２０２２年度
理工学部 機械工学科
航空操縦学専修（一般選抜）
入学試験要項

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/

※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。
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理工学部機械工学科

航空操縦学専修

について

法政大学理工学部機械工学科航空操縦学専修は、航空機の操縦とその観点から機械工学を学ぶ
ことができるコースとして、2008 年 4 月に開設されました。理工学部機械工学科に属する本専修
の特徴は、パイロットの養成を行う機関としてだけではなく、専門的、実学的に工学のカリキュ
ラムを履修し、航空のメカニズムを理解できるところにあります。日本の空で飛行訓練を行い、
操縦に必要な資格を取得した卒業生は、多くの航空会社から信頼を得て活躍しています。
パイロットを目指す方や、飛行機について機械工学の観点から学びたいと考えている、情熱あ
る諸君の応募を期待します。

１ 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
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「トップページ」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」「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）日程について
出願期間

1月5日

（水）

～

1月14日 （金）

一次選考

一次選考
合格発表日

書類選考
（大学入学共通テスト）

2月11日 （金）

二次選考
合格発表日

二次選考
航空身体検査

2月16日 （水）

2月18日 （金）

2月19日 （土）

面接・操縦適性検査

2月15日 （火）

2月16日 （水）

2月17日 （木）

3月9日

（水）

手続締切日

3月15日 （火）

（３）募集学部・学科および募集人員
理工学部機械工学科航空操縦学専修 25 名

（４）出願資格
以下の①～②の条件をすべて満たす者｡
①以下のａ．～ｃ．のいずれかに該当する者。
ａ．高等学校または中等教育学校を卒業、もしくは 2022 年 3 月までに卒業見込の者。
ｂ．通常の課程による 12 年の学校教育を修了、もしくは 2022 年 3 月までに修了見込の者。
ｃ．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、もしくは 2022 年 3 月までにこれに該当する見込の者。
（この項目の詳細は【出願資格詳細】P.5 を参照）
②以下のａ．～ｅ．のすべてに該当する者。
ａ．航空身体検査「第 1 種相当」の基準を満たすこと。
航空身体検査「第 1 種」の基準は、財団法人航空医学研究センターホームページに掲載されている、
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航空身体検査マニュアルでご確認ください。（https://www.aeromedical.or.jp/manual/index.htm）
※出願される前に、地元の航空身体検査指定機関を受診し、航空身体検査第一種基準に適合する
かどうかの確認をされることをお勧めします。
ｂ．オルソケラトロジー(コンタクトレンズによる屈折矯正術)による矯正を行っていないこと。
ｃ．屈折矯正手術（角膜前面放射状切開手術、レーシック等）の既往症がないこと。
ただし、屈折矯正手術の既往歴があり、屈折矯正手術から 6 ヶ月以上が経過した時点において、症状
が安定し、視機能が法政大学の出願資格の基準を満たしている場合は適合とする。この場合におい
て、手術記録を含む臨床経過のほか、本学が指定する眼科専門医の診断により、以下(1)～(4)の検査
結果に異常が認められないことを確認できる書類を提出すること。
(1)視力の日内変動（同日３回以上の測定結果）
(2)コントラスト感度
(3)グレアテスト
(4)角膜形状解析
本学が指定する眼科専門医につきましては、法政大学小金井事務部学務課航空操縦担当
（電話 042-387-6251）までお問い合わせください。
なお、本学が実施する航空身体検査は、あくまでも第二次選考の一環として行うものです。
入学後の健康管理は自己責任より行い、エアライン各社が採用試験時に行う航空身体検査について
も自己の責任で受診することになります。
ｄ．次の(1)～(3)のいずれかの資格を有する者
(1)ＴＯＥＦＬ®ＴＥＳＴのＯｆｆｉｃｉａｌ Ｓｃｏｒｅ Ｒｅｐｏｒｔ が ｉＢＴ32 点以上
ただし、2020 年 4 月 1 日以降に受験したものであること。
(2)ＴＯＥＩＣ®L&R のＯｆｆｉｃｉａｌ Ｓｃｏｒｅ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅが 430 点以上であること。
ただし、2020 年 4 月１日以降に受験したものであること。
(3)（公財）日本英語検定協会実用英語技能検定試験（CBT 含む）の４技能を受験し、かつ準２級以
上に合格していること。
※TOEFL iBT® HomeEdition（旧:TOEFL iBT® SpecialHomeEdition）は利用できますが、TOEFL
ITP®テスト（団体受験）は利用できません。また、TOEFL iBT®の Test Date スコアのみを基準と
します（MyBest™スコアは活用できません）。
※ＴＯＥＩＣ®ＩＰ（団体受験）は利用できません。
ｅ．「令和４年度大学入学共通テスト」において、指定された教科・科目（Ｐ.９参照）を受験する者。
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【出願資格詳細】
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訳ではない。

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 カ月前までに入学センター（03-3264-9312
NKadm@ml.hosei.ac.jp）にお問い合わせください。

【文部科学大臣の指定した者】（GIS を除く全学部共通）
教 育 制 度 （例）
国際的な認証団体
（WASC、ACSI、CIS）
認定校

出 願 要 件
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。

出願要件を証明する提出書類
・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
国際バカロレア（IB Diploma）を取得していること。
Ｂａｃｃａｌａｕｒｅａｔｅ）制度

・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

（５）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、入学センターにご相談ください（視覚障がい者は試験会場設定等の関係から、できる
だけ早めに相談してください）。
配慮を希望する場合は、本学指定の医師の診断・意見書（本学指定書式）および申請書を提出していただき、
面談を行う予定です｡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、この面談のほかに、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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２ マイページ登録
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「マイページ登録」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。
３ 写真の登録
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「マイページ登録」を参照してください。
マイページ登録後、写真データのアップロードが必要です。登録した写真は、入学試験当日の本人確認用とし
て使用します。写真データの仕様は、上記の URL にアクセスし、「マイページ登録」を参照してください。
※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）。

４ 出願方法
出願には、出願期間締切日までに（１）インターネット出願登録（２）入学検定料の支払、（３）出願書類の郵送が
必要です。
出願期間

2022 年 1 月 5 日（水）～1 月 14 日（金） ※ 締切日消印有効

（１）インターネット出願登録について
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「インターネット出願登録」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 以降におこなってください。
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
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「トップページ」を参照してください。
金

額 70,000 円（航空身体検査料を含む）

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。
※第一次選考で不合格となった場合には 70,000 円のうち 35,000 円を返還します（振り込み手続には、処理の関係で 3 か月程か
かる場合があります。また外国送金の際は振込手数料が差し引かれます。)。

-6-

（３）出願書類の郵送
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「出願書類の郵送」を参照してください。
郵送締切日

2022 年 1 月 14 日（金）当日消印有効（海外からの出願は締切日までに必着とします）

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。
※出願締切日の消印を過ぎている場合は受験を認めません。

【出願書類】
①入学志願書 ························································································································· インターネットより印刷出力
入学検定料支払後に印刷出力できるようになります。
②調査書（開封無効） ····················································································································································· １通
ａ.高等学校・中等教育学校後期課程の卒業見込者は、３年１学期(前・後期制の場合は前期)までの
成績が記載された調査書
※ Ａ３両面可。
※ 高校のカリキュラムの都合等で上記の調査書が発行されない場合は、出願時に発行可能な
最新の調査書を提出してください。なお、出願書類提出後は調査書の差し替えはできませ
ん。
ｂ.高等学校・中等教育学校後期課程の卒業者は、卒業後に発行された調査書
※ Ａ３両面可。
ｃ.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合格（見込）者は、合格（見込）
成績証明書（大学入学資格検定試験合格者は合格成績証明書）
※ 合格証明書は無効です。
※ 免除（見込）科目がある場合、その科目の｢単位修得（見込）証明書｣(履修した高等学校で
発行する証明書で、科目ごとの修得単位数が記載されたもの)は提出不要です。
ｄ.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、修了見込の者は、卒業（見込）証
明書および成績証明書
※ 日本語または英語で作成された証明書の原本を提出してください。それ以外の言語で作成
された場合は和訳もしくは英訳を添付し、大使館等の公的機関で訳文が正式な翻訳文であ
ることの証明を受けてください。
※ 日本と外国の両方の高等学校に在籍した場合、日本の高等学校の調査書も併せて提出して
ください。
ｅ 調査書が発行できない場合は、出身高校の卒業(見込)証明書および成績証明書
※ 氏名の変更により入学志願書と調査書等との氏名が同一でない場合は、同一人物であることを
公的に証明できる書類（変更前と変更後の氏名がともに明記されたもの、戸籍抄本等。住民票
の場合はマイナンバーなしのもの）を提出してください。
③令和４大学入学共通テスト成績請求票（私立大学、公私立短期大学用）
入学志願書の貼付欄にのり付けしてください。
-7-

④送付用宛名 ························································································································· インターネットより印刷出力
角 2 封筒（332mm×240mm）の表面に貼り、出願書類を入れて郵送してください。
⑤英語外部試験のスコアを証明する書類
英語外部試験

提出書類

※
右
記
の
TOEFL iBT®
２
（TOEFL iBT® Home
点
Edition（旧 Special
を
Home Edition）を含む） 必
ず
（TOEFL ITP®テストは不可）
提
（MyBest™ スコアは活用で
出
きません）
す
る
＜4 技能＞
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
Test Date スコアが
出願基準を満たしている
Official Score Reports
の原本

ETS より本学に直送された Official Score Reports
のみ有効とします。
スコア到着には時間を要しますので、出願開始日ま
でに Official Score Reports の直送手続きを行って
ください（出願期間より前に到着してもかまいません）。
Institution Code は 0407、Department Code は 00
です。
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
（TOEIC®L&R IP
ﾃｽﾄは不可）

注意事項
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。

TOEIC®L&R の公式認定証
（Official Score Certificate）の原本

<２技能>

実用英語技能検定
（英検（従来型）
英検 CBT®
英検 S-CBT®
英検 S-Interview®
を含む）
＜4 技能＞

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（和文・英文いずれかで可）
。

合格証明書の原本

※すべての技能スコアが１枚の証明書に記載されているものを有効とします。
※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あうように十分余裕を持って受験と手続を行ってください。
※試験の実施日程・スコアを証明する書類の発行・再発行・追加発行・直送等については、各試験実施団体へお問
い合わせください。
※英語成績証明書の返送を希望する受験生は、長 3 規格の封筒 1 通を出願書類に同封してください。封筒の表面に
は、84 円分の切手（簡易書留での送付を希望する場合は、追加で 320 円分の切手）を貼付し、返送先住所、氏名
を記入のうえ、
「英語成績証明書在中」と朱記してください。大学で出願書類受領後、２週間程度で返送します。
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５ 受験票印刷
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「受験票印刷」を参照してください。
受験票の確認・印刷は、試験日の 3 日前の 15：00 から可能です。
試験教室は受験票でお知らせします。
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法政大学入学センターまで連絡してください。

６

入学試験

（１）入学試験について
入学試験には、第一次選考と第二次選考があり、第一次選考に合格した者のみ、第二次選考を受けることが
できます。
【第一次選考（書類審査）】
航空操縦学専修一般入試を受験するにあたり、事前に令和４年度大学入学共通テストに出願し、本学が
指定する科目を受験することが必要です。
前年度（令和３年度）以前の成績で受験することはできません。
第一次選考は大学入学共通テストの成績だけで判定を行います。
試験教科

科

外国語
数学

目

配点

「英語」（リスニングテストを含む）

100

「数学Ⅰ」・「数学Ａ」

100

「数学Ⅱ」・「数学Ｂ」

100

「国語」（近代以降の文章）、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」
から１科目選択
３教科 ４科目

国語
理科
合計

100
400

【第二次選考】
選考方法 ①書類審査（調査書、英語成績証明書）
②面接
③操縦適性検査
④航空身体検査
航空身体検査日
2022 年 2 月 16 日（水）、１８日（金）、19 日（土）
＊上記日程のうち大学の指定する１日で実施
場所：本学が指定する医療機関（都内）
持ち物：「受験票」、筆記用具、入学試験要項（本紙）
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備

考

「英語」は大学入学共通テストのリー
ディング 100 点を 75 点、リスニング 100
点を 25 点の計 100 点に換算する。

左記指定科目のうち高得点の１科目を合
否判定に使用する。ただし、「理科②」に
ついては第１解答科目を使用する。

試験日（面接・操縦適性検査）
2022 年 2 月１５日（火）、１６（水）、１７日（木）
＊上記日程のうち大学の指定する１日で実施
場所：法政大学 小金井キャンパス（https://www.hosei.ac.jp/koganei/#map）
持ち物：「受験票」、筆記用具、入学試験要項（本紙）
※ 各自の試験日など第二次選考の詳細は、「受験票」および郵送する「第二次選考通知」でお知らせします。
◎第二次選考「書類審査（調査書、英語成績証明書）」について
調査書や英語成績証明書は、学習成績の他、部活動、ボランティア活動、留学など、学習に取り組む姿
勢や意欲を多面的、総合的に評価するために使用します。
◎第二次選考「面接・操縦適性検査」当日の注意事項
①受験生の大学構内への入構は、9：00 からできます。
自家用車、自転車、バイクでの来場はご遠慮ください。
②集合から試験終了まで約 2 時間です。終了時刻は前後する場合があります。
③スマートフォン、携帯電話、ＰＨＳ等を時計として使用することはできません。
※公共交通機関の運行停止・遅れ、自然災害等により所定の時刻に来校できない可能性がある場合は
航空操縦担当（042-387-6251）までご連絡ください。なお可能な限り、事故証明書または遅延証明書
を受け取り、来校後に受付に提示してください。
④マスクを必ず持参していただき、試験場内では、マスクを着用してください。また、休憩時間に他者との
接触、会話を極力控えてください。
⑤教室内の換気を行う場合があります。防寒具を必ず持参してください。
◎第二次選考「操縦適性検査」について
操縦適性検査は、コンピュータを利用して、操縦操作の基本的能力や判断能力などを判定します。
◎第二次選考「航空身体検査」について
航空操縦学専修には、飛行実習科目があり、受講するためには航空身体検査に合格する必要がある
ため、本学の入試では航空身体検査第一種相当を実施しています。
※出願される前に、地元の航空身体検査指定機関を受診し、航空身体検査第一種基準に適合するかど
うかの確認をされることをお勧めします。
（２）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。
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。
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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。
（３）感染症対策について
① 試験会場の衛生管理体制等について
・ 試験教室内の収容人数は通常使用時の半数程度としています。
・ 試験会場には手指用消毒液を設置しています。
・ 試験教室は試験前に清掃、消毒しています。
・ 試験教室は換気を行います。一部の試験教室は窓が開閉しませんが、その場合は換気設備を活用してい
ます。換気の時間帯があるため、防寒具を持参してください。
・ 監督者および評価者等はマスクまたはフェイスシールドを着用します。また、監督者および評価者等によっ
てはビニール手袋を着用します。
・ 面接試験については、受験生同士および評価者との距離を適切に確保して実施します。
・ 監督者および評価者等は体温測定や体調観察を行っています。
② 受験生に試験日前日までにご協力をお願いすること
・ 日頃から、手洗い・手指の消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行うと
ともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理に心がけてください。
・ 他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断において予防接種を受けることを検討してください。
・ 試験日の７日程度前から、朝などに体温測定を行うこととし、体調の変化の有無を確認してください。なお、
地域により感染が拡大した場合は、試験日の２週間程度前から健康観察を行った上で，より一層行動に注
意してください。
・ 試験日の２週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験生はあらかじめ医療機関での受診を行ってくださ
い。
・ 試験会場の下見は建物の入口までです。建物内には入れません。
③ 受験生に試験日当日にご協力をお願いすること
・ 試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症にかかり治癒していない方は、他の受
験生や監督者等に感染するおそれがあるため受験はできません。また、発熱・咳等の症状のある受験生は、
試験日当日の体温測定で、37.5 度以上の熱がある場合は受験をご遠慮ください。
・ 試験会場内では、昼食時を除き、マスクを着用してください（何らかの事情によりマスクの着用が困難な受
験生は、出願前（インターネット出願登録を行う前）に、法政大学入学センター：03-3264-9312 に申し出てく
ださい）。ただし、本人確認時は監督者および評価者等の指示に従いマスクを外してください。
・ 休憩時間や昼食時等の他者との接触、会話を極力控えてください。
・ 手洗いや手指の消毒、咳エチケットを行ってください。
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・ 混雑を避けたトイレ利用にご協力ください。
・ 昼食はご持参のうえ、自席での食事をお願いします。ごみの持ち帰りにご協力ください。
・ 受験以外の用務がある者の入場を最小限にするため、受験生以外（保護者等）は試験会場に入れません。
また、控室は設置しません。
・ 発熱・咳等の症状のある受験生がいた場合には、診療所へご案内する場合がありますが、その分の時間補
償や、診療所での受験はできません。
・ 試験会場内ではマスクを廃棄しないでください。ビニール袋などに入れて必ず持ち帰ってください。
・ 各自寄り道などはせず、なるべくまっすぐ帰宅してください。
・ 帰宅後はまず手や顔を洗ってください。
④ 受験生に、試験日終了後にご協力をお願いすること
新型コロナウイルス感染症に罹患していることが判明した場合は、法政大学入学センター：03-3264-9312 にご
連絡ください。濃厚接触者の特定等、保健所等の行政機関が行う必要な調査への協力をお願いすることがあり
ます。
⑤ 受験できなかった場合について
試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症にかかり治癒していない方は、他の受験生
や監督者等に感染するおそれがあるため受験はできません。また、発熱・咳等の症状のある受験生は、試験日
当日の体温測定で、37.5 度以上の熱がある場合は受験をご遠慮ください。新型コロナウイルス感染症拡大の状
況や自然災害等により、特別措置を実施する場合があります。
その場合は入試情報サイト（https://nyushi.hosei.ac.jp/）においてお知らせいたします。
７ 合格発表
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「合格発表」を参照してください。
第一次選考合格発表日

2022 年 2 月 11 日（金） 10:00

第二次選考合格発表日

2022 年 3 月 9 日（水） 10:00

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。

８ 入学手続
法政大学インターネット出願ガイダンス

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/

ＵＲＬにアクセスし「入学手続」を参照してください。
手続締切日

2022 年 3 月 15 日（火）

第二次選考合格者は「マイページ」より入学手続を行い、「入学手続時納入金」を手続締切日までに納入し、手
続を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 2022 年 3 月 24 日まで延期することができます。
※合格通知（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。
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※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、
2022 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。ただし、本推薦
制度により入学を許可された者が入学を辞退した場合は、以後、当該高等学校または中等教育学校等からの推薦を受理しないこ
とがあります。

９ 出願上の留意点および注意点
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。
１０ 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
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NKadm@ml.hosei.ac.jp

【参考】
１

２

2021 年度 志願者数・受験者数・合格者数
学部

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

理工

機械工 航空操縦学専修

88

88

46

42

28

よくある質問（ＦＡＱ）

（１）英語外部試験のスコアを証明する書類について
Q. 英検の合格証明書、TOEFL®、TOEIC®L&R の成績の証明書は原本を法政大学に送付する必要があります
か。
A. そのとおりです。原本を送付してください。コピーは不可です。
ただし、TOEFL®については、Official Score Reports（新 Institutional Score Report）の直送手続きと合わ
せて、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 Ta
ker Score Report を出願書類と一緒に送付してください。
Q. 英検の合格証明書の原本について、日本語の合格証、英語の合格証どちらを大学に送付すればよいで
すか。
A. 日本語、英語どちらでも可です。
（２）大学入学共通テストについて
Q. 大学入学共通テストで国語と理科は複数科目から 1 科目選択可能ですが、事前に受験生が科目を選択
するのでしょうか。それとも、最高得点の科目が自動的に選択されるのでしょうか。
A. 受験生が受験した国語と理科の科目の中で、高得点の 1 科目を合否判定に自動的に選択します。ただし
「理科②」は第 1 解答科目を使用します。
（３）第二次選考について
Q. 第二次選考の選考日が、他大学の受験日と重複して、第二次選考が受験できません。第二次選考の選
考日を移動することは可能ですか。
A. 受験生個別の事情で、第二次選考日を変更することはできません。ご了承ください。
Q. 第二次選考の面接の服装にスーツなどの指定はありますか。
A. 特に指定はありません。操縦適性検査と面接を行いますので、ご自身の判断でふさわしい服装でお越しく
ださい。
Q. 航空身体検査は、どこで受験するのでしょうか。
A. 財団法人航空医学研究センター（https://www.aeromedical.or.jp/）です。
Q. 航空身体検査の内容について、教えてください。
A. 財団法人航空医学研究センターの Web サイト（https://www.aeromedical.or.jp/）の航空身体検査マニュ
アルをご覧ください。
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３ ２０２２年度学費
zzzzzzzzzzzzzzz
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４ スタディ・アブロード（ＳＡ）プログラム費用
※費用はいずれも実績（概算）で為替レートにより金額は変動します。
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５ 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）
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 10 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。

（２）出願に関する問い合わせ先一覧（出願資格に関わること）
法政大学小金井事務部学務課航空操縦担当
電話 (042)387-6251
(月)～(金)9：00～17：00（11：30～12：30 を除く）
(土)

9：00～12：00 日祝休

※受験票は事前に内容を確認し、問題がある場合は速やかにご連絡ください。
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