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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（https://nyushi.hosei.ac.jp/）で周知します。 

 

 

学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/rinen/hoshin/ukeire_hoshin/ 

https://nyushi.hosei.ac.jp/
https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/rinen/hoshin/ukeire_hoshin/
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１ 出願から入学手続までの流れについて 

法政大学入学試験ガイダンスを参照してください。 

 https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/ 

 

準備 
Ｐ.４ 「２ 準備（事前に確認しておくべき事項）」 

Ｐ.１１ 「１１ 出願上の留意点および注意点」 

↓ 

マイページ登録 
Ｐ.８「３ マイページ登録」 

Ｐ.８「４ 個人情報登録・写真登録」 

↓ 

インターネット出願登録 Ｐ.８ 「５ インターネット出願登録」 

↓ 

出願書類の郵送 Ｐ.８ 「６ 出願書類の郵送」 

↓ 

【入学試験（第一次選考）】 

（二段階選抜入試の場合のみ） 
Ｐ.９ 「８ 入学試験」 

↓ 

【合格発表（第一次選考）】 

（二段階選抜入試の場合のみ） 
Ｐ.１０ 「９ 合格発表」 

↓ 

受験票印刷 Ｐ.９ 「７ 受験票印刷」 

↓ 

入学試験 

（二段階選抜入試の場合：第二次選考） 
Ｐ.９ 「８ 入学試験」 

↓ 

合格発表 

（二段階選抜入試の場合：第二次選考合格発表） 
Ｐ.１０ 「９ 合格発表」 

↓ 

入学手続 Ｐ.１０ 「１０ 入学手続」 

 

https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/
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２ 準備（事前に確認しておくべき事項） 

（１）出願に必要な環境について 

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。 

 

（２）入試方式・出願期間・日程について 

総合型選抜等の入試方式・各種期間は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出願は締切日消印有効とします（海外からの出願は締切日までに大学必着とします）。 

※【専願】と記載のある入試種別は、「合格した場合は入学を確約できる者」を出願資格とします。 

 

（３）募集学部・学科および募集人員 

それぞれの入学試験要項にある「募集学部・学科および募集人員」の項目を確認してください。 

 

 

専願 入試方式 出願期間 一次合格発表日 合格発表日

- 法学部　国際政治学科　英語外部試験利用自己推薦 9月27日 （火） ～ 10月7日 （金） 11月4日 （金） 11月13日 （日） 11月22日 （火） 11月29日 （火）

専願 経営学部　経営戦略学科　グローバル体験公募推薦 9月27日 （火） ～ 10月7日 （金） 11月4日 （金） 11月13日 （日） 11月22日 （火） 11月29日 （火）

- 人間環境学部　社会人リフレッシュ・ステージ・プログラム（ＲＳＰ） 9月27日 （火） ～ 10月7日 （金） 11月4日 （金） 11月13日 （日） 11月22日 （火） 11月29日 （火）

専願 現代福祉学部　グローバル体験公募推薦 9月27日 （火） ～ 10月7日 （金） 11月4日 （金） 11月13日 （日） 11月22日 （火） 11月29日 （火）

- 現代福祉学部　福祉コミュニティ学科　まちづくりチャレンジ自己推薦 9月27日 （火） ～ 10月7日 （金） 11月4日 （金） 11月13日 （日） 11月22日 （火） 11月29日 （火）

- キャリアデザイン学部　国際バカロレア利用自己推薦 9月27日 （火） ～ 10月7日 （金） 11月13日 （日） 11月22日 （火） 11月29日 （火）

- キャリアデザイン学部  キャリア体験社会人 9月27日 （火） ～ 10月7日 （金） 11月4日 （金） 11月13日 （日） 11月22日 （火） 11月29日 （火）

専願 文学部　哲・日本文・英文学科　グローバル体験公募推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

専願 文学部　日本文学科  自己推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

- 文学部　日本文学科  社会人 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

- 文学部　地理学科  自己推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

専願 国際文化学部  ＳＡ自己推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

専願 国際文化学部  分野優秀者 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

- 人間環境学部　国際バカロレア利用自己推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

専願 人間環境学部  自己推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

専願 キャリアデザイン学部  キャリア体験自己推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

専願 キャリアデザイン学部　商業学科等対象公募推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

専願 キャリアデザイン学部　グローバル体験公募推薦 10月4日 （火） ～ 10月14日 （金） 11月11日 （金） 11月20日 （日） 11月29日 （火） 12月5日 （月）

- 経済学部  英語外部試験利用自己推薦 10月11日 （火） ～ 10月21日 （金） 11月18日 （金） 11月27日 （日） 12月13日 （火） 12月19日 （月）

- スポーツ健康学部  自己推薦 10月11日 （火） ～ 10月21日 （金） 11月18日 （金） 11月27日 （日） 12月13日 （火） 12月19日 （月）

- スポーツ健康学部  トップアスリート 10月11日 （火） ～ 10月21日 （金） 11月18日 （金） 11月27日 （日） 12月13日 （火） 12月19日 （月）

- 情報科学部 公募推薦 10月11日 （火） ～ 10月21日 （金） 11月18日 （金） 11月27日 （日） 12月13日 （火） 12月19日 （月）

- 文学部　哲・英文学科　国際バカロレア利用自己推薦 11月8日 （火） ～ 11月18日 （金） 12月4日 （日） 12月13日 （火） 12月19日 （月）

- 経済学部　国際バカロレア利用自己推薦 11月8日 （火） ～ 11月18日 （金） 12月4日 （日） 12月13日 （火） 12月19日 （月）

- ＧＩＳ　自己推薦（12月） 10月11日 （火） ～ 10月21日 （金） 11月25日 （金） 12月4日 （日） 12月13日 （火） 12月19日 （月）

- ＧＩＳ　自己推薦（12月）※追加合格 12月23日 （金） 1月6日 （金）

（火）

―

―

手続締切日
延期二次

手続締切日

2月28日

―

―

―

試験日

https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/
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（４）出願資格について 

それぞれの入学試験要項にある「出願資格」の項目を確認してください。 

ただし、「学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れる者」に該当する場合は以下を確認の上で出願してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文部科学大臣の指定した者】 

教 育 制 度 （例） 出 願 要 件 出願要件を証明する提出書類 

国際的な認証団体 
（WASC、ACSI、CIS、NEASC） 
認定校 

認定校に置かれる12年の教育課程の卒業（修了）証明を得ること。 
・当該校の卒業証明書もしくは修了証明書 
・成績証明書 

国際バカロレア（ＩＢ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 
Ｂａｃｃａｌａｕｒｅａｔｅ）制度 

国際バカロレア（IB Diploma）を取得していること。 
・国際バカロレア資格証書（IB Diploma）の写
し 
・IB最終試験6科目の成績評価証明書 

バカロレア（Baccalauréat）制度 バカロレア（Baccalauréat）を取得していること。 
バカロレア（Baccalauréat）の 
成績評価証明書 

アビトゥア（Abitur）制度 アビトゥア（Abitur）を取得していること。 アビトゥア（Abitur）の成績評価証明書 

GCE Advanced Level制度 
GCE Advanced Level を取得していること。 
（Aレベル1科目以上に合格していること） 

GCE試験の成績評価証明書 

 

出願資格に記載のある「学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者」とは、以下のいずれかに該当する者および本学入学時までにこれに該当する見込みの者である。 

① 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【※】、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者（昭和 56 年文部省告示

第 153 号－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に準ずる者） 

  【※】いわゆる「飛び級」・「早期卒業」等により、通常の課程を 12 年未満で卒業した場合もこれに含める。 

② 「在外教育施設」の当該課程を修了した者 

   「在外教育施設」とは、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した学校であり、

外国に所在する学校のすべてがこれに該当するわけではない。 

③ 専修学校の高等課程（修業年限が 3年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定

するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

④ 文部科学大臣の指定した者【※】 

（昭和 23年文部省告示第 47 号－大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者） 

【※】詳細は、後掲の表を参照してください。 

⑤ 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に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む）で本

学入学時に 18 歳以上の者 

⑥ 本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者で本学入学時に 18 歳以上の者 

（上記⑥に関連し、本学が出願資格を認定した学校は、朝鮮高級学校です。） 

 

上記⑥の出願資格で受験を希望する者や、出願資格について確認したい場合は、出願開始日の 1 カ月前までにお問い合わせください。 

・問い合わせ先／法政大学入学センター 03-3264-9312 NKadm@ml.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〉 
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（５）出願書類について 

それぞれの入学試験要項にある「出願書類」の項目を確認の上で出願期間内に全ての出願書類をできるようご

準備ください。 

 

（６）受験上および修学上の配慮について 

入学を志願する者で、障がい等があり、受験上および修学上の配慮を必要とする場合は、出願前（インターネット

出願登録を行う前）に、申請が必要です（視覚障がい者は試験会場設定等の関係から、できるだけ早めに申請し

てください）。詳細は入試情報サイトに 8月上旬に掲載するお知らせでご確認ください。 

配慮を希望する場合は、医師の診断・意見書（本学指定書式）および申請書を提出していただき、面談を行いま

す｡この面談は、希望する配慮について確認するためのものであり、合否判定とは一切関係ありません｡また、この

面談だけでは出願したことにはなりません。出願する場合には、必ず出願期間内に出願が必要になります。 

・問い合わせ先／法政大学入学センター 03-3264-9312 NKadm@ml.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〉 
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（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 

出願資格に指定されている英語外部試験や出願基準、有効期限はそれぞれの入学試験要項で確認してください。 
※出願締切日までに届いたものを有効とします。スコアを証明する書類の発行・再発行・追加発行・直送には時間を要する場合がありますので、 

 本学への出願に間に合うように十分余裕を持って手続を行ってください。受験や手続の詳細は、各試験実施団体へお問い合わせください。 
 

 
 
 
 
 

英語外部試験 提出書類 注意事項 

実用英語技能検定 

（英検（従来型） 

英検 CBT® 

英検 S-CBT® 

英検 S-Interview®） 

＜4 技能＞ 

合格証明書または 

CSE スコア証明書の原本 

※和文・英文どちらでも可 

※個人成績表は不可 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。 

TOEFL iBT® 

（TOEFL iBT® Home 

Edition および

TOEFL iBT® Paper 

Edition を含む） 

 
（TOEFL ITP®テストは不

可） 

（MyBest™スコアは活用

できません） 

＜4 技能＞ 

※

右

記

の

２

点

を

必

ず

提

出

す

る

こ

と 

Test Date スコアが 

出願基準を満たしている 

受験者用控えスコアレポート 

Test Taker Score Report のコピー 

または 

My TOEFL Home からダウンロード 

（印刷）した 

Test Taker Score Report 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。 

なお、右上余白に Official Score Reports の直送手続日を

記入してください。 

Test Date スコアが 

出願基準を満たしている 

Official Score Reports 

の原本 

ETS より出願締切日までに本学に直送された Official 

Score Reports のみ有効とします。 

出願期間より前に到着してもかまいません。 

Institution Code は 0407 です。 

IELTS 

(Academic Module)  

（IELTS ペーパー版

および IELTS コンピ

ュータ版） 

（IELTS Indicator は

不可） 

＜4 技能＞ 

成績証明書 

（Test Report Form）の原本 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。 

成績証明書が提出できない場合は、出願締切日までに本

学に到着するように、追加発行の手続きを行った上で、お

手元の成績証明書のコピーを出願書類と一緒に封筒に入

れて提出してください（追加発行したものは出願期間よ

り前に到着してもかまいません）。 

追加発行の送付先の大学・部署名は、「Hosei University 

Admissions Center」、住所は「2-17-1 Fujimi, Chiyoda-

ku, Tokyo 102-8160, Japan」としてください。整理番号

の入力は不要です。 

TOEIC®L&R 

および 

TOEIC®S&W 

（IP ﾃｽﾄは不可） 

＜4 技能＞ 

TOEIC®L&R の公式認定証 

（Official Score Certificate） 

および 

TOEIC®S&W の公式認定証 

（Official Score Certificate）の原本 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。 

TOEIC®L&R のスコアのみで出願基準を超えていても、

TOEIC®S&W のスコアの提出が必要です。 

TOEIC®Speaking Test（Speaking の試験のみ）の結果を

提出することはできません。 

TEAP 

＜4 技能＞ 

同一試験日の総合点が出願基準を満たしてい

る成績表の原本 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。ただし複数の成績表（受験日が異なる各技能

の最高点を組み合わせること）を提出することはできま

せん。 

TEAP CBT 

＜4 技能＞ 

同一試験日の総合点が出願基準を満たしてい

る成績表の原本 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。ただし複数の成績表（受験日が異なる各技能

の最高点を組み合わせること）を提出することはできま

せん。 

GTEC(CBT タイプ) 
（Core・Basic・Advanced

タイプは不可） 

＜4 技能＞ 

GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE 

の原本 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。 

ケンブリッジ英語検定 

<４技能> 
認定証の原本または結果ステートメント 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。 

上記以外の 

英語外部試験 

氏名・受験日・スコアが確認できる試験実施

団体が発行した証明書の原本 

出願期間内に他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出し

てください。本学へ直送する場合は出願締切日までに到

着するように手続きを行ってください。 
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３ マイページ登録 

法政大学入学試験ガイダンス「マイページ登録」 

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

出願を行うにあたって、インターネットより「マイページ」の登録が必要です。 

メールアドレスを入力し、画面の指示にしたがって登録を行ってください。 

 

４ 個人情報登録・写真登録 

法政大学入学試験ガイダンス「マイページ登録」 

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

マイページ登録後、個人情報と写真の登録が可能になるので、画面の指示にしたがって登録を行ってください。 

写真は、データのアップロードが必要です。登録した写真は、入学志願書への出力・試験当日の本人照合・学生

証※ に利用します。印刷や郵送は不要です。写真データの仕様は、上記のＵＲＬに記載があります。 

※入学後に学生証の写真（3cm×3cm）として卒業まで使用しますので、服装等については十分配慮したものにしてください（制服、

私服は問いません）。 

  

５ インターネット出願登録 

（１）インターネット出願登録について 

法政大学入学試験ガイダンス「インターネット出願登録」 

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

インターネット出願登録は、出願開始日の 10：00以降に行ってください。 

出願期間については、 ２ 準備 （２）入試方式・出願期間・日程について を参照してください（入試方式ごとに

異なります）。 

出願書類の送付に要する日数を考慮し余裕を持ってインターネット出願登録（入学検定料支払手続（（２）入学検

定料を参照）を含む）を行ってください。 

※出願開始日 10：00 よりも前にインターネット出願登録を行うことはできません。 

※インターネット出願登録を行っただけでは出願手続完了となりません。すべての出願書類が本学に到着した時点をもって出願手

続完了となります。 

 

（２）入学検定料 

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。 

金  額 35,000円 

支払方法 出願期間内に指定のコンビニエンスストア、クレジットカード等でお支払いください。 

※いずれのお支払いの場合も払込手数料 990 円がかかります。 

※原則一旦納入した入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返還しません。 

 

６ 出願書類の郵送 

法政大学入学試験ガイダンス「出願書類の郵送」 

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

インターネット出願登録完了後は、出願書類の郵送が必要です。 

市販の角２封筒（332mm×240mm）の表面に「送付用宛名」を貼り、すべての書類を入れて「簡易書留」で郵送し

https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/mypage/
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/mypage/
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/how/
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/doc/
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てください（出願は郵送に限ります）。締切日消印有効とします（海外からの出願は締切日までに必着とします）。

また、締切日前日・当日の日本国内からの郵送は必ず「速達・簡易書留」にしてください。 

※郵送の取扱時間や郵送にかかる時間は事前にご確認されることをお勧めします。本学では一切の責任を負いません。 

※書類の到着確認は本学では致しかねます。日本郵便の HP から「郵便追跡サービス」で確認してください。検索に必要な簡易書

留の「お問い合わせ番号」を必ず控えておくようにしてください。 

 

７ 受験票印刷 

法政大学入学試験ガイダンス「受験票印刷」 

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

受験票の確認・印刷は、第二次選考日の 5日前の 15：00から可能です。 

二段階選抜の入試は、第一次選考合格者のみ印刷可能です。 

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。 

※必ず白紙 A4 用紙を縦方向で印刷してください。モノクロ・カラーはどちらでも構いません。 

※受験票は印刷して試験当日に必ず持参してください。 

※記載に誤りがある場合は速やかにご連絡ください。 

・問い合わせ先／法政大学入学センター 03-3264-9312 NKadm@ml.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〉 

 

８ 入学試験 

（１）入学試験の詳細について 

それぞれの入学試験要項にある「入学試験」の項目を確認してください。 

 

（２）キャンパス案内 

法政大学ウェブサイト アクセス               https://www.hosei.ac.jp/access/ 

●市ケ谷キャンパス 東京都千代田区富士見 2-17-1 

●多摩キャンパス  東京都町田市相原町 4342 

●小金井キャンパス 東京都小金井市梶野町 3-7-2 

学部 授業を行うキャンパス 

法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデザイン・ 

GIS(グローバル教養学部) ・デザイン工学部 
市ケ谷キャンパス 

経済・社会・現代福祉・スポーツ健康学部 多摩キャンパス 

情報科・理工・生命科学部 小金井キャンパス 

 

（３）不正行為について 

以下に例示したことは不正行為になります。 

① 出願書類（入学志願書含む）の偽造・虚偽記載、解答用紙に故意に虚偽の記載等（入学志願書に本人以外

の写真を使う、解答用紙に本人以外の氏名・受験番号を記入するなど）をした。 

② カンニング行為（カンニングペーパー、教科書、参考書、他の受験生の答案を見る、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、電子辞書、 翻訳機、IC レコーダー等の電子機器類を使用する、他

の人から答えを教わる等）をした。 

https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/ticket/
https://www.hosei.ac.jp/access/


10 

 

③ 試験時間中に、答えを教えるなど他の受験生を利するような行為をした。 

④ 指示の前に、問題冊子を開いたり、解答を始めた、または解答をやめなかった。 

⑤ 使用を認められていない用具を使用した。 

⑥ 配付された問題冊子を、その試験時間が終了する前に、試験教室から持ち出した。 

⑦ 解答用紙を試験教室から持ち出した。 

⑧ 試験時間中または休憩時間に関わらず、他の受験生の妨害や迷惑行為を行った。 

⑨ 監督者等の指示に従わない。 

⑩ その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をした。 

※ 不正行為が疑われる際に、注意をすることや事情を聴取することがあります。  

※ 不正行為と認められた場合の本学の対応は以下のとおりとします。 

・ 当該入学試験の成績を含め、本年度受験した本学入学試験すべての成績を無効にするとともに、

翌日以降に行われる本年度の本学入学試験の受験は認めません。いずれの場合も入学検定料は

返還しません。 

・ 警察に被害届を提出する場合があります。 

 

（４）感染症対策について 

本学の入学試験は文部科学省の「令和 5 年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試

験実施のガイドライン（令和 4年 6月 3日決定 大学入学者選抜協議会）」に従って適切な対策を講じ、実施しま

す。詳細は必要に応じて対象者に周知いたします。 

 

９ 合格発表 

法政大学入学試験ガイダンス「合格発表」 

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

合格発表は、各入試の合格発表日 10：00から行います。 

合否の結果は、「マイページ」より確認ができます。※合否に関する電話での問い合わせには応じません。 

 

１０ 入学手続 

法政大学入学試験ガイダンス「入学手続」 

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

合格者は「マイページ」より入学手続を行い、「入学手続金」の納入、「学籍関連情報登録」を入学手続締切日ま

でに完了させてください。 

※入学手続締切日までに手続を行わない場合は、入学を辞退したものとみなします。 

※合格発表および入学手続に利用するシステムの「誤操作」「見間違い」などを理由とした入学手続期間終了後の入学手続は認め

ません。 

※入学手続の延期をする場合は、入学手続締切日までに「入学申込金（入学金と同額）」を納入し、所定の手続を行うと、二次手続

を 2023年 2月 28 日まで延期することができます。 

※合格通知書および振込用紙は、インターネット出願サイトの｢マイページ｣に掲出され、郵送はありませんのでご注意ください。 

※入学手続を完了した後に（入学手続時納入金を全額納入した後に）、やむを得ない理由により入学の辞退を希望する場合は、

2023 年 3 月 31 日までに大学の定める手続を行うと入学金を除く学費その他納入金の返還を受けることができます。 

 

https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/results/
https://www.guide.52school.com/guidance/net-hosei-tokubetsu/enrollment/
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１１ 出願上の留意点および注意点 

（１）出願上の注意点 

① インターネット出願登録を行っただけでは出願手続完了となりません。すべての書類が本学に到着した時点

をもって出願手続完了となります。 

② 出願後の入試方式、学部学科の変更はできません。出願後の取り消しはできません。 

③ 本学宛てに送付された書類は返却しません。差し替えもできません。 

④ 出願資格または入学資格を取得見込みで受験し、入学時までに要件を満たせないことが判明した場合や不

正等が発覚した場合は以下の通り取り扱います。 

 出願資格または入学資格を取得見込みで受験し、入学時までに要件を満たせないことが判明した場合

は、合格を取り消します。 

 出願資格または入学資格を取得見込みで受験し、本学への入学手続を完了（入学手続時納入金を全

額納入）した後に、入学時までに要件を満たせないことが判明した場合は、入学金を除く学費その他の

納入金の返還を受けることができます。出願資格または入学資格を満たせないことが判明した場合は、

直ちに入学センターに連絡し、手続についてお尋ねください。なお、延期第一次手続のみの方につい

ては、入学申込金（入学金と同額）は返還しておりませんので手続不要です。 

 出願から合格発表前までに不正等が発覚した場合、出願資格を認めず、かつ入学検定料は返還しま

せん。 

 合格発表から入学までの間に不正等が発覚し、大学より合格取り消しの処分を受けた場合、入学検定

料は返還しません。ただし、本学への入学手続を完了（入学手続時納入金を全学納入）している場合

は、入学金を除いた授業料・教育充実費・実験実習料・諸会費は返還します。 

 入学後に不正等が発覚し、大学より合格取り消しの処分を受けた場合は、入学検定料、入学金及び納

入済みの授業料等（授業料・教育充実費・実験実習料・諸会費）は返還しません。 

 

（２）個人情報の取り扱いについて 

法政大学では、ご提出いただきました志願者の氏名・住所等の個人情報は、入学試験の出願受付、実施、合格

発表、さらには入学に至る一連の手続きと、法政大学で学生生活を始めるに当たって必要になる書類・お知らせ

等の送付及び入学者データの統計処理に関する業務を行うために利用します。 

上記の業務は、その一部を法政大学入学センターより当該業務の委託を受けた業者（受託業者）により行われま

す。業務委託の際、受託業者に対して委託業務遂行の目的で、お知らせいただいた個人情報の一部または全

部を提供することがあります。あらかじめご了承ください。 

個人情報の管理等については、「法政大学個人情報保護及び特定個人情報取扱規程」に基づき適切に取扱い

ます。 

・問い合わせ先／法政大学入学センター 03-3264-9312 NKadm@ml.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〉 
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１２ 入学検定料の返還 

原則として一度納入した検定料はいかなる理由があっても返還しません。ただし、下記の場合に関しては返還対

象とします。 

① 入学検定料を納入したが出願しなかった（出願書類を提出しなかった）場合 

② 入学検定料を納入したが出願資格を満たしていなかった場合 

［返還申請の方法］ 

返還を申請される方は、次ページに掲載している「返金申請書」に必要事項を記入し、下記まで郵送してくださ

い。 

 

【郵送先】  

 

〒１０２－８１６０ 

東京都千代田区富士見２－１７－１ 

法政大学入学センター（検定料返還係） 

 

 

［申請期限］ 

２０２２年１１月３０日（消印有効） 

［申請上の注意］ 

・申請は必ず上記期限内に行ってください。 

・入学検定料の振込手数料（９９０円）は返還対象外となります。 

・銀行口座への振り込みは、処理の都合上、上記締切日から起算して２～３ヶ月程度かかります。 

・外国送金の際は振り込み手数料が差し引かれます。 

［問い合わせ先］ 

・法政大学入学センター 03-3264-9312 NKadm@ml.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〉 
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（2023 年度）総合型選抜・学校推薦型選抜等入学試験 

返金申請書 

 記入日：20   年   月   日 

法政大学総長 殿 

標記について、下記のとおり入学試験の検定料の返金を申請いたします。 

全ての項目を記載してください。 

 

フリガナ   

受験生氏名 

生年月日 
       年    月    日生  

現住所 
〒 

 

電話番号   

メールアドレス   

理由 

＊該当する番号に☑ 

□（１）検定料を振り込んだが出願していないため 

□（２）出願資格を満たしていないため 

返金を申請する 

学部・学科・試験名称 

                             学部                                                 学科 

                                                                 入試 

金額 

＊該当する番号に☑ 

□（１）35,000 円 

□（２）その他（             円） 

   銀行振込口座（入学検定料返還先） 

フリガナ     

金融機関名 

                               銀行                                 支店 

※金融機関コード 

不明の場合は記入不要です。 

※支店コード 

不明の場合は記入不要です。 

口座番号 
  口座種別 

＊該当する番号に☑ 

□（１）普通 

□（２）当座 

口座名義(カナ)   

※「ゆうちょ銀行」への振込の場合、支店名には３ケタの漢数字をご記入ください。外国送金の際は振込手数料が差し引かれます。 

※海外の口座を指定した場合は、検定料から振込み手数料が差引かれて振り込まれます。 
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【参考】 

１ 前年度志願者数および合格者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部 入試方式 学科 志願者
一次
受験者

一次
合格者

二次
受験者

二次
合格者

哲 2 2 2 1 0

日本文 1 1 1 1 1

英文 14 14 9 8 3

哲 1 - - 1 1

英文 5 - - 4 3

文学部　日本文学科　自己推薦 日本文 58 58 58 58 21

文学部　日本文学科　社会人 日本文 4 - - 4 0

文学部　地理学科　自己推薦 地理 13 13 11 11 9

経済 10 10 2 2 2

国際経済 32 32 13 8 7

現代ビジネス 13 13 7 6 6

経済 2 - - 1 1

国際経済 4 - - 4 4

現代ビジネス 3 - - 2 2

経営 経営学部　経営戦略学科　グローバル体験公募推薦 経営戦略 6 6 6 5 5

国際文化学部　ＳＡ自己推薦 国際文化 96 96 55 51 36

国際文化学部　分野優秀者 国際文化 37 37 26 23 14

人間環境学部　社会人リフレッシュ・ステージ・プログラム（ＲＳＰ） 人間環境 9 9 4 4 4

人間環境学部　国際バカロレア利用自己推薦 人間環境 3 - - 3 1

人間環境学部　自己推薦 人間環境 220 220 80 63 40

福祉コミュニティ 3 3 3 3 3

臨床心理 8 8 7 7 6

現代福祉学部　福祉コミュニティ学科　まちづくりチャレンジ自己推薦 福祉コミュニティ 42 42 23 20 14

キャリアデザイン学部　商業学科等対象公募推薦 キャリアデザイン 5 5 3 3 1

キャリアデザイン学部　グローバル体験公募推薦 キャリアデザイン 19 19 13 12 6

キャリアデザイン学部　国際バカロレア利用自己推薦 キャリアデザイン 2 - - 2 0

キャリアデザイン学部　キャリア体験社会人 キャリアデザイン 3 3 1 1 1

キャリアデザイン学部　キャリア体験自己推薦 キャリアデザイン 61 61 41 32 22

GIS ＧＩＳ　自己推薦（12月） グローバル教養 131 131 119 74 65

スポーツ健康学部　自己推薦 スポーツ健康 63 63 37 30 18

スポーツ健康学部　トップアスリート スポーツ健康 5 5 5 5 4

コンピュータ科 8 8 8 7 3

ディジタルメディア 14 14 14 13 7

スポーツ健康

情報科

文学部　哲・日本文・英文学科　グローバル体験公募推薦

文学部　哲・英文学科　国際バカロレア利用自己推薦

経済学部　英語外部試験利用自己推薦

経済学部　国際バカロレア利用自己推薦

現代福祉学部　グローバル体験公募推薦

情報科学部　公募推薦

文

経済

国際文化

人間環境

現代福祉

キャリアデザイン
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２ ２０２３年度学費（2023年度大学案内〈https://nyushi.hosei.ac.jp/shiryo/dp〉より抜粋） 

 

https://nyushi.hosei.ac.jp/shiryo/dp
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３ スタディ・アブロード（ＳＡ）プログラム費用（2023年度大学案内〈https://nyushi.hosei.ac.jp/shiryo/dp〉より抜粋） 

  

 

  

https://nyushi.hosei.ac.jp/shiryo/dp
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【問い合わせ先】 

１ インターネット出願に関する問い合わせ先（マイページ登録やインターネット出願登録等の入力方法に関わること） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２ 出願に関する問い合わせ先一覧（出願資格等の入試制度に関わること） 

 

 

 

 

 

担当 連絡先 住所・郵送先 窓口時間 

法学部 03-3264-9323 

〒102-8160 

東京都千代田区富士見 2-17-1 （月）～（金）  

9：00-17：00 

※11：30-12：30を除く 

（土） 

9：00-12：00 

 

日・祝休 

文学部   03-3264-9324 

経営学部 03-3264-9332 

国際文化学部 03-3264-9345 

人間環境学部 03-3264-9327 

キャリアデザイン学部 03-3264-9341 

ＧＩＳ 

（グローバル教養学部） 
03-3264-5805 

経済学部 042-783-2503 

〒194-0298 

東京都町田市相原町 4342 
現代福祉学部 042-783-2806 

スポーツ健康学部 042-783-3003 

情報科学部 042-387-6023 
〒184-8584 

東京都小金井市梶野町 3-7-2 

志願受付操作サポート窓口 

＜日本国内にお住まいの方＞ 

TEL：0120-752-257 （出願期間中のみ。土日含む 9 時～18 時） 

＜外国にお住まいの方＞ 

E-mail：NKadm@ml.hosei.ac.jp 件名の中に「問合せ」と入れて送信してください。メール問い合わせから３日以上経

過し返信がない場合下記の出願に関する問い合わせ先一覧に掲載の電話番号に直接お問い合わせください。 

mailto:NKadm@ml.hosei.ac.jp

