
GIS学部独自の行事スケジュール
【会場（教室）の表記】　G⇒富士見ゲート、S⇒外濠校舎、Y⇒大内山校舎、F⇒富士見坂校舎　

日　程 実施時間 行事名 会　場 対象者 内　容 リンク先 更新日

9：30～12：00
英語能力の測定テスト
（TOEFL ITP）

Ｇ201教室 新入生全員

当日、早見表（名前及び学生証番号の一覧）を配布します。そちらで学生証番号を確認し、受験に臨んでください。
9:30集合、10：00-12：00試験時間

全員受験してください。一部の方※を除き、このテストの結果をもとに必修英語科目のクラス分けを行います。

※自己推薦特別入試（12月入試）を受験し、①TOEFLまたはIELTSスコアを提出した方および②English A: Literature
またはEnglish A: Language and Literature を修得したうえでIB Diplomaを取得した方は、受験時のスコア／IB Diploma
でクラス分けを行います。

3月30日

13：30～14：30 教員によるオリエンテーション Ｇ201教室 新入生全員 GIS学部の教員紹介及びカリキュラムや大学での勉強の在り方等を説明します。

14：30～15：30 在学生によるオリエンテーション Ｇ201教室 新入生全員 ＧＩＳ学部の在学生から、学校生活などについて説明します。

４月１日（木）～ 随時 履修ガイダンス Web受講 新入生全員
大学での学びの基礎情報、履修登録の仕方等を説明します。
ご自宅等でオンデマンドで受講（視聴）してください。キャンパスに来る必要はありません。

こちら
（4を参照）

4月2日

8：30開場
9：20～10：30

入学式 日本武道館 新入生全員 開式時刻が変更となりました（3月5日）。詳細はリンク先をご確認ください。 こちら 3月5日

13：00～16：00
学生証交付
入学時提出書類の回収

Ｇ201教室 新入生全員
学生証を交付します。あわせて入学時提出書類を回収します。
提出書類については、『新入生案内』の「提出書類の種類・提出日程と作成について」を参照してください。

13：30～16：00
GIS学部教員による、個別相談
（予約制）

Ｇ201教室 希望者
GIS学部の教員による個別相談（主に学校生活や学習方法等）を実施します。
希望者は、4月1日にご案内する「新入生アンケート」回答の際にご予約ください。
※履修に関する相談は、GIS事務室にお問い合わせください。

3月19日

４月６日（火）
受付時間

13：00～13：15
健康診断

大内山校舎
4階（受付）

新入生全員
所属学部・クラスにより受診日時を指定して行います。
「学生証」または「氏名と学生証の対照表（学生証番号・クラス早見表）」などが必要です。
持ち物などの詳細は、リンク先を確認してください。

こちら 3月17日

通信販売 希望者
必修英語科目の授業で使用する教科書をオンラインで購入できます。
販売期間：語学クラス発表日～25日（日）
詳細は後日、Hoppiiでご案内します。

3月17日

店舗販売（特
設会場）

希望者

販売期間：語学クラス発表日～28日（水）
販売会場：富士見坂校舎地下１階「富士見坂校舎食堂」
詳細は後日、Hoppiiでご案内します。
上記期間以降は、法政大学生協売店（富士見ゲート地下１階）にて販売します。

3月17日

４月１日（木）

４月３日（土）

語学クラス発表～
４月２８日（水）

随時

必修英語科目　教科書販売

※語学クラス（class 1～8）により必
要な教科書が異なります。語学クラ
スの発表後（発表日は今後案内し
ます）に購入ください。

https://www.hosei.ac.jp/gis/jukensei/freshmen/2021/
https://www.hosei.ac.jp/gis/jukensei/freshmen/2021/
https://www.hosei.ac.jp/info/article-20210304164536/
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/kenko_sodan/kenko/ichigaya_nittei/


学部以外の行事スケジュール
【会場（教室）の表記】　G⇒富士見ゲート、S⇒外濠校舎、Y⇒大内山校舎、F⇒富士見坂校舎　

日　程 実施時間 行事名 会　場 対象者 内　容 リンク先 更新日

４月６日（火） 11：00～12：00 資格ガイダンス Zoom受講 希望者
各資格（司書、司書教諭、社会教育主事・社会教育士、博物館学芸員）を目指す方へ、必要な手続、履修方法を含む
概要を説明します。ご自宅等でZoomで受講してください。来校の必要はありません。

こちら

４月１日（木）～
４月９日（金）

10：00～16：00 新入生サポート

冨士見坂校
舎２階

学習ステー
ション
Zoom

希望者
学習ステーションでは毎年、新入生の不安などを解消するために、先輩学生に相談できる「新入生サポート」を実施し
ています。
対面とオンラインいずれの方法でも相談可能です。ぜひご利用ください。

こちら

４月  ８日（木）
４月１０日（土）
４月１４日（水）

※各回同内容です

4/8・4/14
⇒17：20～18：20

4/10
⇒13：30～14：30

海外留学・国際交流ガイダンス Web受講 希望者

法政大学には、学部で実施されるプログラム以外に、全学部生を対象とした様々な海外留学・国際交流プログラムが
あります。
また、キャンパスで受講できる語学学習プログラムもあり、授業の間に語学力を向上させることもできます。
ガイダンスはオンラインで実施し、卒業後に海外大学院やグローバル企業で活躍する先輩の講演も実施します。
1年生から参加できるものも多数ございますので、ぜひガイダンスにご参加ください。

こちら

４月１日（木）～ 随時 市ヶ谷学生生活課ガイダンス Web受講 新入生全員

市ヶ谷キャンパスの皆さんにより良い学生生活を送ってもらうために、学内のルールやマナー、課外活動のこと、大
学施設や保険
のこと、楽しくてためになる課外教養プログラムや学生センター内のボランティアセンターや各種相談室などお役立ち
情報を説明します。
ご自宅等でオンデマンドで視聴できます。
詳細は、Hoppii「2021年度（市ヶ谷）学生生活課ガイダンス案内」にてご確認ください。

3/22

４月６日（火）

①10：30～11：00
②14：30～15：00

　①②とも
同内容です

【市ヶ谷学生生活課ガイダンス企
画】
―薬物乱用防止税関教室―
　 税関教室

Web受講 新入生全員

薬物乱用の開始の背景には、好奇心、周囲の人からの誘い、断りにくい人間関係、薬物を手に入れやすい環境など
があります。
安全な学生生活を送る為、不正薬物や銃砲等の社会悪物品の密輸取締などを行う税関の職員が、覚せい剤や大麻
などの不正薬物の危険性をお伝えします。
自宅等で、Webex（PC・スマホ）で受講してください。接続の仕方やID等の詳細は、Hoppiiの「【市ヶ谷学生生活課ガイ
ダンス企画】―薬物乱用防止税関教室―」で確認してください。

3/22

４月１０日（土） 14：00～16：00 ボランティア・KYOPRO 説明会 Web受講 希望者

学生センターには、ピアネットの組織の１つである「ボランティアセンター学生スタッフ」と「課外教養プログラム（通称：
KYOPRO）学生スタッフ」が所属しています。
本説明会では、新入生の皆さんに向けて、あまりなじみのない学生スタッフについて、学生スタッフとして活動している
先輩達が「学生スタッフって何をやっているの？」「どんなイベントを企画しているの？」「学生スタッフの魅力は？」な
どの疑問について説明するボランティア・KYOPRO 説明会を実施します。

こちら

４月１日（木）～
４月９日（金）

随時
奨学金申請
（高校等で採用候補者になっている
方）

Web参照 希望者

高校等で日本学生支援機構奨学金の奨学生採用候補者に決定している方：
4/1（木）～4/9（金）消印有効で「大学等奨学生採用候補者決定通知」等を学生センター厚生課に郵送してください。
詳しくは、『新入生案内』の「学生生活について」に記載の「２．国の修学支援新制度（授業料等減免＋給付奨学金）」
および「３．奨学金（給付・貸与）」をご覧ください。

『新入生案内』
学生生活につ
いて

４月１日（木）～
４月１５日（木）

随時
奨学金申請
（大学入学後に新規申請する方）

Web参照 希望者

日本学生支援機構奨学金（国の修学支援新制度を含む）に本学入学後に新規申込する方：
4/1（木）～4/15（木）までに本学ウェブサイトから資料請求をしてください。申請書類をご自宅に郵送します。
詳しくは、『新入生案内』の「学生生活について」に記載の「２．国の修学支援新制度（授業料等減免＋給付奨学金）」
および「３．奨学金（給付・貸与）」をご覧ください。

大学ウェブサ
イト

４月  ９日（金）
４月１２日（月）
４月１３日（火）

※各回同内容です

4/9・4/12
⇒17：20～18：00

4/13
⇒18：45～19：25

キャリアセンターガイダンス Web受講 新入生全員

入学した今だからこそ、大学生活のこと・将来のこと・自分のキャリアについて考えることが大切です。
キャリアセンターガイダンスに参加して、充実した4年間のスタートを切りましょう！
質問コーナーも設ける予定です。皆さんのご参加をお待ちしております。
Web開催（ライブ配信）のため、ご自宅等で受講してください。キャンパスに来る必要はありません。

こちら

①４月１日（木）
②４月５日（月）

※各回同内容です

① 16:30～17:30
② 17:00～18:00

HAPP（会計専門職講座）ガイダン
ス

① S305教室
② G503教室

希望者

簿記の資格を取りたい方や公認会計士などの会計の専門職をめざす方をバックアップするための課外講座『HAPP』
（Hosei Accounting Profession Program：会計専門職講座）について、詳しくお話します。興味のある方はぜひご参加
ください！
※ライブ配信もしますので、ご自宅などからも参加できます。

こちら
（3月中旬ごろ

案内予定）

随時 図書館ガイダンス Web受講 新入生全員 図書館の概要や利用方法など、大学生活での学習・研究に役立つ情報を紹介します。 こちら

3/17
アドレス

更新

https://shikaku.i.hosei.ac.jp/
https://www.hosei.ac.jp/gakuseishien/info/article-20210302134509/
https://www.global.hosei.ac.jp/news/news-2021-26169/
https://www.hosei.ac.jp/volunteer/important/article-20210118132156/
http://exam.52school.com/guide/files/4516/1293/3020/hosei2021_annai_PPL_gakuseiseikatsu.pdf
http://exam.52school.com/guide/files/4516/1293/3020/hosei2021_annai_PPL_gakuseiseikatsu.pdf
http://exam.52school.com/guide/files/4516/1293/3020/hosei2021_annai_PPL_gakuseiseikatsu.pdf
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/shogaku/
https://www.hosei.ac.jp/campuslife/shogaku/
https://www.hosei.ac.jp/careercenter/info/article-20210115101919/
https://www.hosei.ac.jp/careercenter/kaikeijin/
https://www.hosei.ac.jp/careercenter/kaikeijin/
https://www.hosei.ac.jp/careercenter/kaikeijin/
https://www.hosei.ac.jp/library/important/article-20200331141723/

