
 

 

国際日本学部３年次（2023年度）演習入室 

および試験日程について  

今年度に実施される演習入室試験の合格者のみ、2023 年度に履修できる「演習（３年）

Ａ・Ｂ」及び 2023年度に履修できる「演習（４年）Ａ・Ｂ」に参加することができます。 

演習入室を希望する者は下記の演習ガイダンス及び入室試験の日程を確認し、手続きを行

ってください。 

 

１ 日程 

①  ガイダンス 

11月 9日（水）～ 
* Web 配信 

演習入室試験ガイダンス動画 
演習案内・演習紹介動画 配信 

11月 21日（月）・22日（火）、24日（木） 
* 日時及び詳細は後日案内 
* オンラインまたは対面で実施 

演習個別ガイダンス 
*希望する演習のガイダンスに参加するこ
と。 

②  一次入室試験  
11月 21日（月）12時 00分 ～ 
11月 24日（木）23時 59分 

一次入室試験申込み  
* Oh-o! Meijiで申し込み 

12月 3日（土）10時 00分 ～ 一次入室試験 （★） 

12月 6日（火） 一次入室試験合格発表 

③  ニ次入室試験 （一次入室試験不合格者・未申請者対象） 

12月 13日（火）～12月 15日（木） 
演習個別ガイダンス 
*二次募集を行う演習は一次演習試験結果発
表の際に案内予定 

12月 13日（火）12時 00分 ～ 
12月 15日（木）23時 59分 

二次入室試験申込み  
* Oh-o! Meijiで申し込み 

2023年 1月 21日（土）10時 00分 ～ 二次入室試験 （★） 

1月 24日（火） 二次入室試験合格発表  

④ 三次入室試験 （二次入室試験不合格者・未申請者対象） 

2023年 4月上旬～中旬 
三次入室試試験  

* 詳細は 2023年度 4月に案内 

※ 三次入室試験以降の募集は行わない。 

 

重要 国際日本学部２年生対象 English follows Japanese 



２ 注意事項 

・各行事のオンライン会場・時間等詳細は、後日お知らせしますが、★マークの行事には予

定を入れないようにあらかじめ日程を調整してください。アルバイト、旅行、外部試験

など自己都合による理由は一切認めませんのでご注意ください。 

・２０２３年度募集予定の演習については、後日配信するお知らせを参照して下さい。 

・ 各種お知らせは Oh-o! Meiji より配信します。転送設定を行い、定期的に確認するよう

にしてください。申込忘れに対する救済は一切ありません。 

 

３ アカデミック留学・協定留学・認定留学予定者へ 

・2年次秋学期 /3年次春学期に留学（オンライン留学含む）している場合でも、留学しな

い他の学生と同じ日程および方法で手続きを行う必要がありますので注意してください。

また、試験や申込受付等の時間はすべて「日本時間」を基準に行われます。十分に注意

してください。 

・入室試験は各演習担当教員が個別に実施します。なお、試験については留学しない学生と

同じ日程で実施する予定ですが、時差等による配慮を希望する場合は、E-mail等で演習

担当教員へ各自、依頼をしてください。 

 

2022年 10月 24 日  

中野教務事務室（国際日本学部）  



 

 

Below are the dates for the Guidance and Screening for seminar courses.You can only 

join a seminar (Seminar 3A/3B in 2023 and Seminar 4A/4B in 2024) if you attend and pass 

the screening this academic year. Please make sure to apply in time if you wish to join a 

seminar course. 

 

1. Schedule 

 ①Guidance 

From Wednesday, November 9  
* Check the SGJS website 

Seminar screening guidance video 

Seminar introduction video will be available 

-Monday, November 21 
-Tuesday, November 22 
-Thursday, November 24 
* Each seminar's schedule will be announced on 

Oh-o! Meiji. 

Seminar introduction for each seminar (online) 

*Please attend the orientation of the seminar you 

wish to join. 

② Screening: Period 1 

From 12 pm (noon), Monday, November 21 

to 11:59 pm (night), Thursday, November 24 

Application for screening: Period 1 

*Apply with Oh-o! Meiji 

From 10 am, Saturday, December 3 Screening: Period 1 （★） 

Tuesday, December 6 Announcement of screening results for Period 1 

③ Screening: Period 2（For students who did not pass or did not apply in Period 1） 

From Tuesday, December 13  

to Thursday, December 15 

Seminar introduction by instructors 

*We will announce the list of seminars that will have 

a screening in Period 2 when we announce the 

results for Period 1. 

From 12 pm (noon), Tuesday, December 13  

To 11:59 pm (night), Thursday, December 15 

Application for screening: Period 2 

* Apply with Oh-o! Meiji 

From 10 am, Saturday, January 21, 2023 Screening: Period 2 （★） 

Tuesday, January 24 Announcement of screening results for Period 2  

④Screening: Period 3（For students who did not pass or did not apply in Period 1 

or 2） 

Early-April to mid-April 2023 
Screening: Period 3 

*We will announce details in April 2023 

※ Period 3 is the last chance to attend the screening for AY 2023 seminars. 

 

  

Important For second-year SGJS students 



2. Notes 

・Details, including the URL and time of each event, will be announced later by Oh-o!Meiji. 

Please make sure to adjust your schedule and make sure you can attend the events 

marked "★. " No considerations will be made for personal reasons, including external 

examinations, part-time jobs, or travel. 

· We will announce the list of seminars in AY 2023 at a later date. 

· We will send all notifications by Oh-o! Meiji. Please make settings to transfer messages, 

and check them regularly. We will not accommodate late submissions for any reason. 

 

3. For students who participate in the Study Abroad Program 

· Students who participate in a study abroad program in the Fall Semester of their second 

year or the Spring Semester of their third year must also apply with the same schedule and 

method as other students. 

 The time and date of application and screening are based on Japan Standard Time.  

· Each instructor will conduct the screening individually. The time and dates for the 

screening are generally scheduled for the same schedule as other students who are not 

studying abroad. However, if you wish to have your time zone considered, please directly 

email the instructor. 

 

October 24, 2022 

Nakano Academic Affairs Office 

School of Global Japanese Studies 


