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2016年度入学試験から一般入学（一般選抜・全学部統一・大学入試センター試験利用入学試験）において、すべてWeb出願になります。
※詳細は、一般入学試験要項（明治大学ホームページで公開中）を必ずご確認ください。　 

パソコン・スマートフォン・タブレットから出願ができます!

すべてWeb出願となります。2016年度
入試から

日系企業の工場等が多くあるタイで実施された複合領域専門科目「国際実習」は、理工系学生に特化した短期留学プログラムとなっていて、異文化交流や現地のエンジニアの声を聞くことで国際感覚を養うことが目的です。現地で働く明治大学卒業生の特別講義やオフィス機器の再生工場の見学を通して、タイの現状や社会問題を学び、また現地の大学の理学部を訪問し、学ぶ姿勢やキャリアのあり方に触れることで、 これからの自分の研究や将来について考える良いきっかけになりました。

姓 / Surname

SHIMIZU
名/ Given name
SHOICHI学部/ UndergraduateSCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
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8学科を擁する理工学部では、幅広い研究分野があるのはもちろん、学部独自の協定校（10校11学部）も魅力の一つです。

PICK UP!

海外の
エンジニアに触れ、キャリアを考える

高校１年生の時、イギリスに
２週間のホームステイをし

、

その際ケンブリッジ大学を
見学しました。「ここに留学

し

たい」という思いから、明治
大学に入学し、法学部独自

の留学プログラム「ケンブリッジ大学夏期法学研修」

に参加しました。約1カ月の
間、現地の講師陣からイギ

リスの法制度について学び
、語学力だけでなく、英語で

法律の仕事をするために必
要な知識も得ることができ

ました。それだけでなく、間
違えたら恥ずかしいと思う

消極的だった自分が、それ
でも発言し、挑戦するとい

う

度胸もつきました。

姓/ Surname

MEKARU
名/ Given name

YUKI
学部/ Undergraduate

SCHOOL OF LAW
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「留学に興味はあるけれ
ど、英語が不安」という学

生のために、

法学部では「留学基礎講座
」を用意。留学先

でスムーズに法を学べる
語学力と基礎知識

が身に付きます。

PICK UP!

伝統ある
ケンブリッジで
法制度を学べる研修
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「留学」と聞くと日本の学生は身構える人が多いですが、現地で他国からの留学生と触れ合うと、「場所を変えて」専門分野を学ぶだけ、という“気軽”な発想に驚きます。私は文学部ドイツ文学専攻でドイツ語と付き合う中で言語習得に興味が湧き、学部間協定校のビーレフェルト大学言語学・文学部 の留学に半年間挑戦。協定留学の制度を利用することで、休学せず４年間で卒業できることも魅力のひとつでした。また、留学先の学費が免除されたので、通常在籍している場合と学費の負担がほぼ同じで、とても助かりました。

姓 / Surname
DOBASHI

名/ Given nameSHOHEI学部/ UndergraduateSCHOOL OF ARTS AND LETTERS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

文学部の外国人特任教授による「留学準備講座」は、映像で見る海外の大学、就職と留学、先輩の証言、いざ留学へなどをテーマに展開。「日本文化発信」「海外授業シミュレーション」の授業も人気。

PICK UP!

“場所を変えて”専門分野を学ぶドイツでの挑戦

総合数理学部では、英語が3年生まで必修となって
いて、専門分野の基礎的な知識が備わってきた３年
生の英語の授業では、自分の研究内容を英語で発
表することが課題になります。プレゼンの資料作成
や話し方もみっちり教わり、ゆくゆくは国際学会な
どでも使える技術を学びます。英語を話すことが苦
手でも、しっかりと会話ができるようになるための授
業だと感じていますし、数理科学や情報技術の最先
端を学びながら、世界へ発信できる力もつけられる
ようになるのが、総合数理学部ならではの英語教育
の魅力だと思います!

姓/ Surname

WADA
名/ Given name

AYAKA
学部/ Undergraduate
SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY 
MATHEMATICAL SCIENCES 
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最先端の研究を
英語でプレゼン
～世界へ発信する英語力を養う

明治 総合数理学部もっと知りたい

C
U

LT
U

RE U
NDERSTANDING PROGRAM

私が参加した「国際農業文化理解プログラム（タイ）」は、

農学部独自の短期留学プロ
グラムです。そこで行われ

る模擬国連会議の事前準備
や研修は留学の5カ月前

から行われ、タイ語の研修
や文化を学ぶのはもちろん

のこと、会議で発表するた
めに他国の農業問題の

研究やタイの学生とのやり取
りを通して学ぶことが多く、

とても刺激になりました。本
番はFAORAPの国際会議

場で行われ、普段では感じる
ことのできない貴重な経験

となり、“農学”で繋がる世界を肌で感じることができた

のは、今後の大きな力になる
と思っています!

姓/ Surname

ABE
名/ Given name

KEIKO
学部/ Undergraduate

SCHOOL OF AGRICULTUR
E

////////////////////////////
////////////////////////////

////////////////////////////
/////////////

タイの市場や圃場、日系食品
企業の工場見学等のフィール

ドワー

クも合わせて実施。農学部
では、こうしたプ

ログラムを通して国際感覚豊
かな人材の輩出

に力を入れています。

PICK UP!

模擬国連会議で
英語のプレゼン。
世界の農業問題を考える

限られた学生生活の中で日米２大学の学士学位が取得

できる「ダブルディグリープログラム」を利用し、米・ノー

スイースタン大学社会人文学部経
済学科で上級生向け

の経済学、経営学を勉強中。難解
な経済理論を英語で

理解する上では、明治大学で養っ
たミクロ／マクロ経済

学の基礎知識が大変役立っていま
す。プログラムでは、

留学先が提供する半年の有給・単
位化インターンシップ

Co-opで就業経験ができることも
大きな魅力。留学を

通じて培った素養を将来のキャリ
アで生かしたいです。

姓/ Surname

ENDO
名/ Given name

MIKIYA
学部/ Undergraduate

SCHOOL OF POLITICAL SCIENCE AND
 ECONOMICS
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政治経済学部は、短期からダブル
ディグリーまで15ヶ国・地域の

38プログラムを提供。習熟度に
応じた多彩

なプログラムのすべてがここに。

PICK UP!

日本と海外の
２つの「学位」を
同時に取得！

明治 政経 留学促進もっと知りたい

2011年夏、タイで大洪水がおき、日
本のハードディスク

が高騰。タイへ多くの日系企業が進
出していることは

知っていましたが、実生活にアジア
諸国の災害が影響

を及ぼすことに驚き、日本とタイの
関係を知りたいと留

学を決意しました。現地の学生と触
れ合うだけでなく、

1カ月間の出家も経験しました。恋
愛観や結婚観など

身近な価値観について語り合い、タイ語を学ぶだけで

なく、仏教に基づく文化も知ることができました。異文

化を尊重できるようになりましたし
、日本文化について

も認識を深めることができました。

姓/ Surname

HAYASHIDA
名/ Given name

YUICHIRO
学部/ Undergraduate

SCHOOL OF INFORMATION AND COM
MUNICATION
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2015年度、新たに『海外ロケ体験プログラムin New Zealand』

を開講。フジテレビの企画協力によ
り、制作

者の立場からメディアを学べるほか
、海外を

舞台に自ら考え取材する力を養成し
ます。

PICK UP!

異なる社会や
文化背景をもった
同世代の学生と交流

f a s h i o n

高校時代から、商学部が展開する様々なファッション・ビジネス関連科目に興味があり、入学後1年生の時から3・4年生に交じり、ファッション・ビジネスの講義を受けました。そして、1年生の春休みに2週間にわたってパリの協定校で学ぶ「フレンチファッション・プログラム」に参加しました。英語でのファッション・ビジネスの科目や香水の生産プロセス、レザーファクトリーの見学などから幅広く学び、研修の最終日には、授業で学んだ世界4大コレクションと日本、中国のファッションショーを比較したプレゼンテーションを、中国人留学生を交えて行いました。ファッションに対する考え方の違いなど、多くのことを学ぶことができ、留学して良かったと思っています!

姓 / Surname

NOZAKI
名/ Given name

MOE
学部/ UndergraduateSCHOOL OF COMMERCE
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本場パリで
ファッションを学ぶ
留学プログラム

明治 商 フレンチファッション・プログラム

もっと知りたい

フィリピン・セブ島で「グローバル・サービスラーニング」

に参加。英語は苦手で
すが、プログラムは「現地の社

会課題の解決を考え貢献活動をする」ことがメイン。

思い切って申し込みまし
た。スラム街からの退去

を強い

られた山村の貧困層家
庭をインタビューして回

り、課題

を把握。ゴミ問題や低
収入など大掛かりな問

題にも直

面し、わずか14日間ですが私には「グッとくる」初海外

でした。残してきた課題
に取り組むため、次回の

参加も

決め、今は英語の勉強に
も気合いが入ります!

姓/ Surname

FUKAYA
名/ Given name

YUTO
学部/ Undergraduate

SCHOOL OF BUSINESS
 ADMINISTRATION 
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経営学部はグローバル
経営人材育成トラック「

GREAT」や、アメ

リカで4週間、ビジネス
英語を学びながら企業

訪問も体験できる

「IBP Plus」ほか、TO
EIC®や各種外国語検

定試験の全額補助を完
備し、学びの挑戦に

応えます。

PICK UP!

単なるボランティア
実習ではない？
米国発“サービスラーニング”

大学進学を考えた
時に将来は英語を

活かした仕事がし

たいと思い、英語を
少人数で学びなが

ら日本の伝統や

文化、世界の文化を
学べる国際日本学

部に進学を決め

ました。そこで私は
、フロリダ州立大学

及びウォルト・ディ

ズニーと提携をして
いる独自のプログラ

ムに参加しまし

た。実際にウォルト・ディズニー・ワールドのキャスト

（スタッフ）として5カ月間の実習体験をしながら、実践

的な英語や、世界中
の人 と々接することでホス

ピタリティ

を学び、その経験が
就職活動を通して自

分の夢を叶え

る力になったと思っ
ています。

姓/ Surname

TSUCHIYA
名/ Given name

CHIE
学部/ Undergraduate

SCHOOL OF GLOB
AL JAPANESE STU

DIES
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留学先での学びを
円滑に進めること

ができる「徹底的な
英語教

育」も国際日本学
部の特徴の一つ。

そこで

培った高い英語力を
実際に活かせるよう

様々

な留学プログラムを
用意しています。

PICK UP!

本場フロリダの
ディズニーで、
働きながら英語を学べる!?

全10学部で
グローバル教育展開中!

世界に
一番近い大学へ。

朝日新聞15d


