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今後、新型コロナウイルス感染状況によっては、入学試験要項に記載されている内容とは異なる   

方法で選抜を実施することがあります。変更については決定次第、本学入試情報サイトで周知しま 

 す（https://nyushi.hosei.ac.jp/）。 

 

 

 

 

 豊かな学際的教養と英語運用力を備え、世界の第一線で活躍できる人材を育成するＧＩＳ

（グローバル教養学部）への入学希望者を対象とする試験です。ＧＩＳでは、すべての授業が

英語で行われますので、以下の要件を満たすことが出願の条件となります。選考の過程では、

高校の成績や諸活動に加え、ＧＩＳ設置科目への興味や研究意欲なども考慮されます。 

 

【本入学試験に関する問い合わせ先】 

 

ＧＩＳ（グローバル教養学部） 

電話：03-3264-5805 E-mail：gis@hosei.ac.jp 

 

月～金 9：00～17：00 ※11：30～12：30 を除く 

  土   9：00～12：00 

（日・祝日は休み） 

 

ＧＩＳ（グローバル教養学部）自己推薦入学試験制度について 

出願に際しては必ず共通冊子（別冊）を読

み、出願から入学手続までの詳細を確認し

てください。 

https://nyushi.hosei.ac.jp/


ＧＩＳ（グローバル教養学部）自己推薦入学試験（１２月入試）要項 
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ＧＩＳ（グローバル教養学部）自己推薦入試（１２月入試）【４月入学】 
 

１．募集学部・学科および募集人員 

ＧＩＳ（グローバル教養学部グローバル教養学科） １２月入試 ２８名 

 

２．出願資格 

以下の（1）～（4）の条件をすべて満たす者 ※ただし（3）は該当者のみ 
 

（1）ＧＩＳ（グローバル教養学部）で学ぶことを強く希望する者。 

 

（2）以下のいずれかに該当する者。 

①日本の教育制度により、高等学校または中等教育学校を卒業、もしくは入学時までに 

卒業見込の者。 

②日本の教育制度により、通常の課程による１２年の学校教育を修了、もしくは入学時までに修了 

見込の者。 

   ③学校教育法施行規則第１５０条の規定により、高等学校卒業と同等以上の学力がある 

と認められる者※、もしくは入学時までに認められる見込の者（この項目の詳細は共通冊子（別

冊）「２ 準備（事前に確認しておくべき事項） (4)出願資格について」を参照）。 

 【※】外国において学校教育における１２年の課程を修了した者や、国際的な評価団体（WASC、 

CIS、ACSI、NEASC）の認定を受けた学校で１２年の課程を修了した者等 

 

  （3）以下の①～③のいずれかに該当する者は(a)～(g)のいずれかを満たすこと。 

①日本の教育制度による学校を卒業、もしくは卒業見込の者で、S 基準に出願する者。 

②日本国外の教育制度による学校を卒業、もしくは卒業見込見込の者。 

   ③日本の教育制度による学校（日本国内の高等学校や中等教育学校、文部科学大臣が認定する在外 

教育施設）を卒業、もしくは卒業見込の者でも、日本国外の教育制度による学校・課程に２年以 

上在籍し、２０２２年３月以降に日本の教育制度による学校に編入した者。 

 

(a) 国際バカロレア（IB）プログラム（日本語 DP を含む）を履修し、Diploma を取得、もしくは

取得見込みである 

(b) GCE Advanced Level ３科目、または GCE Advanced Level ２科目と GCE Advanced 

Subsidiary Level ２科目の合計４科目を受験している（見込みを含む） 

(c) NCEA (National Certificate of Education Achievement) Level 3 を含む、現地大学への入学

要件（UE: University Entrance）を満たしている（見込みを含む） 

(d) バカロレア（Baccalauréat）を取得している（見込みを含む） 

(e) アビトゥア（Abitur）を取得している（見込みを含む） 

(f) ACT を受験している（Writing を含む） 

(g) SAT を受験している（SAT Essay 不要） 

ただし、S 基準に出願する場合は、SAT スコアが 1400 点以上であること。 
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（4）英語能力による出願要件 

Ｓ基準 以下のいずれかに該当する者 

a. TOEFL iBT®（Home Edition および Paper Edition を含む）90 点以上かつ Writing スコアが 23 点

以上 

b. IELTS（Academic Module）（IELTS コンピュータ版を含む）band 6.5 以上かつ Writing band が
6.0 以上 

c. Language A: Literature または Language A: Language and Literature に英語を選択し、IB Diploma

を取得 

※ TOEFL iBT®テストの Test Date スコアのみを出願スコアとして活用します（MyBestTMスコア

は不可） 

※ 日本語による志望理由書の提出は免除 

※ 第二次選考は面接（英語）のみ 

 

Ａ基準 以下のいずれかに該当する者 

a. TOEFL iBT®（Home Edition および Paper Edition を含む）80 点以上 

b. IELTS（Academic Module）（IELTS コンピュータ版を含む）band 6.0 以上 

c. 実用英語技能検定（英検）を 2020 年度第１回検定以降に受験し、英検１級に合格 

※ TOEFL iBT®テストの Test Date スコアのみを出願スコアとして活用します（MyBestTMスコア

は不可） 

※ 第二次選考は小論文（英語）・面接（英語） 

 

Due to recent cases of falsified TOEFL scores, we have increased scrutiny of all submitted 

materials. Please be aware that any misrepresentations on the application will result in 

disqualification. 

 

３．マイページ登録・個人情報登録・写真登録・インターネット出願登録 

法政大学入学試験ガイダンス「トップページ」 

https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/を参照してください。 

本学への出願にあたっては、インターネット上で行う、「マイページ登録」「個人情報登録・写真登録」「インタ

ーネット出願登録」と「出願書類の印刷・郵送」が必要です。 

 

４．出願書類 

（1）入学志願書 ··············································· インターネットより印刷出力 

入学検定料支払後に印刷出力してください。 

  

（2） 調査書（開封無効） ···························································· １通 

① 高等学校・中等教育学校後期課程の卒業見込者は、３年１学期(前・後期制の場合は前期)まで

の成績が記載された調査書 

※ Ａ３両面可。 

※ 高校のカリキュラムの都合等で上記の調査書が発行されない場合は、出願時に発行可能な

https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/
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最新の調査書を提出してください。なお、出願書類提出後の調査書差し替えはできません。 

② 高等学校・中等教育学校後期課程の卒業者は、卒業後に発行された調査書 

※ Ａ３両面可。 

③ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は、合格（見

込）成績証明書（大学入学資格検定試験合格者は合格成績証明書） 

※ 合格証明書は無効です。 

※ 免除（見込）科目がある場合、その科目の｢単位修得（見込）証明書｣(履修した高等学校で

発行する証明書で、科目ごとの修得単位数が記載されたもの)は提出不要です。 

   ④ 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、修了見込の者は、卒業（見込）証 

明書および成績証明書 

※ 日本語または英語で作成された証明書の原本を提出してください。それ以外の言語で作成 

された場合は和訳もしくは英訳を添付し、大使館等の公的機関で訳文が正式な翻訳文であ 

ることの証明を受けてください。 

  ※ 日本と外国の両方の高等学校に在籍した場合、日本の高等学校の調査書も併せて提出して

ください。 

⑤ 調査書が発行できない場合は、出身高校の卒業（見込）証明書および成績証明書 

※ 氏名の変更により入学志願書と調査書等との氏名が同一でない場合は、同一人物であるこ

とを公的に証明できる書類（変更前と変更後の氏名がともに明記されたもの、戸籍抄本等。

住民票の場合はマイナンバーなしのもの）を提出してください。 

 

 ＜注意事項＞ 

○調査書・成績証明書等はすべて原本を提出してください。コピーでは受理できません（原本が一

部しかない場合は、コピーに学校長の署名による認証を受ける）。 

○高校在学中に留学をした期間の成績に関しては、留学先の成績証明書（在学年度ごとの履修科目

と成績内容が明記されたもの）等を入れてください。 

○高等学校に在学した全期間の成績が分かるようにしてください。 

○出願資格（3）（Ｐ.１）に該当する出願者は、下記の表にある証明書のいずれかを必ず添えるこ

と。 

 

 提出書類 

(a) IB Diploma 

直送の場合：Transcript of Grades 

同封の場合：Transcript of Grades と Diploma 

最終試験６科目 

国際バカロレア（IB Diploma）取得見込みについては、本学部所定の書式

を使用してください。※インターネットより印刷出力 

(b) GCE GCE の成績評価証明書 

(c) NCEA 

NCEA Level 3 を含む成績評価証明書（Record of Achievement） 

NCEA Level 3 及び UE: University Entrance の結果が出願期間までに発表さ

れない場合は、出身高校に成績評価見込証明書の作成を依頼してください

（書式は任意）。 

(d) Baccalauréat バカロレア（Baccalauréat）の成績評価証明書 
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(e) Abitur アビトゥア（Abitur）の成績評価証明書 

(f) ACT 
ACT の公式テストスコア 

ACT スコア直送コード：0607 

※本学に直送されたスコアの

み有効とします。 

※出願締切日までに届いたも

のを有効とします（出願期間開

始前に届いても構いません）。 

※Superscore は不可 

(g) SAT 
SAT Reasoning Test の公式テストスコア 

SAT スコア直送コード：3686 

 

（3）英語能力に関する証明書（原本） 

TOEFL®・IELTS・英検・IB Diploma のうち基準を満たしているいずれか１つの資格証明書

（複数のテスト結果提出も可）を提出してください。スコアを証明する書類（原本）の提出方法

については、共通冊子（別冊）「２ 準備（事前に確認しておくべき事項） （7）英語外部試験の

スコアを証明する書類の提出方法について」を参照してください。 

  

※提出されたスコアや証明書は基本的に返却いたしません。どうしても返却を希望する場合は、事前に学務部

学部事務課ＧＩＳ担当、もしくは入学センターへ原本を持参するか、出願時に返信用封筒（簡易書留分の切

手貼付）と、返却希望のメモを同封してください。ただし、試験実施団体から大学に直送されたスコアを

証明する書類は返却できません。 
 

（4）英語による志望理由書（500 words 程度） ····················· インターネットより印刷出力 

①以下の内容を含めること（順不同）  

・ＧＩＳ (グローバル教養学部）を志望する理由 

・入学後の抱負 

・あなたの「人物」アピール 

②「Statement of Purpose」の表紙を出力、必要事項を記入の上、Ａ４判またはＵＳレターサイズ 

 の用紙に、パソコンで作成。12 ポイント・フォントを使用し、十分な行間と余白を確保するこ

 と。また、右上に氏名を必ず記入し、出力した表紙と一緒に左上をホチキス留めすること。 

 

（5）日本語による志望理由書 ····································· インターネットより印刷出力 

   日本語 2,000 字以内で記入。※Ｓ基準による受験者は提出不要 

①本文の内容を表す「見出し」を必ず 20 字程度つけること 

②本文は 2,000 字以内 

③内容は英語による志望理由書の指示に準ずる。（英語の志望理由書と同じ内容で構わない） 

④黒または青のボールペン（インク）を使用し、自筆で記入すること 

⑤まとめて左上を縦向きにホチキス留めにすること 

 

（6）入学志願者紹介状（開封無効） ························· インターネットより印刷出力 ２通 

    最終出身校（※）の２名の専任教員（full-time teacher）が、出願前６カ月以内に日本語または英語

で執筆し厳封すること。海外から大学宛に直送する場合は、（8）の宛先に送付してください（出願

期間開始前に届いても構いません）。 

※専門学校、塾、予備校、語学学校等、学位取得を目的としていない機関は該当しません。 
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（7）出願書類チェックリスト ····································· インターネットより印刷出力 

 

（8）送付用宛名 ················································· インターネットより印刷出力 

    角２封筒（332mm×240mm）の表面に貼り、出願書類を入れて郵送してください。 

 

 

 海外から郵送する場合は、以下の住所まで、registered mail でお送りください。 

  Faculty of GIS, Hosei University 

Office of Academic Affairs 

2-17-1, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8160, Japan 

 

５．出願期間  ２０２２年１０月１１日（火）～１０月２１日（金） 

締切日消印有効（海外からの出願は締切日までに大学必着） 

 

６．入学試験・合格発表 

 

 

 

入学試験には、第一次選考と第二次選考があり、第一次選考に合格した者のみ、第二次選考を受験

することができます。 

【第一次選考】 書類審査（調査書、志望理由書等） 

【第一次選考合格発表日】 ２０２２年１１月２５日（金）１０：００ 

【第二次選考】  

選考方法  Ｓ基準：面接試験（英語） 

Ａ基準：小論文（英語：６０分）、面接試験（英語） 

試 験 日 ２０２２年１２月４日（日） 

集合場所 法政大学市ケ谷キャンパス 

（共通冊子（別冊）「８ 入学試験 (2)キャンパス案内」参照） 

      ※集合時刻、試験会場（教室）は「受験票」でお知らせします。 

 

◎試験当日の注意事項 

(1) 受験票、筆記用具、入学試験要項、共通冊子（別冊）、時計、防寒着を必ず持参してください。 

(2) 遅刻は、筆記試験開始後２０分まで認めます。ただし、時間には余裕をもって早めに来るよう

にしてください。なお、首都圏の主要な公共交通機関に乱れ・遅れが生じ、遅刻しそうな場合

は、試験本部（03-3264-5805）まで問い合わせてください。 

(3) 受験生の大学構内への入構は、９：００からできます。 

(4) 昼食は各自で用意してください。 

(5) 携帯電話・スマートフォン・タブレット型端末・ウェアラブル端末などの電子通信機器は、試験

教室に入る前に電源を切ってかばん等に入れておいてください。これらは時計として使用できま

せん。また、アラーム機能がある場合は、鳴らないように設定してください。試験時間中に携帯

◎受験票の印刷は受験生ご自身で行ってください。大学からの郵送はいたしません。詳細は共通冊子

（別冊）「７ 受験票印刷」を参照してください。 
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電話や時計などの音・振動などが発生し、発生源のかばんなどが特定できた場合、持ち主の同意

なく試験教室外に持ち出し、試験本部で保管することがあります。 

(6) 面接の順番により待ち時間、終了時刻は異なります。 

 

【第二次選考合格発表日】   ２０２２年１２月１３日（火）１０：００ 

 

【第二次選考追加合格発表日】 ２０２２年１２月２３日（金）１０：００ 

 

７．入学手続締切日 

・第二次選考 合 格 者  ２０２２年１２月１９日（月） 

・第二次選考 追加合格者  ２０２３年 １月 ６日（金） 

 

８．日本国以外の国籍を有する方へ（在留資格「留学」の取得について） 

日本国以外の国籍を有する方が日本の大学で学ぶには、基本的に在留資格「留学」を得る必要があ

ります。入学手続き時に日本に不在の方は、出願前にお問い合わせください。 

「家族滞在」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」等の在留資格でも入学することはできますが、

「留学」以外の在留資格の場合、外国人留学生対象の奨学金や各種補助制度は利用できませんのでご

 了承ください。 

 

９．よくある質問 

(1) Ｓ、Ａ基準のうち合格しやすい基準があるか。 

 →ありません。基準ごとの合格者数を設けておらず、全体で２８名を募集しています。 

 

(2) 紹介状や志望理由書のフォームは、昨年度のものを利用してもよいか。 

→昨年度のフォームでは受付できません。必ず当該年度のものをご利用ください。 

 

(3) 高校卒業後に、短大・専門学校・大学等の学校を卒業した、または在学している。この場合、どの 

学校の調査書が必要か。また、紹介状はどの学校の先生に依頼すればよいか。 

  →調査書は、高校から最終出身校まですべて同封してください。例えば、高校卒業後に短大を卒

業し、現在大学に在籍している場合は、高校、短大、大学の調査書・成績証明書・卒業証明書

が必要です。紹介状は、最終出身校の専任教員に書いていただいたものを用意してください。

上記の例の場合、大学の専任教員に依頼してください。 

 

(4) 在籍する高校の進学アドバイザーやカウンセラーに紹介状を書いてもらってもよいか。 

  →紹介者は受験者の資質をよく知っている方である必要があります。授業を担当され、科目の理

解度や学習態度、向学心などを直接評価できる先生に依頼してください。 

 


