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博士後期課程 
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スポーツ健康学研究科への出願を検討されている皆様へ  

 

 スポーツ健康学研究科では、定期的に開催する進学相談会の他に、教員との個別 

相談を随時受け付けています。ご自身の研究計画の検討に際し、このような機会を 

積極的に活用するようにしてください。 

なお、2022年度入試から、提出書類「Ｅ 研究計画書（様式３）」については、必 

ず事前に指導教員に相談するようにしてください。ただし、個別相談を実施した場合

でも、指導教員が希望した教員とならない場合もあります。 

 
個別相談を希望する方は、以下の内容を記入（メール添付可）して、スポーツ健康学研究 

科（スポーツ健康学部）[ sports@hosei.ac.jp ]までお申し込みください。 

 メール件名：スポーツ健康学研究科 個別相談希望 

 記入項目 ：①自己紹介（大学、学部、職業、氏名） 

     ②連絡先（メールアドレス、電話番号） 

     ③研究テーマ（現在検討中の内容で可） 

     ④相談希望教員名（指導希望教員名） 

   ご自身の研究テーマを踏まえ、研究科ホームページや大学院案内を確認し、

  必ず相談希望の教員を記入してください。 

      ⑤相談希望時期（日程調整の必要上、ある程度幅を持たせた希望時期（例： 

1月第 2週～3週 等）を複数あげてください。 

[注意事項] 

  担当教員との日程調整には、ある程度の時間がかかります。出願期間直前にご連絡いた 

  だいても、出願締切日までに対応できない場合がありますので、余裕を持って申し込む 

ようにしてください。 

 

 

１．募集人員 

課程 専攻 入試方式 募集人員 

博士後期課程 

（一般・社会人） 
スポーツ健康学専攻 

秋季一般／社会人入試 

4名 

春季一般／社会人入試 
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２．出願資格 

   次の（1）～（6）のいずれかに該当する者 

（1） 
修士の学位、又は専門職学位を有する者、又は 2022年 3月末までに修士の学位、

又は専門職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、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を得た

者、又は 2022 年 3 月末までに修士の学位又は専門職学位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、修士の学

位又は専門職学位に相当する学位を得た者、又は 2022 年 3 月末までに修士の学

位又は専門職学位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） 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

（6） 
外国の学校等の教育課程を履修し、博士論文研究基礎力審査に相当するものに合

格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

    

   ＜注意１＞上記（2）～（6）の資格で受験を希望する者は、出願を行う前に多摩事務部大 

学院課スポーツ健康学研究科担当宛にて出願資格を確認すること。 

   ＜注意２＞ダブルディグリープログラムにより学位を取得した（見込みを含む）場合、「複 

        数の大学あるいは複数の研究科（専攻）を修了している場合（見込みを含む）」 

        に該当しますので、修了したすべての大学・研究科（専攻）を出願書類の学歴 

        欄に記入し、それぞれの「成績証明書」「修了証明書」「学士学位証明書（外国 

        の大学修了の場合のみ）」を提出してください。 

   ＜注意３＞社会人入試については、出願資格（1）～（6）のいずれかに該当し、以下の条 

件を満たす必要があります。 

※ 2022 年 4 月 1 日時点で現在の勤務先において 2 年以上の職業経験を有 

すること。なお、職業経験に常勤・非常勤の区別はありませんが、主たる 

身分が学生の場合のアルバイト等は職業経験に含まれませんので、ご注意 

ください。 

 

 

３．入試日程 

（１） 秋季入試 

① 出願期間 

2021年 10月 6日（水）～10月 19日（火）（郵送のみ受付。締切日消印有効） 

＊受験票は試験日の 5日前までには発送いたします。 

 

② 試験日程 

10月 30日

（土） 

9：50 10：20～11：30 12：30～ 

集合 英語 口述試験 

＊試験会場：法政大学多摩キャンパス スポーツ健康学部棟 

＊受験者は 9 時 50 分までに必ず試験会場に入室してください。特に英語は試験時 
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間前の説明（リスニング等）があるため、入室時間を厳守してください。 

      ＊試験時間中の途中退席はできません。 

      ＊試験会場内の食堂・売店は閉店しているため、昼食は持参してください。 

 

③ 合格発表 

2021年 11月 11日（木）10:00～ 

法政大学多摩キャンパス スポーツ健康学部棟掲示板 

試験当日に配布する「合格発表について」内に記載されている URLに掲載 

合格者には、合格通知書および入学手続書類を速達で郵送いたします。 

 

    ④ 入学手続期間 

2021年 11月 12日（金）～11月 25日（木） 

 

（２） 春季入試 

① 出願期間 

2022年 1月 21日（金）～2月 4日（金）（郵送のみ受付。締切日消印有効） 

＊受験票は試験日の 5日前までには発送します。 

 

② 試験日程 

2月 19日

（土） 

9：50 10：20～11：30 12：30～ 

集合 英語 口述試験 

＊試験会場：法政大学多摩キャンパス スポーツ健康学部棟 

＊受験者は 9 時 50 分までに必ず試験会場に入室してください。特に英語は試験時 

間前の説明（リスニング等）があるため、入室時間を厳守してください。 

      ＊試験時間中の途中退席はできません。 

      ＊試験会場内の食堂・売店は閉店しているため、昼食は持参してください。 

 

③ 合格発表 

2022年 3月 3日（木）10:00～ 

法政大学多摩キャンパス スポーツ健康学部棟掲示板 

試験当日に配布する「合格発表について」内に記載されている URLに掲載 

合格者には、合格通知書および入学手続書類を速達で郵送いたします。 

 

④ 入学手続期間 

2022年 3月 4日（金）～3月 11日（金） 

 

 

４．選考方法 

 

英  語 

 

本学で用意した TOEFL ITP®テスト（Level 2）を実施し、評価します。 

試験の詳細については以下のアドレスを参照してください。 

https://www.toefl-ibt.jp/toefl-itp/ 

https://www.toefl-ibt.jp/toefl-itp/
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口述試験 

 

出願時にご提出のあった「修士論文要旨」および他の研究業績のある場

合はそれらについて口頭でご説明いただき、その後質疑応答を行いま

す。また、入学後の「研究計画」等についても質疑応答を行い、博士後

期課程における学修および研究活動を進めるのに必要な能力を評価し

ます。 

    

 

＊社会人入試の方に対する上記英語の結果につきましては評価せず、英語力の確認とさせ

ていただきます。 

 

 

５．出願手続 

（１）入学検定料 35,000円 

 

（２）提出書類 

   提出書類は黒ボールペン（消せるボールペンは不可）で楷書にて記入してください。 

 提出書類 様式 

Ａ 

封筒貼付用紙 

・出願書類一式を角形２号サイズの封筒に入れ、この用紙を貼って送付してく

ださい。 

 

Ｂ 
出願書類確認一覧表 

・提出書類確認欄に○を記入し、この用紙を表紙にして提出してください。 

 

Ｃ 

振込依頼書 

・入学検定料を銀行窓口で納入し、銀行の出納印を計３か所に押して 

もらってください。 

・入学検定料をＡＴＭから納入する場合、依頼人氏名（カナ）は「１５ホウセ

イタロウ」のように氏名の前にコード「１５」を入力（スペースはをいれな

い）してください。納入時のご利用明細書を受験票送付用住所にクリップ等

で留め、合わせて提出してください。 

・入学検定料をオンライン決済（クレジットカード）やネット受付店頭 

 支払い（コンビニエンスストア）で納入する場合、巻末記載の手順に 

 従ってください。また、納入時の収納証明書を受験票送付用住所にクリ 

 ップ等で留め、合わせて提出してください。 

様式１ 

受験票送付用住所 

・受験票が確実に届く住所を記入してください。 

Ｄ 

入学志願票（※注意①） 

・写真は出願前３か月以内に撮影したものを貼付してください。 

・スナップ写真やデジタルカメラなど個人で撮影した写真、プリンターで 

出力したもの、その他不鮮明なものは受付できません。 

様式２ 

Ｅ 

研究計画書（※注意①） 

・研究テーマ、研究目的、研究計画を詳しく記入してください（A4・2ページ。

片面のみ）。ワープロ使用により別紙に印刷する場合は様式３を表紙として提

出すること。 

様式３ 
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Ｆ 
履歴書 

・必要事項をもれなく記入すること。必ず捺印のこと。 
様式４ 

Ｇ 

修士論文（あるいはそれに代わるもの）要旨および他の研究業績のある場合は

その主たる業績 3点までの別刷又はコピー（各 2部提出のこと）。 

  ※ 提出された書類につきましては返却いたしません。 

 

Ｈ 
修了（見込）証明書 １通（※注意②） 

・最終出身校の修了（見込）証明書 
 

Ｉ 

成績証明書 １通（※注意②） 

・最終出身校の成績証明書 

 ※ 編入学・学士入学している者は、編・学士入学前の在籍校の成績証明書・在籍期間証明書も 

併せて各 1通提出してください。 

 

Ｊ 
修士学位取得（見込）証明書 １通（外国の大学院修了（見込）の者のみ） 

（※注意②） 
 

Ｋ 

住民票または在留資格・期間を証明するもの 1通（外国人のみ） 

・発行後 3か月以内のものを提出してください。 

・出願時に外国人登録をしていない者は、パスポートのコピーなど、在留資 

格・期間が分かるものを提出してください。 

※ 2012年 7月 9日より導入された新しい在留管理制度に基づき、市区役所・町村役場にて住民 

票の発行を受けて提出してください。 

 ※ 必ず「在留資格・期間」が明記されているものを提出してください。 

 ※ マイナンバーが記載されていないものを提出してください。 

 

 

 

Ｌ 

社会人入試を希望する方のみ 

・職務・活動等報告書/職務経験書 

※  2022年 4月 1日時点で現在の勤務先において 2年以上の職業経験を有すること。なお、職業に常 

勤・非常勤の区別はありませんが、主たる身分が学生の場合のアルバイト等は職業経験に含まれま 

せんので、ご注意ください。 

様式５ 

 

（３）提出書類の注意事項 

    ① 外国人志願者の方 

  上記（２）の提出書類のうち入学志願票、研究計画書は日本語で記入してください。 

 

    ② 外国の大学を卒業（見込）の方 

     ・成績証明書、学士学位取得（見込）証明書などの書類は、英語または日本語のもの

を提出してください。提出が困難な場合には、大使館などの公的な機関で、自分で

用意した英訳または日本語訳の証明書の翻訳が正しいことの公証書を発行してもら

い、証明書原本と翻訳文、公証書を合わせて提出してください。 

 

（４）出願方法 

    ・出願期間内に、検定料を銀行振込で納入してください。 

    ・提出書類を揃え、所定の封筒貼付用紙を貼付して出願期間内に郵送（速達簡易書留） 

   してください。 

    ・出願は締切日消印有効とします（厳守）。 
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６．入学手続 

（１）学費（2022年度予定） 

 入学手続時納入金 秋学期納入金 年間合計 

入 学 金 200,000円 －   200,000円 

授 業 料 235,000円 235,000円   470,000円 

教育充実費 50,000円 50,000円   100,000円 

実験実習料 50,000円    50,000円   100,000円 

諸 会 費 2,000円 －    2,000円 

総   額   537,000円   335,000円    872,000円 

   ＊本学の学部卒業者または修士課程修了者は入学金が無料です。 

   ＊２・３年次は上記のうち入学金以外の金額が必要になります。 

   ＊秋学期納入金は９月末日までに納入していただきます。 

   ＊長期履修制度（4 年・5 年・6 年）をご希望される方は別途お問い合わせください。 

   ＊授業料の減免制度があります。詳細につきましては、入学手続時にお知らせいたします。 

 

（２）注意事項 

   本学への入学手続きを完了した後に（入学時納入手続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し、2022 年 3 月 31 日までに大学が定める手続きにより届け

出を出したものには、入学金を除く学費その他の納入金を返還します。入学手続等の詳細は、

合格者に送付される「入学手続書類」を参照してください。 

 

 

７．書類提出、問合せ先 

  〒194-0298 東京都町田市相原町 4342 

      法政大学大学院 スポーツ健康学研究科（スポーツ健康学部） 

         TEL：042-783-3003 FAX：042-783-3009 

         E-mail：sports@hosei.ac.jp 

 

 

 

 

 

mailto:sports@hosei.ac.jp
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校舎案内図 

●京王線新宿駅より特急で 45 分（急行で 50 分）、めじろ台駅下車 京王バスで約 10 分 

●ＪＲ中央線新宿駅より快速で 54 分（特別快速で 42 分）西八王子駅下車 京王バスで約 22 分 

●ＪＲ横浜線新横浜駅より 38 分相原駅下車 バスで約 13 分 

  ※上記各バスで「法政大学」下車 

交番
JR横浜線

相原駅

   JR相原駅バス停案内

東口

西口
至東神奈川・横浜至八王子

バスロータリー
１番乗り場

法政大学行バス停


