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国際学部（国際学科・国際キャリア学科）に関する FAQ 
 
◎国際学部全般について 
Q.国際学部にはどんな魅⼒がありますか？  
◆カリキュラムについて 

・平和や多⽂化共⽣など、先駆的な領域で業績のある教員が数多くいます。 
・地域研究の講義が充実しており、世界の 10 地域をさまざまな視点で学ぶことができます。 

◆語学・留学について 
・英語の授業が充実しているので、卒業までに語学⼒を⾝につけることができます。 
・世界トップレベルの留学⽣と⼀緒に授業を受けることができます。 
・ダブルディグリープログラム（⼆重学位制度）を利⽤して 4 年半で、⽇本とアメリカ両⽅の学位を取

得可能です。 
◆学⽣⽣活について 

・4 年間横浜キャンパスで過ごすことで、先輩・後輩たちと親しい関係になれます。 
・ゼミやアカデミック・アドバイザー制度を通して、先⽣に授業のことだけではなく、留学や将来の進

路についても相談できます。 
・⾼校⽣の時点でやりたいことが決まっていなくても、⼊学してからいろいろな専⾨の授業を受けて

専攻を選ぶことができます。 
◆参照：国際学部 HP（https://fis.meijigakuin.ac.jp/） 
 
Q.国際学科と国際キャリア学科の違いは何ですか？ 
国際学科（以下 KS）、国際キャリア学科（以下 KC）ともに「国際学」を学ぶ上では⼤きな違いはありま
せんが、⼀番の⼤きな違いは、KS と異なり、KC は 1 年次からほとんどの科⽬が英語で⾏われており、
講義、授業内での発⾔や宿題も英語で実施されているところです。また、各学年の⼈数が KS は約 250 名
に対し、KC は約 50 名と少⼈数です。 
いずれの学科に所属していても、他⽅の学科の授業を取ることが可能です。国際学科⽣は、専⾨科⽬で、
英語開講科⽬（英語で授業が⾏われる科⽬）を履修できます。その履修を経て、留学をしている学⽣もい
ます。そのため、KS ⽣も KC ⽣もキャンパス内で国境を越える⽂化交流が⼗分に体験できます。また、
国際キャリア学科⽣が、⽇本語開講科⽬（⽇本語で授業が⾏われる科⽬）を履修することもできます。英
語、⽇本語どちらか⼀⽅の講義しか受けられないわけではなく、両学科の学⽣とも⼀緒に授業を受講して
います。また、国際学科の教員が英語開講科⽬を担当することもありますし、逆に、国際キャリア学科の
教員が⽇本語開講科⽬の担当もしています。 
 
Q.⽂学部英⽂学科と国際学部の違いは何ですか？ 
⽂学部英⽂学科では、３年次より「イギリス⽂学コース」「アメリカ⽂学コース」「英語学コース」に分か
れます。⽂学や⾔語、英語についての知識を深める学問といえます。⼀⽅、国際学部では、平和学・社会
学・政治経済・⽐較⽂化などの授業から国際問題を読み解きます。また、語学としての英語そのものを学
ぶというより、国際社会で活躍できるためのツールとして実践的な英語⼒の育成に⼒を⼊れています。 
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詳しくは、⼤学案内掲載の各学科のカリキュラムをご参照ください。 
 
Q.経済学部国際経営学科と国際学部の違いは何ですか？ 
国際経営学科は国際的な視座に⽴って経営学を学ぶことができます。国際学部では、経済学の科⽬は開講
していますが、経営学は開講していません。ただし、国際学部⽣も国際経営学科の留学プログラム（主に
語学研修、国際ビジネスの授業を受講）に参加することは可能です。※派遣先や⼈数は限定されます。 
また、国際学部では留学は必須としていませんが、国際経営学科では、原則として 2 年次に留学を必須
としています。 
 
Q.法学部グローバル法学科と国際学部の違いは何ですか？ 
英語の習得と異⽂化理解⼒を養う点では共通していますが、それぞれのカリキュラムを⾒ていただけれ
ば、学ぶ分野が異なることがわかります。グローバル法学科は国際法や国内外の法律を⽐較研究します。
⼀⽅、国際学部では、⽂化、政治、経済などを国際的な視点から考察します。⼊学後に興味関⼼に合わせ
て専攻分野を選べること、また欧⽶や英語圏のみならずアジア、アフリカ、中東など地域研究科⽬も開講
していることが特徴に挙げられます。 
また、国際学部では留学は必須としていませんが、グローバル法学科では留学を必須としています。 
 
※受験については KS、KC、さらに他学部他学科と併願受験が可能です。詳細は、⼤学案内や明治学院⼤
学のホームページをご参照ください。 
 
 
◎国際学科（KS）について 
Q.国際学科ではどんなことを学習しますか？ 
国際学科は様々な研究分野に特化している教授陣が多数いるため、あらゆる国際問題を様々な分野（政
治・経済・社会・⽂化）から多⾯的に捉え、世界平和に貢献できるよう視野が広く学際的な⼈材育成に⼒
を⼊れています（例えば、平和学や地域を分けて研究をする東北アジア地域研究、オセアニア地域研究と
いった授業などがあります）。１年次から実践的な英語学習及び英語以外の語学学習が⾏われ、語学⼒も
鍛えられます。２年次からは⾃⾝が最も興味のある分野のゼミ（少⼈数クラス）に所属し、そのゼミで専
⾨知識を修得します。基本的には卒業までそのゼミに属し、最終学期には⾃分が専念したい研究テーマに
ついて卒業論⽂を執筆します。 
 
Q.演習（ゼミ）について教えてください。 
「ゼミ」と呼ばれる演習の授業は少⼈数（教員⼀⼈につき 10 名程度の学⽣）で⾏われる必修科⽬で、国
際学科の特徴といえます。１年次に基礎演習を⾏い、2 年次に興味のある分野のゼミに属し、その分野に
沿った研究をそれぞれが⾏い、教授が指導していきます。ゼミでは、ディスカッション、⽂献購読、論⽂
執筆などを⾏い国際学の中でもより専⾨知識を⾝につけます。また、約半数のゼミは教員と共に「校外実
習」を⾏います。ゼミの研究テーマに沿う国や地域を訪れ、肌で感じる学習を⾏います。期間は⼤体２週
間、訪問先はアジア、ヨーロッパ、アフリカ、中東、⽇本国内と、所属するゼミにより様々です。 
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◆国際学部 HP 参照：演習（ゼミ）：https://fis.meijigakuin.ac.jp/is/seminar/ 
・校外実習：https://fis.meijigakuin.ac.jp/is/field-study 
 
Q.留学は必須ですか？ 
国際学科を卒業するにあたり必須ではありませんが、毎年留学をする学⽣が多くいます。明学との協定校
へ１年留学をしても４年で卒業できるというメリットがあるので利⽤する学⽣が多いです。２年次から
も留学できますが、明学での必修単位の科⽬履修状況等をふまえ、3 年次から⾏くケースが⼀般的です。 
 
 
◎国際キャリア学科（KC）について 
Q.国際キャリア学科ではどんなことを学習しますか？ 
国際キャリア学科は、国際学科と同様に国際問題を幅広く学習するとともに、政治・経済・社会・⽂化を
中⼼にカリキュラムを提供していますが、総合的な理解能⼒を育成し、原則英語で授業を実施することで
１年次から学術⽤の英語⼒を伸ばし、外国語でのコミュニケーション能⼒の獲得を⽬指します。英語での
授業に積極的に参加することにより、率先して海外や国際機関で活躍できるよう学⽣のキャリア教育や
⾃⼰実現⼒を育てることに重きを置いています。KS 学科での卒業論⽂に相当するものして、KC 学科で
は最終学期に⾃分で決めた課題を中⼼に Graduation Project を英語で作成します。１年次から⾃⾝の将
来を考え、その⽬標に向けた留学やインターンシップ、フィールドスタディなど様々な機会を提供して、
実践的なグローバル教育を追及しています。１学年約 50 名の少⼈数教育を⾏っています。 
 
Q.⼊学時の英語⼒はみんな同じくらいですか？ 
⼊学時の英語⼒は皆さん異なるため、⼊学時に全員 TOEFL 試験を受験し、その結果をもとに各⾃の英語
⼒にあったクラスに振り分けられます。徹底した英語教育を⾏った後、専⾨教育を英語で⾏います。 
◆国際学部 HP 参照「Academic English Program」：https://fis.meijigakuin.ac.jp/gts/fl-subj/ 
 
Q. KC ならではの活動について教えてください。 
KC の学⽣はなんらかの形で課外活動を⾏うことが多いです。１年以上の留学、国内外のインターンシッ
プ、教員と国内外で⾏うフィールドスタディ、Independent Study、Research Project のいずれかを選択
し、卒業までに実施する必要があります。KC には KS のようなゼミの科⽬はありませんが、それぞれの
学⽣にアカデミックアドバイザー（教員）がつき、進路や勉強など個々に指導していき、学⽣にあった学
習スタイルをアドバイスしています。 
 
Q. AO(A)⼊試と AO(B)⼊試の違いは何ですか？ 
受験資格を満たしていれば AO(A)、AO(B)どちらでも可能ですが、AO(A)は英語を第⼀⾔語とする者を
主な対象とした書類のみの審査となるため、⾼いレベルの英語能⼒が求められます。（その他詳細は⼤学
案内をご参照ください。） 
◆参照：⼊試センター（https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/） 
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◎⼊試について 
Q.⼊試についての質問はどこにしたら良いですか？ 
2022 年度「⼊試説明」動画をご参照ください。(https://www.youtube.com/watch?v=P4tmngSUYY4) 
◆参照：⼊試センターHP（https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/） 
（国際学部では両学科とも 9 ⽉⼊学制度を取り⼊れています。） 
 
Q.受験資格について教えてください。 
⼊試要項（https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/guidelines/)をご確認ください。 
 
Q.⼀般⼊試の合否判定⽅法について教えてください。 
明治学院⼤学では、各科⽬の成績から総合的に合否を決めます。選択科⽬間で不公平が⽣じないよう、偏
差値を導⼊したり、素点の調整を⾏ったりするため、単純にどれくらいの点数で合格できるかはお伝えで
きません。得意な科⽬を伸ばし、苦⼿な科⽬も諦めずに取り組めば、多少不得意な科⽬があっても合格の
可能性は⼗分にあります。 
 
Q.⼀般⼊試の傾向と対策は何をしたら良いですか？ 
過去問が公開されているので必ず対策しておきましょう。 
・国語（60 分）：漢字は得点源になるのでしっかりと対策しておく。 
・地歴・公⺠・数学(60 分)：教科書をしっかり学習することが重要です。万遍なく出題される傾向があ
るので、なるべく苦⼿分野を作らないように⼼がけましょう。融合問題が出題される場合もあるので、他
科⽬でも基礎的な知識は⾝につけておきましょう。 
・英語（70 分)：⻑⽂読解の対策をする。英作⽂では、述べたいことを補強する例も含めて、時間内に⾃
分の答えをまとめられるようにしておきましょう。 
 
 
◎留学全般について 
Q.留学についての情報はどこにありますか？ 
◆参照 HP・問合先「明治学院⼤学国際センター」：https://www.meijigakuin.ac.jp/international/ 
※明治学院⼤学が全学部⽣に提供している協定校への留学プログラムがあります。１ヶ⽉の短期派遣か
ら１年の⻑期派遣があり、単位が認定されると４年で卒業が可能です。（選考有り） 
 
Q.⻑期留学にはどんな種類がありますか？ 
⼤きく分けて「⼤学留学プログラム」、「学部・学科留学プログラム」、「協定外（私費）留学」があります。 
「⼤学留学プログラム」は、全学部・学科⽣が参加可能なプログラムです。 
① UC（University of California）Program 
② ISP（International Student Program）  
③ ACUCA（The Association of Christian Universities and Colleges in Asia）Program 
④ 派遣留学：交換留学とは異なり、留学先の授業料が発⽣する。学内選考なし、派遣枠の制限がなく、
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応募条件を満たせば誰でも留学が可能となる。 
⑤ グローバルキャリアインターンシップ(UCR-Disney) 
⑥ 国際貢献インターンシップ（国連ユースボランティア等、海外ボランティアプログラム） 
◆参照：⼤学案内（https://www.d-pam.com/meijigakuin/217446/index.html#target/page_no=1） 
◆問合先：国際センター（https://www.meijigakuin.ac.jp/international/） 
 
Q. 上記⑤の UCR-Disney とは何ですか？ 
国際センター主管の全学部⽣対象プログラムで、カリフォルニア⼤学リバーサイド校（UCR）エクステ
ンションで観光ビジネス等の講義と、就業体験を含む留学プログラムです（Hospitality & Tourism 
Management Certificate Program）。フロリダのディズニーワールドで有給インターンシップを⾏います。 
◆問合先：国際センター（https://www.meijigakuin.ac.jp/international/） 
 
Q.⻑期留学の対象学年について教えてください。 
実際に留学を開始する約１年前の春学期または秋学期に実施される学内選考試験に合格する必要があり
ます。また、在学中の学部⽣であること、出願時に在学２学期⽬以降であること、派遣先で定められた英
語と成績の基準を満たすことが出願条件となります。 
 
Q.⻑期留学の参加制限はありますか？ 
制度上、２つの⻑期プログラムに参加することは不可能ではありません。しかし、留学の選考は 1 年前
から始まり選考時期に⽇本にいる必要がありますので留学中の場合は応募できません。また卒業が⼤幅
に伸びる可能性があります。 
 
Q.留学しても 4 年間で卒業できますか？  
「認定留学」制度があり、協定校および協定外の⼤学への留学中に修得した単位数等により、明学の学部
学科で認定留学として承認された場合には 4 年間で卒業できることもあります。しかし、留学期間、本
学の所属学部・学科、留学前に修得した単位数や、ゼミの取扱い、留学後の単位認定など、学⽣の状況に
より異なるため、4 年以上かかる場合もあります。 
 
Q.費⽤はどのくらいかかりますか？ 
協定校への⻑期留学（交換留学）の場合、授業料は明治学院⼤学への納⼊のみで、留学先⼤学への学費は
発⽣しません（⽣活費等は⾃⼰負担）。短期留学や学部・学科ごとの留学プログラム（国際学部主管のダ
ブルディグリープログラム）はそれぞれ異なります。 
◆参照：国際センターHP（https://www.meijigakuin.ac.jp/international/) 
※ダブルディグリープログラムは、明治学院⼤学とサンフランシスコ州⽴⼤学双⽅の学費を⽀払う必要
がありますが、本学の奨学⾦を申し込むことで明治学院⼤学の授業料に相当する⾦額が給付されます。現
地での授業料や⽣活費などの 1 年間の概算は 400 万円になります。留学期間は通常 2 年間なので、プロ
グラムにかかる費⽤は約 800 万円です。 
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Q.参加実績（割合）はどのくらいですか？ 
2019 年度に留学した学⽣の実績：国際学科(KS)1 割、国際キャリア学科(KC)1 割、国際学部全体 1 割 
在籍者数：KS 967 名、KC 237 名、合計 1204 名 
⻑期認定留学⽣：KS 56 名、KC 28 名 合計 84 名 
短期留学：KS 63 名、KC 2 名 合計 64 名 
※複数のプログラムに参加している学⽣、また各学年の留学者の内訳情報なし。 
※渡航先は英語圏とは限らない。 
※国際キャリア学科の授業はすべて英語で開講しており、国際学科の学⽣も履修可能。英語ネイティブス
ピーカーの教員が担当する授業も多く、国際学部は留学をしなくても英語で学ぶことができる環境です。 
 
Q.コロナ禍の留学について教えてください。 
国際センター主管のプログラムの対応については、本学 HP(https://www.meijigakuin.ac.jp/faq/)よりお
問合せください。国際学部主管の「ダブルディグリープログラム（⼆重学位制度）」は、条件付き渡航に
より 2021 年秋学期は現地で履修しています。（2021 年度春学期までは、渡航が認められなかったため現
地の授業をオンラインにて⽇本で受講していました。） 
 
 
◎国際学部主催の海外留学プログラムについて 
Q.サンフランシスコ州⽴⼤学（SFSU）Double Degree Program（⼆重学位制度）とは何ですか？ 
明治学院⼤学と SFSU 両⽅の⼤学の学位を取得できるプログラムです。SFSU での専攻によりますが、卒
業までに最短 4 年半かかります。（コロナ禍の 2021 年度春学期までは、現地の授業を⽇本（オンライン）
で履修していましたが、2021 年度秋学期は現地で履修しています。） 
 
Q.オーストラリアでの⽇本語 Teaching Assistant プログラムとは何ですか？ 
オーストラリアにある⼩〜⾼校に⽇本語授業のアシスタントとしてインターンシップを⾏う半年間のプ
ログラムです。留学ではなく、通常の在籍状態のまま渡航します。（留学にかかる費⽤概算は⼤学案内に
載っています） 
 
Q.⾹港でのビジネスプログラムとは何ですか？ 
⾹港にある⽇系企業で夏休み期間中の 1 か⽉間インターンシップが可能です。ビジネスマナー講座や、
基本的な業務などを体験できます。 
 
 
◎就職について 
Q.卒業後の進路について教えてください。 
以下をご参照ください。 
・本学 HP「キャリア」（https://www.meijigakuin.ac.jp/career/） 
・国際学部パンフレット（https://fis.meijigakuin.ac.jp/about/ebook/） 
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・⼤学案内（https://www.d-pam.com/meijigakuin/217446/index.html#target/page_no=1） 
・「国際学部の扉」（卒業⽣のインタビュー等）（http://mswwres.meijigakuin.ac.jp/~yisa/dw/） 
 
Q.卒業⽣の進路先について教えてください。 
国際学部⽣は様々な業界へ就職しています。商社、メーカー、⾦融、NPO/NGO、外資系企業、製薬会
社、ホテル、保険会社、国内外の⼤学院進学など幅広く活躍しています。（⼤学案内（https://www.d-
pam.com/meijigakuin/217446/index.html#target/page_no=1）の各学科紹介ページの円グラフ参照） 
 
Q.留学中の就活について相談できる場所はありますか？ 
本学の「キャリアセンター」で、渡航前に就職活動のスケジュールのアドバイスがもらえます。留学中に
もキャリアセンターにメール相談が可能な他、留学を経験した卒業⽣の職場に訪問して話を聞くことも
できます。国により異なりますが、例えばアメリカでは⽇本⼈学⽣を対象に現地で就活イベントを実施し
ています。過去にそこで内定を得た先輩もいます。ダブルディグリープログラムの留学先であるサンフラ
ンシスコ州⽴⼤学では、毎年、⽇系企業がリクルートするキャリアイベントが⾏われています。 
 
Q.エアライン関係への就職に興味があるのですが… 
エアラインに特化した授業科⽬はありませんが、客室乗務員やグランドスタッフを⽬指す学⽣は本学の
キャリアセンター主催の課外講座「ヘボン・エアラインクラス」に参加しています。 
◆参照：キャリアセンター（https://www.meijigakuin.ac.jp/career/） 
 
 
◎その他 
Q.国際学部の授業は 4 年間、横浜キャンパスで開講されますか？ 
はい、国際学部は両学科とも 4 年間横浜キャンパスです。（明学の他学科は 1・2 年次が横浜キャンパス、
3・4 年次は⽩⾦キャンパスで開講の学部が多いです。）国際学部は、⼊学式と卒業式も横浜キャンパスの
チャペルで⾏います。4 年間同じキャンパスであるメリットは、先輩・後輩との縦のつながりが強く、ま
た国際学部の教員も横浜キャンパスに常時いるので教員との距離がとても近いことです。横浜キャンパ
スは広く、⾃然に囲まれていて、アットホームな雰囲気がある場所です。 
 
Q.学⽣寮はありますか？ 
セキュリティに配慮した明学⽣専⽤の⼥⼦寮（東神奈川）と、留学⽣と共同⽣活ができる国際学⽣寮（⼾
塚駅まで徒歩 5 分）があります。いずれの寮も⼊寮受付は 11 ⽉頃から先着順に⾏います。先着順なので
推薦⼊試合格者の⼊居が多くなりますが、例年、⼀般⼊試の合格が確定してから申し込んでも⼊居が可能
な状況です。具体的な相談は、以下の URL を参照し、⼊学が決定次第、直接お問い合わせください。 
◆参照・問合先：本学 HP「学⽣寮」（https://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/welfare.html#D） 
 
Q.横浜キャンパス周辺での⼀⼈暮らしは便利ですか？ 
国際学部は４年間横浜校舎に通うので、⼤学周辺や最寄り駅の⼾塚駅周辺で下宿している学⽣が多いで
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す。⼾塚駅周辺にはスーパー、コンビニ、カフェ、レストラン、商業施設等が複数あり⽣活には困りませ
ん。また、⼾塚でアルバイトしている学⽣も多く、明学⽣には暮らしやすい地域となっています。 
 
Q.国際交流はありますか？ 
国際学部には、帰国⼦⼥や正規留学⽣、外国籍の教員など様々なバックグラウンドを持つ⼈がいます。ま
た例年（コロナ禍を除く）、毎学期、アメリカのカリフォルニア⼤学から交換留学⽣を受け⼊れているの
で授業を⼀緒に受講することができ、プライベートでも仲良くなれるようなイベントがたくさん⾏われ
ています。アジアからの留学⽣も多いです。校内では休み時間になると英語だけでなく様々な⾔語が⾶び
交うグローバルな環境となっています。 
 
Q.教員免許は取得できますか？ 
国際学科（KS）では、中学の社会、⾼校の公⺠の教員免許が取得可能です。 
※国際学科では、本学の教職課程を履修しながら、他⼤学の通信教育を受講して、⼩学校教諭⼆種免許状
を取得する道も開かれています。（別途授業料が必要） 
※留学＋教員免許取得も可能ですが、教員免許取得には教職科⽬の修得と教育実習が必要になるため、4
年間での卒業は難しくなります。 
※国際キャリア学科（KC）では現在取得可能な教員免許はありません。 
◆参照： 
・⼤学案内「教職課程」（https://www.d-pam.com/meijigakuin/217446/index.html#target/page_no=101） 
・国際学部パンフレット（https://fis.meijigakuin.ac.jp/ebook/） 


