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ガイダンスを視聴するための留意点

履修の手引き(Handbook)に沿って説明します。
以下のＵＲＬからダウンロードしてください。

httpst//www.hosei.ac.jp/gis/jukensei/oreshmen/2021/
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1 学部概要 GIS outline

■学士（国際教養学）：Bachelor oo Arts (Liberal Studies)

■単位制度：Earn credits to graduate

→授業・試験（レポート）を受ける Attend classes and take exams

→合格（単位認定） Pass (credits earned)

→進級（１年→２年→３年→４年） Promotion to the next grade

→卒業 Graduation requires at least 124 credits

For detailstGIS handbook 学部-(6)(7)

セメスター制度 Two semesters (Spring/Fall)

履修登録（※）は春・秋の２回 Course registration twice / year

（※）履修登録（受講したい授業を決定し、届け出ること）

学部-（２）



①シラバス Syllabus

授業の概要や目的、教科書や成績評価などが記載

②履修の手引き Handbook

大学生活における各種手続きや主要な情報が記載

③時間割 Timetable 

学期ごとに実施される授業の曜日・時限が記載

２ 時間割を作る How to make your timetable/Check ①～③

httpst//www.hosei.ac.jp/gis/jukensei/oreshmen/2021/
Available 

Online



（１）履修上限：1セメスターに何単位まで履修できるのか
Maximum number oo credits per semester

2021年度春学期
GIS科目20単位(＝10科目程度）+資格科目6単位まで登録可能

2021年度秋学期
GIS科目29単位*+資格6単位まで登録可能
*ただし、9単位は春学期20単位のうち未修得分（再履修分）のみ

2年次以降は、各学期25単位履修可能（年間で49単位まで）。
留学希望者は2・3年次に多めに履修しておくことをお勧めします。

1授業あたりの単位 Ｎumber oo credits per course 学部-(11)～

２ 時間割を作る How to make your timetable 学部-（35）



（２）進級に必要な単位・条件 学部-（6）（7）
University regulation about promotion to next grade
○進級に関する規程（グローバル教養学部）
第1条 第1年次より第2年次へ進級する者は、総合科

目、専門科目を問わず第1年次修了までに16単位以
上を修得しなければならない。

第2条 第2年次から第3年次に進級する者は、第2年
次に総合科目、専門科目を問わず16単位以上を修
得しなければならない。

第3条 第3年次から第4年次に進級する者は、第3年
次終了までに総合科目、専門科目を問わず80単位
以上修得しなければならない。

第4条 第4年次においては、4単位以上を修得しなけ
ればならない。また、第3年次修了までに卒業所要
単位を満たしている場合も同じ扱いとする。

第5条 進級は学年度初め（春入学者の場合4月1日付、秋入学者の
場合9月16日付）をもって行う。

University regulations about promotion
1. From the 1st to 2nd year, 16 or more credits are required from 
general or special courses by GIS or another department by the 
end of the 1st year.

2. From the 2nd to 3rd year, 16 or more required from general or 
special courses by GIS or another department by the end of the 
2nd credits are year. 

3. From the 3rd to 4th year, 80 or more credits are required from 
general or special courses by GIS or another department by the 
end of the 3rd year. 

4. For the 4th year, 4 or more credits are required from general or 
special courses by GIS or another department by the end of the 
4th year. Students who acquire credits to satisfy the graduation 
requirements by the end of the 3rd year are treated the same. 

5. Date of promotion is first the day of the academic year: April 1st

for Spring intake students and Sep. 16th for Fall intake students.

２ 時間割を作る How to make your timetable



100-level Academic Skills Courses (Required:必修)（注1）

General Study Couｒses TOEFL iBT writing 23以上, IELTS writing 6.5以上,IB Diploma 4単位

TOEFL iBT writing 20-22, IELTS writing 6.0,

TOEFL-ITP 500- 576

TOEFL iBT writing 19以下, IELTS writing 5.5以下,TOEFL-ITP 499 10単位

Academic Skills Courses (Electivet選択)

Value-Added Courses

100-level Introductory Courses 6単位 22単位

（入門） 以上 以上

6単位

以上

6単位

以上

Global Open Subjects/グローバル・オープン科目

200-level Intermediate Courses 40単位

（中級） 他学部公開科目 10単位 以上

ESOP科目（注2） まで

年間8単位

（4科目）

300-level Advanced Courses 32単位

（上級） 以上

400-level Seminar Courses 16単位

 （演習） まで

124単位以上Total/合計

総合
6単位

専門

Humanities

Social Sciences

Management Sciences

成績優秀者他学部公開科目【対象者のみ】

（３）卒業に必要な単位・条件・・・学部-（8） 4年間で左の条件を満たし
124単位を取得すると卒業

例：TOEFL-ITP 500- 576のクラス
の場合
124単位のうち

6単位は必修英語科目①
22単位は100-Intro level②
40単位は200-level③
32単位は300&400-level④
24単位はレベル問わず

100＝1年生～4年生
200＝2年生～4年生
300・400＝3年生～4年生 で履
修可。
ただし例外があります
Some exceptions exist

Please check them on timetable.

２ 時間割を作る How to make your timetable

①

②

③

④



（４）GIS主催科目

①＜最優先＞クラス指定の必修英語科目 Required English courses 学部-（10）

【語学クラス発表】4月6日 Hoppiiでご確認ください。
・クラスは、4/1のTOEFLテストまたはIB diploma、IELTSのスコアにより決定。

・『履修の手引き』学部-(10)を参照し、自分が春学期および秋学期に履修す
べき科目を確認。

例：クラス3の場合、春学期にAcademic Writing Skills I、秋学期にAcademic 

Writing Skills IIと Reading Skills IIを履修。

・自分のクラスの授業を、時間割で確認する。

２ 時間割を作る How to make your timetable



②100レベルの3分野について 学部-（9）
100-level Introductoryは3分野に分かれ
ており、Humanities, Social Sciences,

Business Management Sciencesの各分野
より、それぞれ6単位（3科目）以上履修が
必要。
（卒業までに必要。1年生のうちにではない。）

カリキュラム表

100- level Introductory courses are 

divided in 3 areas, i.e. humanities, 

social sciences, and business 

management sciences.  

-At least 6 credits (3 classes) orom 

each area  

２ 時間割を作る How to make your timetable



・グローバル・オープン科目：1年生から
Global Open Courses orom 1st year

他学部の授業で、英語で行っているものを1年次から履修可能。

・ESOP（交換留学生用プログラム）科目：2年生から
Exchange Students orom Overseas Program orom 2nd year

・他学部公開科目（日本語で実施）：2年生から
Open Courses (conducted in Japanese) orom 2nd year

（５）他学部主催の科目
Classes sponsored by other oaculty, but GIS students are eligible to 
register and earn credits

学部-(8)
２ 時間割を作る How to make your timetable



「履修登録上の注意」補足・・・ 学部-（30）

語学の授業について
・French, Spanish, Chinese・・・必修ではありません。

希望者は、春学期の「I」より、ＡとＢの両方とも履修する必要があります。

Foreign language classes(French/Spanish/Chinese) are elective, not required.

Please start with 「I」 in the spring semester. Take both A & B.

・母語の場合は履修をしないでください。

Please avoid to take the language classes io you are a native speaker oo them.

「演習（Seminar）履修方針について」補足・・・ 学部-（33）
3年生から履修可能です。必修ではありませんが、履修をおすすめします。

Spring students can take seminars orom Spring semester oo the third year.

Seminars are elective, not required, but strongly recommended.

２ 時間割を作る How to make your timetable



短期語学研修・国際ボランティア・国際インターンシップ・・・共通-(23)・(24)

International Volunteer/Internship and short-term language 

training abroad are sponsored by Global Education Center (GEC) 

グローバル教育センターのプログラム。それぞれ1度のみ、1単位認定
GEC Program (Internship/Volunteer/Short-term language)

= Can earn 1 credit only once

※短期語学研修は言語問わず1回

例：英語で参加して1単位認定され、翌年フランス語で参加しても
認定されません。

２ 時間割を作る How to make your timetable



法政ポータルサイト（Hoppii）とは？ httpst//hoppii.hosei.ac.jp
①各種システムへアクセスできます。
・学習支援システム
・Web 掲示板
・情報システム（履修・成績）
・オンデマンドシステム
・Web シラバス
・学習支援ハンドブック他
重要なお知らせが掲示されますので、必ず毎日ご確認ください。
使い方の詳細については、学習支援ハンドブックをご参照ください。
（httpst//www.hoseikyoiku.jp/od/handbook）

②授業の情報を得るために、Hoppiiから「学習支援システム」にアクセスし、
「仮登録」が必要です httpst//hosei-kyoiku.jp/lms_gakusei/

3 履修・授業 Class/Registration   



3 履修・授業 Class/Registration   

4月3日 ＩＤ・パスワードを受け取る （13：00～ Ｇ201）
4月6日まで Hoppiiから学習支援システムにて仮登録
4月7日から 初回授業に出席（場合によりセレクション）。 ※次週以降も授業を受ける

4月16日～21日：履修登録（本登録）
5月10日～5月11日：履修取消・変更
試験やレポート→合格したら単位修得

April 3     Received ID/Password

April 6 Provisional course registration via Hoppii

April 7～ Attend the oirst classes → (Selection io necessary) → 

April 16～21 Course registration → Exams and assignments → Gradest S～C- → Credits 

earned

本登録は、春学期は⇒4月16日～21日 、秋学期は2週目に履修登録
Springt ⇒April 16 to 21, Fallt On Week 2 to register

履修登録の流れ・・・学部-(28)・(29)

Hoppii と 本登録は別のシステムで
す。必ず両方登録してください。



セレクションとは？ What is Selection? 学部-（30）
定員オーバーの場合、初回授業で履修する人を選抜
結果はGIS掲示板で発表。 Selection results on GIS inoormation board 

※第一週目は授業を少し多めに出て、セレクションに落ちても十分な数の授業が
取れるようにしておいてください。
※セレクションに落ちてしまった場合、別の空いている授業があればそちらに出席

できます。その場合、2週目の授業の際に担当教員に申し出てください。
※クラス指定授業にはセレクションがありません。

【注意】 必修英語科目が最優先

-Selection might take place in the oirst classes.

-Required English courses have priority.

3 履修・授業 Class/Registration



【セレクションについて教員よりアドバイス】

3 履修・授業 Class/Registration

In the oirst week oo classes, we recommend that you attend more classes than you actually want to take. 

Many courses will have a selection to limit the number oo enrolling students. Please understand that this is 

a way oor us to ensure the quality oo our interactive classes, and to guarantee that each student receives 

enough attention orom the instructor. To improve your chances oo selection, try your best to demonstrate 

your interest in the course and why you would like to take it. However, there is a chance that you may not 

be successoul in the screening process, so it can help io you are already oamiliar with other courses that you 

could take instead. 



英語での授業に慣れるために

・春学期は、授業を詰め込まず、英語の語学力を磨く！
セレクションでは、英文エッセイを書くことが多い。

・ERP（English Reinoorcement Program ）
グローバル教育センター主催の英語強化プログラム
4月7日（水） ～ 4月13日（火） 24t00 専用ウェブサイトから申し込み
4月15日（木）中にメールで受講可否を通知
詳しくは httpt//www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/erp/ 

3 履修・授業 Class/Registration



履修登録確認・・・ 学部-（29）
登録せずに授業に出席したり、誤って違う授業を登録すると、単位が
修得できません。
Make sure you register only classes you are taking.

Incorrect registration will result in oailure (“E” grade).

履修取消・変更
5月10日～5月11日

3 履修・授業 Class/Registration

履修登録科目確認通知書に掲載されていない科目
→履修登録がされてません



4年間の履修・修得

例： 1年次 38単位
2年次 40単位
3年次 38単位
4年次 8単位
合計 124単位

3 履修・授業 Class/Registration

【注意】
学部-(8)の表は卒業までに必要な条件
例えば「200-level  40単位以上」は、
2年生で30単位、3年生で10単位の修得
などでもOK

資格課程を履修する場合、上記とは別に単位修得が必要。受講する場合は、
行事日程表の「資格ガイダンス」に参加してください。



3 履修・授業 Class/Registration

・授業の欠席について Absence
GISでは、授業を理由なく、2回より多く欠席した場合、単位修得に影響します。
やむを得ず欠席した場合は、翌週の授業等で教員に申し出てください。
インフルエンザ等感染症については共通-（13）（14）を確認してください。

Two absences without any reason will affect your evaluation. 
Please let each instructor know your absence beoore or aoter class.

Procedures in case oo inoectious disease such as inoluenzat contact GIS Oooice

※初回の授業も出席にカウントされます。First class counts
セレクション結果が奮わず、翌週から別の授業を選択した場合でも、選択した授業は
欠席1回（初回欠席）の扱いとなりますので、教員へ理由を説明してください。



休講・・・共通-（13） Class cancellations

Hoppiiから確認できるため、必ず授業の仮登録をしてください。
It is very important oor you to register courses provisionally so that you can check class 

cancellations via Hoppii. 

教員への質問・・・学部-(52) Questions to prooessors

授業前・後に直接質問してください。
専任教員の場合、オフィスアワーも活用ください。（ＨＰ掲載）
Ask questions beoore or aoter class

Take advantage oo “Oooice Hour” on HP

3 履修・授業 Class/Registration



4 試験・レポート Exams/Assignments

授業内試験と定期試験・・・学部-（40）

授業内試験（In-class exams）：
授業日の最終週などに試験

定期試験（Exams during university-wide exam period）：
授業期間のあと、定期試験期間中に実施
曜日や時限が授業と異なる場合もある （日程は「学年暦」参考）

⇒GIS科目では授業内試験が多い。Usually in-class exams in GIS

試験方法や日程は、必ずご自身でご確認ください。

It is your responsibility to know when exams of each class are held

不正行為について・・・学部-（41） Academic dishonesty

試験でも剽窃（ひょうせつ）の摘発が増えています。



試験・レポート回収日に欠席した場合・・・学部-（43）
学部窓口に試験欠席届と必要書類を提出する
A oorm needs to be submitted to GIS Oooice

再試験・・・学部-（44） Makeup examination oor promotion and graduation

進級・卒業再試験の制度はありません。
No resit exams oor promotion and graduation in GIS

4 試験・レポート Exams/Assignments



成績・ＧＰＡについて・・・共通-（16）
5 成績 Grades

合格/Pass 不合格

評価 S A+ A A- B+ B B- C+ C C- D E

基準
100-
90点

89-
87点

86-
83点

82-
80点

79-
77点

76-
73点

72-
70点

69-
67点

66-
63点

62-
60点

59-0
点

未
受験

ＧＰ* 4.0 3.3 3.0 2.7 2.3 2.0 1.7 1.3 1.0 0.7 0.0 0.0

D＝不合格 , E＝試験未受験

成績発表は年2回（春学期科目は９月、秋学期科目は３月）学部-（24）
Grade announcements twice/year

* Grade Point

ＧＰＡ：成績を数値化し、客観的にみるための手段。Ｄ・Ｅ評価が多いほど下がる
The more “D(Fail)”s & ”E(Incomplete)”s, the lower GPA



成績・GPAが関係すること

・成績優秀者奨学金、海外留学、就活等に影響。
GPA written on grade report and transcript will aooect 
the scholarship selection, study abroad selection and job hunting…

・早期卒業制度（３年で卒業できる）・・・学部-（25） Early graduation

・成績優秀者の優遇措置 Maximum credits/year 49⇒60

5 成績 Grades



6 その他 Others

学生証・・・共通-（2） Student ID

常時携帯してください。Bring it with you anytime.

裏面シールは毎年貼り替え。
前のシールをはがしてから貼ること。
シールは、保証人宛てに送付する
学費振込書に同封される。

再発行は有料（学生証＋裏面シールの場合 2,000円）。GIS事務室で受付
磁気が弱くなったら、GIS事務室へ。
- In case oo malounction oo magnetic strip, contact GIS Oooice

- Reissuing ID will cost 2000 yen.  Contact GIS Oooice.

Ｓｔｉｃｋｅｒ on the back oo ID must be replaced 

every year

Will be sent with tuition transoer slip 



英語資格試験受験料補助・・・学部-（51） Reimbursement oo English test oee

（１）対象：4月1日～3月10日までに終了した試験（TOEFL, IELTS, TOEIC, 英検）
（２）受付締め切り：3月10日 Apply at GIS Oooice by March 10, 2022

（３）補助金額：受験料全額

予算に限りがあるので早めに申請してください。予算残額が少なくなった時点で掲示します。

申込用紙はGIS事務室で配布しています。

The reimbursement will end once it reaches the upper limit oo our budget.

TOEFL-ITPテスト・・・学部-（50）
来年1月に受験していただきます。（無料、出席必須）
TOEFL-ITP oor GIS students in January 2022

Required oor the 1st year students. Free oo charge!

6 その他 Others



各種届出・証明書 Paperwork & Certioicate

・休学・退学・除籍・復学 Leave, withdrawal, return orom/to university

・学費 Tuition

・住所変更 Change in address →学生センター

・証明書 共通-（29） Certioicates issued at vending machines at Ouchiyama building

PW for the vending machine is your DOB.

証明書自動発行機のパスワードは、ご自身の誕生月日。
例：4月10日生まれ：0410

※メンテナンス期間に注意してください。

GIS

Office

6 その他 Others



緊急時の対応・・・共通-（32）

台風などによる休講措置 Class cancellations due to intense weather

1・2限 6t00までに法政大学のTwitterに掲載
3～5限 10t00までに法政大学のTwitterに掲載
6・7限 15t00までに法政大学のTwitterに掲載

前日までに休講が決定する場合もあります。

6 その他 Others



教科書の購入 Purchasing textbooks

シラバスの【Textbooks】参照
必修英語科目やシラバスで特に指定がある場合を除き、
セレクション結果を待ってから購入してください。
Please reoer to the list oo “textbook” oo the syllabus.

Purchase them aoter you know the selection results.

購入方法
必修英語科目：2021年度春学期入学生向け特設ページを確認してください。

ご自身に必要な科目のみ購入してください。
それ以外は、丸善、紀伊国屋、ジュンク堂などの洋書を扱う書店やAmazonなどから
購入してください。

6 その他 Others



6 その他 Others

GIS資料室（GIS Reoerence Room）/コモンルーム（GIS Common Room）
@Fujimizaka Building 1st oloor

開室時間 月～金 Mon-Fri 9t00-11t30 12t30～17t00*日によって変更あり

スタッフ２名
（ネイティブスタッフ1名含む・勤務日は月、火、木曜日）

留学の相談、Writing Checkやその他アドバイスなどが可能です。
お気軽にご利用ください。



学務部学部事務課GIS担当（GIS事務室/GIS Oooice）
@大内山校舎1階/Ouchiyama building 1st oloor

開室時間
月～金 Mon-Fri 9t00-11t30 12t30-17t00

土 Sat 9t00-12t00 （授業実施期間のみ）

Tel 03-3264-5805

E-mail  gis@hosei.ac.jp

事務室からの連絡は、電話(03-3264-5805)やe-mailとなります。
大学のメールアドレスxxx@stu.hosei.ac.jpをこまめに確認してください。
確認せずに不利益が生じても、GISでは責任を負いません。

6 その他 Others



GIS website

httpt//gis.hosei.ac.jp/（英語）
httpt//www.hosei.ac.jp/gis/ja/（日本語）

GIS Twitter

httpst//twitter.com/hosei_gis

法政大学 website

学年暦、webシラバス、各種申請手続き（在学証明書、休学手続等）など

6 その他 Others



See you in Spring semester !!

Thank you for your attention.


