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更新履歴 

9 月 7 日    ページ公開 

9 月 17 日 ページ更新（Timetable） 

9 月 20 日 ページ更新（Seminar への応募について, 数理・データサイエンス・AI プログラム） 

9 月 27 日 ページ更新（スケジュール） 

11 月 5 日 ページ更新（Timetable） 

スケジュール 【Important】9 月 27 日更新 

1. Refer to the Academic Calendar for GIS courses to see which weeks classes are due to be held online 

and which should be held on campus.  

2. The first week of class will be held online. Class materials will be posted on Hoppii starting Monday 

September 13. Check them early and regularly so that you don’t miss any important information for the 

selection.  

 

 Academic Calendar for GIS courses  

 

履修の手引き、シラバス 

 GIS Handbook 

 Office Hours 

 Web syllabus 

日付 内容 

By September 16  
仮登録 

Learning Management System Students Guidebook 

From September 17 授業開始 

September 28 - 30 

 履修登録期間（本登録） 

・Course Registration for the Fall Semester (English) 

 ・履修登録について（日本語） 

  

・０単位申請希望または進級・卒業所要単位に満たないエラーが出た場合の連

絡フォーム 

October 6-7  履修変更期間 

https://www.hosei.ac.jp/application/files/9516/3100/3458/2021_Academic_Calendar_Fall_20210903.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/9516/3100/3458/2021_Academic_Calendar_Fall_20210903.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/9516/3100/3458/2021_Academic_Calendar_Fall_20210903.pdf
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo5NjE0NywiY2F0ZWdvcnlOdW0iOjY4MTd9&pNo=1
https://www.hosei.ac.jp/application/shibboleth_general/9716/1639/1044/Officehours.pdf
https://syllabus.hosei.ac.jp/
https://hosei-kyoiku.jp/wp-content/uploads/2020/09/02_Students-Guidebook.pdf
http://manage.hosei.ac.jp/download_file/view/31890/54111
http://manage.hosei.ac.jp/download_file/view/31888/54111
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2012~2019 年度年度入学者向け追加資料 

 Table of Courses (for students who entered in 2016-2019)  

※2012~2015 年度入学者は、上記の表から科目の読み替えが必要です。履修の手引きの学部-(30)ペー

ジ以降を確認してください。 

Timetable / 時間割 ＜11 月 5 日更新＞ 

 Timetable 

 

Hosei University will use the classrooms in the Fujimizaka building as a vaccination center. While these 

classrooms are temporarily unavailable, our classes that have been affected by this will be held in a 

substitute classroom from Monday September 27 to Saturday October 2 (i.e. the week in which GIS 

classes will be held on campus). 

The list of substitute classes will be posted on above, but do check with your instructor before class as 

this information might change. Sometimes it will be necessary for instructors to change buildings 

between consecutive classes. We ask for your understanding that due to this they may arrive late. 

Please also familiarise yourself with the location of these substitute classrooms as they may be in 

buildings unfamiliar to you. 

 

 

GIS Application for Online Attendance /オンライン授業申請書 

Students who wish to attend online during the Fall semester due to health issues or immigration 

restrictions may request to do so by using the university form (you will see the link posted on the front 

page of Hoppii). 

 

If you have other important personal issues that are not related to underlying diseases or immigration, 

you may use the GIS online attendance application form. Following the same process as the Spring 

semester, you should apply online, stating clearly your reasons for wishing to do so. Even if you got 

permission in spring you will need to reapply for the new semester. Such requests should be made 

through the official form and not via individual instructors. 

 GIS Application for Online Attendance 

 

 

Seminar への応募について(2022 年春学期から履修）<9 月 20 日更新> 

https://www.hosei.ac.jp/application/files/1716/1665/5316/TableofCourses_2016-19.pdf
https://www.hosei.ac.jp/gis/zaigakusei/information/timetable2021
https://forms.gle/R1DrRhETMvFuMuuV6
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春学期入学者は 3 年次、秋学期入学者は 2 年次の春学期から Seminar を履修することができます。 

2022 年度春学期から履修を希望する方は以下をよく読み、応募してください。 

 Applying for Seminars 

 

必修英語科目  

2020 年秋学期入学者の所属クラスについて 

必修英語科目のクラス（１〜８）は 2 年次に進級しても変わりません。どの科目をどのセメスターで履

修する必要があるか、『履修の手引き』 で確認してください。. 

再履修について 

対象者には、4 月 2 日にクラス指定を郵送しました。必ず確認し、記載のクラスの授業に出席してくだ

さい。 

教科書について 

Reading Skills II: As specified by the instructor. 

Academic Writing Skills II: No textbook will be used. 

※2 科目とも、購入する必要のある教科書はございません。 

卒業所要単位について 

卒業所要単位は、入学年度や必修科目のクラスによって異なります。必ず履修の手引きで確認してくだ

さい。  

2020 年度以降入学者：学部-(8) ページ 

2016 年度~2019 年度入学者：学部-(19)ページ 

 GIS Handbook 

 

 

他学部主催科目（他学部公開、グローバル・オープン、ESOP）につい
て 

(1) レベルについて 

 

2020 年度以降入学者 

履修の手引き 学部-(8)を参照ください。 

GIS Handbook 

https://www.hosei.ac.jp/gis/togopage/applying-seminars2022/
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo5NjE0NywiY2F0ZWdvcnlOdW0iOjY4MTd9&pNo=1
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo5NjE0NywiY2F0ZWdvcnlOdW0iOjY4MTd9&pNo=1
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 他学部公開科目：履修対象年次は、Timetable より他学部公開科目一覧の「履修可能年次」を参照して

ください。 

修得した単位はどの科目も一律 200-level でカウントされます。ESOP 科目と合わせて 10 単位まで履修

可能です。 

 グローバル・オープン科目：履修対象年次は、グローバル・オープン科目時間割の「配当年次/Year」

を参照してください。 

修得した単位はどの科目も一律で 100-level Introductory Courses でカウントされます。 

 ESOP 科目（GIS の時間割に載っておらず、履修前に申請が必要な科目）： 

修得した単位はどの科目も一律で 200-level でカウントされます。他学部公開科目と合わせて 10 単位ま

で履修可能です。 

※ここでいう ESOP 科目は、cross-listed 科目ではありません。cross-listed 科目は、GIS の科目として

学部-(9)ページ記載のとおりのレベルとなります。 

2016-19 年度入学者 

履修の手引き 学部-(19)を参照ください。 

GIS Handbook 

 他学部公開科目：履修対象年次は、Timetable より他学部公開科目一覧の「履修可能年次」を参照して

ください。 

修得した単位はどの科目も一律 200-level でカウントされます。グローバル・オープン科目 200 レベ

ル、ESOP 科目と合わせて 10 単位まで履修可能です。 

 グローバル・オープン科目：履修対象年次は、グローバル・オープン科目時間割の「配当年次/Year」

を参照してください。 

「配当年次/Year」により修得した単位のレベルが異なります。 

1~：100-level General Study Courses 

2~：200-level 

3~：300-level 

 ESOP 科目（GIS の時間割に載っておらず、履修前に申請が必要な科目）： 

修得した単位はどの科目も一律で 200-level でカウントされます。グローバル・オープン科目 200 レベ

ル、他学部公開科目と合わせて 10 単位まで履修可能です。 

※ここでいう ESOP 科目は、cross-listed 科目ではありません。cross-listed 科目は、GIS の科目として

学部-(20)ページ記載のとおりのレベルとなります。 

(2) 他学部公開科目の履修について 

春学期に既にお知らせしておりましたが、秋学期に ILAC 主催の他学部公開科目を履修したい場合、秋

学期科目であっても、春学期の初回授業にて選抜のあった可能性があります。（2021 年度 GIS 履修の

手引き 共通-(19)参照。） 

必ず春学期の初回授業までに仮登録いただき、必要な情報を確認してください。 

教職科目について 

GIS では、2020 年度入学者まで中学・高校の教員免許状（英語）が取得できますが、2021 年度入学者

より、教員免許の課程を廃止いたしました。そのため、卒業後に科目等履修生として GIS の科目を履修

https://www.hosei.ac.jp/gis/zaigakusei/information/timetable2021/
https://hosei-hondana.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo5NjE0NywiY2F0ZWdvcnlOdW0iOjY4MTd9&pNo=1
https://www.hosei.ac.jp/gis/zaigakusei/information/timetable2021/
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しても、教員免許が取得できなくなります。教員免許取得を希望する方（2020 年度までの入学者に限

る）は、必ず卒業までに、教職で必要な単位を取得してください。 

なお、留学等で 4 年以上在籍する場合は、在学中に必要な科目を全て修得すれば、卒業と同時に教員免

許状を取得することができます。 

French, Spanish, Chinese の履修について 

 Please avoid to taking a language class for languages which you are a native speaker of.  

 C, D は A, B を履修した方（またはその言語を修得した者）対象の授業です。それぞれ独立した科目

のため、1 科目ずつ履修できます。複数開講していることがありますが、全てを履修するのではなく、

いずれか１つを選んで履修します。 

 AI, BI を履修していない場合、AII, BII からの履修はできません。春学期に AI, BI から履修してくださ

い。 

 

成績優秀者の履修上限緩和 

前年度までの累積 GPA3.5 以上の方は、年間 60 単位までの履修を認めます。希望する方は、問い合わ

せフォームでご連絡ください。 

 

Physical Education の単位認定について 

2018 年度より、GIS に所属している体育会部員は、授業の受講に代えて体育会活動を行うことで、体

育科目の単位を修得できることになりました。 

以下を参照し、登録時期に手続きをしてください。 

条件 

1. 当該年度に入部し、かつ原則として、「体育会出席簿」記録期間末（当該年度 1 月中旬）まで在部し活

動した者。 

2. 「体育会出席簿」に活動参加が記録されている者。 

3. 各部の部長により、採点名簿にＳ〜Ｃ-評価がされた者。 

4. 上記の他、本学在籍等、単位修得の一般的要件を充たしている者。 

登録手続きについて 

秋学期の履修登録期間内に、本人が「体育会活動による単位修得申請書」を 提出し、手続きを行う。  

 体育会活動による単位修得申請書 (google フォーム） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ziSYI7q4szhctlvug_3I0WIFvkCcWyvygjSArrPW3Y3AGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ziSYI7q4szhctlvug_3I0WIFvkCcWyvygjSArrPW3Y3AGQ/viewform
https://forms.gle/twQaFPqaWxcopfov9
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修得できる単位について 

体育会活動で修得できる単位は、1 年間の体育活動で 1 科目 2 単位（Physical Education として修得）

です。単位は秋学期の修得単位数としてカウントされます。 

注意 

1. 単位修得をした場合、Physical Education の授業は履修できません。授業に参加したい場合は、通常通

り履修登録をしてください。 

2. おひとりにつき 1 回のみ単位認定されます。 

3. 年度途中で退部した場合は単位修得ができません。 

4. 単位修得された場合も、成績は S~C-となりますので、GPA の対象です。 

5. 第二体育会は対象となりません。 

 

セレクション 【Important】<Frequently updated> 

 GIS Selection 2021 Fall 

セレクションの結果、2 週目から別の授業に参加し始める場合は、必ず授業担当教員へ連絡をしてくだ

さい。 

 

9 月入学者の 3 月卒業・早期卒業について 

2022 年度 3 月卒業 
本学では、4 カ年以上在学し、卒業所要単位を修得した場合には、3 月卒業が可能です。 

9 月入学者の方で、3 月卒業を希望する場合は、下記を参照して指定期日までに申請してください。 

なお、通常進級した新 4 年生は、3 月末までの在学期間は 3.5 年ですので、3 月卒業はできません。 

申請方法 

2021 年度秋学期の履修登録完了後に、「3 月卒業申請書」を入手し、必要事項を記入のうえ所属の学部

窓口に提出、または所属学部担当へ郵送してください。 

 3 月卒業申請書 

申請期限 

2021 年 10 月 8 日（金）17 時まで。郵送の場合は 10 月 8 日必着 

注意事項 

hosei-keiji.jp/gis/class/selection-2021f/
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3316/3091/8281/Application_for_Graduation_in_March.pdf
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1.申請期限後の 3 月卒業申請書の提出は認めません。 

2.いったん受理された申請書の取り消しは認めません。 

3.申請書を提出しなかった者は、3 月卒業はできません。 

4.判定の結果 3 月卒業となった者が、卒業取り消しを申し出ることはできません。 

※不明な点は、所属学部窓口にお尋ねください。 

早期卒業 
2022 年 9 月の早期卒業を希望される方は、別途 Hoppii のお知らせをご確認のうえ申請をしてくださ

い。 

１．対象学年 

 秋学期入学の現 2 年生 

２．申請書の提出締め切り 

2021 年 9 月 17 日（金） 

 

サティフィケートプログラムについて 

詳細は以下をご確認ください。（案内は日本語です） 

 サティフィケートプログラムについて 

 

法政大学数理・データサイエンス・AI プログラム <9 月 20 日更新> 

2021 年度秋学期より、リテラシーレベルの２科目（データサイエンス入門 A・B）を新規開講します。

受講希望者は以下をご確認ください。100-level General Study Courses の単位となります。 

 法政大学数理・データサイエンス・AI プログラム (MDAP)  

 

問い合わせフォーム 

 Contact form 

https://www.hosei.ac.jp/kyoiku/tayosei/sogo/certificate_program/
https://www.hosei.ac.jp/kyoiku/tayosei/sogo/h-mdap/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ziSYI7q4szhctlvug_3I0WIFvkCcWyvygjSArrPW3Y3AGQ/viewform

