
進学相談会・公開セミナー Q&A
進学相談会 Q&A

開催日 時間 内容 会場
（すべて市ケ谷キャンパス）

2018年
6月23日（土）

12：00～ ※全体説明会 富士見ゲート G403教室

13：00～ 経済学研究科を知ろう 富士見ゲート G402教室

13:00～14:30 国際日本学インスティテュート／経済学研究科／政治学研究科（政治学・国際政治学専攻）
公共政策研究科（公共政策学・サステイナビリティ学専攻）／政策創造研究科／人間社会研究科 外濠校舎 薩埵ホール

2018年
7月21日（土）

12:00～ ※全体説明会 外濠校舎 S406教室

13:00～14:30

人文科学研究科（哲学・日本文学・英文学・史学・地理学・心理学専攻）
国際日本学インスティテュート／国際文化研究科／法学研究科
政治学研究科（政治学・国際政治学専攻）／社会学研究科
公共政策研究科（公共政策学・サステイナビリティ学専攻）／政策創造研究科
連帯社会インスティテュート／人間社会研究科／スポーツ健康学研究科

外濠校舎 薩埵ホール

13:30～17:00

経営学研究科　MBAセミナー
13：30～14：10 MBA紹介、14：10～15：10 アカウンティング・ファイナンスコース模擬ワークショップ 外濠校舎 S505教室

15：20～15：50 コース別模擬授業（企業家養成コースを除く）
16：00～17：00 教員による個別相談会

外濠校舎
S501.502.503.504.601教室

2018年
10月20日（土）

13:30～17:00

経営学研究科　MBAセミナー
13：30～14：10 MBA紹介、14：10～15：10 アカウンティング・ファイナンスコース模擬ワークショップ 富士見ゲート G402教室

15：20～15：50 コース別模擬授業（企業家養成コースを除く）
16：00～17：00 教員による個別相談会

外濠校舎
S501.502.503.601.602教室

13:30～17:30

キャリアデザイン学研究科　セミナーおよび進学相談会
13:30～16：10　セミナー 外濠校舎 薩埵ホール

16：30～17：30 教員による個別相談会

2018年
11月10日（土）

11:15～12:00 国際日本学インスティテュート進学ミニ講演会
「国際日本学へのいざない」（講演会後個別の進学相談も行います） 外濠校舎 S401教室

12:00～ ※全体説明会 外濠校舎 S307教室

13:00～14:30
人文科学研究科（哲学・日本文学・英文学・史学・地理学・心理学専攻）／国際文化研究科
公共政策研究科（公共政策学・サステイナビリティ学専攻）／政策創造研究科
連帯社会インスティテュート／人間社会研究科／デザイン工学研究科

外濠校舎 薩埵ホール

2018年
12月8日（土）

12:00～ ※全体説明会 ゲート棟 G403教室

13:00～ 経済学研究科を知ろう ゲート棟 G401教室

13:00～ キャリアデザイン学研究科研究計画書に関する説明会 ゲート棟 G402教室

13:00～14:30

国際日本学インスティテュート／経済学研究科／法学研究科
社会学研究科／経営学研究科／キャリアデザイン学研究科
公共政策研究科（公共政策学・サステイナビリティ学専攻）
政策創造研究科／連帯社会インスティテュート／スポーツ健康学研究科

外濠校舎 薩埵ホール

進学相談会を 6 月下旬から実施いたします。法政大学大学院の全体説明、各研究科の教員による個別相談の二部構成となっております。

また、経営学研究科、キャリアデザイン学研究科では個別にセミナーを開催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。

公開セミナー
知の社会還元および社会に開かれた大学院を目指して、毎年各種の公開講座・シンポジウム・セミナーなどを開催しています。

※本年度の予定は順次 HP に掲載いたしますのでご確認ください。皆様のご参加をお待ちしています。

1977 年から 40 年以上にわたって続いている伝統あるセミナーです。地域の課題を
地域で解決していく取り組みに焦点をあてた企画です。自治体関係者・大学院学生ら
の根強い支持があり、毎年多くの受講者を集めています。

● 2017 年度：都市縮退時代の郊外を考える
● 2016 年度：地域を経営する −多様な主体によるローカルガバナンスに向けて−
● 2015 年度：市民から始まる "Well-being Community"

まちづくりセミナー　2018年度 10月開催予定

●キャリアに役立つ法政大学 MBA
●私が法政大学 MBA をオススメする理由
● HBS で何を学び、どう活かすか

MBAセミナー

キャリアデザイン学研究科セミナー

●グローバル人事のフロンティア −日本の人事はどう変わったか−

＜実績＞

出願について

A. 専攻により異なりますので、入試要項（ 募集要項 ）をご確認ください。入
試要項に特段の記載がない場合は、事前の連絡や研究室訪問は必要ありませ
ん。なお、研究生や科目等履修生への出願を検討されている場合は別途、各研
究科担当窓口へお問い合わせください。

Q 出願にあたり「 入学後の希望指導教員 」や
その他の教員に連絡をする必要がありますか。

A. 専攻により入学を認めていない場合があります。
詳しくは入試要項をご確認ください。

Q 私は「 留学 」の在留資格をもっています。
この資格があれば全ての専攻に出願が可能ですか。

入学試験について

A. HP「 資料請求 」から請求、進学相談会の会場で入手、大学院の窓口で入
手の 3 つの方法で入手できます。専攻により過去問題集を作成していない
ものもあります。なお、過去問題集は「 受験者がいなかった場合 」「 口述試験
のみで筆記試験が実施されなかった場合 」には、その問題が掲載されていま
せんのでご注意ください。

Q 過去問題集はどのように入手できますか。

A. 口述試験の過去問題はありません。なお、口述試験の内容については、
各研究科・専攻によって異なります。
一人あたりの試験時間が約 20 分で面接委員が 4 ～ 5 名のケース、専攻の担
当教員全員が出席するケース、グループ面接を実施するケース、プレゼン
テーションを実施するケースなど、内容はさまざまです。

Q 口述試験とはどのようなものですか。
過去問題はありますか。

A. 修士課程入試で不合格になった方を対象に、修士課程入試結果を使って、
同時に研修生としての合否判定を行う制度です（出願時の申請が必要です）。
合格の場合、研修生として 1 年間、在籍することができます。
※志望する研究科・専攻に併願制度があるかどうかは、必ず入試要項をご確
認ください（ 全専攻で実施しているわけではありません ）。

Q 研修生との併願制度とはどのようなものですか。

A. 可能です。出願期間内に書類をご提出ください。

Q 秋季入試（もしくは第１回目入試）で不合格でした。
この場合、春季入試（もしくは第２回目入試）に出願はできますか。

A. ありません。合格者数にかかわらず、予め定められた入試日程に則って
試験を実施します。なお、入試日ごとの募集定員や合格者数の速報値につい
ては回答できかねますのでご了承ください。

Q 秋季入試（もしくは第１回目入試）で多数の合格者がいた場合、
春季入試（もしくは第２回目入試）を実施しない可能性はありますか。

学業・学生生活について

A. 原則としてすべて日本語で行います。入学試験の際には日本語能力を示
す証明書の提出、筆記試験、面接などで、日本語の能力を判断することがあ
ります。
※サステイナビリティ学専攻博士後期課程Global Sustainability Program、情報科学研究科ダブ
ルディグリープログラム、総合理工学インスティテュート（IIST）、専門職大学院イノベーション・マ
ネジメント専攻Global MBA Programを除く。

Q 授業は全て日本語で行われますか。

A. 入学試験に合格し入学手続が完了した方に、入学許可書を発行します。
その後の「 留学ビザ 」取得手続きは原則としてすべて個人で行っていただき
ます。
詳細は入国管理局で確認してください。

Q 外国人ですが、「 留学ビザ 」の取得について教えてくだ
さい。

■ キャンパス交通案内

＜ 2018 年度実施日程＞※都合により変更する場合がありますので事前に必ず HP でご確認ください。

以下はよくある質問の一例です。詳しくはこちらの URL から「 大学院入試に関する Q&A 」をご確認ください。
http://www.hosei.ac.jp/gs/nyushi/faq/index.html

最寄り駅のご案内

JR 総武線・東京メトロ／
市ケ谷駅または飯田橋駅から徒歩約 10 分

市ケ谷キャンパス

京  王  線／めじろ台駅からバスで約 10 分
JR 中央線／西八王子駅からバスで約 22 分
JR 横浜線／相原駅からバスで約 13 分

多摩キャンパス

JR 中央線／東小金井駅から徒歩約 15 分
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