
２０１９年度 ３年生ガイダンス説明資料 

１．配布物確認 

 ＜クラス別ガイダンス＞ 学生証有効期間・通学区間証明シール 

 ＜学年別ガイダンス＞ 説明資料／商学部シラバス1／時間割表（対象入学年度に注意！）／事前抽選ＷＥＢ履修スケジュールについて／ＧＰＳアカデミック  

該当者のみ配布（ガイダンス終了後）： 和泉時間割表／初習外国語（1年次配当）再履修科目のＷＥＢ履修事前抽選スケジュールについて 

２．成績通知表について 

 ①各自Oh-o!Meijiシステムから確認すること。成績通知表には１年次からの成績が累積表示されている。今一度よく確認しておくこと。 

 ②成績証明書などの各種証明書は，４月６日（土）から証明書自動発行機にて取得できる。 

 

３．履修登録について 

①ＷＥＢ履修本登録期間  ※ＷＥＢ履修登録要領は，商学部シラバス1（P.３７～P.４９）を参照のこと 

  ４月１６日（火） １３：００ ～ ４月１８日（木） ９：００  

※４月１７日（水）９：００～１１：００はメンテナンスの為登録不可 

  ※履修登録は原則として４月の年１回のみです。秋学期分も忘れずに登録すること。 

  ※ＷＥＢ履修での登録後は，必ず「履修登録確認」画面で，春・秋学期の両方ともに希望している科目が登録されているかを各自で確認すること。 

  ※他学部設置科目の履修登録もＷＥＢ履修本登録期間に自身で履修登録すること。 

 ②個人別時間割表の公開（Oh-o! Meijiからアクセス） 

  ４月２３日（火） １１：００からの公開を予定している。 

このとき必ず，申請した科目が正しく登録されているかを個人別時間割表で必ず確認すること。 

個人別時間割表に記載の無い科目は登録されていない（単位修得できない）。 

③履修登録エラー対象者の履修修正期間（商学部事務室の窓口にて修正） 

  ４月２３日（火）１１：００ ～ ４月２６日（金）１８：００ の窓口事務取扱時間内 

  ※履修修正は，履修登録にエラーが生じている場合のみを対象とする。従って，自己都合での修正は認めないので，履修登録期間内に間違いのないよ

う履修登録をすること（ＷＥＢ履修での「履修登録確認」画面で必ず各自確認すること）。 

   ※修正後の個人別時間割表の公開日時は，商学部事務室窓口にて確認すること。 

 ④秋学期履修制度 

  ・春学期の成績評価開示後，秋学期科目の学習計画を変更したい者に限り，所定の手続期間内において，秋学期の履修登録科目を変更することができ

る（履修制限単位数の中での新規追加を含む）。ただし，履修の変更及び取消（履修削除）をすることができない科目もあるので，７月頃に公開さ

れる秋学期履修制度の詳細を必ず確認すること。 

  ・あくまで秋学期履修制度は補助的な位置付けであるので，必ず秋学期開講科目も春学期の履修登録期間において登録すること。 

 

４．履修上の注意事項 

履修に関する相談については，この説明資料やシラバス１を参照し，自身の成績通知表や配布された今年度の時間割表もよく確認の上，４月５日（金）

以降，商学部事務室へ来ること。なお，講義概要については，Oh-o! Meijiからの閲覧となるので注意すること。 

①科目配当について（入学年度によって科目名等が異なるので注意） 

・科目名及び担当者一覧はシラバス１（P. ５３～）を確認すること，2016年度以前入学者は科目対象表（P. ６８～）も参照すること。不明な点が

ある場合は事務室窓口に相談に来ること。 

  ・Ａ・Ｂ科目は両方の履修，単独の履修のいずれにも対応するが，Ⅰ・Ⅱ科目は必ず両方を履修すること。 

  ・授業が週２回実施され，半期（春学期または秋学期）で完結する科目（４単位）が存在する。必ず両方とも出席し，試験も受験すること。 

    例）流通史・広告論・消費者行動論など 

  ・クラス指定されている科目は，指定されているクラスの曜日時限の通りに履修すること。（国際マーケティング論ＡＢ・金融論ＡＢ） 

 ②卒業要件について 

  2017～2013年度入学者 ： シラバス1（P. ３２～P. ３３） ※４年次には卒業要件科目から１２単位以上の修得が必要である。 

 ③卒業見込単位数について 

  ３年次修了時点において卒業要件科目から９２単位以上の修得が必要である。要件を満たした場合は4年次に卒業見込証明書を発行することができる。 

 ④履修制限について 

2013年度以降入学者 ：春学期２４単位・秋学期２４単位（再履修科目も履修制限単位数に含む） 

  ※学部間共通外国語科目・卒業要件に含む８単位を除く資格課程関係科目等は履修制限単位数に含まれない。 

 ⑤時間割表について 

  必ず自身の入学年度と同じものを使うこと。科目によってはクラス指定されているものがあるので，履修登録の際はよく確認すること。 

⑥情報関係科目・学部間共通外国語科目・資格課程関係科目について 

  各シラバスを熟読し，履修希望の場合はそれに従って手続きすること。なお，商学部設置科目と登録方法・期間が異なるので，特に注意すること。 

  ※資格課程関係科目の共通講座科目時間割表は，商学部事務室にて配布する。 

 

 

 

⑦他キャンパス開講科目の履修について 

  同日に他キャンパスの科目を履修する場合は，２時限と３時限の連続以外は１コマ以上空けること。 

   例）   ○ ２限（駿河台）→３限（和泉）  × ３限（和泉）→４限（駿河台）  ○ ３限（駿河台）→５限（和泉） 

 ⑧他学部開講科目の履修について 

  ・３年次の他学部履修制限単位数は４単位である。 

  ・他学部設置科目の履修登録もＷＥＢ履修本登録期間に自身で履修登録すること。 

  ・他キャンパスの他学部科目を希望する場合は，他キャンパスの科目設置学部事務室で履修可否等を確認すること。 

 ⑨外国語科目・基礎演習・文章表現の再履修について 

  外国語科目について，３・４年生での再履修の場合は，学部間共通外国語科目による振替えは不可。 

  英語（１年次・２年次） ： １年次の科目，２年次の科目とも，駿河台開講科目の再履修クラスを履修すること 

  初習外国語（１年次） ： 和泉開講科目の再履修クラスを履修すること（ロシア語・日本語の再履修については別途事務室からOh-o! Meijiにて連絡する） 

  初習外国語（２年次） ： 駿河台開講科目の再履修クラスを履修すること（ロシア語・日本語の再履修については別途事務室からOh-o! Meijiにて連絡する） 

  基礎演習・文章表現 ： 和泉開講科目の再履修クラスを履修すること 

 ※初級ドイツ語・初級フランス語・初級中国語・初級スペイン語（それぞれ１年次配当）と基礎演習・文章表現の再履修について 

  再履修するには，ＷＥＢ履修での事前抽選で登録をすること。詳細は別紙「再履修科目のＷＥＢ履修事前抽選スケジュールについて」を参照のこと。 

 ※韓国語（２年次配当）は再履修クラスが駿河台で半期１コマ開講される。半期２コマの再履修が必要な場合，２コマ目は和泉開講科目のクラスを履修 

すること。なお，韓国語（１年次配当）の再履修の場合は，和泉開講科目のクラスを履修すること。韓国語に限り，１年次配当および２年次配当のど

ちらの科目もＷＥＢ履修本登録期間で履修をすること。 

 ※今年度初めて初習外国語（２年次配当）を履修する場合は，上述どおりに駿河台開講の再履修クラスを履修すること。これらの場合は新規履修である。 

 ⑩全学共通総合講座の履修について 

  ・総合講座を履修希望する者は「全学共通総合講座シラバス」を必ず確認すること。 

・駿河台において，総合講座Ｃと総合講座Ｄをそれぞれ１科目まで履修・修得できる。いずれも重複しての履修は認められない。 

・和泉・中野において，未修得であれば，総合講座Ａと総合講座Ｂを履修できる。履修登録方法がＣ・Ｄと異なるため，特に「全学共通総合講座シラ

バス」を確認すること。 

【履修できる講座の制限等】 

・『図書館活用法』は駿河台開講科目の履修に限る。他キャンパスでの履修は認められない。 

※このほかにも制限されている場合があるので，必ず「全学共通総合講座シラバス」で確認すること。 

⑪演習科目および外国専門書講読（必修科目）と所属コースについて 

  ・総合学際演習，商学専門演習は春学期に春・秋学期の通年の登録を必ず行うこと。 

  ・外国専門書講読の履修登録は事前に登録がされている。 

  ・外国専門書講読は春・秋学期とも２／３以上の出席が無い場合，評価の対象とならない。 

これらの科目は，ＷＥＢ履修登録システム内の「履修登録確認画面」（シラバス 1 （P.46～P.47 参照）にて通年で反映されているか必ず確認するこ

と。原則として春・秋学期通年で履修して成績評価がなされる（休学および協定校留学の場合は除く）。 

・所属コースはOh-o! Meijiシステムからダウンロードした成績通知表にて明示されている。自身の登録したコースをよく確認すること。 

 

参考 ： 2019年度開講の外国専門書講読 

コース 成績通知表等でのコース標記 部門 曜日 時限 担当者 コース 成績通知表等でのコース標記 部門 曜日 時限 担当者

月曜 2限 水野勝之 月曜 2限 周思思

木曜 2限 海老名剛 2限 周思思

斉藤保昭 2限 萩原統宏

庄司真人 保険 木曜 1限 浅井義裕

坪井明彦 月曜 1限 佐々木優

野木村忠度 1限 山中達也

斉藤保昭 山中達也

猿渡敏公 山本雄一郎

庄司真人 月曜 1限 鈴村美代子

坪井明彦 木曜 2限 西剛広

仁平京子 松原有里

余漢燮 湯澤晃明

斉藤保昭 吉沢壮二朗

佐藤敏久 月曜 2限 吉沢壮二朗

首藤禎史 木曜 1限 渡邉智

首藤禎史 クリエイティブ・ビジネス C・B ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ 月曜 2限 村山賢哉

劉亜氷 留学生 各コースの表記 日本語による外書講読 月曜 1限 余漢燮

恩田睦 藤井陽一朗

町田一兵 余漢燮

木曜 1限 藤井秀登 木 2限 渡邉智

月曜 1限

2限月曜

1限木曜

2限木曜

1限月曜

経営・情報Mngマネジメント

会計Actアカウンティング

アプライド・エコノミクス A・E 経済

流通・マーケティング

交通

Mｋｔマーケティング

ファイナンス&
インシュアライアンス

F&I
金融・証券

木曜

木曜

外国専門書講読（基礎英語履修者）

1限木外国専門書講読（スポーツ特別入試）

グローバル・ビジネス G・B 貿易

2限

月曜 1限
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５．抽選科目について 

 ①「マーケティング企画Ａ・Ｂ」の履修について 

   教室定員の関係上，以下の期間にて事前ＷＥＢ履修申込みとなる。原則としてＡ・Ｂを通年且つ同一コマで履修することが条件となる。 

  申込日時：４月４日（木）１３：００～４月６日（土）９：００   ※ＷＥＢ履修本登録期間と異なるので注意すること 

  申込方法：ＷＥＢ履修事前抽選 

  抽選結果：４月６日（土）１７：００～（予定）  ＷＥＢ履修確認画面上で発表 

  ※受講希望者が定員を超えた場合は抽選となる。定員に満たないコマがある場合，２次申込みを先着順で実施する。申込み場所は，リバティタワー４

階の商学部事務室にて実施する。日時等の詳細は別紙を参照すること（商学部ＨＰにも掲載している）。 

   ※履修許可者は事前登録がされる。なお，履修登録が認められた後に，履修取消しおよび曜日・時限の変更はできないので注意すること。 

※ＰＣを使用する授業であるため，「MIND利用講習会」を未受講の場合は，必ず１２号館７階のメディア支援事務室による講習会に参加すること。 

②「経済予測入門」（春学期集中講義）の履修について 

教室定員の関係上，以下の期間にて事前ＷＥＢ履修申込みとなる。 

申込日時：４月４日（木）１３：００～４月６日（土）９：００    ※ＷＥＢ履修本登録期間と異なるので注意すること 

  申込方法：ＷＥＢ履修事前抽選 

  抽選結果：４月６日（土）１７：００～（予定）  ＷＥＢ履修確認画面上で発表 

 ※受講希望者が定員を超えた場合は抽選となる。 

※定員に満たなかった場合，４月８日（月）以降にOh-o! Meiji配信および商学部掲示板にて告知。 

 ※ＰＣを使用する授業であるため，「MIND利用講習会」を未受講の場合は，必ず１２号館７階のメディア支援事務室による講習会に参加すること。 

③「計量経済学（2016年度以前入学者）」・「計量経済学AB（2017年度以降入学者）」の履修について 

教室定員の関係上，以下の期間にて事前ＷＥＢ履修申込みとなる。 

申込日時：４月４日（木）１３：００～４月６日（土）９：００    ※ＷＥＢ履修本登録期間と異なるので注意すること 

申込方法：ＷＥＢ履修事前抽選 

抽選結果：４月６日（土）１７：００～（予定）  ＷＥＢ履修確認画面上で発表 

 ※受講希望者が定員を超えた場合は抽選となる。 

※定員に満たなかった場合，４月８日（月）以降にOh-o! Meiji配信および商学部掲示板にて告知。 

④「メディアとリテラシー」（秋学期開講）の履修について 

教室定員の関係上，以下の期間にて事前ＷＥＢ履修申込みとなる。 

申込日時：４月４日（木）１３：００～４月６日（土）９：００    ※ＷＥＢ履修本登録期間と異なるので注意すること 

申込方法：ＷＥＢ履修事前抽選 

抽選結果：４月６日（土）１７：００～（予定）  ＷＥＢ履修確認画面上で発表 

 ※受講希望者が定員を超えた場合は抽選となる。 

※定員に満たなかった場合，４月８日（月）以降にOh-o! Meiji配信および商学部掲示板にて告知。 

  ※ＰＣを使用する授業であるため，「MIND利用講習会」を未受講の場合は，必ず１２号館７階のメディア支援事務室による講習会に参加すること。 

  

６．各種科目履修に関するガイダンスについて 

 以下の科目を履修希望の者は，必ずガイダンスに出席のこと。欠席・遅刻・代理出席は一切認められない。 

①特別テーマ実践科目 ※履修希望者は，以下ガイダンスのいずれかに参加すること。 

  駿河台：４月４日（木）１５：００～ アカデミーコモン２階Ａ１～Ａ３  和泉：４月８日（月）１７：２０～ 第一校舎２１１教室 

②特別テーマ研究科目 

商学に関する最先端の研究成果を教育に還元するとともに，学部生の研究に対する関心を高めることを目的としたものである。以下の日程でガイダン 

スを開催するので，履修希望の場合はぜひ参加すること。商学部シラバスを参照の上，履修希望者はＷＥＢ履修本登録期間に登録すること。 

駿河台：４月４日（木） １６：３０～ アカデミーコモン２階 Ａ１～Ａ３  和泉：４月８日（月） １６：４０～ 第一校舎 ２０８教室  

③選択スポーツ実習  自学部主催科目： ４月５日（金）１４：３０～ 和泉第一校舎３０３教室にて 

他学部主催科目： ４月９日（火）１５：００～ 和泉総合体育館ウェスト メインホール 

④選択集中スポーツ実習（学部間共通） 

 駿河台： 【夏季・冬季】        ４月４日（木）１４：００～ １０６５教室 

和泉 ： 【馬術・キャンプ・ゴルフ】  ４月９日（火）１３：００～ 総合体育館ウェスト メインホール  

【スキー・スノーシュー】   ４月９日（火）１４：００～ 総合体育館ウェスト メインホール 

７．定期試験について 

 ①期間中試験 

  日程は掲示版およびホームページにて発表。通常の受講キャンパス，授業時間帯と異なる場合があるので，必ず掲示板等を確認すること。 

②期間前試験（授業内試験） 

  主に春学期と秋学期の最終授業日に実施，和泉開講科目は和泉にて受験する。日程は掲示でも発表するが，各担当教員の指示に従うこと。 

 ③特別試験（欠席者試験） 

  ・やむを得ず各試験を受験できなかった場合に限り，この制度が存在する。 例）病気による通院や入院など 

  ・この申請には受験できなかったことを客観的に証明できる書類の提出を必須とする。 例）病欠→医師の診断書 

  必ず当該科目試験日の翌日から１週間以内に商学部事務室へ学生本人が提出をすること。また，受験できないことが事前に判明している場合は，早め

に商学部事務室へ相談し，入院等で直接の来室が困難な場合は，電話連絡を必ず入れること。 

※申請した場合でも，理由によっては特別試験の受験を許可されない場合もある。 

※なお，商学部では卒業単位不足者に対する救済試験を一切実施しない。 

 

８．留学等について 

 ①商学部短期留学プログラムについて 

商学部では2019年度以下５つの短期留学プログラムを実施予定。 

 

 

 

   

  

②商学部協定校への海外留学について 

  商学部には学部独自の海外協定校があり，派遣留学プログラムを実施している。シラバスやホームページ，Oh-o!Meiji等を参照すること。 

③グローバル人材を育成する取組みについて 

グローバル人材育成のため，４つの全学部共通プログラムがある。詳細は，グローバルナビ冊子を参照のこと。 

 ④多言語４年間一貫教育について 

  １・２年生で学んだ英語及び初習外国語の能力の更なる向上を目指して設置されている。詳しい内容は商学部シラバスにて確認すること。 

  ※科目名は上級○○語・発展○○語として開講され，複数履修ができ，必修の外国語科目以外のフリーゾーンとして修得できる。 

⑤英語による授業科目の開講について 

  商学部では専門科目を中心に英語による授業科目として開講しているものもある。時間割表に示しているので，シラバスを確認した上で履修すること。 

 

９．通学区間証明（学生証裏面シール）更新 

 ※クラス別ガイダンスで交付した通学区間証明（学生証裏面シール）に住所等変更がある場合は，変更届の提出を必要とする。 

 ※他キャンパスへの通学定期券購入希望者は，履修登録が完了し，個人別時間割表公開後（４月２３日以降）に商学部事務室へ申請すると，その翌日以

降に購入の許可を受けることができる。但し，他キャンパス開講科目を履修していることが条件となる。 
 

１０．その他 

①駿河台キャンパスについて 

＜教室番号＞（時間割表，シラバス１（P. １０６～P.１０７ を参照）※明大マート・三省堂書店は１２号館の地下１・２階にある。 

 ②学年暦について 

  シラバス1（P. ６）に掲載されている。休日授業実施日等，特に注意すること。 

③教科書販売について 

  ４月８日（月）  ～ ５月１７日（金）  リバティタワー地下１階 １００２教室にて 

  営業時間：平日１１：００～１７：３０／土曜１１：００～１６：００（４月のみ営業）／日曜・祝日・大学の休業日は休店 

 ④掲示板について 

  大学・商学部事務室からの連絡は掲示・Oh-o! Meijiによって行う。掲示板はリバティタワー２階のインフォメーションスクエアに設置されている。 

 ⑤商学部事務室の窓口事務取扱時間について 

  通常期：平日 ９：００～１１：３０，１２：３０～１８：００ ／ 土曜 ８：３０～１２：００ 

  ※夏季・春季休業中や入学試験実施期間については変更される（ＨＰ・掲示等にて告知する）。 

 ⑥休学について 

  春学期休学は５月３１日（金），秋学期休学は１１月２０日（水）までに手続きを完了させること。不明な点は商学部事務室へ早めに申し出ること。 

 ⑦補講について 

  春・秋学期それぞれ補講期間を設けている。補講に関する詳細の日程等は掲示板にて告知する。 

⑧健康診断証明書について 

  この４月に健康診断を受診した３年生は，診療所へ直接申込み，診療所内での発行となります。 

 ⑨大学院研究科進学相談会について 

  商学研究科入試説明会を４月２７日（土），大学院合同進学相談会を５月２５日（土）に開催を予定している。詳細は追って掲示等で案内する。 

 ⑩商学部３年次早期卒業制度について 

  ※卒業後に大学院等への進学を志している学生は，３年次早期卒業制度に申請できる場合がある。 

  ※申請に当たっては単位修得状況やＧＰＡ等に満たすべき要件があるので，希望する者は４月５日（金）から４月１１日（木）の事務取扱時間までに

商学部事務室へ申し出ること。 以 上 

・EBA：English and Business in Aucklandプログラム（ニュージーランド，マッセイ大学，8月実施予定） 

・中華圏のビジネスと文化・香港と台湾（香港・台湾，Hongkong Polytechnic Universityなど，8月実施予定） 

・WAW: The World of Australian Wineプログラム（オーストラリア，カーティン大学，2月実施予定） 

・フレンチ・ファッションプログラム（フランス，モダール・インターナショナル学院，2月実施予定） 

・韓国の日系企業研修・フィールドワーク（韓国，ソガン大学，3月実施予定） 

 

★各プログラムの詳細については

商学部HPやOh-o! Meijiで最新の

募集要項を確認してください。 


