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2022年度入試の注意点

1.従来の「一般入試」と「外国人入試」を統合し、
外国国籍の方も「一般入試」で受験することになりました
（ 「社会人入試」は、在留資格が「留学」の場合は受験
できません。）

2. 筆記試験（専門科目と英語）は例年通り実施します

3. 口述試験はオンラインで実施します

4. 新型コロナ蔓延状況等により急な変更がありえますので、
出願前に大学院のHPで最新の情報を確認してください
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1. 経営学研究科の構成

企業家
養成

人材
組織

マーケ
会計
財務

教授 小川 憲彦
（人材・組織マネジメント・コース）

研究科長
専攻主任
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2. 経営学研究科の募集人員

①修士課程 60名
学内、一般（含む外国国籍の方）
社会人（秋・春）

②博士後期課程 10名
一般、社会人

③研修生 若干名
修士課程進学を目指す方で学士の学位を持つ方
＊研究生は博士課程進学を目指す方で修士の学位を
持つ方
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3. 受験資格（一般入試 昼間修士課程）

以下①～⑨のいずれかに該当する者

①大学を卒業した者、または2022年3月末までに大学卒業見込みの者
②独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与
された者、または2022年3月末までに同機構より学士の学位を授与され
る見込みの者
※該当者は出願締め切り1か月前までに大学院事務へ問い合わせること
③外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、または

2022年3月末までに修了見込みの者
※ただし学士学位を取得（2022年3月末取得見込み含む）していない
場合は該当しません

④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修す
ることにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者、又
は2022年3月末までに修了見込みの者
※学士学位を取得（2021年3月末までに取得見込みを含む）していな
い場合は該当しません。



7

3. 受験資格（一般入試 昼間修士課程）

以下①～⑨に該当する者

⑤我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教
育における16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとし
て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、
文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者、又は2021
年3月末までに修了見込みの者
※文部科学大臣指定外国大学日本校を指します。対象の学校は文部科
学省ホームページを参照してください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316/001.htm

⑥外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が3年以上である課
程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者、又
は2022年3月末までに学士の学位に相当する学位を授与される見込の者
※たとえば中国の3年制大学（専科大学・職業学院等）のみ卒業し学士学
位を取得していない場合は該当しません。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316/001.htm
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3. 受験資格（一般入試 昼間修士課程）

以下①～⑨に該当する者

⑦専修学校の専門課程（修業年限が4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（2022年3月末までに
修了見込みの者も含む）

※対象となる専修学校の専門課程は文科省HPを参照
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316/002.htm

⑧文部科学大臣の指定した者
※この資格により受験希望の場合は、出願締切日１か月前までに大学
院事務部へ問い合わせてください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316/002.htm
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3. 受験資格（一般入試 昼間修士課程）

以下①～⑨に該当する者

⑨本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同
等以上の学力があると認めた者で22歳（2022年4月1日時点）に達した者

→以下の提出書類を「法政大学大学院事務部大学院課入試担当宛」で、
提出期限（必着）の8月31日（火）までにご提出ください

１．入学志願票（入学試験面接カード）（様式２）
２．最終学歴証明書
（在籍期間のわかるもので、日本語か英語のものの原本。コピー不可。）
３．成績証明書（日本語か英語のものの原本。コピーは不可。）
４．研究業績等（経営学研究科は以下）

①特に興味をもって学んできたテーマに関するレポート
（日本語。8,000字～12,000字）
②大学院で研究したいテーマに関する研究計画2,000字以内
（日本語）

＊刊行された論文があれば添付
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3. 受験資格（一般入試 昼間修士課程）

注意事項：外国国籍の志願者の方へ

・外国国籍志願者で、出願時に日本国外に居住している
場合（日本に住所登録が無い場合）は春季入試（2022
年1月～3月に実施する入学試験）には出願できません。

・ただし秋季入試（2021年7月～11月に実施する入学試
験）には日本国内外からでも出願できます。

・日本国外から出願する場合、受験時の日本入国手続は
ご本人でおこなう必要があります。
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4. 出願前の教員との連絡について

・出願にあたり、事前に教員の許可を得たり、連絡をとっ
たりする必要はありません。経営学研究科では、事前に
志願者の皆様と連絡をとることはいたしません。

・ただし、進学相談会やセミナーの会場では教員との個別
相談が可能です。進学相談会ならびにセミナーの開催日
程については大学院ＨＰをご参照ください。

・教員宛に質問がある場合は大学院事務部大学院課
（i.hgs@ml.hosei.ac.jp）に連絡してください。ただし、返信
の有無や返答内容は個別教員によります。
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5. 入試日程 一般入試 昼間修士課程

出願期間 2021年10月20日（水）～10月25日（月）＊締切日消印有効（厳守）

第一次試験
（筆記試験）

2021年11月21日（日）
・専門科目90分、英語90分
・会場は後日発送の受験票でお
知らせします

一次合格発表 2021年11月28日（日）
発表方法は志願者のみに個別で
通知します

第二次試験日
（口述試験）

2021 年11 月28 日（日）
・オンライン(Zoom)で一次合格者
のみ実施
・方法や時間帯は個別通知

最終合格発表 2021年12 月2 日（木）10:00
発表方法は、第二次試験時にお
知らせします

入学手続期間 2021 年12 月3 日（金）～12 月10 日（金）

入学検定料35,000円（出願期間内に納入してください）

研修生＊との併願制度あり
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＊補足. 研修生と研究生

研修生
本大学院修士課程への進学を目指し、その準備教育と
して入学を希望する者。
期間は 1 年間で、在留資格が「留学」の外国人留学生
は、入管法により年間を通じ、週 10 時間以上の履修登録
が必要です。

研究生
修士の学位を得た方で本学大学院博士後期課程の進
学を目指し、その準備教育として入学を希望する者。
または博士後期課程を退学した者で、さらに研究を継

続し、本学の施設の利用を希望する者。
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注意. 研修生との併願上の注意

・現在、法政大学大学院の研修生である場合は、研修生
への出願や併願制度への出願はできません。

・該当者は、併願制度を「希望しない」として修士課程へ出
願してください。
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注意. オンラインの口述試験（面接）について（Zoomを使用）

• パソコン（PC）の使用を強く推奨します（タブレット端末やスマフォも可ですが、画面
共有機能などの使用もあり得る前提でご使用ください）

• ヘッドセットやマイク付きイヤホンの用意をすすめます

• 使用機器によって試験に支障があった場合、振替受験などの特別措置はいたしま
せん

• 口述試験の際には、「必ず」周囲に人がいない、つまり一人だけでいられる静寂な
環境で受験してください

• 試験時には本人確認を行いますので、「顔写真つきの身分証明書（パスポート、運
転免許証、学生証、在留カード）」を準備しておいてください
（いずれも所持していない場合は事前に大学院事務課へ問い合わせが必要です）

• 面接官よりカメラを動かして周囲に人がいないかどうか確認する場合があります。
その際は必ず指示に従ってください。

• 他者によるなりすまし受験（代理受験）、第三者から助言を受ける行為など、試験
時に不正行為とみなされる行為が発覚した場合は、その時点で試験を終了し不合
格とします。

• 録画録音機能を用いて口述試験の様子を録画録音する可能性があります。録画
録音した映像・音声は試験実施・合否判定以外の目的では使用いたしません。

• 受験生による録画・録音等の試験内容の記録は禁止します。
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6. 提出書類（一般入試 昼間修士課程）

□ 受験票・受験票送付用住所（様式１）

□ 入学志願票（入学試験面接カード）（様式２）
→研修生との併願を希望「する・しない」いずれかを選択すること

□ 卒業（見込）証明書1通（日本の大学卒業・卒業見込みの方のみ）

□ 成績証明書1通

□ 学士学位取得（見込）証明書1通（外国の大学卒業・卒業見込みの方のみ）

□ 研究計画書（様式３）
→2,000字程度で研究テーマ、研究目的、研究計画を詳述

□ 住民票1通（外国国籍の志願者のみ：次のスライドも参照）
→市区役所・町村役場発行のもの
→在留資格と在留期間が明記されているもの（省略されていないもの）
→マイナンバー（個人番号）が記入されていないもの

上記の様式は大学院HPに掲載されています
https://www.hosei.ac.jp/gs/jukensei/applicationguidelines/
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＊外国国籍志願者の提出書類について（一般入試昼間修士課程）

（１）日本に住所登録がある場合
「住民票」を提出してください（在留カードのコピーは受理できません）。
住民票に記載されている「在留期間満了の日」が入学試験日よりも後で
ある必要があります。

（２）日本に住所登録はあるが、出願時に在留期間を更新中である場合
以下の2種類の書類を提出してください。
①いま現在で提出できる最新の住民票
②在留カードの表・裏の両面のコピー
（在留資格・期間更新中であることがわかるもの）

（３）日本に住所登録はあるが、一時的に日本国外におり、出願期間内に住
民票が取得できない場合

以下の2種類の書類を提出してください。
①パスポートの写し（写真および旅券番号がわかるページ）
②在留カードの表・裏の両面のコピー

（４）日本に住所登録がない場合（短期滞在ビザでの入国等）
秋季入試のみ出願できます。春季入試の出願はできません。
パスポートの写し（写真および旅券番号がわかるページ）を提出してください。
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7. おわりに

・ここで説明したのは2021年6月末時点での概要です。
詳細、正確な情報については必ず大学院HPを参照してください。
出願書類の様式なども掲載されています。

https://www.hosei.ac.jp/gs/jukensei/applicationguidelines/

・昨年度同様に2022年度入試も新型コロナウイルス感染症の蔓延状態によっ
て、入試方法や日程が変更される可能性があります。
出願の際には必ず本学ウェブサイトを参照し、変更情報がないか
を確認してください。

・何か不明な点があれば以下に問い合わせてください。
法政大学大学院事務部大学院課
電 話：03-5228-0551
メール：i.hgs@ml.hosei.ac.jp

・皆さんと共に学びあえる日を楽しみにしております。
法政大学大学院経営学研究科長・教授 小川憲彦


