
総合ガイダンス動画を見た

ガイダンス動画

を今すぐcheck！

Ａ.そもそもゼミってなにを学ぶの？

Ｂ.ゼミ選びを後悔したくない！

Ｃ.「政経ゼミ試」グループって？

Ｄ.ゼミ試のスケジュールが知りたい！

Ｅ.受験申込はどうすればいいの？

備えあれば憂いなし！

入室試験をポイント別におさらい！

Ｆ．1次試験で不合格に…

２０２３年度専門演習入室試験ＭＡＰ
３・４年生の勉強はゼミが中心！

ゼミ選び３つのポイント！

全ての情報は政経ゼミ試にあり 受験申込は政経ゼミ試から！

2次・3次募集に挑戦！ゼミ試は10月から始まっている

ゼミ試ＳＴＡＲＴ

https://commonsi.muc.meiji.jp/em/633cd6be766dd


専門演習（ゼミナール）の種類
・2023年度政治経済学部で開講されるゼミ

は全部で79ゼミ！

→この中から一つ選び専門的な学習をする

・79あるゼミは「政治学関係」「社会学

関係」「経済学関係」「国際文化関係」に

分類される！

・学問領域によって分類はされているが、

学科による縛りはない！

経済学科の学生でも「政治学関係」のゼミ

に入ることももちろんＯＫ！

▶「入室試験ＭＡＰ」に戻る

▶「ゼミでの学びについて」に進む



専門演習（ゼミナール）での学び
・ゼミに入ったら、３・４年生で次の単位を

卒業までに修得する必要がある！

《３年生》 春学期 卒業論文 ２単位

外国書・原典講読Ⅰ ２単位

秋学期 卒業論文 ２単位

外国書・原典講読Ⅰ ２単位

《４年生》 春学期 卒業論文 ２単位

秋学期 卒業論文 ２単位

・ゼミの単位とは別に所属学科の関係科目を

４２単位修得する必要がある！（詳細はこちら）

・ゼミによっては指定された科目の履修や、課外活動

もあるため、３．４年生学びはゼミ中心に！

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「ゼミで学ぶメリットついて」に進む



学科関係科目の修得
・学科関係科目は所属学科によって修得

しなくてはいけない単位が異なる

・１～２年次の必修科目と３～４年次の

選択必修科目、選択科目をあわせて

４２単位の修得が必要となる

・所属学科以外の関係科目を履修修得する

ことは可能だが、所属学科の関係科目

の単位には含まれないから注意すること

カリキュラム表は政治経済学部ＨＰでも公開

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「ゼミでの学びについて」に戻る

https://www.meiji.ac.jp/seikei/student/syllabus.html


専門演習（ゼミナール）のメリット

・ゼミでは学生主体で運用することも多いため、

組織運営の力が身につく！

・３～４年生の学びの中心となるため、大学

での学びの集大成となる！

→就職活動時に「大学時代に学んだこと」

として話している先輩が多い！

・先輩との関わりもあり、大学生活や卒業後の

進路のイメージや相談がしやすい！

・ゼミで同じに入った人とは、卒業後まで

続く付き合いになることも！

▶入室試験ＭＡＰに戻る



専門演習（ゼミナール）の選び方
・ポイント① 受験者数の格差に注意しよう

毎年ゼミによって受験者数に大きな差が

生まれます。「受験人数が多い＝自分に

とっていいゼミ」ではないので注意！

・ポイント② ミスマッチに注意しよう

３年生以降にせっかく合格したゼミを辞め

てしまう学生がいます。一度ゼミを辞めると

再びゼミに入ることができないので注意！

・ポイント③ 妥協・同調・見栄で選ばない

ゼミに入るのはあなた自身！友達がいるか

ら、人気だから、第一志望が難しそうだか

らの理由で本当に入りたいゼミを見失わない

ようにしましょう！▶入室試験ＭＡＰに戻る



政経ゼミ試グループ

・個別ガイダンス、身上書の公開、受験申込、

試験の時間割や場所等、ゼミ試必要な情報の

全てがOh-o!Meijiの「政経ゼミ試」グループに

公開されます！

・ゼミ試が終了するまでは定期的にグループを

確認することはもちろん、Oh-o!Meijiからのお知

らせがメールでくるように転送設定も忘れずに

・政経ゼミ試グループの確認方法と

転送設定の方法はこちらから

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「受験ゼミへの申込」に進む



政経ゼミ試の確認と転送設定
①「政経ゼミ試グループ」の確認

Oh-o!Meijiにログイン

②「転送設定」の設定方法

グループ一覧から

「政経ゼミ試」をクリック グループ内のトピックが

確認できればＯＫ

個人設定タブをクリック②へ

転送先メールアドレスに

よく使うアドレスを入力▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「政経ゼミ試グループ」に戻る
登録したアドレスに

確認用メールが送信されます



受験ゼミへの申込み～その①～

①Oh-o!Meijiシステムにログインする

②上部グループタブをクリック

③「政経ゼミ試」グループをクリック

④アンケート欄にある「【テスト】

２０２３年度専門演習入室希望ゼミ

について」をクリック

まずは10月6日～8日の間で回答できる

テストアンケートで申込方法を覚えよう！

④

②

▶次に進む

▶入室試験ＭＡＰに戻る

※ＰＣ環境推奨



受験ゼミへの申込み～その②～

⑤希望ゼミを選択肢の中から一つ選ばう！
※ゼミの受験を希望しない場合は、

一番下にある「ゼミ試を受験しない

/受験取消」を選択しよう

⑤

▶次に進む

▶入室試験ＭＡＰに戻る

まずは10月6日～8日の間で回答できる

テストアンケートで申込方法を覚えよう！

※ＰＣ環境推奨



受験ゼミへの申込み～その③～

▶次に進む⑥

⑥「確認画面に進む」をクリック

▶入室試験ＭＡＰに戻る

まずは10月6日～8日の間で回答できる

テストアンケートで申込方法を覚えよう！

※ＰＣ環境推奨



受験ゼミへの申込み～その④～

⑧「回答する」をクリックして申込完了！

▶受験ゼミへの申込～その①～に戻る

⑧

⑦表示されている内容が正しいかを確認
⑦

テストアンケートの回答期限は

10月8日23：59まで！

▶入室試験ＭＡＰに戻る

まずは10月6日～8日の間で回答できる

テストアンケートで申込方法を覚えよう！

※ＰＣ環境推奨



専門演習入室試験のスケジュール
・入室試験期間中の主なスケジュールその①

①個別ガイダンス 10月13日～19日 昼休み

ゼミ毎による個別説明会です。ゼミの中には

個別ガイダンスのみで配付する資料やこの時

しか聞けない説明もあるので、入室を

希望するゼミのガイダンスは必ず参加して

ください！

ゼミによって実施日・実施方法・実施教室

が異なります！後日政経ゼミ試グループで

公開される実施一覧表を確認してください。

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「スケジュールその②」に進む



専門演習入室試験のスケジュール

②オープンゼミナール 10月20日～26日

各ゼミの授業の様子をオンラインで参加し

見学できる期間です。通常授業と同じ時間で

実施となるので、履修している授業を欠席して

参加する場合は注意してください。（公欠には

なりません。）

実施するゼミ・時間割は後日政経ゼミ試グル

ープでお知らせするので確認してください。

・入室試験期間中の主なスケジュールその②

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「スケジュールその③」に進む 【参考】オープンゼミ参加時の注意事項



オープンゼミ参加時の注意事項

オープンゼミ（オンライン）参加時の注意点

個別ガイダンス・オープンゼミナールは，「リアルタイム配信（Zoom）」に参加する形で実施します。

参加する際は以下の注意点を守り，教員・ゼミ生・他の参加者に配慮するようにしましょう。

※表示される名前は，Zoomアカウントの設定から変更できます。

※発言等の必要がない時はマイクをミュートするようにしましょう。

※ビデオをオンにすることは強制ではないため，

オンにしても問題がない場合のみ，ビデオをオンにして各行事に参加しましょう。

▶「スケジュールその②」に進む

▶入室試験ＭＡＰに戻る



専門演習入室試験のスケジュール

③ゼミナール発表会 10月23日

参加ゼミが日々の研究成果を発表する場です。

駿河台キャンパスで実施され、参加は無料！

政経ゼミ試グループで実施ゼミ・タイムテー

ブルを公開するので興味のあるゼミの発表会は

積極的に参加をしましょう！

・入室試験期間中の主なスケジュールその③

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「スケジュールその④」に進む



専門演習入室試験のスケジュール

④受験申込 11月7日～11月9日16：00

政経ゼミ試グループに設置されたアンケート

から入室を希望するゼミを1つ申込む期間。

いかなる理由があっても期限後の申込みは認め

られないでの注意すること！申込期間終了

後に「受験申込確認表」と「申込状況一覧表」

を公開するので確認してください。

申込み方法は10月6日～8日で一度練習できる

ので予め操作になれておきましょう！

・入室試験期間中の主なスケジュールその④

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「スケジュールその⑤」に進む

【参考】受験ゼミ申込方法（こちら）



専門演習入室試験のスケジュール

⑤受験ゼミ変更申込 11月14日9：00～16：00

登録ミス・志望ゼミの変更を政経ゼミ試グル

ープにて受付けます。こちらもいかなる理由が

あっても期限後の申込みは認められないので、

注意をしてください。

変更申込日後に「受験申込確認表」と「申込

状況一覧表」を公開するので確認してください。

※受験申込を行っていない場合は、変更申込を

行うことはできません。

・入室試験期間中の主なスケジュールその⑤

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「スケジュールその⑥」に進む



専門演習入室試験のスケジュール

⑥入室試験（1次） 11月19日（土）終日

試験の実施方法はゼミによって異なります。

詳細は後日政経ゼミ試グループで公開します。

終日試験を実施するゼミもあるため、試験日

は終日予定を空けておいてください。

※11月19日は通常授業実施日です。試験時間と

授業が重複する場合ゼミ担当教員に予め相談

するようにしてください。

・入室試験期間中の主なスケジュールその⑦

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「スケジュールその⑦」に進む



専門演習入室試験のスケジュール

⑦合格発表 11月19日・11月21日

合格発表は学生番号のみを記載さいた合格者

名簿を政経ゼミ試グループにて公開します。

ゼミによって発表日が異なるので、ゼミ試後

はグループをよく確認するようにしてください。

・入室試験期間中の主なスケジュールその①

▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「２次募集試験」に進む

1次試験で入室ゼミが決定しなくても、

まだゼミ入るチャンスはあります！

「２次・３次募集試験」についても

確認しておこう！



専門演習２次募集試験
・1次募集試験終了後から２次募集が開始します。

受験資格があるのは、11月19日の不合格者、

未受験者に限ります！実施ゼミについては、1次

試験終了後順次公開をします！

・２次（３次）募集を実施するゼミのガイダンスは

11月28日～12月2日の昼休みに実施します。

・２次募集の希望ゼミ申込は、12月1日（木）

9：00～2日（金）15：00の期間で、政経ゼミ

試グループ内アンケートで受付けます！

※１つのゼミのみ申込可能

・２次試験は、12月5日～7日いずれかで実施！

ゼミによって日時・方法が異なるので、

注意してください。▶入室試験ＭＡＰに戻る

▶「３次募集試験」に進む



専門演習３次募集試験
・２次募集試験終了後から３次募集が開始します。

受験資格があるのは、１次試験または２次試験で

入室ゼミが決まっていない学生のみです！

・３次募集を実施するゼミのガイダンスは

11月28日～12月2日の昼休みに実施します。

・３次募集では１、２次のような受験申込みはなく

試験日当日に指定された会場で受験をします。

そのため、複数ゼミを受験することが可能です！

・２次試験は、12月12日～16日いずれかで実施！

ゼミによって日時・方法が異なるので、

注意してください。

▶入室試験ＭＡＰに戻る


