア大学各校のサマーセッションと変わらないものの、西海岸とは異なる、米国東海岸ボストンの
伝統や文化を感じることができます。

エサデビジネススクール・国際サマースクール
スペイン

米国

米国

米国



南洋理工大学

首都経済貿易大学

北京大学

東北財経大学

西南交通大学

延世大学

国立台湾大学

国立政治大学

ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学

ホーチミン市経済大学

ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学 

ハノイ貿易大学 

ペトラクリスチャン大学

インドネシア大学

シーナカリンウィロート大学

チュラロンコン大学

タマサート大学

プリンスオブソンクラー大学

モンクット王ラカバン工科大学

チェンマイ大学
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応募資格
【 社会科学部 】
①GPA 2.75
②TOEIC 700 （目安）

【 人文学部・社会経営学部 】
①GPA 2.50 （目安）
②TOEIC 700 （目安）

【 経済学部 】
①GPA 2.50 （目安）　②TOEIC 700 （目安）
③留学開始前までに数学、統計学、マクロ経済学、
ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

学部間協定留学プログラム
【授業料免除型 】（1学期 or 1学年間）

1学期または1学年間、本学部と学生交流の協定を結んでいる高等教育機関へ留学する協定留学プログラムで、本学の

授業料は納付・留学先の授業料は免除されます。学部間協定留学プログラム参加においては、１年生・2年生の学生は、

在学１ヶ年につき卒業要件単位を30単位以上修得しているか、修得見込みであることが必須要件となります。

　タイのシリントン王女も学んだ由緒ある国立大学で、1949年に高等教育機関の教員養成学校として設立されました。同大学は

都心に立地するため交通の便がよく、また日本人が多く住む治安の良い地域にあります。また、付属高校は国内でも屈指の難関校で、

チュラロンコン大学などタイの名門大学のみならず、イェール

大学ほか米国の大学にも、毎年進学者を輩出しています。日本

語を学んでいる生徒も多数います。

　シーナカリンウィロート大学とは計4学部との学生交流を

実施できるようになりました。この交流協定に基づき、2012

年度より学生の相互派遣が盛んに行われています。明治大学か

ら留学した交換留学生は、シーナカリンウィロート大学で実施

している英語による専門科目を中心に受講します。英語による

専門科目の他学部履修も盛んに行われています。また、折角タ

イに留学する機会なので、多くの学生が現地でタイ語を学んで

います。

私は経済学科の授業をいくつか履修しましたが、留学生は私1人だけで、慣れない環境の中で勉強するのはとても大変で

した。私は経済学を主に勉強していましたが、経済学だけでなく、経営学や観光についての授業も受けました。明治大学

では経済学科なので、マーケットがどう動くかを分析するのが

主な内容であるのに対し、経営学は企業の市場戦略についての

内容で、同じ市場でも、見る視点によって変わるのが印象的でし

た。タイの学生や先生方の支えがあり、授業を共にやり遂げるこ

とができました。また、タイ人が周りに多くいたので、タイ語の

勉強にもなりました。休暇にはタイ国内外へ旅行に行き、見聞を

広めることもできました。

体 験 談

＊本人 右

 シーナカリンウィロート大学 学部間協定プログラム	 経済学科　４年　新井	美月

シーナカリンウィロート大学
社会科学部、経済学部、人文学部、社会経営学部

留学期間
8月～12月or 8月～翌年5月

タイ

　当時の国王ラーマ5世が文書処理能力を備えた官人養成を目的に設置した「文官研修所」を

前身とする、タイ王国においてもっとも古い歴史を持つ権威ある国立大学であり、タイ最高峰の

大学として知られています。政治学部は大学中で最初に開設された4学部のうちの一つで、統治

学科、国際関係学科、社会・人類学科、行政学科の四つの学科を持ちます。この四つの学科に、学部

と大学院合わせて約1,500名の学生が在籍しています。

　2013年度に、チュラロンコン大学政治学部ならびに経済学部と学生交流協定を締結しました。

同大学政治学部では、2014年度に新設された英語による専門科目のコースを中心に受講します。

経済学部では、The	Bachelor	of	Arts	Program	in	Economics	（EBA	Program）と呼ばれる、

英語で経済学を学ぶコースに交換留学します。このEBA	Programでは、タイの学生以外にヨー

ロッパやアメリカ、オセアニア、東アジアを中心とした国から留学してきた学生が学んでいます。

チュラロンコン大学 政治学部、経済学部 留学期間
8月～12月or 8月～翌年5月

タイ

応募資格
【 政治学部 】
①GPA 2.50
②TOEIC 700 （目安）、TOEFL PBT 550 （目安）

【 経済学部 】
①GPA 2.50 （目安） ②TOEIC 700 （目安）、TOEFL PBT 550
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を

履修済みであることが望ましい

チュラロンコン大学は少人数で授業が実施され、タイ人だけでなく英語圏出身の教授の元でも経済学が学べます。クラスメ

イトも約半数がヨーロッパやアジアからの留学生で、タイ人も多くの人がインターナショナルスクール出身という、とても

レベルの高い環境で友人と切磋琢磨し、学びを広げることができました。

試験期間に友人と朝から夜まで図書館にこもって勉強したことは今では

良い思い出です。現地ではムエタイにも挑戦し、タイの文化に触れること

ができました。互いに英語がネイティブではないなか、どうしたら自分の

思いが伝わるのか。ただ、英語を話すだけでなく、どのような表現を使う

と伝わりやすいのか学べた留学生活でした。

体 験 談  チュラロンコン大学 学部間協定プログラム	 経済学科　３年　上牧	令依

＊本人 右
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応募資格
① GPA 2.50 （目安）　　　②TOEIC 700 （目安）、TOEFL iBT 68 （目安）

応募資格
【 政治行政学部 】
①GPA 2.50 （目安）
②TOEIC 700 （目安）

【 経済学部 】
①GPA 3.00　②TOEIC 700、TOEFL CBT 173・PBT 500
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

　モンクット王ラカバン工科大学は、日本政府の技術的支援の下、遠距離通信訓練センターとして設立され、1982年にはタイ国内

初の電子工学の博士課程を設置するなど、特に工学研究分野でタイ最高峰の大学として評価を受けてきました。アジアの工科大学

ランキングでも、トップ30以内に入っています。技術指導者や製造業への人材育成を進める一方で、産業発展に重要な行政、

経営分野の人材育成にも力を入れており、行政経営学部が重要な役割を果たしています。

世界50カ国以上の大学と協力協定を締結している国際的にも評価の高い大学です。

また、日本とのつながりが深く、特にJICAを通じた日本のODAとタイの産業発展との

関係を学ぶことで、日タイの経済関係、政治関係を理解することができます。

　同大学との交流は、本学部とシーナカリンウィロート大学との間で行っている短期

相互派遣プログラムに参加したことがきっかけとなり、すでに大学間では協定関係に

ありましたが、2014年度学部間で学生交流協定を締結しました。

モンクット王ラカバン工科大学 行政経営学部 留学期間
8月～12月or 8月～翌年5月

タイ

　タイ北部随一の規模を誇る、17の学部と107学科、三つの研究所を持つ国立総合大学

です。創設以来、職業的知識の育成、学問、国民文化の保護を三つの目標として掲げており、

特にタイ北部の文化維持を重要視し、環境破壊や乱開発に対する大学研究者による提言は、

国際的にも評価が高い大学です。タイ国内大学ランキングでは教育部門で3位、研究部門で

5位の評価です。また、国際交流にも積極的で、世界27カ国145以上の大学と国際交流協定を

締結し、多くの留学生が学ぶ大学でもあります。

　2014年度に経済学部と学生交流協定を締結し、それに引き続き、2015年度には、当大学

の政治行政学部とも学生交流協定を締結し、学生交流を開始しました。

チェンマイ大学 政治行政学部、経済学部 留学期間
6月～10月or 6月～翌年3月

タイ

応募資格
①GPA 2.80　　　②TOEIC 700、TOEFL iBT 60・CBT 170・PBT 500、IELTS 5.5

　タイが王政から民主主義に移行した2年後の1934年に、首相、元老などを務めたプリーディー・パノムヨンによって創設された大学

です。設立当初は法学系の大学であり、政治学、人文学とともに文系の大学として知られていました。また1980年代以降理系のコース

も設置し、文系理系合わせて14学部を持つ総合大学となり、現在、学部・大学院を合わせて約3万3千人の学生が在籍し、うち5,000人以上

が英語で履修するプログラム、また国際プログラ

ムを受講しています。これまで30万人を超える

学生が卒業し、タイおよび世界で活躍していま

す。

　チュラロンコン大学と同じく2013年度に、政

治学部と学生交流協定を締結しました。本学

から留学した学生は、タマサート大学インター

ナショナル・プログラムの学士課程として設

置されている、政治学部の英語の専門科目を

受講します。

タマサート大学 政治学部 留学期間
8月～12月or 8月～翌年5月

タイ

　タイ南部に五つのキャンパスを持ち、30以上の学部を持つ国

立総合大学で、国際プログラムまた外国語によるコースを21コー

ス開講しています。タイの大学ランキングでは常にトップ10入り

をしている、タイ南部最高峰の大学です。タイが掲げる国家研

究プロジェクト9校の一つに選ばれるなど、研究分野での評価

も高い大学です。

　2014年度に経済学部と学生交流協定を締結しました。当面は

受入れのみとなる見込みで、今後学生の相互交流を図っていく

予定です。

プリンスオブソンクラー大学 経済学部
タイ

＊ 当面は受入プログラムのみ

現地では主に東南アジアの国際政治を勉強しました。10人規模のディスカッション形式の授業から、80人規模の

大クラスまで授業の在り方が多様であり、個人が英語を用いて多くの発言を求められます。クラスの大多数はタイ

人学生で、彼らは活発に議論に参加します。定期的にプレゼ

ンやレポートの提出を求められることはもちろん、毎回の授

業で大量のリーディング課題が課せられます。留学中に積極

的に挑戦したことは、誰にでも自信を持って話すことの出来

る誇らしいものであり、卒業後もその姿勢を貫くことで成果

を残したいと考えています。

体 験 談  タマサート大学 学部間協定プログラム 	 地域行政学科　4年　杉田	大河

＊本人 ２列目左から４番目

チェンマイはとても静かで落ち着きのある都市で、“古都”の呼び名そのままに城壁

や寺が残っており、タイの文化に触れやすい場所です。大学の生徒たちも落ち着きが

あり聡明な人が多く、学業に専念できる大学です。専属バディをつけてくれて、大学

からのサポートも充実しており、快適な生活を送ることができました。授業以外では

サッカーの試合に参加したりして、現地の学生と多方面の交流ができました。留学に

挑戦したいけど勇気が出ない人は、最初のステップとしておすすめです。

体 験 談  チェンマイ大学 学部間協定プログラム 	 経済学科　4年　牛場	滉尭

＊本人 中段右から2番目
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応募資格
① GPA 2.50 （目安）　　　②TOEIC 765 （目安）、IELTS 6.0　＊HSK（3・4級）は、中国語での授業の履修を希望する場合のみ

　中国国家重点大学の一つであり、22の学部をもつ総合大学です。国際化戦略を非常

に重視した大学として知られ、留学生教育に力を注いでいます。現在、日本以外にも米

国、カナダ、フランス、ドイツなど60カ国を超える大学と交流を実施しており、多数の

留学生が在籍しています。三つのキャンパスがあり、そのうち二つは四川省成都市に、

もう一つはユネスコの世界自然遺産に登録されている峨眉山景勝区にあります。

　2013年度に学生交流協定を締結しました。充実した研究設備を誇る同大学で、交

換留学生は、政治、経済、公共行政などの英語で行われる各専攻分野の科目を受講

します。

西南交通大学 公共管理政法学院
中国

留学期間
2月～ 7月or 2月～翌年1月
8月～翌年1月or8月～翌年7月

　首都経済貿易大学は中国の首都である北京市に位置し、経済学と管理学に強

みと特色をもつ中国国家重点大学の一つです。首都経済貿易大学の労働経済学

院には、政治経済学部の協定校の一つである北京大学政府管理学院と異なる学

科と、「労働と社会保障」「労働関係」「人的資源管理」「ソーシャルワーク」に関

する専攻が設置されています。北京への留学を希望している学生にとって、北

京大学政府管理学院に加え、2020年度から新たな選択肢が増えることになり

ました。

首都経済貿易大学 労働経済学院 
中国

留学期間
2月～ 6月or 2月～翌年1月
9月～翌年1月or9月～翌年6月 　財務・経済分野の学部を中心とする総合大学です。大連で最も歴史が古い大学

の一つで、現在では特に銀行や政府機関の金融部門に多くの高度人材を輩出して

います。現在、日本以外にも米国、ロシアなどヨーロッパ諸国、韓国などアジア諸

国との大学間交流を実施しています。特に産業経済や公共経済分野に定評があ

り、中国政府から支援を受けている数量経済学や、アカウンティング、財政学、ビ

ジネス行政学が特に評価が高い大学です。

　2016年度に学生交流に関する協定を締結しました。英語で実施する科目も充実

しています。

東北財経大学 公共管理学院
中国

留学期間
2月～ 6月or 2月～翌年1月
8月～翌年1月or8月～翌年6月

応募資格
① GPA 3.00　　　②TOEIC 不可、TOEFL iBT 89、IELTS 6.5　＊HSK（6級）は、中国語での授業の履修を希望する場合のみ

　北京大学は、中国の高等教育機関において最高峰の大学として知られるとともに、同国内で国家重点大学の一つとして指定されて

います。大学評価の世界的指標であるThe	Times	Higher	Education	世界大学ランキングの中でも、24位（2020年）と上位にランク

インしており、1898年に清朝政府により、京師大学堂という名で北京に設立された

同大学は、辛亥革命を経て現在の北京大学と名称を変更しました。毎年4,000人を

超える留学生を世界中から受け入れており、2004年にはロンドンスクール	オブ	

エコノミクス	アンド	ポリティカルサイエンス（LSE）がパートナーとなるなど、国

際的な大学間ネットワークづくりにも積極的な大学です。

　2013年度に、政府管理学院との間で学部間協定を締結しました。交換留学生は、政治と

行政、都市管理、公共行政の各専攻分野から、英語で修士レベルの科目を受講をします。

北京大学 政府管理学院
中国

留学期間
2月～ 6月or 2月～翌年1月
8月～翌年1月or8月～翌年6月

北京大学は中国の最高学府なので、世界各国から優秀な学生が多く集まります。周りには起業した学生がいたり、

政府機関で実際に働いている人もいたり、多種多様な背景の学生がいて、彼らと交流できたことは貴重な経験でした。

北京大学政府管理学院では政治学を学ぶことができ、英語なら修士、中国語

なら学士の授業を受講できます。社会のイデオロギーが異なる分、授業内容も

日本とは少し異なる部分があったのが印象的でした。留学して感じたのは

日本のメディアで報道されている事柄と実際に自分の目で見た中国の印象は

異なることです。特にアプリ産業では日本以上の変化のダイナミズムを感じる

ことができます。日本の隣国であり、今後関わりが密接になっていく中国に

留学できたことは、私の価値観に多大な影響を与えた経験になりました。

体 験 談  北京大学 学部間協定プログラム 	 経済学科　卒業　辻尾	映介

＊本人 後列中央

西南交通大学の留学生は国際色に富んでおり母語が英語である留学生も少な

くなかったです。英語と中国語を使う双語の授業もありますが開講数が少ない

ため、より専門的な授業を履修したい場合は中国語で履修する必要があります。

また中国語の授業では生徒の数が極端に少なかったために先生と一対一で授業

をすることもしばしばありました。成都の人は情に厚く日本人に対して友好的

でとても親切です。また日々の生活やテレビ、授業の中でも中国が日本を意識す

ることは本当に多いと感じました。お互いの関係を考える上で今回の留学は意

義があるものでした。

体 験 談  西南交通大学 学部間協定プログラム　　　　　　　　　　政治学科　卒業　野路	翔平

＊本人 中央

応募資格
＊政治経済学部事務室までお問い合わせください。

応募資格
① GPA 2.50 （目安）　　　②TOEIC 700 （目安）　＊HSK（5・6級）は、中国語での授業の履修を希望する場合のみ
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい
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応募資格
①GPA 2.50 （目安）　　　②TOEIC 700 （目安）　　　
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

国際色が豊かな大学で、アジアは勿論ですが世界中から多くの留学生が台湾大学へ集まり、彼らの多くが中国語を履

修しています。また日本語を学習している現地の学生が多いので、言語交換のパートナーとして互いに言語を教えあ

うことができます。香港や韓国、アメリカなど台湾以外の出身の教授から学べ

たことが印象的でした。さらに日本と近いことも利点の一つです。私は健康上

の理由から２ヶ月に１度帰国をしなければなりませんでしたが、それでも1年

間の留学が実現できたのは台湾と日本との行き来のしやすさがあったからで

す。そして何と言っても広大で、歴史のあるキャンパスが台湾大学の魅力です。

体 験 談  国立台湾大学 学部間協定プログラム 	 経済学科　3年　峯田	美苗

＊本人 右から２番目

　国立台湾大学は、1945年に設立された台湾一大きな国立大学です。前身は、1928年日本統治時代に設立された台北帝国大学です。

六つのキャンパス、11学部、54学科を設け、3万人以上の学生が通っています。研究のための牧場や森、病院などがあり、教育施設

も充実しています。また、国際活動が活発なことでもよく知られており、学内に

て「国際協力チーム」と「国際学生チーム」を発足し、様々な大学や教育機関と提

携し、留学や各種国際的なイベントを頻繁に実施しています。外国人留学生の

受入数も多く、毎年世界各国から1,000人近くの学生が集まっています。

　2014年の年末から国立台湾大学社会科学院との学部間協定を進め、2015年度

に、学生及び教員の交流を開始しました。日本・中国・韓国同様、学期の区切り

がほぼ日本の学期と同じであるため、年2回4パターンの留学機会があります。

政治系の英語の授業が少ないので注意してください。

国立台湾大学 社会科学院
台湾

留学期間
2月～ 6月 or 2月～翌年1月
8月～翌年1月or8月～翌年6月

　国立政治大学は、現在台湾で最も大きな高等教育・研究大学群に位置付けられており、

QS世界大学ランキング（アジア）で77位、台湾国内で13位（2020年）となっています。九

つの学部及び48の大学院レベルの機構を持ち、世界66カ国、443以上の教育機関と幅

広い協力関係を構築しています。政治、経済、歴史、社会等に関する講義群の中から

受講科目を選択できます。

国立政治大学 
社会科学学院 政治学科、社会科学学院

台湾

留学期間
2月～ 6月 or 2月～翌年1月
8月～翌年1月or8月～翌年6月

私が留学した延世大学では、韓国の政治経済や国際関係、経営学

を英語で学ぶことができます。授業は少人数で行われていること

が多く、発表や討論などをすることもあります。外国語で専門的

なことを学ぶことは大変でもありますが、先生や他の生徒と

の距離が近く、温かい環境で勉強することができました。また、

留学を通して多くの人との出会いや多様な文化を知れて今後の目

標にも繋がったため、とてもいい経験になりました。

 延世大学 学部間協定プログラム 	 経済学科　卒業　山田	麻衣子

＊本人 右奥

応募資格
①GPA 2.50　　　②TOEIC 700、TOEFL iBT 61、IELTS 6.0 
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

　延世大学は1885年に韓国初の西洋式の王立病院が開院されたところから始まり、様々な歴史を経て、現在の延世大学になりました。

22学部21研究科が設置され、学生数は大学院も合わせて3万7000人を超える大学で、韓国における人気大学ランキングでは常に

上位に入る、韓国人にとっても憧れの大学です。また同国内

で最も国際化の進んだ大学として評価を受けており、医学

部と附属病院も持つ同大学は世界的なレベルにあるとともに、

社会科学をはじめとするその他の分野でも、世界的研究・教育

レベルを誇っています。

　英語による専門科目の授業数が多く、政治、経済、歴史、社

会等に関する講義群の中から受講科目を選択します。また、

延世大学Miraeキャンパス（原州）には2011年度から短期留学

生を派遣しており、学生間の相互交流が進んでいます。

延世大学 政治経済学部
韓国

留学期間
2月～ 6月or 2月～ 12月
8月～12月or8月～翌年6月

Miraeキャンパス（原州）

東北財経大学では30人弱の現地学生のクラスで授業を受けました。現

地の学生はとても学習意欲が高く、その多くが、積極的に発言し、疑

問があればその場で質問するという姿勢で、とても刺激を受けまし

た。また、中国は人口が多いため、何においても競争が激しいことを実

感しました。学習の効率の良さやグループワークにおいてのメンバー

の処理能力の高さから、その激しい競争社会への適応能力を感じまし

た。大学在学中に日本国外の競争環境を体感できたことは、自身の課題

を発見し、将来を見つめ直す良いきっかけになりました。

 東北財経大学 学部間協定プログラム 	 経済学科　3年　関	優芳

＊本人 右奥

体 験 談

体 験 談

応募資格
【 社会科学学院 政治学科 】
①GPA 2.50 （目安）
②TOEIC 800、TOEFL iBT 80、IELTS 6.5

【 社会科学学院 】
①GPA 2.50 （目安）
②TOEIC 800、TOEFL iBT 80、IELTS 6.0
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　ベトナム国家大学は、現在南ベトナムで最も大きな高等教育・研究大学群であり、人文社会科学大学は同大学群における中心校

です。二つのキャンパスを持つ人文社会科学大学は28の学部プログラムと38の大学院プログラムを持ち、世界各国150以上の教育

機関と幅広い協力関係を構築しています。ベトナム研究・ベトナム語学科を設置して

積極的に留学生を受け入れる一方、日本学部を設置して日本語教育にも力を入れる

など、外国語教育を積極的に行っています。

　ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学の全学部と2014年度学生交流

協定を締結しました。当学部としては、ベトナムでの初協定校であり、アジア・太平洋

地域への交流範囲の拡大につながる重要な大学です。ベトナムを中心としたASEAN

地域の政治・経済・社会に強い人材、また専門家を目指すことが可能です。交換留学の

場合、先方の国際関係学部で英語での授業を受講することになります。

ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学
全学部

留学期間
8月～翌年1月or8月～翌年6月

ベトナム

　ベトナム国家大学ハノイ校は、ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学

と並ぶ同国最大の国立大学群です。

　同大学では歴史学、国際学、ジャーナリズム・コミュニケーション学、図書館科学・

情報科学、言語学、文学、経営科学、東洋学、哲学、政治科学、心理学、社会学、観光学、

人類学等の学部を設置しています。

　2017年度に学生交流に関する協定を締結しました。春季休業期間中に実施する

4週間の短期留学プログラムでも、同大学を訪問し特別講義を受講し、学生交流を

行っております。

ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学 
国際学部、社会学部、政治学部

留学期間
8月～翌年1月or8月～翌年6月

ベトナム 　ホーチミン市の中心部に位置し、ベトナムにおいて経済学や経営学を学べる主要大学の一つです。また、ベトナム国内での経済・

経営の学術的ネットワークとともに、ベトナムに進出する外資系企業への優秀な人材の供給源となっています。同大学国際ビジネス

学部と協定を締結することで、短期留学プログラムではベトナムの経済・ビジネス

等に関する講義をしてもらうこと、長期の学生交流では、授業のみならず、進出する

外資系企業でのインターンシップの提供を実現することができるようになります。

　日本の大学としては、初めて同大学と協定を締結することになり、他のベトナム

協定校と併せて、ベトナム国内の連携を深めるため、またASEAN地域の大学との

交流と連携を深めるための重要な大学です。

ホーチミン市経済大学 
国際ビシネス学部

留学期間
2月～ 5月or2月～ 9月

10月～翌年1月or10月～翌年5月

ベトナム

ハノイ貿易大学 
全学部

留学期間
8月～翌年1月or8月～翌年6月

ベトナム

　1960年に外交・貿易職員の訓練大学として設立されました。ベトナムで有数の大学であり、金融、経営、マーケティング関連の幅広い

プログラム・コースを提供しています。ハノイ貿易大学は14の学部プログラムと4の大学院プログラムを持ち、世界各国120以上の

教育機関と幅広い協力関係を構築しています。1963年までは外務省の国際交流部門に所属していた歴史もあって伝統的に英国、

米国、豪州との関係が深く、留学のチャンスも高いことから、近年ではベトナムで最

も人気のある難関大学の一つとなっており、外交官や政治家、その他各界のリー

ダーを輩出しています。毎年ベトナム政治及び各省との共同研究を複数行っている

ほか、ビジネス界のネットワークを生かした研究、セミナー、ワークショップを行

うなど、ビジネス分野に特化した高度な教育研究を実施しています。日本語教育は

1970年代初頭に開始しており、日本語を学ぶ学生が多くいます。

応募資格
①GPA 2.50　　　②TOEIC 700、TOEFL iBT 65、IELTS 5.5             
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

応募資格 （共通）
①GPA 2.50  （目安）　　　②TOEIC 605、TOEFL iBT 65、IELTS 6.0

応募資格
①GPA 2.50 （目安）        ②TOEIC 700、IELTS 5.5 （no sub-score below 5.0）
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

応募資格 
①GPA 2.50 （目安）　　　②TOEIC 765、IELTS 6.0

ホーチミン生活では建設ラッシュや、道路を埋め尽くすバイクなどベトナム経済の著しい発展を象徴する姿を多く見る

ことができました。そんなホーチミン市の中央に存在するのが人文社会大学です。国際関係学、ベトナム語を中心に非常に

アクティブな学習ができました。ただ少し残念なところは、英語で実施する授業

の選択肢があまり多くないことです。未だ発展途上にあるベトナムでの生活は、

毎日がハプニングの連続でした。私たちの常識が通用しない生活の中で、様々な

状況への対応力や多文化を許容する寛容さなどが身につきました。将来はこの

経験で得た知識や国際観を次世代に伝えることのできる教師になりたいです。

 ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 学部間協定プログラム
	 地域行政学科　4年　西岡	一輝

＊本人 中央手前

体 験 談
ハノイ貿易大学は、文系大学としてベトナムで有名な大学の一つです。英語での開講科目が多く、政治や経済だけでなく、

マーケティングや貿易についてなど、幅広い分野を学ぶことができます。

授業では、グループワークやディスカッションを通して、生徒たちの英語力と

豊富な知識に刺激を受けました。日々の生活では、ベトナムの文化に触れる

機会が多くあります。さらに、ベトナムには日本に興味を持ち、日本語を

勉強している学生や社会人が多くいます。日本との強い関わりに加えて、

東南アジアの成長や可能性を実際に感じることができるのも魅力です。

 ハノイ貿易大学 学部間協定プログラム 	 経済学科　3年　小林	奈未

＊本人 右から3番目

体 験 談
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応募資格
①GPA 2.80　　　②TOEIC 不可、TOEFL iBT 90、IELTS Writing sub test 6.0

　シンガポール国立大学とともに、シンガポー

ルで双璧をなす大学として知られる、同国内の

最難関大学です。また、大学設置から20数年しか

経っていないにもかかわらず、QS世界大学ラ

ンキングでは11位（2020年）にランクイン、欧米

の最上位校に匹敵するエリート校です。また、南

洋理工大学は、同ランキングのトップ50校の中

で、最も早く順位を上昇させている大学であり、

創立50年以内の大学（Under	50）のなかでは世界1

位にランクされており、世界的に評価が高いこと

でも有名です。シンガポール西部に持つ200ヘク

タールの広大な敷地は、工科系大学として世界

最大級であり、工科系学部のみならず、MBAプロ

グラムを含む社会科学系の学部も高い評価を

受けています。

　南洋理工大学人文社会科学部とは、2013年度に

学生交流協定を締結しました。南洋理工大学の交

換留学はGlobal	Education	and	Mobility	（GEM）	

Trailblazer	と呼ばれ、三コースで英語による政

治、経済、歴史、社会等の講義を受講できます。ま

た、中国語のスキルを向上させるチャンスもあり

ます。

南洋理工大学 人文社会科学部
シンガポール

留学期間
8月～12月 or 8月～翌年5月
8月～翌年5月+SS（5月～8月）

アジア最高学府のひとつである南洋理工大学での学習・交流は新たな学びの連続でした。世界的にも教育の質が高

く、ヨーロッパ・中東・アジア・アメリカを中心に1000人を超える留学生が勉強しており、背景の異なる人々と生活

をする絶好の環境でした。広大な学園都市の中で、夜遅くまで世界各国からの学友と競いながら楽しく学ぶなか

で、特に「多文化共生社会」を学

問・生活の両面から学んだことが

印象的です。またシンガポールと

いう東南アジア経済拠点で働く

明治大学の先輩方など、在星日本

人から学んだ海外勤務経験や国

際舞台で活躍する心得は、自身の

キャリア選択に大きく影響を与

えました。

体 験 談  南洋理工大学 学部間協定プログラム 	 政治学科　4年　重冨	克徳

＊本人 後ろ右から2番目

【 政治経済学部の交流大学 】

 タイ
■ シーナカリンウィロート大学
■ タマサート大学
■ チュラロンコン大学
■ モンクット王ラカバン工科大学

 ベトナム
■ 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
■ ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学

文部科学省・平成28年度（2016年度）「大学の世界展開力強化事業～アジア諸国等との大学間交流の枠組み強化～」

のタイプＢ（ASEAN地域における大学間交流の推進）に、政治経済学部の留学プログラムを含めた明治大学の構想

「CLMVの持続可能な都市社会を支える共創的教育システムの創造」が採択されました。

短期留学及び長期協定留学プログラムを通じて、タイ、ベトナムの協定校との学生交流を促進していきます。

「大学の世界展開力強化事業」に採択！
さらにタイ、ベトナム他CLMV諸国との交流を促進します。

シーナカリンウィロート大学

チュラロンコン大学

タマサート大学

モンクット王ラカバン工科大学

ベトナム国家大学ホーチミン市
人文社会科学大学

ベトナム国家大学
ハノイ人文社会科学大学

ハノイ貿易大学

＊ベトナム短期1

＊ベトナム短期1

＊学生会議1

＊タイ短期2

＊タイ短期

＊タイ短期1

＊学生会議2

＊ベトナム短期2

＊ベトナム短期2

＊学生会議

2018年度 CLMV諸国との
交流の様子

2019年度 CLMV諸国との
交流の様子



ロッテルダム応用科学大学

東フィンランド大学

25 　26MEIJI UNIVERSITY   SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS MEIJI UNIVERSITY   SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS 

学
部
間
協
定
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
︻
授
業
料
免
除
型
︼

学
部
間
協
定
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム︻
授
業
料
免
除
型
︼

東フィンランド大学 
社会科学・ビジネス学部フィンランド

留学期間
9月～12月or9月～翌年5月

　東フィンランド大学は、三つのキャンパスを持つ公立

大学でフィンランド政府によって行われた大学セクター

改革により、2010年にヨエンスー大学とクオピオ大学

が合併して誕生しました。その学際的な研究と教育は

国際的に知られており、四つの学部が約100の専攻と学位

プログラムを提供しています。現在70以上の大学と

協定を締結しており、学術交流ならびに学生交流を盛ん

に行っています。世界各国に幅広く協定大学のネット

ワークを持っており、40カ国以上から留学生を受入れて

います。

　学部と大学院が実施するIBS（International	Business	

and	Sales	Management）プログラムでは、英語による

ビジネス学を中心とした講義を受けることができます。

特に現地の企業家を講師として招へいしてのBtoB、BtoC

のセールス講座には定評があります。実践的なプログラム

となるため、専門知識・英語力ともに要求されます。

応募資格
① GPA 2.50 （目安）　　　②TOEIC 765 （目安）、 TOEFL iBT 80 （目安）、IELTS 6.0 （二つ以上のサブスコアが5.5） （目安）
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

応募資格
① GPA 2.75　　　②TOEIC 605、TOEFL iBT 65・ITP 513、IELTS 5.5
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

　ジャカルタ及び西ジャワ州デポックにキャンパスを持つ国立大学です。14の学部を持ち、インドネシア最高峰として知られる
総合大学で、インドネシアの政財界、医学など様々な分野に多数かつ多様な人材を輩出しています。APRU（Association	of	Pacifi	c	
Rim	University）、AUN（ASEAN	University	Network）など、環太平洋地域およびASEAN地域の大学連合に所属し、その代表的な
存在として国際ネットワークの構築に積極的に携わっています。交換留学を実施するのはデポックキャンパスとなります。今後さら
なる経済的発展が見込まれるASEAN地域での大学間ネットワー
クを広げる中で、2014年度に協定を締結したペトラクリスチャン
大学に加え、インドネシアのもう一つの拠点大学となります。
　2016年度に社会政治学部と学生交流に関する協定を締結し、学
生交流を行っています。2020年度中には、経済ビジネス学部とも
協定を締結する予定です。

インドネシア大学 
社会政治学部インドネシア

留学期間
8月～12月 or 8月～翌年6月

　ペトラクリスチャン大学は、インドネシア第二の都市スラバヤに拠点を置く、
6学部（文学部、土木計画学部、産業技術学部、経済学部、芸術デザイン学部、コミュ
ニケーション科学部）21学科と二つの研究科を持つ私立大学です。学術的なプ
ログラムだけでなく、実践的なスキルが取得できるプログラムを積極的に推進し
ている大学で、卒業生のうち75％以上が企業家として活躍しています。
　ペトラクリスチャン大学と2014年度学生交流協定を締結しました。当学部と
しては、インドネシアでの初協定校であり、アジア・太平洋地域への交流範囲の
拡大につながる重要な大学です。インドネシアを中心としたASEAN地域の
政治・経済・社会に強い人材、また専門家を目指すことが可能です。

ペトラクリスチャン大学 全学部
インドネシア

留学期間
2月～ 6月 or 2月～12月
8月～12月or8月～翌年6月

スラバヤは、目まぐるしく発展する街並みに囲まれ、宗教をはじめとし
た多様性に富んだ文化からインドネシアの特有性を感じることができ
ます。わたしはここでインターナショナルビジネスを英語で学びました
が、交換留学生は所属する学部学科以外の授業も選択できるため、自
分の興味に合わせて履修科目を選べるのも魅力の一つです。授業で
はグループ課題を課される機会が多く、学習意欲の高い学生たちと関
わることを通じて、出発前と比較すると学習面はもちろん、人間的にも
自分の成長を実感することができました。卒業後の進路は未だ模索中
ですが、本プログラムでの経験を糧に選択していきたいです。

体 験 談  ペトラクリスチャン大学　学部間協定プログラム 	 経済学科　3年　中村	安珠

＊本人 右から2番目

応募資格
①GPA 3.00　　②TOEIC 600、TOEFL iBT 64・ITP 510、IELTS 5.0

東フィンランド大学では、グループワーク中心の実践的な授

業を受けることができます。企業の方にインタビューをした

り、フィンランドの製品を海外に輸出するプランを考えたり

しました。授業自体は難しいですが、世界中から来た学生た

ちと一つの課題に取り組むことは、非常に刺激的です。豊か

な自然の中でのバーベキューや、湖上でのアイススケートな

ど、日本にいたら決してできないような体験がたくさんでき

ました。

体 験 談  東フィンランド大学　学部間協定プログラム 	 経済学科　4年　島田	真鈴

＊本人 左
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留学先の授業料が発生するタイプの1学期または1学年間の

協定留学です。ただし、本学の授業料相当額が助成される「外国

留学奨励助成金」制度（p.6参照）に採用された場合、授業料の

費用補助を受けることができます。また、派遣できる留学生数

に特に制限がないため、協定枠が決まっている授業料免除型に

比べ多い人数を派遣することができます。

学部間協定留学プログラム
【授業料負担型 】（1学期 or 1学年間）

　ルンド大学は1666年に創立された、約500の学部専攻と90の大学院

修士専攻を持つ総合大学です。学術研究分野において質・量ともに

優れた大学が加盟する事ができるヨーロッパ研究大学連盟に所属す

るなど、教育・研究共に世界的に評価の高い名門大学です。大学評価の

世界的指標であるThe	Times	Higher	Education世界大学ランキングの

中でも、96位（2020年）と上位に位置付けられており、これまでスウェー

デン首相を3名、ノーベル賞受賞者を4名輩出しています。また、世界

50カ国以上に660を超える協定校を持つなど、大学の国際化にも注力

しています。大学のモットーは“prepare	 for	 both”で、17世紀には

「書物と剣」を表していましたが、現在では「伝統とイノベーション、

広範さと深遠さ」と言う複合的な価値を表しています。

　社会科学部、経済経営学部等が連携して実施するSAS（Special	

Area	Studies）コースへの協定留学（授業料負担型）を実施しています。

英語による講義を通じて、スウェーデン、スカンジナビアの政治、経済、

歴史、文化などを学ぶことができます。

ルンド大学
スウェーデン

留学期間
8月～翌年１月or 8月～翌年６月

ルンドは治安が良く自然豊かなので留学には理想的な環境でした。僕は

経済学科だったので応用マクロや人口経済学など主に経済の授業を履

修していました。授業にはグループワークやプレゼンも含まれているた

め英語力はかなりつきました。また、ルンドには多くの留学生がいるた

め、様々なバックグラウンドを持つ人と関わることで新たな知見が得ら

れました。今後、僕はイギリスの大学院に進学し現地で働くつもりです。

ルンドでの経験があったからこそ、この決断に至ったと思います。

 ルンド大学 学部間協定プログラム 	 経済学科	　4年　坂本	健太郎体 験 談

応募資格
①GPA 2.50 （目安）　　　②TOEIC 765、 TOEFL iBT 80、IELTS 6.0 （二つ以上のサブスコアが5.5）
③留学開始前までに、数学、統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい

　ロッテルダム応用科学大学は11の学部を持つ公立大学で、80にも及ぶ学士ならびに修士プログラムを有しています。世界各国に

幅広く協定大学のネットワークを持っており、40カ国以上から留学生・交換留学生を受入れています。

　ロッテルダム・ビジネススクールは、オランダでも特に実践的なプログラムを提供するスクールとして知られており、ビジネス

分野のみならず、経済や地域情勢に係る科目群を擁しています。欧州圏のみならず、アジアやラテンアメリカ他の地域と向き合

う企業運営・組織運営や、世界的な経済発展の重要性を認識し、国際的企業や国際組織で活躍するリーダーを養成するプログラムを、

交換留学生に提供しています。

　留学開始時に現地学生とともに

株式会社を設立し、留学期間中運営

をするというユニークなプログラ

ムで定評があります。実践的なプロ

グラムとなるため、専門知識・英語力

ともに要求されます。

　2学期間留学する場合は、イン

ターンシップも可能です。授業が少

なく、実践的なプログラムが多いた

め、英語力・交渉力・プレゼン能力等

総合力を向上させることができる

魅力があります。

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
オランダ

留学期間
2月～6月 or 2月～翌年1月
8月～1月 or 8月～翌年6月

＊本人 前中央 ＊本人 中央 ＊本人 右から３番目

体 験 談  ロッテルダム応用科学大学　学部間協定プログラム	 経済学科　3年　藤堂	圭那

私は半年間欧州とアジア間の国際ビジネスについて学びました。アジア各国を経済面・文化面から分析したり、実際に製

品がアジアにどう販売されているかを調査したりなど実践的な授業が多かったです。大学はクラス単位で授業を受けま

した。クラスメートは、オランダの学生が90%、ドイツやルーマニアなどの学生もいました。学科がアジアに興味のある

学生達だったので、基本的に受け入れてくれる学生ばかりでした。困ったときにはすぐに助けてくれましたし、日本人で

あることを積極的に理解してくれました。何事も積極的に参加していくことで、様々な人と出会うことができ自分を見

つめ直すことができました。また、知られていない日本が多くあると気づくきっかけにもなったので、将来は留学経験を

生かして日本を世界に発信したいと考えています。

応募資格
TOEIC 765 ＊IP可、TOEFL iBT 72、IELTS 6.0

1学年間あたりの費用の目安（2019年）　単位 ： SEK（スウェーデンクローナ）

授業料 ： SEK100,000、 寮費平均 ： SEK3,000ー7,300 ／月



リヨン政治学院

ロンドンスクール オブ エコノミクス
アンド ポリティカルサイエンス（LSE）
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応募資格
①TOEFL iBT 107（全てのサブスコア25以上）＊PBT・ITP不可
IELTS 7.0（全てのサブスコア7.0以上）

（英語準備コースから受講する場合TOEFL iBT 90、IELTS 6.0）
②GPA 3.3

費用〈2020年〉 単位 ： 英ポンド ＊寮費は、寮によって異なる

2020年授業日程
Session 1 【3週間】 6月22日（月） ︲ 7月10日（金）
Session 2 【3週間】 7月13日（月） ︲ 7月31日（金）
Session 3 【3週間】 8月  3日（月） ︲ 8月21日（金）
＊各セッションの前に1週間の英語準備コースを受講できる

単位と評価
LSEサマースクールで修得した単位は、政治経済学部の類似科目への単位
認定申請をすることが可能。ただし、すでに履修済みの科目での認定は不可。

出願料 授業料 寮費（参考）＊
3 週間

50
2,500

1,060‐5,880/20泊6 週間 4,200
9 週間 4,980

　ロンドンスクール	オブ	エコノミクス	アンド	ポリティカルサイエンス（LSE）は、社会科学に特化した教育・研究機関です。

ロンドン大学の所属校ですが、SOASなど他のロンドン大学所属大学同様、個別の大学として扱われています。大学評価の世界

的指標であるThe	Times	Higher	Education世界大学ランキングの中でも、27位（2020年）と上位にランクインしています。世

界トップレベルと謳われる経済学研究ともに、国際関係学・政治学・社会政策学・科学哲学などの研究レベルの高さでも知られて

います。また、経済学賞・平和賞を中心に、ノーベル賞受賞者を17名輩出しています。

　LSEサマースクールは、1セッション3週間、3セッション合わせて9週間実施されま

す。毎週平日の午前中は講義、午後には少数の学生によるディスカッションのクラス

があり、3週間で計48時間の授業を受けます。大変インテンシブなプログラム内容の

ため、1セッション1科目のみ受講可能です。

ロンドンスクール オブ エコノミクス
アンド ポリティカルサイエンス（LSE）・サマースクール英国

サマーセッションプログラム
　米国、欧州等の大学が夏期期間（5月～ 9月）に実施する、各大学の正規学生以外の学生も授業に参加できるの
がサマーセッションです。世界各国から優秀な学生が集まり、切磋琢磨し、学生交流も行います。
　政治経済学部は対象大学と公式パートナーシップを締結しているため、学部生には優先申し込みができるなど様々
なメリットがあります。
　世界トップレベルの大学で、各国から集まった学生と競い合う感覚や、トップスクールに集う同世代の学生の意識も
感じ取ることができる、チャレンジングかつ貴重な機会です。
　なお、サマーセッションで修得した単位は、政治経済学部の類似科目への単位認定申請をすることができます。

最長約13週間実施される協定留学プログラムで、サマーセッションプログラムと春期留学プログラムがあります。

学部間協定留学プログラム
【授業料負担型 】（最長13 週間）

 LSEサマースクール 留学プログラム	 政治学科　3年　川北	啓太

LSEは社会科学の分野において世界で5本の指に数えられる大学です。今年LSEサマースクール

には全体の約5割を占めるアメリカからの学生を中心に、世界100カ国以上から、約8,000人の学

生が参加しました。私は、アメリカ外交、国際関係におけるパワーシフト、開発学の3科目を履修

しました。留学の目的は、卒業後もこの学問分野に進学するだけの興味、そして本当にやってい

ける能力があるのかを確かめることだったので、全力で勉強しました。卒業後は、英米の大学院

に進学したいと考えています。社会科学を深く勉強したい学生には是非参加してほしいです。

体 験 談

募集人数
5 〜 10名程度

応募資格
①留学時に原則1 〜 3年生 
②TOEIC 700  ＊IP可、TOEFL iBT 90 ・ ITP 580
＊フランス語能力は問わない

費用〈2019年度参考〉
約90万円（授業料、航空券代、住居費等込み）
＊明治大学外国留学奨励助成金申請可

日程〈2019年度実績〉
2020年2月4日（火）〜4月27（月）（約13週間）

講義内容
▪Diploma of French & European Studies
＊主にヨーロッパの政治に関する指定の8科目及びフランス語授業を受講

（原則、1科目につき24時間）。

単位と評価
リヨン政治学院で修得した単位は、政治経済学部の類似科目への単位認定
申請をすることが可能。ただし、すでに履修済みの科目での認定は不可。

リヨン政治学院 留学プログラム　
フランス

　エリート養成校として知られるフラ

ンスの社会科学系グランゼコールの1

校、リヨン政治学院に留学するプログ

ラムを2012年度より実施しています。

　2月初旬より約13週間、リヨン政治

学院が英語で実施する正規コースを受

講し、同学院の正規学生やヨーロッパ、

アフリカ他各国から参加した学生とと

もに、単位修得を目指します。合わせ

て、フランス語コースにも参加するた

め、フランス語力を身につけることも

できます。

春期留学プログラム
明治大学の春期期間（2 ～ 4月）に実施されるプログラムです。

 リヨン政治学院 留学プログラム 	 政治学科　2年　小幡	颯人

リヨン政治学院は、フランスにおけるエリート養成校「グランゼコール」の一つであり、ヨー

ロッパの歴史からジェンダー論まで、非常にレベルの高い講義が展開されています。ディス

カッション形式の講義が大半で、世界各国から集まる他留学生たちの知識量と理知に富ん

だ思考力には大いに薫陶を受けました。フランス第二の都市であるリヨンは交通の便もよ

く、旧市街の街並みも含め生活環境が良いと感じました。本留学での経験を通して国際舞台

で働きたいという意志が明確になり、現在は外務省専門職員となるべく日々励んでいます。

体 験 談
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短期留学プログラム（引率あり型）（他学部学生も参加可）

　学部独自の短期プログラムの大きな特長の一つは、交流する大学との間で学生の相互派遣を行うところにあります。
　学生は留学生をサポートする機会、自らが留学生となって訪問する機会双方を経験することによって、一層深く幅広く
交流経験を得ることができます。また、学部独自のプログラムのもう一つの
特長として、英語を学ぶのではなく、英語で行う政治、経済、社会、歴史など
専門分野の講義を受けることが挙げられます。英語「を」学ぶのではなく英
語「で」学ぶことによって、英語力の向上のみならず、英語で議論するために
専門分野の知識が必要であることを理解できるのです。
　多くの学生が、この短期プログラム群を「留学体験」をする機会ととらえ、
より長期の留学に踏み出すステップとして活用しています。

  延世大学の紹介は19ページへ

日程（2020年度予定）
2020年8月下旬〜 9月中旬

テーマ
隣国である韓国の学習、及び韓国への短期留学を通して、韓国の政治・経済・
社会・文化等の知識を深めるとともに、人的な交流を図ることを目的としている
現代韓国の政治・社会・経済等の領域において生じる多様で複雑な諸問題を、
公共政策を切り口にして学ぶ

特長
▪協定校延世大学原州キャンパスにて、英語で行われる専門講義を聴講
▪ソウルで政治経済に関わる施設訪問（非武装地帯を含む）
▪ソウルでは景福宮、タプゴル公園など周辺の諸施設・史跡等を見学　
▪日本大使館、JETROを視察

事前講座　
①極東政治  ②日韓の歴史  ③韓国の経済等  ④日韓の比較文化の4コマ
▪渡航に関するオリエンテーションを2回実施

留学時講義内容
▪延世大学 College of Government and Business の英語講義を聴講　
Macro Economics,Europe Region Studies,
Korean Government and Politics,Society and Culture in East Asia 他

単位と評価
帰国後、最終レポートを提出 ①事前講座  ②短期留学  ③最終レポート
をセットとして、C以上の評価の場合には2単位を付与
政治経済学部生：科目名称は「海外留学演習 I 」を予定。単位はGPAに含まれる
＊他の「海外留学演習」に参加済みの場合は卒業要件外となる可能性あり、
　政治経済学部事務室に要確認
他学部生：各学部で要確認

応募資格　
▪募集人数：約10名（政治経済学部生中心。他学部からも若干名）
▪応募資格：1〜4年生で、以下のいずれかの条件を満たす者
①TOEIC 550
②TOEFL iBT 61・CBT 173・PBT 500
＊韓国語能力は問わない

本プログラムでは、ソウル市と原州市で約3週間過ごし、諸施設への訪問、プレゼン発表、

現地学生との交流等が授業とは別に予定されています。特に現地学生との交流は刺激的な

ものであり、メディアを通して私が築いてきた韓国の印象を良い意味で大きく変えてくれ

ました。この経験は、残りの大学生活で学ぶテーマを選ぶ際に役立ちました。隣国である

韓国、さらには日韓関係について考える契機として非常に良いプログラムだと思います。

 延世大学　短期留学プログラム 	 政治学科　3年　藤森	友寛体 験 談

夏期プログラム

　延世大学のMiraeキャンパス（原州）にあるCollege	of	Government	and	Business	で、政治、経済、歴史、文化に関する英語の専門
授業を、約10日間にわたって10コマ程度受講します。またソウルでは日本大使館や日本貿易振興機構（JETRO）といった日本と関わ
りのある政治経済関連の諸施設、「38度線」非武装地帯の視察などを行います。

延世大学 短期留学プログラム（相互派遣） 留学期間
約2週間

韓国

短期留学プログラム（引率なし型）

本学の夏季休業を利用して、協定校が実施するサマースクールに短期留学し、専門科目を履修するプログラムを実施予定です。
政治経済学部の教員が引率する「夏期・春期短期留学プログラム」とは異なり、学生個人で留学し、それぞれ希望するコースを選
択します。留学に関する手続も学生個人で行うため、より実践的な留学経験を得ることができます。

日程（2020年度予定）
2020年7月末〜 9月初旬 （3週間 or 6週間）

学習分野
国際政治、政治と開発、環境等
＊年度により異なるため、当該年度の協定校ホームページを確認すること。

応募資格　
▪募集人数：制限なし
▪応募資格：１〜 4年生で、以下の条件を満たす者
①TOEIC 520以上、TOEFL iBT 76以上、IELTS 5.5以上

日程（2020年度予定）
2020年8月上旬（2週間）

学習分野
学際プログラム（政治・経済・歴史学等）
＊年度により異なるため、当該年度の協定校ホームページを確認すること。

応募資格　
▪募集人数：制限なし
▪応募資格：１〜 4年生で、以下の条件を満たす者
①TOEFL iBT 92以上 （全てのサブスコアが22以上）、
　 IELTS 6.5以上 （全てのサブスコアが6.5以上）　＊GPA要件なし

　ロンドン大学東洋アフリカ研究学院（SOAS）は、英国に所在し、地域研究および開発学等の分野で世界的に有名な教育・研究機
関です。世界中から集まる多くの学生・研究者向けに、学部あるいは大学院における学習・研究の準備のための各種学習プログラム
（International	Foundation	Courses	and	English	Language	Studies:	IFCELS）を設置しています。
　政治経済学部ではIFCELSサマープログラムの内、語学サポート付きの専門科目コース（Subject	Based	Summer	Courses	with	
English	Language	Support）に学生を派遣します。1ブロック（３週間）につき一つのコースを選択し、六つのトピックについて学
びます。一つのトピックにつき「準備講座→講義→復習」のセット（6時間）を毎週2セットに加え、最終プレゼンテーションに向けた
6時間の準備講座を受講することになります。また、各コース最低1回の関連機関等訪問もしくはフィールドワーク、及び最終プレ
ゼンテーションが必須となっています。

　ケンブリッジ大学は世界で最古の大学の一つに数えられ、ヨーロッパ中世以降、現代に至るまで世界の学問の中心地の一つ
であり続けてきた大学です。長年にわたって集積されてきたその「知」を広く外の世界と共有することを目的として設立された
Institute	of	Continuing	Education（ICE）が、1923年から実施しているサマープログラムがInternational	Summer	Schools	
（Programmes）	です。同プログラムは世界で最古のサマースクールとして毎年世界中から多くの参加者を集めています。
　政治経済学部ではICEサマープログラムの内、8月上旬に開始する第三ターム（2週間）のInterdisciplinary	Summer	Programme
に学生を派遣します。1ターム（2週間）につきGroup	A（9：00 ～ 10：15）・B（11：45 ～	13：00）・C（14：00 ～ 15：15）からそれぞれ授
業を1科目（合計3科目）選択して受講します。各Groupには5 ～ 6科目が設置されており、学生の専攻分野や興味に合わせて選択可
能です。また、これらの選択課目に加え、共通テーマによる講演会（Series	of	plenary	lectures）や、夕刻講演会（Evening	talks）も受
講します。その他、アクティビティにも参加可能です。

ロンドン大学 アジア・アフリカ研究学院（SOAS）
IFCELSサマープログラム

ケンブリッジ大学ICEインターナショナルサマープログラム

留学期間
3週間or6週間

留学期間
約2週間

英国

英国

単位と評価
①事前講座　②短期留学　③留学先からの成績証明書
をセットとして、C以上の評価の場合には2単位を付与
＊「海外留学演習」を予定
＊他の「海外留学演習」に参加済みの場合は卒業要件外となる可能性あり、
　政治経済学部事務室に要確認

単位と評価
①事前講座　②短期留学　③留学先からの成績証明書
をセットとして、C以上の評価の場合には2単位を付与
＊「海外留学演習」を予定
＊他の「海外留学演習」に参加済みの場合は卒業要件外となる可能性あり、
　政治経済学部事務室に要確認
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　東南アジア、特にタイに強い「グローバル人材」育成を目指して、2011年度にできたプログラムです。

　2011年度に第一回目の短期留学生受入れを実施し、政治経済学部教員による英語での特別講義を10コマ程度受講するほか、社会施

設視察として、タイ大使館や国会議事堂、また企業視察としてパナソニックセンターなどを訪問しました。また政治経済学部生による

「留学生サポーター」とセミナーハウスでの合宿も行い、日本とタイの比較などディスカッションを通じて交流を深めました。

　派遣プログラムは2012年度から実施されています。バンコクの中心部にあるシーナカリンウィロート大学、チュラロンコン大学、

タマサート大学、チェンマイ大学、モンクット王ラカバン工科大学、プリンスオブソンクラー大学で英語による専門講義を10コマ程

度受講するとともに、タイに拠点を置く日系企業、またJICAや国連機関ESCAP等の機関を視察して、日タイ政治・経済関係の結びつ

きの強さを理解します。また、貧困をテーマとしたワークショップを本学のタイ拠点ASEANセンターで実施します。

日程（2020年度予定）
2020年8月上旬〜 8月下旬

テーマ
東南アジア等で活躍できる「グローバル人材」の育成を目指す

特長
▪シーナカリンウィロート大学近くのアパートメント・ホテルに滞在
▪諸協定校で、英語による特別講義を受講
▪タイ語初級クラスに参加
▪現地学生との日本語による交流
▪在タイ日系企業、JICA関連施設、タイ政府関連施設等訪問
▪チェンマイ訪問
▪スラム訪問と貧困をテーマとしたワークショップを実施

事前講座
▪タイの政治経済を中心に6・7月に2日間計4コマ実施　　　　　　
▪渡航に関するオリエンテーションを2回実施

留学時講義内容
▪タイの政治・経済
▪タイの社会
▪ASEAN関係
▪日タイ関係　他

単位と評価
帰国後、9月下旬に最終レポート提出
①事前講座  ②短期留学  ③最終レポート
をセットとして、C以上の評価の場合には4単位を付与
政治経済学部生：科目名称は「海外留学演習 I・II」を予定。単位はGPA
に含まれる
＊他の「海外留学演習」に参加済みの場合は卒業要件外となる可能性あり、
　政治経済学部事務室に要確認
他学部生：各学部で要確認　　　　

応募資格
▪募集人数:約20名（政治経済学部学生中心。他学部からも若干名）
▪応募資格 :1〜4年生で、以下のいずれかの条件を満たす者
①TOEIC 550
②TOEFL iBT 61・CBT 173・PBT 500
＊タイ語能力は問わない

タイ短期留学プログラム（相互派遣）
タイ

留学期間
約4週間

長期留学への前段階として、短期留学に参加しました。学部間協定校のタイの

有名大学のいくつかで、経済、政治について学ぶことができるだけでなく、スラ

ム訪問や、国際機関にも訪問できたことはとても新鮮な経験で、得るものが大き

かったです。私はCLMV会議に参加しましたが、短い時間の中で様々な国の学生

と話し合って意見を出し合うことで、様々な価値観を取り入れることができま

した。現地の生活になじみながら、これらの刺激的な経験をすることで、長期留

学に対するイメージが少し明確になりました。

 タイ短期留学プログラム	 経済学科　2年　オケチュク	カレン体 験 談

講義以外のプログラム（参考）
①マサチューセッツ州議事堂【Boston】
②ハーバード大学【Boston】
③Fenway Park（Red Soxホームスタジアム）見学【Boston】

単位と評価
帰国後、最終レポートを提出、プレゼンテーションの予定
①事前講座  ②短期留学  ③最終レポート＆プレゼンテーション
をセットとして、C以上の評価の場合には4単位を付与
政治経済学部生：科目名称は「海外留学演習I・II」を予定。単位はGPAに含まれる
＊他の「海外留学演習」に参加済みの場合は卒業要件外となる可能性あり、
　政治経済学部事務室に要確認
他学部生：各学部で要確認

応募資格
▪募集人数:約20名（政治経済学部生中心。他学部からも若干名）
▪応募資格 :1 〜 4年生で、以下のいずれかの条件を満たす者
①TOEIC 550
②TOEFL iBT 61・CBT 173・PBT 500

　政治経済学部では、毎年1,000人以上の学生を海外に派遣しているノースイースタン大学の国際交流プログラム「Dialogue	of	

Civilizations（文明との対話）」︲専任教員引率の下、20名前後の学生が1カ月程度、特定の研究課題を海外で勉強し、単位を修得する︲の

一環として、2008年度に短期留学生の受入れを実施しました。また、その翌年2009年度に政治経済学部生の派遣を開始して以来、

毎年学生の相互派遣を実施しています。

　派遣プログラムにおいては、ボストンにある同大学に2週間滞在しながら、ノースイースタン大学教員による特別講義を18コマ

程度受講します。また、ノースイースタン大学では、現地学生との交流も積極的に行われます。

日程（2020年度予定）
2020年8月上旬〜 8月中旬

テーマ
単なる語学研修ではなく、英語をメディアとして、米国社会及び国際社会に
おける米国の地位、日本との関係などに関して学び、議論することを目的とする

特長
▪ボストンでは主にノースイースタン大学の学生寮に滞在
▪ノースイースタン大で同大学教員による専門科目の特別講義を英語で受講
▪ボストンで歴史的建造物や政治経済関連諸施設等を見学

事前講座
▪6・7月に2日間、計4コマ実施
▪渡航に関するオリエンテーションを2回実施

留学時講義内容
US Foreign Policy, 
The Founding of the US and its Relevance, 
Current Policy Issues in the US, 
Immigration　ほか合計18コマ受講

  ノースイースタン大学の紹介は11ページへ

ノースイースタン大学 短期留学プログラム（相互派遣）
米国

留学期間
約3週間

主にアメリカの政治・経済を学ぶ中で、教授と双方向に授業

が進み、主体的に英語を使うので刺激的な日々でした。拙い

英語であっても現地の方々は熱心に向き合ってくれるので、

自信を持って伝えようとする努力が大切だと実感しました。

このプログラムはボストンの名所や博物館の見学、野球観

戦とアメリカの文化や歴史を肌で感じることができるのも

魅力の一つです！留学中には多くの発見があり、アメリカ

についてもっと知りたいと思ったと同時に、今後のキャリ

アプランを考えるきっかけになりました。

 ノースイースタン大学　短期留学プログラム 	 政治学科　3年　花摘	康平体 験 談

＊本人 左から２番目
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　本学の大学間協定校である、オーストラリア・シドニーにある西シドニー大学パラマッタキャンパスで、アジア太平洋地域の

国際関係、オーストラリアの政治経済、日豪関係、アジアの政治経済を中心に学ぶプログラムです。西シドニー大学の専任教員に

よる特別授業に加え、学生交流の機会も多く設けています。英語で専門科目を受講することで、英語力のみならず、アジア太平洋

地域との経済的結びつきを重視するオーストラリアへの見識の深い「グローバル人材」を育成していきます。

留学期間
約4週間西シドニー大学 短期留学プログラム（相互派遣）

豪州

日程（2019年度実績）
2020年2月6日（木）〜 3月2日（月）

テーマ
単なる語学研修ではなく、英語をメディアとして、オーストラリア社会及び国際
社会における米国の地位、日本との関係などに関して学び、議論することを目
的としている

特長
▪西シドニー大学パラマッタキャンパスでは、大学寮に滞在
▪人文コミュニケーション学部教員による、英語による特別講義を12コマ程度受講
▪シドニー近辺を視察するウォーキングツアーを多数実施
▪アジア太平洋サークルに所属する学生達との交流を実施
▪在シドニー日本大使館など政治経済関連施設を視察

事前講座
▪オーストラリアの政治経済、日豪関係を中心に、11・12月に2日間計4コマ分実施
▪渡航に関するオリエンテーションを2回実施

留学時講義内容（メインテーマ）
▪Australia and Japan
▪The Asian Century
▪Politics of Australia – Asia Relations

単位と評価
帰国後3月下旬に最終レポートを提出
①事前講座  ②短期留学  ③最終レポート
をセットとして、C以上の評価の場合には4単位を付与
政治経済学部生 ： 科目名称は「海外留学演習I・II」を予定。単位はGPAに
含まれる
＊他の「海外留学演習」に参加済みの場合は卒業要件外となる可能性あり、
　政治経済学部事務室に要確認
他学部生 ： 各学部で要確認

応募資格　
▪募集人数 ： 約20名（政治経済学部生中心。他学部からも若干名）
▪応募資格 ： 1 〜 4年生で、以下のいずれかの条件を満たす者
　＊4年生も参加可能だが、実施時期（2 〜 3月）の関係から、単位付与なし
　①TOEIC 550
　②TOEFL iBT 61・CBT 173・PBT 500

　東南アジア、特にベトナムに強い「グローバル人材」育成を目指して、2015年度より実施しているプログラムです。ベトナム国

家大学ホーチミン市人文社会科学大学及びハノイ人文社会科学大学にて、ベトナムならびに近隣諸国の政治・経済・社会・歴史に

関する特別講義を英語で受講します。また、政治の中心である首都ハノイにも訪問し、経済の中心であるホーチミンとの比較も予

定しています。近年日本との交易もさらに盛んになり、1,200社を超える日系企業が進出している社会主義国家ベトナムの「今」

を理解するプログラムです。

ベトナム 短期留学プログラム（相互派遣） 留学期間
約4週間

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の紹介は21ページへ   ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学の紹介は21ページへ

日程（2019年度実績）
2020年2月17日（月）〜 3月15日（日）

テーマ
ベトナム、東南アジア等で活躍できる「グローバル人材」の育成を目指す

特長
▪ホーチミン市校、ハノイ校大学教員を中心に、英語による特別講義を受講
▪現地学生との交流
▪在ベトナム日系企業、日本大使館等訪問
▪ハロン湾訪問

事前講座　
▪ベトナムの政治経済、ASEAN関係を中心に、11・12月に2日間計4コマ分実施
▪渡航に関するオリエンテーションを2回実施

留学時講義内容
▪ベトナムの政治・経済　　　▪ASEAN関係
▪ベトナムの社会　　　　　 ▪日本とベトナムの関係　他

単位と評価
帰国後、3月中に最終レポートを提出
①事前講座  ②短期留学  ③最終レポート
をセットとして、C以上の評価の場合には4単位を付与
政治経済学部生：科目名称は「海外留学演習 I・I I」を予定。単位はGPA
に含まれる
＊他の「海外留学演習」に参加済みの場合は卒業要件外となる可能性あり、
政治経済学部事務室に要確認
他学部生：各学部で要確認

応募資格　
▪募集人数：約10名（政治経済学部中心。他学部からも若干名）
▪応募資格：1 〜 4年生で、以下のいずれかの条件を満たす者
＊4年生の参加も可能だが、実施時期（2 〜 3月）の関係から、単位付与なし
①TOEIC 550
②TOEFL iBT 61・CBT 173・PBT 500
＊ベトナム語能力は問わない

春期プログラム

私は今回が初めての海外留学でしたが、非常に充実した

日々を送ることができました。授業ではディスカッションや

映像を使ったプレゼンなど、英語を使ったより実践的な機

会を得ることができました。休日には現地の大学生と一緒

に観光地を訪れたり、ショッピングを楽しんだりと頻繁に

会話を楽しむことができました。初めはつたない英語を話

すことに抵抗があった私でも、ためらいなく伝えることの

大切さを学びました。現地のボランティアの方が自分たち

を温かく受け入れてくれて、帰国後も連絡を取り合える良

好な関係を作ることができました。皆さんもぜひご検討を

お願いします！

 西シドニー大学　短期留学プログラム 	 政治学科　2年　関口	直希体 験 談

＊本人 右下

ベトナムと日本の経済・文化に関する授業、現地の日本企

業訪問を通して、両国の深い関係を学びました。発言・発

表の機会も多く与えられ、自らの考えを発信する力も養

えたと思います。普段の生活では、日々ベトナムの方の温

かさを感じると共に、渋滞や大気汚染、格差など、東南ア

ジア特有の問題を強く感じました。現地の学生と一緒に

留学に参加した仲間は、パワフルで大変刺激を受けまし

た。この留学は世界を視野に入れた学びの第一歩となり

ました。

 ベトナム短期留学プログラム	 経済学科　2年　橋本	彩体 験 談

＊本人 中央下

  西シドニー大学の紹介は9ページへ
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　南カリフォルニア大学のEast	Asian	Studies	Center（EASC）が、毎年夏期に日本・中国・韓国で実施している留学プログラムの

日本の受入先大学として本学部が選ばれ、2010年度に開始したプログラムです。南カリフォルニア大学は、1880年に創立され、

全米大学総合ランキングや、世界大学ランキングでも常に上位に位置付けている大学です。スポーツでも、オリンピックの金メダ

リストを多数輩出するなど、優秀な成績を収めています。

　本プログラムでは、毎年同大学から約14名の短期留学生、引率教員及びTeaching	Assistant（TA）を受入れます。プログラム

期間中は、本学部の教員が中心となり、政治・経済等の専門分野に関する英語による特別講義を行います。

南カリフォルニア大学短期受入プログラム
米国

受入期間
6月1日（月）～ 6月12日（金）

　短期留学生受入プログラムは、短期留学生を日常的にサポートする「留学生サポーター」

の経験ができる機会です。短期留学生と寝食をともにしながら行うセミナーハウス（山

中・清里）合宿や、日々の学習支援や生活のサポートの経験を通じて、同世代の学生と相

互に異文化理解を深めます。このことをきっかけに、海外短期留学プログラムや各サマー

セッションプログラム、協定留学やダブルディグリープログラムなどに踏み出すこと

を期待しています。

 2020年度短期受入大学

アジア太平洋諸大学・西シドニー大学
短期受入共同プログラム

2016年度まで実施していた「タイ短期受入プログラム」を発展させ、2017年度よりアジア

太平洋地域の各協定校から学生を受入れるプログラムとなりました。日本とアジア太平洋

地域の政治・経済・社会に関する特別講義のほか、留学生サポーターを含む学生間での

交流機会も多く設けています。

アジア太平洋諸大学短期受入プログラム

　ノースイースタン大学の夏期短期留学プログラム「Dialogue	 of	Civilizations（文明との対話）」における留学先の一つとして本

学部が選ばれ、2008年度に初めて実施されました。同大学の50に及ぶ同プログラムの中でも、最も人気の高いプログラムの一つとな

りました。

　本プログラムでは、毎年同大学から約35名の短期留学生、引率教員及びTeaching	Assistant（TA）を受入れます。プログラム

期間中は、本学部の教員が中心となり、政治・経済等の専門分野に関する英語による特別講義を行います。

ノースイースタン大学短期受入プログラム
米国

受入期間
5月6日（水）～ 5月29日（金）

プログラム概要（予定）
▪レセプション 
アジア太平洋諸大学： 6月22日（月）
西シドニー大学： 6月29日（月）
▪合 宿 
アジア太平洋諸大学： 6月26（金）〜 6月28日（日）
西シドニー大学： 7月3日（金）〜 7月5日（日）

▪フェアウェルパーティー ： 合同7月10日（金）
▪その他
　・ 政治経済学部教員を中心に、専門科目の特別講義（英語）を11コマ受講
　・ 国会議事堂等、政治経済関連諸施設を訪問
　・ サポーター学生とともに浅草、渋谷、お台場など都内の観光スポットを訪問

プログラム概要（予定）
▪レセプション ： 5月６日（水）　
▪合 宿  ： 5月８日（金）〜 5月１０日（日）
▪フェアウェルパーティー ： 5月29日（金）
▪その他
　・ 政治経済学部教員を中心に、専門科目の特別講義（英語）を15コマ受講
　・ 国会議事堂、米国大使館等、政治経済関連諸施設を訪問
　・ 江戸東京博物館、浅草など東京ならびに東京近郊の観光スポットを訪問
　・ サポーター学生とともにプロ野球、大相撲等を観戦

プログラム概要（予定）
▪レセプション ： 6月1日（月）
▪合 宿 ：  6月5日（金）〜 6月7日（日）
▪フェアウェルパーティー ： 6月12日（金）
▪その他
　・政治経済学部教員を中心に、専門科目の特別講義（英語）を数コマ受講
　・サポーター学生とともに浅草、渋谷など都内の観光スポットを訪問

　本学部がアジア・太平洋地域に有する各協定校から広く受入れる短期留学生と、オーストラリアにある協定校の西シドニー大学から

受入れる短期留学生とで共同で実施する、短期受入プログラムとして、2017年度から実施しています。各協定校からの短期留学生は、

同じ教室で本学部の教員が中心となって実施する専門分野に関する英語による特別講義を受講します。「留学生サポーター」を含む

約100名での交流が実施され、アジア太平洋地域の異なる文化への理解を深めながら学生交流ができるプログラムです。

西シドニー大学短期受入プログラム
2013年度に開始した同大学との短期派遣プログラムに続き、2015年度から同大学からの

短期受入れも始まり、相互派遣プログラムとなりました。同大学からの引率教員による専

門分野に関する講義を含め、日本の政治・経済・社会に関する学びの場を多く設けています。

また、共同実施するアジア太平洋地域からの留学生との交流の機会も多く設けています。

学内プログラム

留学生サポーター制度（海外からの短期留学生をサポートする）

留学生サポーター制度 	 経済学科　2年　山本	マクシミリアン拓馬

留学生サポーターでは3日間の合宿を含めて約1 ヶ月、留学生と過ごしました。お互いの文化に関

することだけでなく、政治や経済について議論しました。サポーターとして参加した学生にも留

学生にも自分より歳上の学生がおり、見習えることが多く、特にリーダーシップや様々な手法で

のプレゼンの仕方を学べ、充実した時間を過ごせました。留学生サポーターは、自分のスキルアッ

プをするため、また様々な友人を作るための素晴らしいプログラムでした。

体 験 談

中国・韓国・シンガポール
ベトナム・インドネシア・台湾・タイ

豪州

　政治経済学部では、米国、オーストラリア、アジア諸国の協定校から短期留学生を受入れるプログラムを毎年実施

しています。プログラム期間中には、本学部の教員が中心となり、政治学・経済学・社会学等の専門分野に関する講義を

英語で実施し、短期留学生に学びの場を提供しています。

　また、本学部生から「留学生サポーター」を募り、各プログラムの期間中に、短期留学生を勉強面や生活面でサポート

する体制を整えています。授業以外にも、学外施設の視察や本学のセミナーハウス（山中・清里）での合同合宿など

も全プログラムで実施し、短期留学生・留学生サポーターの両方にとって、貴重な交流の機会となっています。

受入期間
6月22日（月）～ 7月10日（金）

＊本人 左
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トップスクールセミナー 	 政治学科　3年　奥脇	ののか

2年次の春学期に、タイのタマサート大学のタヴィダー先生による公共政策の授業
を履修しました。トップスクールセミナーではやる気があれば、普段の授業よりも
トピックに関しての理解が深まると思います。また、先生は東南アジアの事例を
用いて説明してくださったので、それがきっかけで、今後は東南アジアについて
勉強していこうと思いました。留学を考えている学生、またレベルの高い授業に
挑戦したい学生には、トップスクールセミナーはぴったりの授業だと思います。

体 験 談

＊本人 中央

　明治大学「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」事業の取り組みとして、政治経済学部を中心とした

全学部の学生を対象に、「実践的英語力強化プログラム」を開講しています。

実践的英語力強化プログラム

 ACE プログラム
　ACEとは“Advanced	Communicative	English”の略で、通
常の英語クラスとは別に設けられた政治経済学部独自のプ
ログラムです。これは英語能力が高い人だけを対象にしてい
るわけではありません。ACEを通じて意欲的に英語力を高
めたい、そして数年後には、留学や、英語を必要とする職業に
就くのに、自信が持てるレベルに達する努力をする人たちの
クラスです。
　1年生は4月のガイダンス期間中に統一テストを実施
して選抜します。1年生後期及び2年生以降については、
TOEIC520点以上の取得者が履修対象者となります。

 2020年度 海外客員教員・特任教員講義予定

　政治経済学部では、世界各国の「トップスクール」から教員・研究者を、客員教員・特任教員として短期間あるいは数年

間招へいしています。各教員は、政治学、経済学、社会学、行政学、歴史学といった専門分野の講義を英語で実施します。

これらの授業を総称して「トップスクールセミナー」と呼んでいます。

　学生は日本にいながら、特別な費用をかけずに世界の「トップスクール」での授業を体験でき、英語力を磨くだけで

なく、専門分野に対する興味や視野を広げることができます。また、将来の留学に向けた「留学体験」ができる、貴重

な機会にもなります。各授業の詳細は政治経済学部シラバスやOh-o!	Meijiを確認してください。

トップスクールセミナー紹介ページ：https://www.meiji.ac.jp/seikei/ryugaku/original/seminar.html

トップスクールセミナー（国内留学体験）

履修方法・単位の取扱いについて
通常の履修登録期間（4/14 〜 4/16）に通常の履修登録方法（Web）で履修
登録ができます。単位の取扱いについても他の科目とルールが異なる点はあり
ません。他学部生が履修する場合は、他学部履修科目となります。各学部の
他学部履修の方法に従って履修登録をしてください。

定期試験・成績評価について
客員教員による短期集中授業は正規の定期試験期間には、定期試験は行い
ません。各授業の最終授業に試験を実施したり、レポートや小テストを課したり
など、取扱いは授業により異なります。

▶ 秋学期客員教員（短期集中科目）

PARIBATRA, M.L. Pinitbhand
パリバットラ， ピニッパン

１　タマサート大学（タイ）
２　東南アジア諸国の政治・外交政策についての歴史 
　　と現状，問題点
３　政治学特殊講義Ⅰ（2単位）

KERSTEN, Rikki
カーステン， リッキ

１　マードック大学（豪州）
２　第二次世界大戦後の日本政治外交・国際
     関係・思想
３　政治学特殊講義Ⅳ（2単位）

ROMPRASERT，Suppanunta
　ロンプレーサート， スパヌンタ

１　シーナカリンウィロート大学（タイ）
２　経済的視点からみるタイや東南アジア諸国の経済
　　の現状及び将来の動向
３　経済学特殊講義Ⅰ（2単位）

WATSON，Virginia B.
ワトソン， ヴァージニア

１　ダニエル井上記念アジア太平洋安全保障研究
　　センター（米国）
２　アジア太平洋地域の国際関係・安全保障
３　政治学特殊講義Ⅲ（2単位）

TOPOROWSKI，Jan
トポロフスキ， ヤン

１　ロンドン大学SOAS（英国）
２　イギリスやヨーロッパの金融システムと経済問題，
     世界の金融システムと経済，金融危機など
３　経済学特殊講義Ⅳ（2単位）

▶ 春学期客員教員（短期集中科目）

 ACEの5つのポイント

ACEプログラム 	 経済学科　4年　髙橋	和博

ACEプログラムは、英語力を向上させたいと考えている人にとって、とて
も効果的かつ魅力的なプログラムです。私はACEプログラムを留学後受
講しました。授業言語が英語であるため、自分の英語力を保持する上で
とても最適なプログラムだったと実感しています。私は、将来海外の大
学院に進みたいと考えていますが、基本的なことから高度なことまで
英語を学ぶことができ、何よりアウトプットをする機会が多いこのACE
プログラムは、今後英語を用いて世の中に出ていこうとする人にとって
は、とても有意義なものになると思います。

体 験 談

＊本人 中央

1.コミュニケーション能力を重視　

ACEでは、コミュニケーション能力の向上を最重視しており、英語で「会話する」機会が多くあります。

2.独自の英語学習方法を実践
「ミュージカル」、「英語でのプレゼンテーション」、「独自に開発した英語学習コンピュータソフト」など、ほかではなかなか

体験できないACEならではの英語学習方法を実践しています。

3.TOEIC ・TOEFLの対策授業を実施
就職活動で重視されている「TOEIC」、留学には欠かせない「TOEFL」の対策授業を実施します。

4.授業外での活動・交流が活発
ACEではグループによる作業が多く、授業時間以外にも学生同士・教員との交流が盛んです。学生が自主的に合宿やパー

ティーなどを企画することもあります。

5.卒業生とのつながりが強い
ACEの卒業生には、ACEで培った英語力を生かして、さまざまな分野で活躍している方が沢山います。これまでにも在学
生が企画した卒業生との交流イベントなどを行ったりしています

＊各先生方のご都合により、予定に変更が生じる場合あり
1.所属大学　2.研究内容　3.授業科目（予定）

TOPALOFF, Liubomir K.
トパロフ, リュボミール K.
特任准教授

1 ノースイースタン大学（米国）博士課程修了後、現職
2 テロリズム、EU政治ほか
3 春学期集中  比較政治論（4単位）

特任教員（半期科目）
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 政治経済学部における学生派遣数（学部間・大学間）（2008〜）

「留学促進プログラム」を始めた2007年度以降、毎年着実に増加

 政治経済学部における学生受入数（学部間・大学間）（2008〜）

実績

 政治経済学部 留学派遣人数（2019年度実績）

主催 国名 大学名 参加
人数 滞在期間 実施時期 宿泊形態 費用合計（万円）

学
部
プ
ロ
グ
ラ
ム

学
部
間
協
定
プ
ロ
グ
ラ
ム（
協
定
留
学
）

米国 ノースイースタン大学　短期 18 約1カ月 8月（夏期休業中） 学生寮・ホテル 約55

タイ

チュラロンコン大学　長期プログラム 1 1学年間 8月～ 5月 学生寮 現地生活費等

タマサート大学　長期プログラム 1 1学年間 8月～ 5月 アパートメント 現地生活費等

タイ　短期プログラム 9 約1カ月 8月（夏期休業中） サービスアパートメント 約30

シンガポール 南洋理工大学　長期プログラム 2 1学期間
1学年間 8月～ 12月 or 5月 学生寮 現地生活費等

韓国 延世大学　長期プログラム 1 1学期間 2月～ 7月 学生寮 現地生活費等

台湾 国立台湾大学　長期プログラム 3 1学期間
1学年間

9月～ 6月
2月～ 6月 or 1月 学生寮 現地生活費等

ベトナム ベトナム　短期プログラム 18 約1カ月 2月～ 3月（春期休業中） ホテル 約25

インドネシア ペトラクリスチャン大学　長期プログラム 3 1学期間
1学年間 8月～ 12月or6月 学生寮 現地生活費等

英国
ロンドンスクール オブ エコノミクス

アンド ポリティカルサイエンス
サマースクール

1 約9週間 6月～ 8月 学生寮 留学先学費＋生活費

スペイン エサデビジネススクール
国際サマースクール １ 約4週間 6月～ 7月 学生寮 留学先学費＋生活費

オランダ ロッテルダム応用科学大学
長期プログラム 4 1学期間

1学年間 9月～ 1月or7月 学生寮 現地生活費等

フィンランド 東フィンランド大学　長期プログラム 2 1学年間 9月～ 5月 学生寮 現地生活費等

スウェーデン ルンド大学
長期プログラム（授業料負担型） 4 1学期間

1学年間 9月～ 2月 or 6月 学生寮 留学先学費＋生活費

フランス リヨン政治学院 6 約3カ月 2月～ 5月 サービスアパートメント 約82

豪州 西シドニー大学　短期プログラム 15 約1カ月 2月～ 3月（春期休業中） 学生寮・ホテル 約50

海外
ゼミ 海外ゼミ合宿 103 ゼミによる 夏期春期休業中 ゼミによる ゼミによる

大学
プログラム

夏期語学研修・短期留学プログラム 47 約1カ月 8月～ 9月（夏期休業中） 学生寮等 プログラムによる

春期語学研修・短期留学プログラム 24 約1カ月 2月～ 3月（春期休業中） 学生寮等 プログラムによる

大学間協定留学長期プログラム 24 最長1学年間 派遣先大学の
学年歴による 学生寮等 現地生活費等

大学間協定留学【デュアルディグリー】プログラム 1 最長2学年間 8月～ 学生寮等 留学先学費＋生活費

＊上記費用は、2019年度プログラムの実績金額。2020年度以降は、プログラム費用の変更、為替の変動、航空運賃・保険料などの影響により、金額が異なる可能性あり。
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留学と就職

　政治経済学部の卒業生はさまざまな業界へと就職しています。若干の傾向

として見られるのは、政治学科は「情報通信業」、経済学科は「金融業、保険業」、

地域行政学科は「公務」の業界へと就職する学生が他学科に比べると多いよう

です。ただし、就職活動においては、どの学科を卒業するのではなく、学生本人が

どのような業界へ進みたいという希望を持ち、それに向けてどのような努力を

するのかという方が重要であると言えるでしょう。

 政治経済学部就職先 TOP20 （2019.3.31）

政治経済学部の就職セミナー 留学先での日本企業の訪問＆インターンシップ

　学生時代に留学を、と考えていても、帰国してからの就職が不安で、「一歩」を踏み出せないという声を耳にします。

就職活動が一斉解禁される時期に留学をしていない限りはまず影響はありませんが、仮にこの時期に留学をしていた

としても、協定留学等に参加した留学経験者の就職フォーラム等を活用することができます。むしろ、一般的な就職の

機会以外に、このような就職フォーラムが活用できたり、国内のみならず海外の進学先を視野に入れたりと、卒業後の

進路を決めるうえでの選択肢を増やすことができます。

　留学は、異文化理解や国際的な人のネットワーク構築等といった、現地に行くことでしか得られない貴重な経験が

できるだけでなく、将来に向けて進む道を広げることにもなるのです。

 留学とその後の進路

　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、2017年度入学試験

より帰国生特別入学試験を改め、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開始しました。

　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、二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。今回のグローバル型特別入学試験は、このような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しています。

 政治経済学部 グローバル型特別入学試験

就職先 TOP20 （2019.3.31）

1 東京特別区 18（8）

2 国家公務員　一般職 15（6）

3 日本郵政グループ 12（2）

4 （株）大和証券グループ本社 11（5）

5 アビームコンサルティング（株） 9（3）

6 国税専門官 9（0）

7 富士通（株） 8（0）

8 （株）りそなホールディングス 8（3）

9 あいおいニッセイ同和損害保険（株） 7（3）

10 東京都庁 7（2）

11 野村證券（株） 7（1）

12 東日本旅客鉄道（株） 7（3）

13 みずほ証券（株） 7（2）

14 三井不動産リアルティ（株） 7（3）

15 （株）三菱UFJ銀行 7（4）

16 SMBC日興証券（株） 6（0）

17 第一生命保険（株） 6（4）

18 ＴＩＳ（株） 6（1）

19 日本生命保険（相） 6（3）

20 （株）みずほフィナンシャルグループ 6（1）

カッコ内は女子数

 学部間共通外国語

政治経済学部の外国語科目

　学部に設置されている外国語科目を補完し、外国語能力の向上を図る目的で設置されている科目です。通学区の制限はなく（和泉・

駿河台・生田・中野、いずれのキャンパスでの開講科目も履修可）、また学年の制限はないなど、多様な学習機会を提供しています。

▪学部にない科目の開講（イタリア語、ギリシア語、ラテン語、アラビア語等）
▪各語「会話」科目、各語資格対応科目、国際理解講座の開講
▪夏季・春季の休業時期の集中講座（夏期：学内10日間、春期：本学セミナーハウス合宿8日間）
＊政治経済学部では、修得した各科目単位のうち学部教授会が認めた科目を卒業単位とする

英語以外にも以下の言語が学べます
　政治経済学部では、外国語科目の授業として、英語に加えてドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・日本語（外国人留学生のみ）を

設置しています。学部生はこれらの中から二つ以上の外国語を選択し、学ぶことになります。たとえば英語ともう一つの言語を4年

間続けて学習できますし、一定の条件を満たせば学びたい言語を切り替え、第3の言語を習得することもできます。「世界の共通言語」

と言われる英語力を培うのと同時に、他言語の能力を持つことは、大きな武器となることは間違いありません。

フランス語を習得するだけでな
く、フランコフォニー（フランス
語使用圏）の文化、社会に関する
知見を深めていきます。

 フランス語
文字と発音を学ぶところから始
め、自分のことを話し相手の話を
聞けるようになること、辞書を片
手にスペイン語の文章をある程度
理解できることを目指します。

 スペイン語
ドイツ語文法の基礎と簡単なド
イツ語文の理解から始め、中級
読本が読めるまでを目指しま
す。また、ドイツ語圏の社会、歴
史、文化などにも目を向けます。

 ドイツ語
中国語の基礎的な表現を習得し
ます。平易な文章で理解できる
能力を養うとともに、応用的な
表現能力と読解能力の養成を目
指します。

 中国語
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2016年度

1306人

317

216

162

181

430

2017年度

1450人

2018年度

359

248

178

205

460

1718人

427

305

209

258

519

2019年度

1767人

398

338

240

285

506

 政治経済学部におけるTOEICスコア600点以上の学生分布（2008〜）

「留学促進プログラム」を始めた2007年度の翌年度（2008年度）以降、TOEICスコアは着実に上昇
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 OB・OG体験談

留学プログラムで、自身の可能性を広げよう

学生時代は、ACEプログラムでプレゼンテーションとコミュニケー

ション能力を磨きました。さらにトップスクールセミナーにおいて、

英語で物事を考える力、まとめた考えをディスカッションする力を

鍛えました。3年次にカリフォルニア大学バークレー校のサマーセッ

ションに参加しましたが、留学前に上記三つを受講したこともあり、

世界から集った優秀な学生たちと渡り合うことができました。また、

バックグランドが全く異なる仲間との交流は、大きな刺激となりま

した。

サマーセッションに参加しているとき、現地でできた友人が「いつか

日本を訪れてみたい」言っていたこと、帰国後に、「もっと多くの日本	

の学生に世界を経験してもらいたい」との考えた事から、就職活動は航空会社と旅行会社に絞って受けました。

希望かなって今の会社から内定を頂きました。現在は国際線予約部門に出向していますが、英語でのお問い合わせ

も多く、日々の仕事で英語は欠かせません。

現役生の皆さん、政治経済学部の充実した留学プログラムを活かして、是非ご自身の可能性を広げていってください。

経済学科　2015年度卒業　荒木	太輔
株式会社ジャルセールス（日本航空	旅客販売部門）

（現所属：株式会社JALナビア）

在学中に参加したプログラム
学  内     ACE 1－4年次、トップスクールセミナー 2－3年次

留  学     UCバークレー・サマーセッション3年次

自分のために有意義な学生生活を

私の留学先は四川省成都市に位置する西南交通大学でした。多くの学

生が都市としても成熟してきている北京や上海に留学していく中で、

米国の雑誌「フォーブス」でも今後10年世界で最も発展する都市ラン

キング1位（2011年度。2位は近隣都市の重慶）に選出された成都への

滞在は、世界の工場から世界の市場への過渡期にある中国を観察する上

でも最高の機会になりました。また、プログラムの中には中国語に特化

した語学のクラスがあったり、専門科目を中国語、英語で受講する事も

できたりと自分の目的にあった受講のしかたを選択出来る環境も整っており、充実した時間を過ごす事ができました。

就職活動においては、優れた日本製品を海外にPRしていくことのできる、商社の面接を受けました。周囲には英語

圏に留学していた学生が多く、第三言語である中国語をアピールできた点は有利に働いたと思います。具体的には、

HSK（汉语水平考试）5級以上を取得しており、企業側も注目してくれた印象です。加えて以前に北京や台湾を訪れ

ゼミでも中国、台湾経済を学習しましたので語学力に合わせて経済への理解を示せたことが内定に繋がったのだ

と思っています。語学はツールにしか過ぎず、結局自分が留学した国に対して自分なりの解釈を持っている点が

大切であった様に思います。

経済学科　2016年度卒業　深田	尚弥
マルカキカイ株式会社

＊本人 右

在学中に参加したプログラム
学  内     ACE 1－3年次、トップスクールセミナー 2－3年次

留  学     西南交通大学協定留学4年次

自分が選んだ道だからこそ、深い学びがある！

私は大学2年生の夏から1年間タイに留学し、今はIT関係のコンサルティング会

社で働いています。社内で英語に触れる機会も多く、英語を理解することは大前

提となっています。一方、英語力は日本でもある程度身に着けられるため、今回

は留学で得られた経験について書ければと思います。

私にとって一番印象的だった経験は、沢山の人と会う中で自分の考えを整理できたことです。入学して1、2

年間は、自分のやりたいことが決まってなく、ACE・山中合宿などに広く浅く参加していました。そんな状態

で留学に行くと、広く浅くでは対応できないほど沢山の授業、経験であふれていました。そこから、興味があ

ることを意識的に選択し、選んだものに対して精一杯楽しみ、考え、やり遂げるようになりました。その結果、

以前より自分の考えが生まれ、様々な意見に興味を持てるようになったと思っています。

帰国してから就職活動に臨んだときは、様々な意見を聞くことを大切にし、その中から自分の希望する会社

に内定をいただくことができました。人の考え、思いを整理し、あるべき道を達成しようとする今の仕事は、

留学当時の体験と少し似ており、楽しみながら仕事ができています。留学先での経験は人によって様々です

が、自分が感じたこと、学んだことは、将来みなさんの支えになります。留学に踏み切るまでは悩み・課題も多

いかと思いますが、少し先の未来につながることだと思い、挑戦してみてはいかがでしょうか。

充実した留学プログラムをフル活用

1年次からACE・留学準備講座を受講、大六野ゼミでは国際的な視野から政治を

学修、UCバークレーサマーセッションに参加しました。そこから、世界の学生と

肩を並べて、競い合える環境の中で自分の可能性を拡げ、将来は国際舞台で活躍

できるような人になりたいと思ったため、テンプル大学院への留学を決意しました。

テンプル大学院では社会学部に所属し、多様性を広く受容する仲間と共に、大量の

論文や専門書をベースにしたディスカッションを行いました。毎週専門書が2、3冊

課される中で、自分のやるべきことの優先順位をつけて、焦らずに一つずつ身

に付けていくことが大切でした。研究では、ミクロの視点でインタビューや観

察調査を行い、また、マクロの視点で統計的手法を用いた調査・分析もしました。

留学先での研究を通じ、物事を多角的に繋げられる発想力をさらに伸ばし、人々の生活の改善につなげられないか

と考えるようになり、データを活かし、様々なライフステージで人々をエンパワーメントしている楽天を志望しま

した。就職活動でアピールしたのは、大学院で学んだ専門性や、留学中に培った目標に向かって素早く行動して

いくこと、チャレンジ精神、粘り強さです。現在は、楽天にて国籍等に関係なく多様な人々と英語でコミュニケー

ションをとりながら仕事をしています。留学が一つのきっかけとなり、いろいろなことに気づき、行動するよう

になるはずなので、みなさんもぜひ大学の豊富な留学プログラムを利用して、挑戦してください。

経済学科　2018年度卒業　中山	真
アクセンチュア株式会社

（所属部署：テクノロジーコンサルティング本部）

政治学科　2017年度卒業　北詰	大起
楽天株式会社	マーケティングディビジョン

在学中に参加したプログラム
学  内     ＡＣＥ1~3年次、トップスクールセミナー 2年次、留学生サポーター 2~3年次

留  学     チュラロンコン大学協定留学2年次

在学中に参加したプログラム
学  内     ACE 1年次

留  学     UCバークレー・サマーセッション3年次、テンプル大学協定留学4年次


