
GPS-Academic 受検案内 (明治大学商学部)

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。商学部は、市場現象にかかわる多様な問題を的確に分析
して解決ができる総合的判断力を涵養することを教育の目的としています。学生の皆さんが商学部の教育
目的をどこまで達成しているかを確認するために、2017年度よりGPS Academicを利用しています。皆さ
んが商学部で本格的に学ぶ前に、どのような学習経験をしてきたかについて、「思考力」「姿勢・態度」
「経験」面から評価します。3年生になったら、この2年間での学びの成果を同様に評価する予定です。

GPS Academicによって、得られたデータは、皆さん自身にフィードバックされるばかりでなく、学部
の教育改革に活用します。GPS Academicの受講は皆さんの実習費により行われていますので、下記の期
間に必ず受検して下さい。

【注意事項】

■GPS-Academicはパソコンを使って受検するテストです。インターネットにつながったパソコンで受検して

ください。スマートフォンには対応していませんので，注意してください。

■受検にあたっては、あなた専用のログインIDとパスワードが必要です。受検マニュアルに記載されている

ログインIDと初期パスワードのルールを確認し、受検時に入力してください。

■パソコンのトラブル等により最後まで受検ができなかった場合は、必ずGPS受検者サポートデスクに連絡して

ください。

受検場所

自宅のパソコンまたは，メディア棟２階の学内パソコンで受検してください
※学内パソコンを利用の方は１６～１７日は大混雑の恐れがあるため，１８日以降に受検してください。
学内パソコンを利用する場合は，ご自身でイヤホンまたはヘッドセットを準備してください。

受検期間

４月１５日(月)１０：００～１９日(金)１６：００
受検時間：110分 中断不可

【注意事項】

■テストは指定された受検期間中に必ず受検してください。

■締切間際の受検の場合、アクセスの集中やパソコンのトラブル等により、受検期間内に受検できなくなることが

あります。時間に余裕を持って受験しましょう。

GPSZTK①

《注意》 新入生は必ず受検してください

【準備するもの】
□メモと筆記用具

計算したり考えをまとめたりするために、メモを取りながら

受検してください。

□イヤホン、ヘッドセット

受検に際してはスピーカーから音声が出ます。イヤホンや

ヘッドセットの準備をオススメします。通常の音楽を聴くこと

ができるものでかまいません。（自宅以外で受検する場合は必

ずイヤホン、またはヘッドセットを使用してください）

【必要な動作環境】
■受検には以下のOS・ブラウザが搭載されたパソコンが必要です。

OS: Windows7, Windows8.1, Windows10,

MacOS10.12(Sierra), MacOS10.13(HighSierra)

ブラウザ：Google Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer

※複数のブラウザを使用できる場合は、Internet Explorer以外のブラウザを使用

してください。

※タブレット、スマートフォン、携帯電話では受検できません。

■ネットワーク環境：

ADSLや光ファイバーなど、持続的に実効速度が下り2Mbps以上（推奨
10Mbps）の回線を利用してください。
※ログイン後の「動作確認チェック」で確認できます。裏面の⑤の部分
をご確認ください。

[GPS受検者サポートデスク] TEL:0120-830-229（通話料無料）
受付時間：月～土 9:00～12:00、13:00～17:30（日祝・年末年始を除く）
※このサポートデスクでは、PC操作やログイン方法についてのみ対応いたします。

大学の行事、授業等についての質問は商学部事務室（和泉）窓口にお尋ねください。



■パソコンのトラブル等により最後まで受検ができなかった場合は、必ずGPS受検者サポートデスクに連絡してください。

■定期メンテナンスのため、2019年3月まで…毎月第３水曜日（深夜2：00～早朝8：00）／2019年5月以降…毎月第2日曜日（0：00～24：00）は受検、

結果の閲覧ができませんので、ご注意ください。この他にも、臨時メンテナンスが入る可能性がありますので、期間・時間に余裕をもって受検してください。

[GPS受検者サポートデスク] TEL:0120-830-229（通話料無料）
受付時間：月～土 9:00～12:00、13:00～17:30（日祝・年末年始を除く）
※このサポートデスクでは、PC操作やログイン方法についてのみ対応いたします。

GPS-Academic 受検前の準備と注意事項
共通①1902

音声や動画を使用した問題は
再生は一度のみです

テストを進める際には必ずこの「前
の問題」「次の問題」ボタンを使って
ください

【使用禁止】
×：ブラウザの矢印ボタン
×：ブラウザの再読み込みボタン
×：ブラウザやタブの「×」ボタン

×

実施時間を確認・十分に確保してください。
※一度受検を開始すると中断することができません。

ブラウザの戻るボタン・再読み込みボタン・「×」ボタンは使わないでください。
使用するとテストが止まります。再開する際は、ブラウザをすべて閉じ、再度ログインしてください。

何かおかしいと思った時は、ブラウザを全部閉じて再ログインし直してください。
解消しない場合は、時間をおいて再度お試しください。

前の問題 次の問題

GPS-Academicはパソコンを使って受検するテストです
受検するにはあなた専用の「ログインID」と「パスワード」が必要です
※次ページに記載されているログインIDと初期パスワードのルールを確認してください
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【必要な動作環境】OS: Windows7, Windows8.1, Windows10, MacOS10.12(Sierra), MacOS10.13(HighSierra)

ブラウザ：Google Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer

【注意事項】

Q：テストがスタートしません。

A：パソコンのスペックやネットの環境に応じて、テスト問題の表示に時間を要する場合があります。画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

Q：受検中にテスト（動画や音声など）が止まってしまいました。

A：数分待っても問題が再開しない場合は、一度ブラウザを閉じ、改めて立ち上げて、再度ログインしてください。途中から受検再開することができます。再開できない場合は「GPS
受検者サポートデスク」での手続きが必要です。お電話でご連絡ください。

Q：途中で一時受検を中止したいのですが可能でしょうか。

A：テストは一時中断はできません。時間に余裕をもって、受検するようにしてください。

Q：テストの残り時間がなくなった場合、どうなりますか。

A:残り時間がなくなった時点で強制的にそのテストは終了となります。また、回答が完了するまで終了にならない問題があります。

Q：夜間に受検してトラブルが発生したらどうすればいいですか。

A:トラブルやご質問は「GPS受検者サポートデスク」でおうかがいします。翌日の営業時間内にご連絡ください。

【よくある質問・お問い合わせ】

より動画でもチェックできます

GPS-Academic 受検者ページ

ログインIDと
パスワード

次ページに記載しています。

前半の問題は制限時間があるため
過ぎると次のパートへ進みます

×

インターネットに接続しているパソコン

※タブレット、スマートフォンでは
受検できません。

メモと筆記用具

計算したり考えをまとめたりするた
めにメモを取って受検ができます。

【１】

イヤホン、ヘッドホン

AUXケーブル等でパソコンに接続してください。

ワイヤレスや
ライトニングケーブルは
接続できない場合があります。

※音量がオンになっ
ているか要チェック



ログインID 初期パスワード

ｴﾑ･ｲｰ･ｱｲ･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･ｲﾁ･ﾊﾁ･ｲﾁ

MEI00181_自分の学生番号
※例：MEI00181_121019XXXX

※「＿」はアンダーバーです。（Shiftキー＋「ろ」）

生年月日の数字8ケタ
※例：2001年4月1日生まれ⇒20010401

※ログイン後、自分でパスワードを設定し直すことができます。
必ず独自のものに設定しておきましょう。

GPS-Academic 受検マニュアル

【テストスタート】
テストが始まる前に、注意・説明が表示されるので、
しっかり確認しテストスタートしてください。
※テスト問題の表示に時間を要する場合があります
が、しばらくお待ちください。

⑧

⑦【注意事項／動作確認】
「受検時の注意事項」を読み、
「動作確認チェック」で使用するパソコンが動作環
境に適合しているかをチェックしてください。

動作環境に適合していな
い時は、大学のPCや別の
PCで受検してください。

【テスト終了】
最後の設問まで回答したら、「提出」をクリックし、
テストを終了します。
画面上に引き続き「記述式」「アンケート」の指示が
ある場合は回答を続けてください。

⑨

※問題サンプルで事前に体感できます。
※問題サンプルは受検者ページと同じ
コンテンツです。

【未受検が残っている場合】
※オレンジの表示がある場合は必ず受検
してください

【すべて受検済みの場合】

こちらの画面が表示されたらテスト終了です。

マイページ「テスト詳細」で表示されている問題にすべて
解答したらテスト終了です。

共通②N1902

【２】

【学部・学科・大学入試区分（どんな入試で入
学したか）・学年を選択】
選択後、＜個人情報の取り扱いについて＞を確認し、
「同意して 登録」をクリックし、マイページへ移動し
てください。

⑤

【テスト詳細ページへ】
「エントリー済みテスト一覧」にあるテストの「受検す
る」をクリックし、「テスト詳細」ページに移動してく
ださい。

⑥

【受検者ページ：STEP1へ】

①

④【マイページへログイン】
ログインID・パスワードを入力しログイン。

【まずは検索】
GoogleやYahoo!等より 検索GPS 受検者ページ

②

[URLをアドレスバーに直接入力の場合]

https://www.gps-
cbt.com

★装着
★音量チェック

【受検者ページ：STEP２へ】
STEP2受検→「マイページはこちら」をクリック③

★まず、受検前にツカエル動画をチェック（各2-3分）
・受検の目的を確認「GPS-Academicとは」
・「GPS受検にあたっての準備物や注意事項」
・「問題サンプル（音声・動画・テキスト）」で事前に体感



その２： 「お役立ち動画」（受検後フォローガイド）の閲覧

xx

GPS-Academic受検後の結果確認と事後学習

②

【受検者ページ：STEP3へ】
受検したときと同じように、PCを起動。
ブラウザを立ち上げ、【受検者ページ：STEP3】を
経由して【マイページ】へアクセスする。
※アクセス方法：【２】ページの①を参照

①

オレンジ色のボタン（受検済み）
などをクリック

③

【結果のダウンロード】
「テスト詳細」で、「個人結果レポート」と「個
人結果レポートの見方」をダウンロードできます。

④

「個人結果レポート閲覧」を
押すと、ダウンロードできま
す。

「個人結果レポートの見方」を
押すと、個人結果レポートの見
方や解説が入ったファイルがダ
ウンロードできます。

（推奨）「Menu」から「パスワード変更」で初期パスワード
から自分しかわからないものへ変更をしておきましょう。

その１：個人結果レポートのダウンロード ※結果は翌日までに返却します。

「選択式問題」の結果は受検翌日までに、「記述式問題」（受検している場合のみ）の結果は
約１か月半後に確認することができます。

【マイページへログイン】
ログインID・パスワードを入力しログイン。

【テスト詳細ページへ】
「エントリー済みテスト一覧」にあるテス
トのオレンジ色のボタンをクリックし、
「テスト詳細」ページに移動してください。

共通③1902

★「大学生活で思考力を伸ばす方法！」など、
役立つ情報が満載！

★たくさんの受検後に効くアドバイスを動画でチェック
して、今後の学生生活に活かしていこう！

※「大学1・2年生推奨」「大学3年生以上推奨」の年次別にご用意しています ※思考力総合評価別の動画をご用意しています

▲キャプテンGPS

②【受検者ページ：STEP3へ】
受検したときと同じように、PCを起動。
ブラウザを立ち上げ、【受検者ページ】へアクセスする。
※アクセス方法：【２】ページの①を参照

① 【受検者ページ：STEP3 お役立ち動画】
再生ボタンをクリックして閲覧する。

[URLをアドレスバーに直接入力の場合]

https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_academic/exam/index.html

受検者ページへ
簡単アクセス！

【３】

※スマートフォン等で視聴の際には通信量がかかります


