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内  容 
 

 

 

◎入試要項 

Ⅰ．一般入試要項、学内推薦入試要項 

 

◎入学試験出願書類 

 

【 注意 】 
このＰＤＦデータは参考用です。出願の際には必ず入試要

項冊子を入手し、冊子の添付様式を使用して出願してくだ

さい（本データ末尾に提出書類様式データがありますが、

プリントアウトして使用しないで下さい。）。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

入学試験要項 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ．一般入試，学内推薦入試要項 

   

１．課程と専攻 

  情報科学研究科に設置されている課程と専攻は次の通りである。 

  修士課程（博士前期課程） 情報科学専攻  

  博士後期課程             情報科学専攻 

 

２．募集人員 

  修士課程（博士前期課程） ３０名 

  博士後期課程               ５名 

  ＊上記は他の選抜方式を含めた本研究科全体の募集人員である。 

 

３．入学試験日程等 

   事前に出願資格審査が必要な場合があります。 

   詳細は下記「４．出願資格」「５．出願資格審査」をよく読み出願してください。 

 第１回目 第２回目 

課    程 修士課程・博士後期課程 

出願期間 2013年 7月 1日（月）～ 

     7月 12日（金）（16：00必着） 

2014年 1月 20日（月）～ 

      2月 3日（月）（16：00必着） 

提出方法 

(右の①又は② 

の方法で提出) 

①学務課大学院窓口に提出 

    受付時間 月－金 9：30～11：30，12：30～16：00 

          土  9：00～12：00 

②郵送  簡易書留扱いとする（締切日の 16：00必着）   

「一般入試」 

受験者試験日 

2013年 7月 28日（日）9：10集合 

筆記試験・口述試験 

2014年 2月 17日（月）9：10集合 

筆記試験・口述試験 

「学内推薦」 

受験者試験日 

2013年 7月 28日（日）9：20集合 

口述試験 

 

合格発表 2013年 8月 2日（金）10：00 2014年 2月 20日（木）10：00 

入学手続 2014年 3月 3日（月）～3月 10日（月） 2014年 3月 3日（月）～3月 10日（月） 

 

 第１回目・第２回目 共通事項 

修士課程（博士前期課程） 博士後期課程 

○筆記試験   英語     9：30～10：30 

  情報科学関係専門科目 

          11：00～12：30 

  英語    9：30～10：30 

  小論文  11：00～12：30 

○口述試験 一般入試受験者 13：30～を予定（博士は修士論文に関する試問を含む） 

学内推薦受験者  9：30～を予定 

 （注）1. 学内者を対象とする「学内推薦入試」志望者は上記日程に先立ち「学内推薦入学試験

受験希望者登録」が必要となる。詳細な手続き日程等は学内に事前に掲示するので確

認すること。 

 2．「学内推薦入試」は、修士課程・博士後期課程志望者を対象に第１回目のみ行う。 

    3．学内推薦受験者は口述試験のみ受験すること。 

     一般入試受験者は筆記試験と口述試験の両方を受験すること。 

    4．情報科学関係専門科目の出題範囲は、線形代数学、離散数学、微分積分学、OS、DB、

コンピュータアーキテクチャ、コンパイラ、データ構造とアルゴリズムである。 



 

    5. 上記の入学試験の他に社会人特別入試，外国人特別入試を設けている。社会人特別入

試日程は上記と同じであり，内容については社会人特別入試要項（後掲）を参照のこと。

外国人特別入試の日程等については，別途外国人特別入試要項で参照のこと。 

6. 法政大学出身以外の出願者は希望する指導教員に事前に連絡を取ること。 

 

４．出願資格   

  修士課程（博士前期課程） 

   以下のいずれかに該当する者 

① 大学を卒業した者および 2014年 3月末までに大学卒業見込みの者 

② 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者および 2014年 3月末までに 

学士の学位を授与される見込みの者 

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および 2014年 3月末まで 

に修了見込みの者 

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および 2014年 3月末までに修了 

見込みの者 

⑤文部科学大臣の指定した者 

     ※専修学校の専門課程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 

以降に修了する場合は 2014年 3月末までに修了見込みも含む。 

⑥大学に 3年以上在学した者，又は外国において学校教育における 15年の課程を修了し 

た者で，本大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

⑦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歳に達した者 

⑧その他本大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

      （注）②～⑥，⑧により受験しようとするものは，出願期間前に学務課大学院担当へ 

問い合わせ、受験資格を確認すること。（042-387-6039・6036・6035） 

 

  博士後期課程 

      以下のいずれかに該当する者 

①修士の学位を有する者および 2014年 3月までに修士の学位を授与される見込みの者 

②外国における大学院において，修士に相当する学位を得た者および 2014年 3月末まで 

に修士に相当する学位を得る見込みの者 

③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し，修士に相当す 

る学位を得た者および 2014年 3月末までに修士に相当する学位を得る見込みの者 

④文部科学大臣の指定した者 

⑤本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の 

学力があると認めた者で，24 歳に達した者 

⑥その他本大学院において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

（注）⑥により受験しようとするものは，出願期間前に学務課大学院担当へ問い合わせ受

験資格を確認すること。（042-387-6039・6036・6035） 

 

５．出願資格審査 

   出願資格審査（修士課程の⑦， 博士後期課程の⑤）により出願しようとする者は，出願前

に以下の書類を提出期日に提出し資格の認定を受ける必要がある。この資格で受験を考えて

いる者は，事前に小金井事務部学務課大学院担当（042-387-6039・6035・6036）へ問い合わ

せて，提出書類を入手すること。 

 



 

 

 ◎提出書類 

   ①出願資格認定審査調書（本大学院指定用紙） 

   ②学術活動・実務経験報告書（本大学院指定用紙） 

    ＊博士後期課程志願者は，研究業績報告書も提出のこと（本大学院指定用紙） 

   ③成績証明書および卒業証明書 

④身元保証書（外国人留学生のみ） 

   ⑤返信用封筒 （定型封筒使用，宛名明記，80円切手貼付） 

 

 ◎提出期日 

   第 1回 2013年  5月 31日（金）～ 6月 10日（月） 

   第 2回 2013年 12月 3日（火）～ 12月 13日（金） 

 

 ◎提出方法以下①，②いずれかの方法で提出 

   ①学務課大学院窓口に提出 

      受付時間 月－金 9:30～11:30，12:30～16:00 

            土  9:30～12:00 

   ②郵送 

    封筒の表に「出願資格認定書類在中」と朱書きし，提出書類を下記住所へ「簡易書留」

で郵送すること（締切日必着）。 

       〒184-8584東京都小金井市梶野町 3-7-2 

      法政大学 小金井事務部 学務課大学院担当 

 

 ◎審査結果の通知 (郵送) 

   第 1回 2013年 6月 21日（金）発送予定 

   第 2回 2013年 12月 27日（金） 〃 

 

６．出願手続 

 ◎提出書類 

修士課程（博士前期課程） 博士後期課程 

①入学志願票綴り（3 か月以内に撮影した写真を貼

付）の Cと D 
該当する事項を○で囲み，必要事項を記入すること。

受験票（Ｃ票）を送付するための送付先を明記するこ

と。 

①入学志願票綴り（3か月以内に撮影した写真を貼付）

の Cと D 
該当する事項を○で囲み，必要事項を記入すること。受

験票（Ｃ票）を送付するための送付先を明記すること。 

②成績証明書及び卒業（見込）証明書 
  出願前３か月以内に発行されたもので、学部３年次ま

での成績が記載されたもの（厳封無用）。法政大学出

身者は，「成績・卒業（見込）証明書」を１通提出す

ること。 

②成績証明書及び修了（見込）証明書 
  出願前３か月以内に発行されたもので、修士１年次まで

の成績が記載されたもの (厳封無用)。法政大学出身者

は，「成績・修了（見込）証明書」を１通提出すること。 

③面接カード （本大学院所定の用紙） ③面接カード （本大学院所定の用紙） 

④在留資格記載の外国人登録原票記載事項証明書 

または住民票（日本に居住する外国籍者のみ） 

④在留資格記載の外国人登録原票記載事項証明書また

は住民票（日本に居住する外国籍者のみ） 

⑤出願資格認定書 
（出願資格審査にて受験許可された者のみ）  

⑤修士論文の要旨 
（Ａ４版 1枚にまとめる） 

⑥宛名シール ⑥出願資格認定書 
（出願資格審査にて受験許可された者のみ）  

 ⑦宛名シール 

 ※記入箇所については，黒または青のボールペンまたはペンを使用し，自筆で記入すること。 

 ◎入学検定料 ３５，０００円 



 

 ◎出願方法 

  （１）入学志願票綴りに必要事項を記入し銀行で検定料を納入すること。 

  （２）提出方法以下①，または②いずれかの方法で提出 

     ①学務課大学院窓口に提出 

      受付時間 月－金 9:30～11:30，12:30～16:00 

            土  9:30～12:00 

     ②郵送          

提出書類封筒の表書に「大学院入学願書在中」と朱書きし，必ず「簡易書留」で 

      郵送すること（締切日の 16:00必着）。 

  （３）提出書類を大学院担当で確認した後，願書受付処理し，受験票を返送する。 

 

 ◎出願先   〒184-8584   東京都小金井市梶野町 3－7－2 

       法政大学小金井事務部学務課大学院担当 

 

７．試験会場・合格発表場所 

  〇試験会場：法政大学小金井キャンパス西館（案内図参照） 

   東京都小金井市梶野町 3－7－2 

  （JR 中央線 東小金井駅下車 徒歩 13分） 

  〇合格発表場所：情報科学研究科掲示板 10：00 

   合格者には合格通知を郵送する。 

 

８．一般的注意事項 

 ・受理した出願書類、検定料は返還しない。 

 ・受験者は試験開始 20分前までに必ず試験場に入室すること。 

 ・受験者が遅刻した場合，試験開始 30分以後の入室は認めない。 

 ・受験会場での携帯電話、ＰＨＳ等の時計としての使用は認めない。 

 ・電話での合否問い合わせには応じない。 

 

９．入学手続き 

  手続きについては，合格発表時に詳細を通知する。 

 ◎用意するもの 

   ①入学時の納入金 

   ②住民票（外国籍者は不要） 1通 

   ③写真（3か月以内に撮影したもの・3cm×3cm） 2枚 

   ④卒業・修了証明書（卒業見込・修了見込で受験した者のみ）  1通※ 

   ⑤成績証明書    （卒業見込・修了見込で受験した者のみ）  1通※ 

   ⑥外国人登録原票記載事項証明書または住民票（外国籍者のみ） 1通 

   ※上記④，⑤の提出は卒業後で可。但し法政大学を卒業(修了)見込みで受験した者は提出

不要。 

 

１０．学  費 （参考）             

  学費は下記のとおりである。春学期（4月末）・秋学期（9月末）の２回に分けて納入するこ

とになる。ただし，1 年次（初年度）の春学期分は，入学手続き書類の提出と同時に，納入す

ることになる。 

 



 

学費一覧（2014年度予定）  

 修士課程 博士後期課程 

入学金 
自校 － － 

他校 140,000 140,000 

授業料    （年額） 750,000 600,000 

教育充実費 (年額) 100,000 100,000 

実験実習費 (年額) 80,000 80,000 

 

 修士課程 博士後期課程 

入学手続時の 

納入金 

自校 465,000 390,000 

他校 605,000 530,000 

     注（1）自校とは，修士課程入学者については本学の学部卒業者，博士後期課程入学者につ

いては本学の学部卒業者または修士課程修了者を指し，他校とは，その他の者を指

す。また，教育充実費及び実験実習費は 2年次以後も必要。 

       （2）一旦納入した入学金はいかなる理由があっても返還しない。 

    （3）上記の金額は 2013年度のものであり、変更となる可能性もある。 

 

１１．奨学金について（2012年度参考） 

   ①日本学生支援機構大学院奨学金 

    毎年その年度の枠内で選考の上採用している。 

    貸与月額 第一種（無利子）  修士課程   50,000円・88,000円の中から選択 

                   博士後期課程 80,000円・122,000円の中から選択 

    上記無利子の奨学金の他に有利子の奨学金もある。 

   ②法政大学大学院奨学金 

    採用数は若干名，給付額は年額 20万円。 

   ③法政大学 100周年記念特別奨学金 

    採用数は若干名，給付額は年額 45万円。 

 

１２．その他 

 ◎修了所要単位数と在学年限 

   ①修士課程（博士前期課程） 

    修士の学位を得ようとする者は，所要科目を 30単位以上修得し，修士論文の審査並びに

最終試験に合格しなければならない。修業年限は 2 か年とし，4 か年を超えることはで

きない。ただし，優れた業績を上げた者については 1年以上で足りるものとする。 

   ②博士後期課程 

    博士の学位を得ようとする者は，所要科目を履修し，博士論文の審査及び最終試験に合

格しなければならない。修業年限は 3 か年とし，6 か年を超えることはできない。ただ

し，優れた業績を上げた者で，修士課程に 2年以上在学した者については 1年以上，修

士課程を 1年で修了した者は 2年以上で足りるものとする。 

 

 ◎学位の授与とその種類 

   情報科学研究科情報科学専攻修了者に授与される学位は次のとおりとなっている。 

 

   修士課程 （博士前期課程）     修士（理学） 

   博士後期課程                  博士（理学） 



 

受験番号 
 

 写真貼付欄 
1.上半身脱帽、最近３

ヶ月以内に撮影のも

の 

2.スナップ写真不可 

3.写真裏面に志望専

攻・課程、氏名を記入

のこと 

4.写真のサイズ 

（４cm×3.5cm） 

法政大学大学院入学試験面接カード 

志  願 

専  攻 
情報科学研究科 情報科学専攻            課程 

 

ふりがな  

男

・

女 

最

終

学

歴 
* 
見

込

含 

国立 

公立        大学 

私立        大学院 

 

    学部     学科 

    研究科    専攻 

年  月  日 

入学･編入学･転入学 

氏  名 

 

年  月  日 

卒業見込・卒業 

修了見込・修了 

生年月日 

（西暦） 

 

年  月  日生 

ゼミ担当教員又は 

指導教員名 

 

卒業・修士論文名 
 

入学後の 

希望研究領域 

 

志 

望 

理 

由
（ 
研 

究 

テ 

ー 

マ 

を 

含 

む 

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備  考 
＊このカードは口述試験のための資料として使用します。 

＊大学卒業・大学院修了以外の方は適宜修正してご記入ください。 

 


