
日  程

11:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 17:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 17:00～ 10:00～ 11:00～ 12:00～ 13:00～

教　室 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 11:00 12:00 13:00 14:00

B301 北浦 諸上 青木

B201 藤田 稲増

B202 濱中 鈴木智道 増田 津田 樋口

201 宇野 武田 加藤 藤代 橋爪

202 吉村 土橋 小林 菊澤 関口

301 島本 愼 徳安

302 土倉 斎藤

303 鈴木宗徳 越部

304 長沼 堅田 多田 鈴木麻美

305 谷本

306 転編入ガイダンス
（～11：00）

鈴木智之
（401）

別府
（306）

白田
（401）

岡野内
（401）

佐藤成基
（401）

澤柿
（研究実験棟
地学実験室）

堀川
（401）

田嶋
（401）

高
（306）

白鳥
（401）

荒井
（401）

ブラウン
（402）

中筋
（402）

鞠子
（研究実験

棟301）

池田
（402）

【注意】 　　

 

2020年3月9日 社会学部事務課

2020年3月23日 更新

2020年3月27日 更新

２０２０年度   演習１説明会日程表

１．演習1募集教員は別紙「演習1募集ゼミについて」を確認してください。

３ 月３０日 （月） ３月３１日（火） ４ 月 １日 （水）

他

資料配布
（説明会実施なし）

２．演習１説明会は、いくつでも参加することが可能です。しかし、一次選考及び二次選考における希望登録票（Googleフォーム）は、一度しか提出できません。また、提出後の取消・修正・再
送はできません。

3月30日（月）～4月1日（水）に予定されていた演習１

説明会は，新型コロナウイルスの影響により，取りや

めになりました。

各演習の情報及び選考会情報については，3月30日

（月）を目途に社会学部ウェブサイトに掲載しますので，

各自確認してください。



2020年3月27日　　社会学部事務課

1 青木　貞茂 24 関口　浩

2 荒井　容子 25 武田　俊輔

3 池田　寛二 26 田嶋　淳子

4 稲増　龍夫 27 多田　和美

5 宇野　斉 28 谷本　有美子

6 岡野内　正 29 津田　正太郎

7 堅田　香緒里 30 土倉　英志

8 加藤　寛之 31 徳安　彰

9 菊澤　佐江子 32 土橋　臣吾

10 北浦　康嗣 33 中筋　直哉

11 高　美哿 34 長沼　建一郎

12 越部　清美 35 橋爪　絢子

13 小林　直毅 36 濱中　春

14 斎藤　友里子 37 樋口　明彦

15 佐藤　成基 38 藤代　裕之

16 澤柿　教伸 39 藤田　真文

17 島本　美保子 40 ジョナサン ブラウン

18 白田　秀彰 41 別府　三奈子

19 白鳥　浩 42 堀川　三郎

20 愼　蒼宇 43 増田　正人

21 鈴木　智道 44 鞠子　茂

22 鈴木　智之 45 諸上　茂光

23 鈴木　宗徳 46 吉村  真子

※3/27変更：鈴木麻美ゼミについては，演習１募集を行いません。

　演習１を募集する先生は以下のとおりです（演習２・演習３の新規募集は別紙
で確認してください）。
演習の情報や選考会情報は、3月30日を目途に本学ウェブサイトに掲載します
ので各自確認してください。
なお、当初予定されていた演習募集説明会は新型コロナウイルスの影響で取
りやめになりました。

【演習１】　募集ゼミについて

教員名



2020年3月23日青字更新

2020年3月27日橙字更新

２年次生が履修する演習１の募集・選考は、次のとおり行います。

一次募集　

３月３０日（月） 11：00～

３月３１日（火）　

４月　１日（水）　 ～14：00

３月３０日（月）～
「演習１希望登録票」

（Googleフォーム）
Web提出

４月　２日（木）

４月　３日（金）

４月　４日（土）

　二次募集

４月　６日（月） 11:00 二次募集を行う演習１の発表  Web掲示板にて発表する。

Web掲示板は法政ポータルサイトから確認すること。（4月以降アクセス可能）

４月　６日（月） 11：00～
「演習１希望登録票（二次募集用）」

（Googleフォーム）
Web提出

４月７日（火）の10：00まで(締切厳守！)

４月　７日（火）

｜

４月１３日（月）

　三次募集

４月１４日（火）～ 三次募集期間 三次募集は「希望登録票」の提出は原則不要。選考方法等は各演習の指示に従うこと。

受講する演習が決まったら、各自忘れずに履修登録を行うこと。

＜ ２０２０年度　演習１の募集について ＞
社会学部　　       

法政大学情報システムの年度切替に伴い、3月31日（火）～4月2日（木）（※予定）まで「成績通知書」を見ることが
できません。「演習１希望登録票」の作成にあたって必要になりますので、事前に「成績通知書」で自分のGPA・修
得単位数を確認し、控えておいてください。

演習１説明会期間
（一次募集）

※説明会は行いません

新型コロナウイルスの影響により，説明会は取りやめになりまし
た。各演習の情報については，3月30日を目途に，社会学部ウェブ
サイトに資料を掲載するので，各自確認して下さい。
演習１を募集するゼミについては、別紙「【演習１】募集ゼミについ
て」を確認してください。

希望する演習を一つ決め、「演習１希望登録票（一次募集用）」（Google
フォーム）をWebで提出する。(時間厳守)
■1度送信された「希望登録票」は再送・修正・取消できないので注意す
ること。

４月１日（水）の15：00まで(締切厳守！)

一次募集選考期間
「演習１希望登録票」で届け出た演習の選考を受ける。選考方法・選考結
果等は3月30日を目途に社会学部ウェブサイトに資料を掲載するので，各
自確認して下さい。

希望する演習を一つ決め、「演習１希望登録票（二次募集用）」（Google
フォーム）をWebで提出する。(時間厳守)
■1度送信された「希望登録票」は再送・修正・取消できないので注意する
こと。

■「希望登録票（二次募集用）」（Googleフォーム）は各自社会学部ウェブサ
イト及びWeb掲示板にて確認すること。

二次募集選考期間
「演習１希望登録票（二次募集用）」で届け出た演習の選考を受ける。選考
方法・選考結果等は3月30日を目途に社会学部ウェブサイトに資料を掲載
するので，各自確認して下さい。

３年次生から演習２に応募する場合は、別紙「【演習２】新規募集について」及び社会学部ウェブサイトに掲載された資料（3/30掲載予定）を確認し、
各演習の指示に従うこと。

４年次生から演習３に応募する場合は、別紙「【演習３】新規募集について」及び社会学部ウェブサイトに掲載された資料（3/30掲載予定）を確認し、
各演習の指示に従うこと。

学生向け

（4月2日追記）

詳細は未定です。

決まり次第，社会学部ウェブサイト

にてお知らせします。

（4月2日追記）詳細は未定です。決まり次第，社会学部ウェブサイトにてお知らせします。


