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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。 

 

 

 

 

 

 

【本入学試験に関する問い合わせ先】 

 

スポーツ健康学部 

電話：042-783-3003 E-mail：sports@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） 

 

出願に際しては必ず共通冊子（別冊）

をあわせて参照し、出願から入学手

続までの詳細を確認してください。 

https://nyushi.hosei.ac.jp/
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スポーツ健康学部は、既存の枠を超えたウェルビーイングの教育研究を発展させることを社会的使命と考えてい

ます。 

この入試は、「スポーツ健康学」に強い関心を持ち、将来、スポーツ指導やスポーツ支援などの活動を通じて、

スポーツ振興と個人の健康づくりに貢献することを強く希望している者を受け入れる制度です。 

 選考の過程では高校での成績やスポーツをはじめとする諸活動への関わり方、スポーツに対する興味や研究意欲

などが考慮されます。さらに、【理数系】では高校における理数系科目の成績が、【アスリート系】では全国レベル

での活躍が期待できる、優れた能力を有するアスリートであることが考慮されます。 

 

１．募集学部・学科および募集人員 

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 計 20名 

【理数系】理数系科目に優れた者 7名  【アスリート系】スポーツ成績に優れた者 13名 

 

２．出願資格 

以下の【理数系】・【アスリート系】のいずれかの資格に該当する者。なお、スポーツ健康学部の自

己推薦入試・トップアスリート入試は、いずれか１つにのみ出願できます。 

【理数系】： 以下の(1)～(4)の条件をすべて満たす者（現役生のみ）。 

(1) 以下の①～③のいずれかに該当する者。 

①高等学校または中等教育学校を 2021年４月から 2022年３月までに卒業見込の者。 

②通常の課程による 12年の学校教育を 2021年４月から 2022年３月までに修了見込の者。 

③学校教育法施行規則第 150条の規定により、高等学校卒業と同等以上の学力があると 2021年４

月から 2022年３月までに認められる見込の者（この項目の詳細は共通冊子（別冊）「２ 準備

（事前に確認しておくべき事項） (4)出願資格について」を参照）。 

(2) 高等学校もしくは中等教育学校後期課程（前期課程は含まない）の３年１学期（前・後期制の

場合は前期)までの調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）が 4.0 以上であり、｢数学｣

の学習成績の状況（評定平均値）が 4.0以上かつ｢理科｣(物理・生物・化学)の１科目以上の学

習成績の状況（評定平均値）が 4.0以上である者。 

(3) 数学は「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学 A」「数学 B」のすべてを履修している者。 

(4) 本学部で学ぶことを強く希望する者。 

 

【アスリート系】: 以下の(1)～(4）の条件をすべて満たす者。 

(1) 以下の①～③のいずれかに該当する者。 

①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。 

②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。 

③学校教育法施行規則第 150条の規定により、高等学校卒業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月までに認められる見込の者（この項目の詳細は共通冊子（別冊）「２ 

準備（事前に確認しておくべき事項） (4)出願資格について」を参照）。 

(2) 高等学校もしくは中等教育学校後期課程（前期課程は含まない）の３年１学期（前・後期制の

場合は前期)までの調査書（既卒者は卒業後に発行された調査書）の全体の学習成績の状況（評定

スポーツ健康学部自己推薦入学試験について 
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平均値）が 3.2以上、かつ「英語」の学習成績の状況（評定平均値）が 3.0以上である者。 

(3) 高等学校入学以降から出願までの期間中、スポーツの競技種目において、以下の①②の水準の

いずれかを満たす者。 

①全国大会に出場した者、または出場が決定した者。 

②全国大会と同等の大会に出場した者。 

なお上記①②ともに出願時には大会説明書（大会規模、出場資格、参加人数等）と、出場・競

技成績を客観的に証明する書類（新聞や雑誌のコピー等）の提出を求めます。 

以下ａｂの条件をともに満たす競技種目に限ります。 

ａオリンピック・国民体育大会・全国高等学校総合体育大会（インターハイ）における競技種目 

ｂ（公財）日本スポーツ協会に加盟している中央競技団体・準加盟団体における競技種目および（公財）日本高等学校野

球連盟の競技種目 

※障がい者スポーツでの出願を検討される場合には、事前にスポーツ健康学部事務課までご相談ください。 

 (4) 本学部で学ぶことを強く希望する者。 

※本入試の合格者は、入学後の競技活動を継続することを強く求めます。ただし、体育会入部および大学内でのスポーツ

活動環境を保証するものではありません。 

 

３．マイページ登録・写真の登録・インターネット出願登録 

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/ 

本学への出願にあたっては、インターネット上で「マイページ登録」「写真の登録」「インターネッ

ト出願登録」を行った上で、「出願書類の印刷・郵送」が必要です。 

 

４．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 

① 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。 

② 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。 

③ 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。 

   ④ 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 

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

⑤ 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) 志望理由書（自己推薦書） ·································· インターネットより印刷出力 

【理数系】理数系に秀でていることを具体的にアピールする内容を含み、志望理由書（自己推薦書）

の表紙に記載されている指示に従って、1000字以内で記入してください。なお、印刷する際には 

片面印刷としてください。 

 

   【アスリート系】自身の競技体験に関わることを具体的にアピールする内容を含み、志望理由書 

（自己推薦書）の表紙に記載されている指示に従って、1000字以内で記入してください。なお、印刷

する際には片面印刷としてください。 

 

(4) その他の書類 

【アスリート系】競技成績証明書（※）、競技成績資料、大会説明書、活動計画書 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････インターネットより印刷出力 

作成方法については、それぞれの書類の指示や本要項のＱ＆Ａを確認してください。 

（※）出願資格に準ずる大会が中止となった場合は、「出願資格の競技大会の中止に伴う競技成績証

明書」をあわせて提出してください。 

   なお、「出願資格の競技大会の中止に伴う競技成績証明書」は志願者のことをよく理解してい

る教員が記入のうえ押印、また学校長印（公印）の押印が必要となります。 
 

(5) 送付用宛名 ················································ インターネットより印刷出力 

   太枠内を記入して角 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．出願期間  2021年9月28日（火）～ 10月8日（金） 

締切日消印有効（海外からの出願は締切日までに大学必着） 

 

６．入学試験・合格発表 

 

 

 

 

◎受験票の印刷はインターネット上で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。詳細は共通冊子(別冊) 「７ 受験票印刷」を参照してください。 
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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（調査書、志望理由書など） 

【第一次選考合格発表日】2021年11月5日（金）10:00 

【第二次選考】 

選考方法  ①筆記試験 

     【理数系】スポーツ・健康領域に関する理数系の問題や小論文を課す。 

     【アスリート系】スポーツ・健康領域に関する小論文を課す。 

      ②面接 

      大学での学びについて問う。 

     ※アスリート系は上記に加え、「競技歴（競技人口、競技成績等）」も評価する。 

試 験 日  2021年11月14日（日） 

場   所   法政大学 多摩キャンパス スポーツ健康学部棟 

（共通冊子（別冊）「８ 入学試験 (2)キャンパス案内」）参照） 

※試験会場（教室）は「受験票」でお知らせします。 

試験時間割 

 
 
 

 

◎試験当日の注意事項 

 (1) 受験票、筆記用具、入学試験要項、共通冊子（別冊）、時計、防寒着を必ず持参してくださ 

い。 

(2) 遅刻は、筆記試験開始後20分まで認めます。ただし、時間には余裕を持って早めに来るよう

にしてください。なお、首都圏の主要な公共交通機関に乱れ・遅れが生じ、遅刻しそうな場

合は、試験本部（042-783-3003）まで問い合わせてください。 

(3) 受験生の大学構内への入構は、9：00からできます。 

(4) 昼食は各自で用意してください。 

(5) 携帯電話・スマートフォン・タブレット型端末・ウェアラブル端末などの電子通信機器は、

試験教室に入る前に電源を切ってかばん等に入れておいてください。これらは時計として使

用できません。また、アラーム機能がある場合は、鳴らないように設定してください。試験

時間中に携帯電話や時計などの音・振動などが発生し、発生源のかばんなどが特定できた場

合、持ち主の同意なく試験教室外に持ち出し、試験本部で保管することがあります。 

   (6)面接の順番により待ち時間、終了時刻は異なります。 

 

【第二次選考合格発表日】 2021年11月24日（水）10:00 

 

７．入学手続締切日      2021年11月30日（火） 

 

 

9：45 10：00～11：00 11：00～12：00 12：00～ 

入室 筆記試験（60分） 休憩（60分） 面接 
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８．自己推薦入試に関するＱ＆Ａ 

  【理数系】 

   Ｑ１ 数学は「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学 A」「数学 B」以外の名称の科目（「理数数学」

等）を履修していますが、出願できますか。 

   Ａ１ 当該科目が学習指導要領で定めている「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学 A」「数学 B」 

の学習内容を網羅し、かつそれらの学習成績の状況（評定平均値）が 4.0 以上であれば出

願することができます。学習内容の詳細については高校の先生にご確認ください。また、

上記科目の学習内容を網羅していることがわかるよう、調査書への記載をお願いしてくだ

さい。 

   

 Ｑ２ 理科の科目は「＊＊基礎」しか履修していませんが、出願できますか。 

   Ａ２ 出願資格として「物理・生物・化学」の１科目以上において、３年１学期（前・後期制の

場合は前期）までの学習成績の状況（評定平均値）が 4.0 以上であることを求めており、

「＊＊基礎」だけの履修であっても基準に達していれば出願することができます。ただし

本入試では理数系に秀でた資質・能力を有する人を求めているため、書類審査時には理科

の履修範囲も確認しています。 

 

  【アスリート系】 

   Ｑ３ 出願できる競技種目は何ですか。 

   Ａ３ 本入試で出願できる競技種目は、次のとおりです。 

      以下のａｂの条件をともに満たす競技種目に限ります。 

ａオリンピック・国民体育大会・全国高等学校総合体育大会（インターハイ）における競

技種目 

ｂ（公財）日本スポーツ協会に加盟している中央競技団体・準加盟団体における競技種目

および（公財）日本高等学校野球連盟の競技種目 

※障がい者スポーツでの出願を検討される場合には、事前にスポーツ健康学部事務課まで

ご相談ください。 

 

   Ｑ４ 競技成績として提出する記録は、中学校時代のものでもよいですか。 

   Ａ４ 競技の出場歴や記録は、高等学校入学から出願時点までのものとしてください。 

 

   Ｑ５ 控え選手で試合に出場していない場合でも、出願資格として認められますか。（注） 

   Ａ５ 競技成績資料には本人の出場記録が分かるものを提出していただくため、出願資格として 

      認められません。 
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   Ｑ６ 団体競技のため、競技成績を記した書類で自分が出場したことを示せない場合はどうすれ 

      ばよいですか。 

   Ａ６ (1)大会主催団体に問い合わせていただき、出場記録等の証明書類が入手できないかどうか 

を確認してください。 

      (2)上記(1)が入手できない場合、監督等が作成した出場証明書類を提出してください。 

なお、これらの資料を提出する場合、発行団体の公印や書類作成者の氏名・捺印を含め 

たものをご提出ください。 

    

Ｑ７ 今年の冬に開催する全国大会に出場予定ですが、出願資格として認められますか。 

   Ａ７ 出願時点で全国大会への出場が決定していれば認められます。この場合、競技成績資料に 

      は全国大会出場予定が分かるもの（例：出場決定通知、全国大会出場が決定した試合の出 

      場記録等）を提出してください。 

   

 Ｑ８ 「全国大会と同等の大会」とはどのような大会ですか。 

   Ａ８ 競技種目によっては都道府県予選を行わずに本戦を行う場合や、特定の選抜メンバーで実 

      施する大会、競技団体が独自に開催する大会等があると思います。このように、一般的な 

      全国大会（国民体育大会、全国高等学校総合体育大会等）に比べると出場基準が異なるが、 

      該当競技種目において全国大会に匹敵する大会であるとご自身が判断されるものについて 

は、「全国大会と同等の大会」として出願してください。 

ただし、全国大会に出場するための都道府県大会、選考会、各ブロック大会（関東大会、 

九州大会等）は「全国大会と同等の大会」には合致しませんのでご注意ください。 

 

   Ｑ９ 大会終了後にベストメンバーに選ばれたのですが、出願資格はありますか。（注） 

   Ａ９ ベストメンバーに選出されただけでは実際の試合に出場したことにはならないため、出願 

資格として認められません。 

 

（注）大会の出場が出願資格となっていますが、今年度の入試に限り、出願資格に準ずる大会が中

止となった場合は、「出願資格の競技大会の中止に伴う競技成績証明書」をあわせて提出して

ください。 


