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《交換留学生受入れプログラム開講にあたって》 

 

法政大学グローバル教育センター 

 

法政大学交換留学生受入れプログラム（ESOP）は、本学の海外協定大学からの交換留学生および短

期私費留学生を広く受け入れるために 1997 年より開設された講座です。 

ESOP では、日本の文化や社会、政治、経済などのテーマを中心とした科目を交換留学生向けに英語

のゼミ形式で学びます。 

これらの英語で行われる科目については、交換留学生だけでなく本学学生も受講できます。交換留

学生向けのゼミ形式授業であることから、一定の英語レベルや授業への積極的な参加が求められ、課

せられる課題も多くあります。ESOP に積極的に参加することによって英語力を向上できるだけでな

く、授業内で海外からの留学生との交流を深めることができます。日本国内にいながら本学で交換留

学生と共に学ぶことでグローバルな視点を身に付けられることでしょう。 

ぜひこの機会に、より多くの学生の皆さんが ESOP に参加し、学習を通じて国際交流の輪を広げら

れるよう期待しています。 
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《交換留学生受入れプログラムを受講する皆さんへ》 

 

We encourage regular Hosei students with sufficient English proficiency to take ESOP courses. Take these 

courses, taught completely in English, to consolidate your knowledge about Japan approached from 

diverse disciplinary perspectives, improve discussion and presentation skills, and engage in meaningful 

discussions on important issues with both domestic and international exchange students. You have much 

to gain from these courses if you are committed to working hard and making the most of the experience. 

However, be aware that ESOP students are given priority when the number of students exceeds the 

capacity of a course.  

 

Gregory Khezrnejat, Ph.D. 

Director of Exchange Students from Overseas Program (ESOP) 

Associate Professor of the Faculty of Global & Interdisciplinary Studies (GIS) 

交換留学生受入れプログラム（ESOP）ディレクター 

グローバル教養学部 グレゴリー・ケズナジャット  

 

 

 

《海外交流協定大学》 

 

学生交換・受入れを行っている国・地域および協定校は以下のURL から閲覧できます。 

https://www.global.hosei.ac.jp/about/kaigai_kyotei/ 

※交換留学制度（派遣・受入）欄 

 

https://www.global.hosei.ac.jp/about/kaigai_kyotei/
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《交換留学生受入れプログラム受講要項》 

 

１．受 講 資 格       

①  本学協定校からの学生交換協定に基づく交換留学生 

②  協定校以外からの外国人留学生 

③  2022 年4 月現在、本学に在籍する学部学生・大学院生で英語能力がある人 

 授業は、すべてネイティブ・スピーカーを対象としたスピードで行われます。TOEFLⓇ iBT 76 (PBT 540) 点以

上、TOEICⓇ730 点以上、英語検定試験で準１級以上、IELTS 6.0 以上があると望ましいです。 

 上述のスコアを持っていない場合など、必要に応じてプログラム・ディレクターによる Proficiency-

Assessment Interview（以下PI）（英語での面接）を実施します。PI が必要な場合は、受講者発表の際に掲示

します。PI が必要とされる学生については、ESOP 申込の段階では仮登録となり、Pl 後に本登録の可否を決

定します。 

 「Advanced Marketing」、「International Finance」、「Advanced Economics」 は上級コースです。 

経営、経済、金融、またはマーケティングを専攻する学生のみ受講を認めます。 

 

２．受 講 料       

交換留学生および本学の学部学生・大学院生は無料。 

 

３．開 講 期 間       

   学  期         開 講 期 間 （修了試験も含む） 

春学期 (Spring) 2022 年 4 月 7 日 （木）～ 2022 年 7 月 20 日（水） 

秋学期 (Fall) 2022 年 9 月 21 日 (水) ～ 2023 年 1 月 21 日（土） 

 諸般の事情により休講となった場合は補講を実施します（上記期間外に実施する可能性あり）。 

 授業は市ヶ谷キャンパスの学事日程に準じます。 

 休講等連絡はHOPPII にてお知らせをします。 

 第1 週目はすべての授業をオープンとします。事前にシラバスをよく読み、実際に第 1 週目の授業に出席

して授業についていけるかどうか、各自確認するようにしてください。 
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４．手続きの流れ       （単位認定を希望する方） 

 グローバル教育センターに受講申込みフォーム提出  →  受講許可  →  学部での履修登録手続き  

 

受講申込み 

フォーム 

以下URL から登録フォームにアクセスし、必要事項をもれなく記入して下さい。 

https://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/esop/applicationjp/ 

【受講申込みフォーム提出不要の学部について】 

※ GBP/SCOPE/IGESS 所属の学生は、受講申込みフォームの提出は不要です。ただし、一部受業が初日に選抜を行う場合

があり、履修するためには合格する必要がありますのでご注意下さい。 

※ GIS 所属の学生は乗り入れ科目（cross-listed as GIS courses）を履修する場合、受講申込みフォームの提出は不要となり

ます。一部乗り入れ科目は学期開始前にGIS学部窓口にて選抜を行うことがありますので、必ず事前にご確認下さい。 

 

5．受講申込みフォームの受付期間 

春学期 4 月7 日（木）～ 14 日（木）午前10 時（締切厳守） 

 

 

秋学期（※） 9 月21 日（水）～ 28 日（水）午前10 時（締切厳守） 

※秋学期申請について 

所属する学部・大学院によって履修登録方法が違うため、必ず事前に確認して下さい。 

 

※申込み・履修にあたっての注意事項 

 受付期間を過ぎてからの申込みは一切受け付けられません。 

 追加募集を行う場合、受付期間の翌日以降グローバル教育センターウェブサイト掲示にてお知らせします。 

 秋学期の登録について、春学期に申請済みの科目から変更したい場合はお問い合わせ下さい。 

 

  

https://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/esop/applicationjp/
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6．受講許可者の発表について 

書類選考を経て、受講許可者を決定します。グローバル教育センターウエブページ（こちら）で発表します。 

春学期 4 月 14 日（木） 11 時～ 

秋学期（秋学期のみの申請が対象） 9 月 28 日（水） 11 時～ 

 ＜ 注意事項 ＞ 

① 交換留学生の受講希望のない科目は、春学期・秋学期とも閉講になることがあります。閉講が発生した場合

には受講許可者の発表とともに掲示で通知します。 

② 単位認定を希望する場合は受講許可を得た後、別途所属の学部で履修登録の手続きをする必要があります。

詳細は各学部の指示に従ってください。 

③ 授業情報を事前に確認したうえ、初回の授業から必ず出席してください。初回の授業を欠席した場合、受講

が認められない授業もありますのでご注意下さい。 

 

7．単 位 認 定       

学部生で本プログラムの科目をあらかじめ履修登録し修了した場合、次ページ表「2022 年度 各学部での単位認

定一覧」のとおり単位認定されます。各自で履修要項（履修の手引き）、履修登録日、単位数などを確認して、受

講許可者発表後、所属学部の指示に従い手続きをしてください。特に秋学期のプログラム受講希望者は登録済み

の科目が閉講になる場合もありますので、その事態をあらかじめ予想のうえ、登録単位数に支障をきたさないよ

う、充分注意してください。 

  ＜ 注意事項 ＞ 

① ESOP ディレクターによるPI を課された者については、その結果に基づき履修登録をしてください。 

② 「学部での履修登録手続き」には、WEB 履修登録以外に学部窓口で申請手続が必要な場合がありますので、

所属学部窓口で確認してください。 

 

8．聴講について（単位認定を希望しない場合） 

  願書の提出は必要ありませんが、必ず初回の授業に出席し、担当教員から聴講生としての受講許可を得てくださ

い。ただし、教員の判断により聴講できない場合があります。 

 

https://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/esop/applicationjp/
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2022年度 単位認定一覧 

学部 対象年次 科目名 単位数上限 

法学部 
1～4年次 
(国際政治学科は2～4年次) 

自由科目 年間4単位   

文学部 2～4年次 

哲学科  自由科目 卒業までの上限：12単位 （年間4単位まで） 

日本文学科  自由科目 卒業までの上限：4単位 

英文学科  選択必修B 卒業までの上限：12単位 

史学科  自由科目 卒業までの上限：4単位 

地理学科  自由科目 卒業までの上限：4単位 

心理学科  自由科目 卒業までの上限：8単位 

経営学部 

2～4年次 
（2018年度以前入学者） 

連環科目 連環科目全体で20単位 

2～4年次 
（2019年度以降入学者） 

グローバル・ビジネス
/GBP科目 

グローバル・ビジネス/GBP科目全体で30単位 

国際文化学部＊ 1～4年次 自由科目 
入学年度によって、卒業所要単位として認められる
単位数が異なる。詳細は、履修の手引きを参照する
こと。 

人間環境学部 1～4年次 
RSP以外 自由科目 自由科目全体で20単位 （年間4単位まで） 

RSP 自由科目 自由科目全体で30単位 （年間4単位まで） 

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 

【2013年度以前入学】 
３～４年次 
 

【2014年度以降入学】 
１～4年次 

自由科目 
【2013年度以前入学】自由科目全体で 8単位 
 
【2014年度以降入学】自由科目全体で16単位 

デザイン工学部 1～4年次 卒業所要単位外扱い 無し 

GIS＊ 2～4年次 200レベル 
入学年度によって、卒業所要単位として認められ

る単位数が異なる。詳細は履修の手引きを参照する
こと。 

経済学部 3～4年次 自由科目 無し 

社会学部 1～4年次 自由選択科目 各年次4単位 

現代福祉学部 1～4年次 視野形成科目 各年次8単位 

ｽﾎﾟｰﾂ健康学部 1～4年次 視野形成科目 卒業までの上限：4単位 

情報科学部 

1～4年次 卒業所要単位外扱い 無し 理工学部 

生命科学部 

＊国際文化学部・GISは単位認定ではなく通常の履修扱い 

 

＜ 各キャンパス問い合わせ窓口 ＞ 

市ヶ谷： グローバル教育センター事務部国際交流課（大内山校舎2階） 月～金9:00～17:00 （11:30～12:30を除く） 

多 摩： 多摩事務部学務課グローバル担当（総合棟地下1階）  月～金9:00～17:00 （11:30～12:30を除く） 

小金井： 小金井事務部学務課グローバル担当（国際交流支援室）（管理棟3階） 月～金9:00～17:00 （11:30～12:30を除く） 

 

＜ 問い合わせ先 ＞ 

メールでの問い合わせ：esop@ml.hosei.ac.jp 

お電話での問い合わせ：03-3264-9315（グローバル教育センター事務部国際交流課 ESOP担当） 

mailto:esop@ml.hosei.ac.jp

