
3月2月1月11月7月 8月 9月 10月 12月

イベント

（ゼミ生対象）

4月 5月 6月

入ゼミ

関連

三田祭

（ゼミ生対象）

備考

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、以下の点が例年とは異なります。

（例年）春季ソフトバール大会→（今年度）春季クイズ大会

（例年）秋季バレーボール大会→（今年度）秋季ソフトボール大会

入ゼミ

説明会①

三田祭

論文発表

秋季

ソフトボール大会

春季

クイズ大会

A日程

試験

教授説明会

入ゼミ

説明会②

入ゼミ

説明会③

B日程

試験

C日程

試験

オープンゼミ

入ゼミ試験の流れ（昨年度参考：今年度変更可能性あり）

3/13～3/14 ：B日程出願

3/14 ：HPにて倍率発表（仮）

3/15 ：任意で出願変更

3/15 ：HPにて倍率発表（確定）

3/16～3/20 ：mailにて各ゼミからES、課題、試験形式の連絡

3/24～3/26 ：B日程試験・合否発表

2/4～2/6 ：A日程出願

2/6 ：HPにて倍率発表（仮）

2/7 ：任意で出願変更

2/7 ：HPにて倍率発表（確定）

2/7～2/14 ：mailにて各ゼミからES、課題、試験形式の連絡

3/12 ：A日程試験・合否発表

A日程未受験者・

不合格者のみ

AB日程未受験者・

不合格者のみ
C日程試験

経ゼミ委員会は関与せず、各

ゼミが独自に行う

そのため、

受験希望者は直接ゼミと連絡

を取る

経済学部ゼミナール委員会

年間スケジュール概要（2020年度）



note

Due to the spread of Corona virus, points below have changed.

12月

Related

to

Seminar

entry

Mita

Festival

（For seminar

students）

(Usually) Spring Softball Festival   →   （This year）Spring Quiz Festival

(Usually) Autumn Vollyball Festival   →   （This year）Autumn Softball Festival

Events

（For seminar

students）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月

Seminar

Information 

Session①

Mita Festival

Paper

presentation

Autumn

Softball Festival

Spring Quiz

Festival

GroupA

Exam

Proffesor Information Sessions

Seminar

Information 

Session②

Seminar

Information 

Session③

GroupB

Exam

GroupC

Exam

Open Seminar

Overall flow of Seminar entry（Referring to last year：Subject to change）

3/13～3/14 ：Group B application

3/14 ：Ratio of applicants to places at the seminar will be 

announced on HP（Tentative）

3/15 ：Optional change of application is permitted

3/15 ：The ratio will be announced on HP（Confirm）

3/16～3/20 ：Mails will be sent from each seminar about CS,
assignment, and test format.

3/24～3/26 ：Group B exam・Announcement of test results

2/4～2/6 ：Group A application

2/6 ：Ratio of applicants to places at the seminar will be 

announced on HP（Tentative）

2/7 ：Optional change of application is permitted

2/7 ：The ratio will be announced on HP（Confirm）

2/7～2/14 ：Mails will be sent from each seminar about CS,
assignment, and test format.

3/12 ：Group A exam・Announcement of test results

Only ones that did 
not pass the exam

Only ones that did 
not pass the exam

Group C application
The committee will not be 
related. Each Seminar will take 
applications by themselves.
Therefore, applicants wil take 
contact with the seminars 
directly.

Economics Seminar Committee

Annual Schedule Overview（2020）


	2020経済学部ゼミナール委員会　年間スケジュール概要.pdf
	2020 Economics Seminar Committee Annual Schedule Overview.pdf

