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政治経済学部主催 学部間協定留学（授業料負担型） 

ロンドン大学 LSE サマースクール 2023 年度 募集要項 

 

 

 

 

 

2022 年 9 月 

2022 年 10 月４日更新 

政治経済学部事務室 

【注意】  新型コロナウイルス感染症の状況によっては、学内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。 

 

1. プログラム概要 

■ 海外の大学が、夏期（5 月～9 月頃）に実施する正規授業等に、現地大学の正規学生および世界各国からの    

留学生とともに参加することができる学部間協定留学（授業料負担型）です。政治経済学部の学生は、明治大学

の春学期を利用して、協定校に最長約 12 週間留学します。 

■ 政治経済学部では、以下の派遣先大学と公式なパートナーシップを締結しているため、優先して申し込みができる等

のメリットがあります。留学期間中は、世界トップレベルの大学の講義で各国から集まった学生と切磋琢磨する感覚や、

トップスクールに集う同世代の学生の意識を感じ取ることもできる、貴重な機会です。 

■ 学部間協定留学プログラムのため、留学先で修得した単位は、帰国後に単位認定の申請が可能です。 

 

2. 派遣対象プログラム 

  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・ロンドン） 

  (London School of Economics and Political Science Summer School) 

  欧州で最も政治エリート、著名人を輩出している教育機関。ヨーロッパ最大規模のサマースクール。 

  1 セッション（各３週間）は、 1 科目のみ受講可能。 

  【総合 HP】 https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School 

 

3. 留学期間 

■ セッション 1 6/19-7/7 

■ セッション 2 7/10-7/28 

■ セッション 3 7/31-8/18  

    ※各セッションの前に 1 週間の英語準備コース（Preparatory English）の受講可 

    ※2 セッション分以上（約 10 週間）の参加を推奨 

 

4. 派遣人数 

制限なし 

 

5. 費用（目安） 

■ 授業料（2022 年度）： 

     1 セッションのみ（3 週間） ￡2,600 

     2 セッション（6 週間) ￡4,400 

     3 セッション（9 週間）￡5,100 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School
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   ※英語準備コース（Preparatory English)：£825 

■ 申込料：￡50 

■ 住居：1 セッションあたり￡1,060-2,600 程度 

   ※寮費は寮によって大きく異なる 

 

   【注意】 

   ・上記授業料は 2022 年度の価格。2023 年度は上記の価格から 5％値上げの予定（2022 年 11 月公開予定）。 

   ・寮費は 2022 年度の価格。2023 年度も同じ価格帯の予定。 

   ・授業料や寮費の他、生活費として 1 日当たり￡40 程度を見積もっておくことが推奨されています。 

   ・各自で協定校のホームページを確認し、最新の情報収集に努めてください。 

 

6. 応募資格  

  以下のすべての条件を満たす政治経済学部生（1～4 年生） 

① 

協定校が定める出願条件を満たしていること 

◆GPA：3.3 以上 

◆語学要件：TOEFL iBT 107(各サブスコア 25 点以上) 

         IELTS 7.0（各サブスコア７以上） 

 ※正規セッション開催前の 1 週間の英語準備コース（Preparatory English）から 

   受講開始する場合のみ、TOEFL iBT90 または IELTS 6.0 で出願可能（英語準備 

    コース終了後、正規セッションに参加可能） 

 ※TOEFL は iBT のみ受け付けており、PBT や ITP は不可 

 

＜注意：語学要件について＞ 

学内応募期限までに協定校指定の語学要件を満たしていない場合、また手元にスコアが到着

していない場合でも、 【2023 年 2 月 28 日（火）12:30】までに有効な語学能力証明書

が提出できる場合のみ、応募を受け付けます。 

② 

出願時 1 年生以上の者で、在学 1 ヵ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 

 ※留学・休学等の理由により、上記の単位数を満たすことが出来ない場合は、 

    事前に政治経済学部事務室にご相談ください。 

③ 

心身ともに健康で、外国において長期にわたって生活するうえで問題がないこと 

 ※持病をお持ちの方は、かかりつけ医師等の了承を得たうえで、診断書を添付し、学内  

   選考に応募すること 

④ 

本学に在籍する留学生が外国へ留学する場合は、留学先は原則として母国以外であること 

 ※原則母国への留学は認めていません 

 ※外国籍の学生は必ず事前に政治経済学部事務室に相談すること 

⑤ 留学に係る経費を理解し、経済的な裏付けが得られること 

⑥ 誓約書に記載されている事項に同意し、保証人の同意を得た者 
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7. 応募期限  

  2022 年 10 月 11 日（火）13 時締切 

 

  ※応募期限厳守。期限を過ぎた応募は、一切受け付けません。 

  ※語学能力証明書のみ、語学要件が応募期限までに満たせない場合または提出が間に合わない場合 

   【2023 年 2 月 28 日（火）12：30】まで提出の延長を認めます。  

 

8. 応募書類  

① 

2023 年度政治経済学部サ

マースクールプログラム応募フォ

ーム（Oh-o! Meiji） 

※Oh-o! Meiji アンケート機能を利用して配信されるフォームに  

 必要事項を全て記載し、受付期間内に回答を完了すること 

② 留学誓約書 

※所定書式（ホームぺージからダウンロードすること）-保護者 

  の署名後スキャンして PDF 形式で提出すること 

※必ず誓約書を熟読の上、提出すること 

※必ず事前に留学について同意を得ること 

※原本は参加決定後に提出していただきます 

③ 最新の成績通知表 

※Oh-o! Meiji ポータルサイトから印刷したもの 

 （自動発行機で取得する成績証明書は不可） 

※PDF 形式で提出すること 

④ 

語学能力証明書（TOEFL

または IELTS のスコア証明書

のコピー） 

※スコア証明書をスキャンして PDF 形式で提出すること 

※2021 年 6 月以降に受験したものが対象です 

※TOEFL および IELTS の試験結果の有効期間は 2 年です 

※応募受付期限までに語学スコア原本を提出することができ 

  ず、インターネット上でスコアを確認出来る場合は、スコアが表 

  示された画面を印刷し、用紙右上部に学年・氏名を明記した   

  うえで、その他書類と合わせて期間内に提出してください（原   

  本は、学内選考合格後、協定校への出願時に必要となりま 

  す）。その後、原本が手元に届き次第、速やかにコピーを提 

  出してください 

※TOEFL-iBT は、提出が応募期限までに間に合わない場 

  合、My Home Page に公開されているスコアの提出可 

※IELTS に関しては、学内選考応募受付期間内にスコアレポ  

  ート原本のコピーを提出する必要があります（インターネット  

  上のスコアは氏名の記載がないため提出不可） 

※IELTS のスコアを提出する場合は、アカデミックモジュールの試 

  験結果を提出してください。ジェネラルトレーニングモジュールの 

  スコアは受け付けません 

※スコアコピーの提出がない場合は、選考の途中でも申請を取り 

  消す場合がありますので注意してください 
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※スコアは応募受付期間内に提出されたものを有効とします 

   締切後のスコアの差替えは認められません 

⑤ 

語学能力証明書 提出延長

願い 

※該当者のみ 

※語学要件が応募期限までに満たせない場合、または提出が 

  間に合わない場合、要提出 

※所定書式（ホームぺージからダウンロードすること）-本人自 

  署後スキャンして PDF 形式で提出すること 

【留意点】 

● 書類の提出は、応募者本人が行うこと。 

● 書類は全て A4 サイズ。 

● 原則自署欄以外はパソコンで作成すること。自署欄は鉛筆・消えるペンの使用不可。 

● 書類に不備・不足があった場合は選考対象外とします。提出前に応募者の責任においてよく確認の上、提出すること。 

● 所定書式掲載ホームぺージ URL：https://www.meiji.ac.jp/seikei/ryugaku/program/p04.html 

 

9. 応募方法 

  本プログラムへの応募は、2 段階のステップとなっています。 

    ※応募するためには、必ず、以下の(１)と(２)の両方を期限内に完了してください。 

  ①Oh-o! Meiji のアンケート機能を使ってオンライン登録 

  ②応募書類を応募期間中に指定の形式にて、政治経済学部事務室にメールに添付して提出 

  送付先：seihaken@meiji.ac.jp 

  件名：「LSE サマースクール留学プログラム応募について」 

     ※必ず、メール本文に学籍番号と氏名をメール本文に記載してください。 

     ※いずれかが完了していない場合は、応募が認められませんので注意してください。 

 

10. 学内選考（書類選考） 

   出願書類をもとに派遣候補者を決定します。 

   ※合否結果及び選考内容に関する電話でのお問い合わせには一切お答えしません。 

 

11. 学内選考後～留学決定までの流れ 

①学内応募書類を期限内に提出し、留学先大学が指定する GPA および英語スコア要件を満たした方について、派遣 

  候補者として推薦します。各候補者は協定校への出願書類を別途準備する必要があります。 

②出願書類作成についてのオリエンテーションを行う予定です。 詳細は決定後 Oh-o! Meiji にて合格者にお知らせし  

   ます。 

③留学先への受入最終決定権および希望授業の履修可否決定権は、留学先大学にあります。本学からの推薦は、 

  受入決定および希望授業履修を保証するものではありませんのでご注意ください。協定校から入学許可を得た後、 

  所属学部において留学可否について審議します。学部において承認が下りた段階で、本学からの「留学」が正式決 

  定します。 

④留学先大学から入学許可書を得た後、各自の責任において、留学に必要な学生ビザ、往復航空券、学生寮手配、 

   大学指定の海外旅行保険加入等の手続を行っていただきます。留学先大学に対して必要な手続については、協定 

   校のホームページで確認してください。 

  ◆応募方法（学内選考後） 

   https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School/How-to-apply/Secure 

https://www.meiji.ac.jp/seikei/ryugaku/program/p04.html
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School/How-to-apply/Secure
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12. 単位と評価 

    留学先大学で単位修得した科目の中で、「明治大学設置科目と類似の科目」と政治経済学部が認めた科目は、明治大 

    学の科目名に振り替えて、2023 年度の秋学期に単位認定が可能です（評価は「認定」となり、GPA 対象外です）。 

 

13. 奨学金・助成金 

    本プログラム参加者に関わる奨学金・助成金は以下の通りです。年度により、募集内容や要件が変わることがありますの 

    で、詳細は各奨学金・助成金の当該年度の募集要項をよくお読みください。不明点は各奨学金・助成金の主管部署に 

    お問い合わせください。但し、下記奨学金・助成金の併給は不可。 

 

■ 明治大学学生海外トップユニバーシティ留学奨励助成金 

   国際教育センターが優秀な学生の海外トップユニバーシティへの留学を促進するために、下記の助成制度に加えて 

   新たに 2017 年 6 月に設置した助成制度です。政治経済学部主催サマースクール「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」が対象として採択されました。最新情報は下記のページから確認の上、希望者は期 

   日までに応募手続を行ってください。なお、英語準備コース（Preparatory English）にかかる費用は助成対象外 

   となります。 

    https://www.meiji.ac.jp/cip/recruitment/topugrant.html 

 

■ 明治大学外国留学奨励助成金 

  2023 年度の明治大学外国留学助成金募集要項は 2023 年度春学期に公開予定。2022 年度の助成金募集   

  要項を参考にしたい場合は（https://www.meiji.ac.jp/cip/usefulinfo/jyosei.html）を参照すること。なお、 

  助成金の募集要項は変更となる可能性があるので留意すること。留学期間により申請可否が異なるため、募集要項 

  の「申請資格」をよく確認すること。 

 

14. 留学中（春学期）の明治大学の授業について 

   ①専門演習（卒業論文） 

協定校に留学する学期（春学期）は、政治経済学部での単位修得は原則としてできません。留学開始と同時に春

学期分の履修登録が自動的に削除されます。3 年生が本プログラムで留学する場合、通常 3 年次の春学期で履修

する科目は、翌年度の春学期に履修することとなります。 

    ②9 月卒業について 

本プログラムで留学する場合、当該年度の 9 月卒業はできません。 

   ③教職課程 

教職課程等の資格課程を履修している場合、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

はできませんので、教職課程を履修し、留学を考えている方は、早めに資格課程事務室に相談してください。 

 

 

 

 

 

15. 注意事項 

   留学希望者は、以下の注意事項をよく読み理解した上で、応募してください。 

https://www.meiji.ac.jp/cip/recruitment/topugrant.html
https://www.meiji.ac.jp/cip/usefulinfo/jyosei.html
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① 協定留学学内選考に合格した後の申請取消しは、原則として認められません。 

② 
留学先大学の最新情報（シラバス、学年暦等）は当該大学のウェブサイトで確認してくださ

い。 

③ 就職に関しては、事前に就職キャリア支援事務室に相談してください。 

④ 
4 年間での卒業を希望する場合、4 年次秋学期（卒業前の最終学期）には留学できません

ので、卒業時期についてあらかじめ政治経済学部事務室に相談してください。 

⑤ 

明治大学の危機管理上、留学期間をカバーする海外旅行保険（大学指定）に必ず加入し

ていただきます。渡航前に帰国時期を検討の上、海外旅行保険に加入してください。万一、帰

国日が海外旅行保険期間外に変更になった場合は、日本在住のご家族にお願いし、必ず、

期間満了前に延長の手続をしてください。 

⑥ 

留学のための査証（ビザ）取得に必要な情報の確認、申請等諸手続については、志願者自

身の責任において進めることとなります。入学許可書受領後、在日の各国大使館・総領事館

にて手続が可能となります。 

⑦ 

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（ハウジングオフィス

等）と情報をやり取りし、手続を行うことになります。 

⑧ プログラム（期末試験）終了後、1 か月以内に帰国してください。 

⑨ 

留学先で修得した単位が明治大学の単位として認定される単位数は、個人によって異なりま

す。留学先大学で履修した科目や単位数に応じて、帰国後に審議されます。また、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、明治大学で修

得できる単位数と同等の単位が留学先大学で修得できるとは限りませんので、十分注意してく

ださい。 

⑩ 
政治経済学部留学プログラム参加者は、帰国後の TOEIC（IP）テストの受験が必須です。

帰国後に必ず受験していただきます。 

⑪ 
留学を考える際には国際教育センター作成の「海外留学の手引き」を参照してください。 

https://www.meiji.ac.jp/cip/preparation/tebiki.html 

 

 協定校参考ホームぺージ 

【総合 HP】 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School 

【応募方法（学内選考後）・語学要件】 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School/How-to-apply/Secure 

【費用】 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School/Fees/Secure 

 

https://www.meiji.ac.jp/cip/preparation/tebiki.html
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School/How-to-apply/Secure
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/summer-schools/Summer-School/Fees/Secure
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16. 問合せ先 

明治大学 駿河台政治経済学部事務室（国際担当） 

ホームページ https://www.meiji.ac.jp/seikei/ryugaku 

電 話 03－3296－4177 E-mail seihaken@meiji.ac.jp 

問合受付時間 

月～金 9：00～11：30、12：30～17：00、土 9：00～12：00 
※日・授業実施日以外の祝日・本学が定める休日は閉室 

※長期休業中は開室時間が異なりますので、ご注意ください。 

備考 
電話やメールでのお問い合わせの際は、希望する留学プログラム及び協定校名・所属・学生番号・

氏名をお知らせください。 

 

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

