
６．授業開始
　春学期授業開始は4月7日（火）です。

１.学生証番号・クラスの発表などの配布
　「学生証番号・クラス早見表」を配布しますので、自分のクラス・学生証番号を確認してください。
※発表方法は学部により異なりますので、次ページを確認してください。

２.学事関連書類(履修の手引き、シラバス、時間割など)の配布
　「履修の手引き」、「講義概要(シラバス)」、「時間割」などを配布します。これらは、オリエンテーションやガイダンスで使用するだけ
でなく、1年間必要となります。※配布方法は学部により異なりますので、次ページを確認してください。

３.オリエンテーション＆学部・履修ガイダンス、書類の提出
　学部・学科ごとにオリエンテーション、学部・履修ガイダンスを行います。必ず出席してください。
また、併せて書類を提出してください。

４.英語能力の測定テスト
　新入生全員に課されるテストで学部によって種類が異なります。詳しくは、次ページを確認してください。

５.健康診断
　定期健康診断を4月1日（水）～4日（土）に実施します。3ページの予定を確認し、各自受診してください。

2015年年度度  新⼊入⽣生諸連絡事項（全学部）
新⼊入⽣生向けの学部・履履修ガイダンス⽇日程や各種案内が記載されています。
必ず熟読して、内容を確認してください。また、各種⾏行行事が終わるまでは常に携帯してください。

次ページ以降、以下の順で学部ごとの予定表が掲載されています。

〜～授業開始までの流流れ〜～

1.法学部

2.文学部

3.経営学部 5.人間環境学部 7.GIS学部

4.国際文化学部 6.キャリアデザイン学部 8.デザイン工学部

７．その他
　学部によっては特別なガイダンス・企画があります。次ページの予定表で確認してください。
　また、全学部生を対象とした次のようなガイダンスもあります。詳細は3ページ以降を確認してください。
　・教員免許状・図書館司書資格などに関するガイダンス→「教職・資格ガイダンス」
　・キャリアセンターによる就職活動に関するガイダンス→「キャリアセンターガイダンス」
　・図書館の利用方法に関するガイダンス→「図書館ガイダンス」
　・各種奨学金に関するガイダンス→「奨学金ガイダンス」

〜～諸注意〜～
★掲示板について
学部での行事や諸連絡は、『学部掲示板』で行います。教室変更や各種申請の案内など重要な内容も含まれます。
掲示板はこまめに確認するようにしてください。

★教室の見方

55・58年館の教室 →
3桁での表記で、百の位が建物（5〇〇=55年館、8〇〇=58年館）、十の位が階数です。
例：835教室→58年館・3階・5番教室　532教室→55年館・3階・2番教室
55年館と58年館は繋がっていて、１つの建物になっています。

そとぼり

外濠校舎の教室
→

頭に外濠校舎を意味する「S」が付き、百の位が階数になります。
例：S305教室→「S」＝外濠校舎、3階・05番教室

富士見坂校舎の教室 →
頭に富士見坂校舎を意味する「F」が付き、百の位が階数になります。
例：F401教室→「F」＝富士見坂校舎、4階・01番教室

市ヶ谷田町校舎 →
頭に市ヶ谷田町校舎を意味する「T」が付き、百の位が階数になります。
例：T411教室→「T」＝市ヶ谷田町校舎、4階・11番教室

ボアソナード・タワーの教室 →
4桁での表記で、千・百の位が階数、十の位以下が教室番号です。
例：1105教室→11階05番教室、0801教室→8階01番教室
ボアソナード・タワーは通常、「BT」と略称で標記・呼称されています。
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※ここでの資格とは、図書館司書・博物館学芸員・社会教育主事です。

★★★　市ヶ谷キャンパス全学部共通情報　★★★

★定期健康診断★定期健康診断★定期健康診断★定期健康診断
学部 指定日時（1年） 受付時間 受付教室 内容

全学部

4月3日（木） 9：30～17：30 左記時間で都合のつかない方は、
4月１日（水）～4月2日（木）

9：30～17：30に必ず受診してください。

【男女共】
富士見坂校舎3階

F304

内科診察、
胸部Ｘ線撮影、
身長・体重計測4月4日（土） 9：30～16：00

4月6日（月） 9：30～ 55年館1階　511

持参するもの
・学生証（または、「学生証番号・クラス早見表」等の自分の学生証番号のわかる一覧表等）
・筆記用具（HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム)
・無地のTシャツ（X線撮影時に必要な方はご持参ください。）　 ・下着類はボタン・金具のないもので、着脱が楽な服装で来てください。

★保健体育科目「スポーツ総合演習」ガイダンス（GIS・デザイン工学部を除く）★保健体育科目「スポーツ総合演習」ガイダンス（GIS・デザイン工学部を除く）★保健体育科目「スポーツ総合演習」ガイダンス（GIS・デザイン工学部を除く）★保健体育科目「スポーツ総合演習」ガイダンス（GIS・デザイン工学部を除く）
学部・学科 月日 時間 教室 対象

各学部ガイダンス内で、保健体育科目「スポーツ総合演習」履修全般の説明
を行います。その上で、希望者は以下のガイダンスに出席してください。

新入生全員

4月4日（土） 17：30～ 55年館1階　511
「スポーツ総合演習」(選択科目選択科目選択科目選択科目)
を通常授業通常授業通常授業通常授業で履修希望の学生

「スポーツ総合演習」(必修科目/選択科目必修科目/選択科目必修科目/選択科目必修科目/選択科目)
を集中授業集中授業集中授業集中授業で履修希望の学生

★教職・資格ガイダンス（取得希望者のみ）★教職・資格ガイダンス（取得希望者のみ）★教職・資格ガイダンス（取得希望者のみ）★教職・資格ガイダンス（取得希望者のみ）

学部 月日 時間 教室 内容

教員免許状及び各資格の取得を目指す方へ、必要な手続き、履修方法など概要を説明します。

全
(GIS・デザイン
工学部を除く）

全学部

4月6日（月）

13：30～14：30

55年館1階　511

資格ガイダンス
※

文学部 11：00～12：00

教職ガイダンス

法・国際文化・
デザイン工学部・ＧＩＳ

15：00～16：00

経営学部・
人間環境学部・

キャリアデザイン学部
16：30～17：30

★ERP（英語強化プログラム）ガイダンス★ERP（英語強化プログラム）ガイダンス★ERP（英語強化プログラム）ガイダンス★ERP（英語強化プログラム）ガイダンス

学部 月日 時間 教室 内容

・英語4技能（Listening、Speaking、Reading、Writing）を重視し、英語力の総合的な底上げを目的とします。
・1クラス10名程度で双方向の授業ときめ細かい指導を行います。
・英語のスコアの条件があります（TOEFL iBT：39点以上、TOEFL ITP：430点以上、TOEIC/TOEIC IP：500点以上）。

ERPガイダンス

4月2日（木）
4月6日（月）

①10:30～11:00
②13:30～14:00
③15:30～16:00

（各日3回） 55年館1階　Gラウンジ

ERPミニガイダンス

※4/2（木）・4/6（月）は1日3回、
4/7（火）～4/10（金）は昼休み中に1回開催4月7日（火）

～4月10日（金）
12：50～13：20
（昼休み中）

全学部

4月2日（木） 17：20～18：20 外濠校舎2階　S205

全学部 4月1日（水）～17日（金）※土日除く 11：10～16：40 外濠校舎1階　学生センター前 特設ブース

市ヶ谷キャンパスの新入生向けに行われる各種ガイダンスの案内です。

ERP（英語強化プログラム）はネイティブスピーカーを中心とした講師による英語スキルの養成とその統合を目的としたプログラムです。
将来、海外留学や国際的な企業・機関への就職を検討している方に受講をおすすめします。

★新入生サポートコーナー★新入生サポートコーナー★新入生サポートコーナー★新入生サポートコーナー
学習ステーションの学生アシスタントが大学での学習方法などの疑問・質問にお答えします！学習ステーションの学生アシスタントが大学での学習方法などの疑問・質問にお答えします！学習ステーションの学生アシスタントが大学での学習方法などの疑問・質問にお答えします！学習ステーションの学生アシスタントが大学での学習方法などの疑問・質問にお答えします！

学部 月日 時間 会場
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＊奨学金申請書類はガイダンス時に配付しますが、参加できない方は4月１5日(水）までに
 　学生センター厚生課（外濠校舎1階）で受け取ってください。

＊「平成27年度大学等奨学生採用候補者決定通知」をお持ちの方は奨学金ガイ ダ ンスにご持参ください。
 　参加できない方は4月１5日 (水）までに学生センター厚生課へ提出してください。

4月4日（土）

4月6日（月）
10：00～11：00 外濠校舎2階　S205

14：30～15：30 外濠校舎2階　S205
奨学金ガイダンス奨学金ガイダンス奨学金ガイダンス奨学金ガイダンス

（各回とも同じ内容です。
都合の良い時間帯に参加してください）

14：30～15：30 外濠校舎2階　S205

58年館2階　教職員食堂 奨学金申請奨学金申請奨学金申請奨学金申請

4月20日（月）～24日（金）
9：20～16：15

※学部・学年ごとの申請日は、
必ず申請書類で確認のこと

学部・学科 月日 時間 教室 内容

13：00～14：00 外濠校舎2階　S205

全学部

★学生センターガイダンス★学生センターガイダンス★学生センターガイダンス★学生センターガイダンス
学部 月日 時間 教室 内容

法学部

4月6日（月）

9：30～11：30

外濠校舎6階
薩埵（さった）ホール

課外活動など学生生活全般に関する説明

文学部・
GIS（グローバル教養学部）

13：00～15：00

経営学部 15：30～17：30

国際文化学部・
人間環境学部・

キャリアデザイン学部・
デザイン工学部

上記いずれかの回に参加してくださ
い。
＊学部オリエンテーションなどで配布
される学生センター資料一式を持参し
てください。

★奨学金について（全学部対象・希望者のみ）★奨学金について（全学部対象・希望者のみ）★奨学金について（全学部対象・希望者のみ）★奨学金について（全学部対象・希望者のみ）

★キャリアセンターガイダンス、図書館ガイダンス★キャリアセンターガイダンス、図書館ガイダンス★キャリアセンターガイダンス、図書館ガイダンス★キャリアセンターガイダンス、図書館ガイダンス

学部 月日
時間

教室
キャリアセンターガイダンス 図書館ガイダンス

国際文化学部 4月3日（金） 16：00～16：45 16：45～17：15

外濠校舎6階
薩埵（さった）ホール

法学部

4月4日（土）

13：00～13：45 13：45～14：15

文学部
キャリアデザイン学部

14：30～15：15 15：15～15：45

経営学部
人間環境学部

16：00～16：45 16：45～17：15

GIS（グローバル教養学部）
※右記のいずれかに参加してください。

4月3日（金） 16：00～17：15

4月4日（土） 13：00～14：15、14：30～15：45、16：00～17：15

★図書館ツアー★図書館ツアー★図書館ツアー★図書館ツアー

学部 月日 時間 集合場所

全学部
※各回同内容

4月2日（木） ①10：30～11：00　②13：00～13：30　③16：00～16：30　

図書館ロビー
4月3日（金） ①13：00～13：30　②16：00～16：30

4月6日（月）、7日（火） ①10：30～11：00　②13：00～13：30　③16：00～16：30　

4月8日（水）～10日（金） 16：00～16：30

①日本学生支援機構奨学金および大学独自の奨学金について

②民間奨学財団奨学金および地方公共団体奨学金について

※奨学金に関する連絡は、原則「奨学金専用掲示板（外濠校舎1階メディアラウンジ横）」で行います。

　・大学生活と進路について
　・法政大学の就職状況（就職活動について）
　・ キャリアセンターの使い方／イベント案内
　・ 図書館の利用方法

多くの資料、6つのフロアがある市ヶ谷図書館をツアー形式で案内します。

 ・随時、奨学金専用掲示板に募集内容を掲示します。募集は特に4月上旬に集中します。
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★公務人材育成センター(公務員講座・法職講座)ガイダンス★公務人材育成センター(公務員講座・法職講座)ガイダンス★公務人材育成センター(公務員講座・法職講座)ガイダンス★公務人材育成センター(公務員講座・法職講座)ガイダンス

学部・学科 月日 時間 教室 内容

全学部

4月9日（木） 18：30～19：30 外濠校舎3階　S305 公務員講座ガイダンス

4月14日（火） 18：30～20：00 外濠校舎3階　S306 法曹ガイダンス（法職講座説明を含む）

4月15日（水） 18：30～19：30 外濠校舎3階　S305 公務員講座ガイダンス

4月16日（木） 18：30～20：00 外濠校舎4階　S406 法曹ガイダンス（法職講座説明を含む）

学部 月日 時間 教室 内容

4月17日（金） 18：30～19：30 外濠校舎3階　S305 公務員講座ガイダンス

4月20日（月）

全学部 4月4日（土） 13：00～15：00 55年館1階　511 会計専門職講座ガイダンス

全学部 4月10日（金） 12：45～13：20 外濠校舎3階　S305 会計専門職講座ガイダンス

全学部 4月13日（月） 12：45～13：20 外濠校舎3階　S305 会計専門職講座ガイダンス

★エクステンション・カレッジ　ガイダンス★エクステンション・カレッジ　ガイダンス★エクステンション・カレッジ　ガイダンス★エクステンション・カレッジ　ガイダンス

学部・学科 月日 時間 教室 内容

全学部

4月13日（月） 12：50～13：20 外濠校舎３階　S307 ＩＥＬＴＳ対策講座

4月13日（月） 18：30～19：30 富士見坂校舎４階　Ｆ404 行政書士合格講座

4月15日（水） 12：50～13：20 外濠校舎3階　S307 宅地建物取引主任者資格合格講座

4月16日（木） 18：30～19：30 外濠校舎４階　S402 秘書検定準1級・2級合格講座

4月17日（金） 12：50～13：20 外濠校舎3階　S307 秘書検定準1級・2級合格講座

4月17日（金） 18：30～19：30 富士見坂校舎５階　Ｆ503 宅地建物取引主任者資格合格講座

4月20日（月） 18：30～19：30 富士見坂校舎４階　Ｆ404 ＩＥＬＴＳ対策講座

4月21日（火） 12：50～13：20 外濠校舎3階　S307 ＴＯＥＩＣ® テストスコアアップ講座

4月21日（火） 18：30～19：30 外濠校舎3階　S307 旅行業務取扱管理者資格合格講座

外濠校舎3階　S307 行政書士合格講座

4月24日（金） 12：50～13：20 外濠校舎3階　S307 旅行業務取扱管理者資格合格講座

語学や各種資格取得向けの講座に関するガイダンスです。

4月22日（水）

4月24日（金） 18：30～19：30 外濠校舎5階　S505 ＴＯＥＩＣ® テストスコアアップ講座

12：50～13：20

・公務員、法曹を志望する学生向けのガイダンスです。
・公務員講座、法職講座の説明を行います。

公認会計士、税理士、日商簿記検定等の資格取得を目指す学生向けのガイダンスです。公認会計士、税理士、日商簿記検定等の資格取得を目指す学生向けのガイダンスです。公認会計士、税理士、日商簿記検定等の資格取得を目指す学生向けのガイダンスです。公認会計士、税理士、日商簿記検定等の資格取得を目指す学生向けのガイダンスです。

★高度会計人育成センター（会計専門職講座）ガイダンス★高度会計人育成センター（会計専門職講座）ガイダンス★高度会計人育成センター（会計専門職講座）ガイダンス★高度会計人育成センター（会計専門職講座）ガイダンス

18：30～19：30 外濠校舎3階　S305 公務員講座ガイダンス

★外国人留学生、外国籍の方へ★外国人留学生、外国籍の方へ★外国人留学生、外国籍の方へ★外国人留学生、外国籍の方へ

①外国人留学生のための奨学金は国際交流課（富士見坂校舎5階）で取り扱っています。詳しくは、国際交流課配付の「外国人留学生ハンド
ブック」で確認するか、直接お問い合わせください。なお、留学生向けの奨学金情報は、原則、国際交流課の「掲示板」で告知します。

②「外国人留学生入試」以外の入試経路で入学した方で、在留資格「留学」の方は、国際交流課までご連絡ください。
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新入生対象「ICT スキル診断テスト」を受けましょう。 
 

法政大学では Web による ICT の自己診断テストを実施しています。 

各人が任意の場所・時間で Web にアクセスして、テストによりその場で自分のレベルを知ることが

できる仕組みです。テストの結果は、授業の評価（成績）や履修選抜には関係ありません。 

この「ICT スキル診断テスト」の目的は、大学での授業を受ける際に、高校までに習ってきた情報関

連科目の技術・知識について、そのレベルを自身で確かめてもらおうというものです。自身のレベルを

具体的に把握したうえで、不足部分を補うために、ICT 教育科目の履修選択に活かしてもらえるように

考えられました。 

「ICT スキル診断テスト」は、Web を使って自分の好きな時間で受検することができます。Web サ

イトでの案内に従って問題を解いていくと、その場で採点結果が出ます。さっそくアクセスしてみまし

ょう。 

テストの実施期間  2015年 4月 7日（火）～6月 30日（火）24:00まで 

 

利用手順 

① 下記 URL にアクセスしてください。 

 https:// ictskill.hosei.ac.jp  

② ユーザ ID を入力してください。 

ユーザ ID は大学が新入生一人ひとりに配付した、大学の G メールアドレスになります（学生

証と一緒に配付した統合認証 ID の通知書に記載されています）。 

例：taro.hosei.5v＠stu.hosei.ac.jp  

この＠マーク以下を含めたアドレスの文字すべてが、テスト専用の ID になります。 

③ 初期パスワードを入力してください。 

初期パスワードは全員共通で 999999 です。（半角数字の 9 の 6 桁） 

④ 初期パスワードを、任意のパスワードに変更してください。 

※パスワードを変更しないと、この先には進めないようになっています。 

⑤ アンケート＆テストを開始してください。（アンケートとテストの 2 部構成になっています。両方合

わせて 60 分程度で終了しますので、全問に答えてから終了してください。） 

注意事項 

・途中で受検を中断した場合でも、あとで続きから受け直すことができます。 

・利用を終了するときには必ず［ログアウト］をクリックしてから終了するようにしてください。 

※強制終了等しますと、その時点での設問で終了となり再度受検できないので注意してください。 

問い合わせ・サポート 

この診断テストについて不明点がある場合には、サポートセンターまでメールで問い合わせてください。 

ログイン画面内の［お問い合わせ窓口］ボタンを押すとメールが開きます。実施期間内は 24 時間メー

ルの受付をしています。 

［お問い合わせ窓口 URL］ https://ictskill.hosei.ac.jp/webclass/toiawase.php 

各所属学部窓口および電話では、お問い合わせに対応していません。 
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2015年 4月 

法政大学グローバル教育センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

英語力の総合的な底上げ 
listening、speaking、reading、writing 
の 4 つの技能統合を重視した授業！ 
 
留学準備・留学後のフォローアップ 
実用的な英語が身に付くので、留学 
前の準備や留学後の英語力維持に。 
 
外国人講師 
ほとんどの授業は外国人講師が 
担当します。 
 
少人数授業 
1 クラス 10 名程度で、双方向の 
授業ときめ細かい指導。 

 

対象レベル 

TOEFL iBT® 39 点以上 

TOEFL ITP® 430 点以上 

TOEIC®/TOEIC IP® 500 点以上 

 
2013 年の開始以降、多くの学生が 

ERP で英語力を伸ばし、留学や海外での 

ボランティア・インターンシップ等に 

挑戦しています。 

ERP ガイダンス 
市ヶ谷 4 月 2 日（木）17:20-18:20  @ S205 
多摩 4 月 6 日（月）12:00-13:00  @ 多摩 G ラウンジ 
小金井 4 月 2 日（木）12:30-13:30  @ 管理棟 3 階会議室 

※入退室自由・昼食持参可 

 

ERP ミニガイダンス @ 各Ｇラウンジ 
� 4 月 2 日（木）& 6 日（月） 

①10:30～11:00  ②13:30～14:00  ③15:30～16:00 
※多摩 4/6（月）②、小金井 4/2（木）②は実施しません 

 
� 4 月 7 日（火）～10 日（金） 

12:50～13:20（昼休み中） 
※ガイダンス・ミニガイダンスの内容は同じです 

 

受講申し込み 
4 月 13 日（月）締切 

詳しくは各キャンパスＧラウンジまで 

市ケ谷Ｇラウンジ 55年館 1階     TEL: 03-3264-4502 E-mail: iglounge@ml.hosei.ac.jp 

多 摩Ｇラウンジ 大教室 A棟 2階（総合棟地下 1階書籍購買部・タマえもん向かい） TEL: 042-783-3018 E-mail: tglounge@ml.hosei.ac.jp 

小金井Ｇラウンジ 管理棟 4階     TEL: 042-387-6281 E-mail: kglounge@ml.hosei.ac.jp 

 

ERP とは？ 

E n g l i s h  R e i n f o r c e m e n t  P r o g r a m  

 

2015 年度 春学期 

ERP （英語強化プログラム） 

受講生募集 

グローバル教育センターでは ERP だけでなく、国際ボラン 

ティア・インターンシップ、国際キャリア支援セミナー等 

世界を舞台に活躍する人材を育成するための様々なプログ 

ラムを展開しています。入学式で配布した 

英字新聞 “THE HOSEI HERALD” は 

「スーパーグローバル大学等事業」の一環と 

して、本学の学生が様々なトピックの 

取材を行いながら制作しました。 
 

詳しくは各キャンパス G ラウンジにお問合せください 
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そとぼり
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