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2010年6月15日（火）

関西大学商学部 准教授

馬場 一

関西大学 商学部

1年次生学習ガイダンス
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今日の内容

はじめに

１．春学期試験について

２．GPA制度について

３．外国語科目の履修について

４．BLSPの履修について

おわりに
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資料を受け取り、静かに
待っていてください。

私語厳禁。
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はじめに

授業と試験の相談は教務センターへ

１．手遅れになってから，相談に初めて訪れる

学生が毎年います。

２．手遅れになる前に，早め早めに（事前に）

教務センターへ行って相談することが大切。

３．授業や試験に関することで，配布資料を

読んでもわからない場合には，遠慮なく

教務センターへ相談に来てください。 4
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授業科目
（春学期終了科目）

筆記試験
（ペーパーテスト）

論文試験
（レポート提出）

平常試験
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１．春学期試験について

講義時間内7月21日（水）～7月31日（土） 7月27日（火）・28日（水）
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１．春学期試験について

試験時間割発表 ７月2日（金） Web上にて

参照条件等発表 7月２日（金） Web上にて

論文（レポート）試験受付

7月27日（火）・28日（水）

10：00～18：00     受付場所：教務センター

学外資格単位認定申請期間

7月1２日（月）～8月2３日（月）
※春学期成績発表時に認定。

春学期試験 7月２１日（水）～7月３１日（土）

春学期成績発表 9月10日（金） Web上にて
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１．春学期試験について
 試験時間は原則60分。多くが「論述式」の試験。

 段落分けをして、わかりやすく丁寧に記述する。

 学生証を必ず携帯する。
 その他の注意事項は資料参照。

 不正行為は厳罰。絶対にしない。

 参照・使用条件
 参照条件に「自筆ノート」とある場合、「コピーノート」は不可。

不正行為となるので注意。

 平常試験・論文（レポート）試験
 詳細は試験時間割表（Web）で確認。

 提出期日、提出場所（教務センター）、書式等を厳守のこと。

※詳細はハンドブック’１０ p.22-26参照。
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筆記試験は，通常の

授業と異なる時間・

教室で実施されます。
8

試験時間割発表 ７月2日（金）
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参照条件等発表 7月２日（金）

試験科目によっては，
受験の際にノートなどの
参照を許可する場合が
あります →参照条件
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10

自筆ノートが参照条件に
なっている場合，コピーの
持ち込みはできません。
不正行為となります。
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参照条件等発表 7月２日（金）
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試験科目ごとに

参照条件は異なります。

事前に参照条件をよく確認

して試験に臨んでください。
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参照条件等発表 7月２日（金）
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情報機器（パソコン，
モバイル，電子辞書
など）は一切参照・
使用ができません。
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参照条件等発表 7月２日（金）
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試験科目によっては，

筆記具の種類などを

指定する場合が

あります。 13

参照条件等発表 7月２日（金）
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インキやボールペンの使用を
指定する試験科目では，

鉛筆（シャープペン）は

使えません。
14

参照条件等発表 7月２日（金）
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試験を受ける時のポイント

1. 試験の曜日・時限・教室を

間違わない。

2. 学生証を持参して机上に置く。

3. 学籍番号と氏名をボールペンな
どで答案用紙に必ず記入する。

例：商10-999 関大太郎 15
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試験を受ける時の携帯電話

1. 携帯電話などは，電源を切って

かばんに入れる。呼び出し音などを

鳴らすと不正行為とみなされます。

2. 携帯電話を時計として使うと

不正行為とみなされます。

3. 時計を持参しましょう。 16
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不正行為は絶対にしない！！

1. 1科目でも不正行為を行った場合，
春学期受験科目のすべてが無効
になります。

２．この場合，卒業は4年間では困難。
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必修科目を修得できなかったら…
再履修

春学期開講の必修科目を修得できなかった

場合，履修制限単位の範囲内で同一年度の

秋学期に開講する再履修クラスを受講する

ことができます。

秋学期開講の必修科目は翌春学期に

再履修クラスを開講します。 18

経済入門
経営入門

簿記入門演習
※基礎演習のみ
翌年の春学期。

経済入門
経営入門

簿記入門演習
※基礎演習のみ
翌年の春学期。

流通入門
ビジネス英語入門

流通入門
ビジネス英語入門
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必修科目を修得できなかったら…
再履修

再履修クラスの受講は義務ではありません。

だたし，2年次終了までに全ての必修科目

を修得しないと，3年次から「専門演習」

（ゼミナール科目）・「BLSP」を履修できま

せん。

できるだけ早く修得することが望ましい。

基礎演習
経済入門
経営入門

簿記入門演習
流通入門

ビジネス英語入門

基礎演習
経済入門
経営入門

簿記入門演習
流通入門

ビジネス英語入門
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今日の内容

はじめに

１．春学期試験について

２．GPA制度について

３．外国語科目の履修について

４．BLSPの履修について

おわりに
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授業に対する習熟度を測り、効果的な

学習指導に役立てることを目的に，

GPA (Grade Point Average) 制度を

採用しています。
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２．GPA制度について

22

素点 成績 Grade Point
90-100 秀(S) 4

80-89 優(A) 3

70-79 良(B) 2

60-69 可(C) 1

0-59 不可(F) 0

- 不受験(I) 0 22

２．GPA制度について
GPAの計算方法
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〔秀S〕修得単位数×4＋
〔優A〕修得単位数×3＋
〔良B〕修得単位数×2＋
〔可C〕修得単位数×1

GPA＝
不可・不受験を含む総履修登録単位数

 GPAの計算には，不可＝不合格・不受験科目が

含まれることに注意！！

２．GPA制度について
GPAの計算方法
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履修辞退ができます！

春・秋各学期の授業開始約1ヶ月後に

履修辞退期間を設けています。

履修登録後，授業・試験を受ける意思が

ない場合には，指定の期間中に履修

辞退の手続を行えば，GPA算出の

対象になりません。※(春学期は５月１２～
１８日で終了) 24
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履修辞退はできますが…

履修辞退時の追加科目登録は

認めていません。

外国語科目，演習・実技科目など，

履修辞退を認めていない科目が

あります。
25

履修登録を慎重に行う

ことが成功の鍵！

履修登録を慎重に行う

ことが成功の鍵！
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今日の内容

はじめに

１．春学期試験について

２．GPA制度について

３．外国語科目の履修について

４．BLSPの履修について

おわりに
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1. 外国語科目修得パターン決定
※パターン１の場合は変更不要。

2. 第1・第2外国語の決定

→ 教務センターで受付【６月８日(火)～６月３０日(水)】
27

区分
第１選択
外国語

第2選択

外国語

第3選択

外国語
計

修得方法 1 (8-8) 8単位 8単位 - 16単位

修得方法 2 (12-4) 12単位 4単位 - 16単位

修得方法 3 (8-4-4) 8単位 4単位 4単位 16単位

３．外国語科目の履修について
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今日の内容

はじめに

１．春学期試験について

２．GPA制度について

３．外国語科目の履修について

４．BLSPの履修について

おわりに
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流通専修

ファイナンス
専修

国際ビジネス
専修

マネジメント
専修

会計専修

専門科目

５専修

etc.

BLSP
（英語に強いプロアクティブ
リーダーの育成プログラム）

公認会計士を目指す
プログラム（ASP、APP）

プロセスイノベーター
育成プログラム

（データマイニング）

実践プログラム

４．BLSPの履修について
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ワシントン大学（シアトル）での海外ワークショップ

外国人客員教授による英語の専門教育

企業等との共同プロジェクト

ITを活用したデータ・マイニング

高校・他大学・企業等と共同の英語プレゼン大会

↓
TOEIC800点レベルの英語力と

プロジェクト実践力を育成する2年半のプログラム

ワシントン大学（シアトル）での海外ワークショップ

外国人客員教授による英語の専門教育

企業等との共同プロジェクト

ITを活用したデータ・マイニング

高校・他大学・企業等と共同の英語プレゼン大会

↓
TOEIC800点レベルの英語力と

プロジェクト実践力を育成する2年半のプログラム
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BLSPではアメリカでの

１週間の短期集中講義で
卒業所要単位2単位を習得！

BLSPではアメリカでの

１週間の短期集中講義で
卒業所要単位2単位を習得！

ワシントン大学から修了証も！
（就職活動の強い味方）

ワシントン大学から修了証も！
（就職活動の強い味方）
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開口部の大きいスポーツバック

企業等との共同プロジェクト（商学部 岸谷先生）
スチューデント・イノベーション・カレッジ（Sカレ）
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TOEIC800点を目指す

オリジナル英語オーディオ教材の作成と配信
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Dr. Mark E. Parry

Dr. Anthony Di Beneditto

アメリカの一流ビジネススクールから招いた
外国人客員教授の集中講義（夏・冬、各1週間）
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詳細はホームページを参照してください。
商学部のページからリンクされています。
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おわりに

授業と試験を乗り切る３種の神器

・ HAND BOOK

→手元に置きいつでも参照できるように。

・ インフォメーションシステム

→毎日のようにチェック。

・ 教務センター


