2018 年 10 月 25 日更新

１. プログラム概要
アメリカおよびヨーロッパの大学が，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）プログラムです。政治経済学部の学
生は，明治大学の春学期を利用して，各協定校に最長約 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. 派遣先大学


「募集大学及び応募要件一覧」で確認してください。



なお，上記資料で「要件確認中」となっている協定校については，募集準備が整い次第情報を更新予定です。
【募集予定大学】
（１）シラキュース大学（米国ニューヨーク州）（Syracuse University）

※2019 年度より同大学の都合により募集停止

（２）サセックス大学（イギリス・ブライトン）（Sussex University）
（３）エサデビジネススクール（スペイン・バルセロナ）（ESADE Business School）
（４）ロンドンスクールオブエコノミクス（イギリス・ロンドン） (London School of Economics and Political Science)
【備考：カリフォルニア大学系サマーセッションズ・ボストン大学サマースクールの全学化と担当事務室変更について】
これまで政治経済学部の学部間プログラムとして実施していた，カリフォルニア大学系のサマーセッションズプログラムおよびボ
ストン大学サマースクールは，それぞれ 2017 年度および 2019 年度より全学部の学生を対象とするプログラムとして拡大し，
国際教育事務室が担当部署となりました。政治経済学部では，引き続き推奨プログラムとして積極的な応募を推奨していま
す。募集要項等の詳細は，決まり次第，国際教育事務室より周知されます（以下のホームページを参照すること）。
http://www.meiji.ac.jp/cip/admission/6t5h7p00000lmp4x.html
３. プログラムの特徴
（１）シラキュース大学（米国ニューヨーク州）：
行政学が世界一の評価を受ける。ジャーナリズム学も世界中で高い評価を受け，広いネットワークを持つ。
（２）サセックス大学（イギリス・ブライトン）：
1961 年創立ながら，3 名のノーベル賞受賞者を輩出。特定国立公園内にあるキャンパスは美しい景観で知られる。
各 4 週間のコースはインテンシヴであるため，1 セッション 1 科目のみ受講可能。
（３）エサデビジネススクール（スペイン・バルセロナ）：
欧州トップクラスのビジネススクール。グループワークが大変充実しており，国際マーケティングを中心とした講義と，
MANGO，FC バルセロナ等への企業訪問を予定。約 4 週間の集中プログラム。
（４）ロンドンスクールオブエコノミクス（イギリス・ロンドン）：
「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。各 3 週間のコー
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スはとてもインテンシヴで，1 セッション 1 科目のみ受講可能。
【備考：授業の履修について】
シラキュース大学は，600-800 科目の授業の中から，好きな科目を選択可能です。
４. 留学期間と応募受付期間
別紙『各協定校応募要件一覧』を参照すること。
５. 費用と滞在先
別紙『各協定校応募要件一覧』を参照すること。
６. 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，申請可否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。なお，JASSO 奨学金は，JASSO によりプログラムが採択された
場合にのみ申請可能となります。
（１） 日本学生支援機構（JASSO）奨学金：
JASSO より政治経済学部の留学プログラムが採択された場合，JASSO 奨学金の受給条件を満たし，学内選考に合
格した者に，上記（1）～（３）の大学については月額８万円，（４）については月額 10 万円が支給されます。
例）月額８万円で 12 週間参加の場合 24 万円
※ 奨学金枠を超えて応募があった場合は，学内選考により推薦者を決定します。
（２）明治大学外国留学奨励助成金：
2019 年度の明治大学外国留学助成金募集要項は 2018 年 10 月以降に公開予定。2018 年度の助成金募集
要項を参考にしたい場合は（http://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。
（３）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，上記（２）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。2018 年度は，政治経済学部主催サマーセッションから「ロンドンス
クールオブエコノミクス」が対象校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してください。
http://www.meiji.ac.jp/cip/recruitment/topugrant.html
７. 授業内容
別紙『各協定校応募要件一覧』を参照すること。
８. 政治経済学部での単位認定について
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，2019 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）。
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９. 留学中（春学期）の明治大学の授業について
（１） 専門演習（卒論）
担当教員と相談の上，留学中も履修登録が可能(前期の外書研究は翌年度に履修）です。その他の科目について
は，春学期は履修登録ができません。留学期間が最長 12 週間であるため，不足単位を留学前後に各自補えば，４
年間での卒業が可能です。
（２）9 月卒業について
本プログラムで留学をする場合，当該年度の 9 月卒業はできないため留意すること。
（３）教職課程
教職課程の履修者が本プログラムでの留学を希望する場合には，留学期間中の履修の取り扱いについて，早めに政治
経済学部事務室及び資格課程事務室にご相談ください。
１０.

学内応募資格 ※学年を問わず応募可

① 留学希望先大学が指定する応募資格を満たしていること
【注意：語学要件について】
学内応募期限（12 月 13 日）までに各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，【2019 年 2 月 28 日】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。出
願時 1 年生の場合は，2017 年度春学期成績で卒業要件単位を 17 単位以上取得していること。２年生以上で専門演習
を履修または履修予定の者は，留学先での履修計画も含め，必ず申請前に専門演習担当教員と相談すること。
③ 心身ともに健康で，外国において長期にわたって生活を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
等の了承を得ていること）
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
⑤ 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
１１.

学内応募受付期間 ※書類提出先窓口の業務取扱時間内に提出すること

２０１８年９月２０日（木）～２０１８年１２月１３日（木）13:00 締切
※2018 年 7 月開催の留学フェア配付資料記載の期限から変更となりました。
※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は，【2019 年 2
月 28 日】まで提出の延長を認めます。 （その他の書類は応募期限内に提出が必要。）
１２.

学内応募書類

（１） オンライン応募
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，必要事項を全て記載の上，受付期間内に回
答してください。
※ アンケート名：「政治経済学部サマーセッションプログラム応募フォーム」
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（２） 応募書類提出
以下の書類①～④を揃え，指定の提出場所にご提出ください。
・ 所定書式-保護者自署・捺印要
①明治大学政治経済学部
留学誓約書

・ 必ず誓約書を熟読の上，提出すること。
・ 保証人（保護者）自署・捺印必須。必ず事前に留学について同意を得ること。
・ 誓約書ダウンロード URL：http://www.meiji.ac.jp/seikei/ryugaku/program/p04.html

②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
・ 2017 年 3 月以降に受験したもの。
※TOEFL, IELTS および TOEIC のスコア有効期限は受験日より２年間です。
※原本はコピーとの照合後返却します。
【注１：語学能力証明書の提出期限の延長について】
学内応募期限までに各協定校指定の語学要件を満たしていない場合でも，【2019 年 2 月
28 日（木）】までに有効な語学能力証明書原本のコピー等を提出できる場合のみ，応募を
受け付けます。ただしその場合も，学内応募時点で取得している有効なスコアレポートを提出し

③語学能力証明書

てください。

（ TOEFL, IELTS ま た は
TOEIC のスコア原本およ

【注 2：学内応募受付締切日までにスコア原本が手元に届かず提出できない場合】

びコピー）

インターネット上でスコアを確認できる場合は，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，その他の書類と合わせて提出してださい。なお，スコア原本は
入手次第速やかにコピーを添えて提出してください。原本は，コピーとの照合後すぐに返却しま
す。
※ TOEFL-iBT は，提出が応募受付期間内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。また，TOEIC は，TOEIC SQUARE にログイン後の確
認できるスコアの提出可。ただし，後日公式スコアを入手次第，原本のコピーを提出してくだ
さい。なお，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）。

④ 語学能力証明書 提出
延長願い
※該当者のみ
１３.

・ 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。

学内応募方法

Oh-o!Meiji のアンケート機能で配信される応募フォームに回答後，上記「12」の提出書類をすべてそろえて，駿河台キャンパ
ス（リバティタワー４F）または和泉キャンパス政治経済学部事務室（第一校舎１F）に申請者本人が提出すること。
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１４.

学内応募後～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。各候補者は各サマーセッションへの出願書類を別途準備する必要があります。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。留学先への受入れ最終決定権およ
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。
② 留学先大学より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きを行っていただきます。
③ 留学先大学に対して必要な手続きについては，別紙募集大学一覧にあるホームページで確認してください。
１５.

注意事項

※ その他，大使館，市販の情報誌，インターネットなどで積極的に情報収集を行い，派遣先国，大学，留学についての
知識を増やしてください。
※ 留学先大学のへの出願方法（寮の手配方法含む）や留学に必要な学生ビザ取得手続きについて自ら該当するホームペ
ージ等から情報収集しその方法を理解することも留学プロセスの一部です。
【問合せ先】 政治経済学部事務室
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

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

電 話

03－3296－4177

業務取扱時間

平日 9：00～11：30，12：30～18：00，土曜 8：30～12：00
※ 日・授業実施日以外の祝日・本学が定める休日は閉室

備考

E-mail

seihaken@meiji.ac.jp

※ 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。
お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。
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