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◆インターネット出願に関する問い合わせ（入力方法等の出願ｼｽﾃﾑに関わること）
志願受付操作サポート窓口
○日本国内にお住まいの方
○外国にお住まいの方

電話：0120-752-257[出願期間のみ土日含む 10 時～18 時]
E-mail：hosei-syutsugan@sousa-support.jp

※メールでのお問合わせの場合は、件名のなかに「問合せ」と入れて送信してください。
※日本国内にお住まいの方で、上記の電話番号をご利用いただけない場合も E-mail でお問合わせ
ください。
※メール問合わせから３日以上経過し返信がない場合下記の出願に関するお問合わせ先一覧に掲
載の電話番号に直接お問合せください。

【入試制度や出願資格に関する問い合わせ先】
法政大学 小金井事務部 学務課 航空操縦担当
電話 (042)387-6415
(月)～(金)9：00～17：00（11：30～12：30 を除く）
(土)
9：00～12：00，日祝休
受験票が第一次選考合格発表日の 3 日前までに到着しない場合は、
速やかにご連絡ください。

理工学部機械工学科

航空操縦学専修

について

本学は、1929 年に日本初の大学航空研究会を設立、その２年後には初の大学生による訪欧飛行
を「青年日本号」によって成し遂げました。また、理工系学部の前身は航空工業専門学校であり、
本学には航空のルーツがあります。
「青年日本号」が咲かせた航空への若い夢の情熱の花が今、社会の要請を受ける形で、「次代の
プロフェッショナルパイロットを育てる」という果実に結実しようとしています。そして育成の
場は日本の空です。さらに、航空機を通じて「ものづくり」へのモチベーションが豊かなエンジ
ニアの素養を育みます。
本専修は、パイロットや、航空機を操縦できるエンジニアを育成しています。情熱ある諸君の
応募を期待します。

１．募集学部・学科・専修および募集人員
理工学部 機械工学科 航空操縦学専修

５名

２．出願資格
以下の１～２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した者、もしくは 2017 年 3 月に卒業見込みの者。
（２）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、もしくは 2017 年 3 月までに修了見込
みの者。
（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 2017 年 3 月までにこれに該当する見込みの者（この項目の詳細は
後述【出願資格詳細】を参照）
。
２．以下の（１）～（７）のすべてに該当する者。
（１）裸眼または自己の矯正眼鏡使用により各眼視力が 1.0 以上であり、各眼の屈折率が－4.5～＋
3.5 ジオプトリー以内であること。
（２）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。
（３）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。この場合は、手術記録を含む臨床経過が確認できる書類のほか、
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
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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 042-387-6415）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。
（４）次の①～③のいずれかの資格を有する者
①ＴＯＥＦＬ®ＴＥＳＴのＯｆｆｉｃｉａｌ Ｓｃｏｒｅ ＲｅｐｏｒｔがｉＢＴ32 点（ＣＢＴ97 点、ＰＢＴ400 点）以上であ
ること。ただし、2015 年４月１日以降に受験したものであること。
②ＴＯＥＩＣ®ＴＥＳＴのＯｆｆｉｃｉａｌ Ｓｃｏｒｅ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅが 430 点以上であること。ただし、2015 年４
月１日以降に受験したものであること。
③公益財団法人日本英語検定協会実用英語技能検定試験準２級以上に合格していること。
※ＴＯＥＦＬ®ＩＴＰおよびＴＯＥＩＣ®ＩＰは認められません。
（５）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）３年１学期まで（前・後期
制の場合は前期まで、
既卒者の場合は卒業時）の調査書の全体の評定平均値が 4.0 以上の者。
（６）物理、数学Ⅰ、数学Ⅱをすべて履修している者。
（７）本専修を第一志望とする者。
【出願資格詳細】
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
①外国において日本国以外の学校教育制度による 12 年の課程を修了した者【※１】、またはこれ
に準ずる者で文部科学大臣の指定した者【※２】
【※１】ア．その国において大学入学資格を取得していることを要件とし、12 年間の教育を修了しただけで
はこの要件を満たさない場合もある。
イ．いわゆる「飛び級」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。
ウ．大学入学までの通常の教育課程が 12 年未満の外国の学校を修了した者で、その国の公的証明に
より 12 年の教育と同等の教育を修了していると認められた場合は、この条件を満たすものとする。
【※２】大学入学までの通常の教育課程が 12 年未満の外国の学校を修了した者で、日本国文部科学大臣が
指定する教育施設での準備教育の課程を修了した者は、この条件を満たすものとする。
（例：香港、マ
レーシアなど）

②「在外教育施設」の機関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全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降に修了
した者
④文部科学大臣の指定した者
例：国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取得者、バカロレア（フランス共和国）取得者など。

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
大学入学資格検定試験に合格した者を含む）で本学入学時（2017 年４月１日）に 18 歳以上の者
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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
（2017 年４月１日）に 18 歳以上の者（なお、この資格により受験を希望する者は、出願開始日の１か月
前までに法政大学入学センターに問い合わせてください。）
例：日本にある外国人学校やインターナショナルスクールのうち、本学が認定した学校の当該課程を修了した

各国の出願要件一覧表（全学部共通）
教 育 制 度

出 願 要 件

出願要件を証明する提出書類
SAT Reasoning TestまたはACTの公式スコア
※SATスコア直送コード：3686

アメリカ合衆国

SAT Reasoning TestまたはACTを受験していること。

カナダ

・各州における統一試験を受験し、現地の大学進学に必要な科目 州政府発行の修了証書
について合格（単位取得）していること。
※統一試験がない州は、高等学校の卒業証
・統一試験がない州については、現地の高校の卒業（修了）証明を 明書もしくは修了証明書
得ること。

イギリス

１ GCE Advanced Level ３科目を受験していること。
GCE試験の成績評価証明書
または、
２ GCE Advanced Level 2科目とGCE Advanced Subsidiary Level 2
科目の合計4科目を受験していること。

オーストラリア

・各州における統一試験を受験し、現地の大学進学に必要な科目 州政府発行の修了証書
について合格（単位取得）していること。
※統一試験がない州は、高等学校の卒業証
・統一試験がない州については、現地の高校の卒業（修了）証明を 明書もしくは修了証明書
得ること。

ニュージーランド

・NCEA (National Certificate of Education Achievement) Level 3を NCEA Level 3を含む成績評価証明書
含む、現地大学への入学要件（UE：University Entrance）を満たして （Record of Achievement）
いること。
※現地高校の卒業証明書だけでは出願できません。

フランス

・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

ドイツ

・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

国際バカロレア（ＩＢ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ｂａｃｃａｌａｕｒｅａｔｅ）制度
・国際バカロレア（IB Diploma）を取得していること。
※滞在国に関わらず適用する。

その他の教育制度

最終試験6科目の成績評価証明書とDiploma

・滞在国の大学入学資格試験に相当するものを合格もしくは受験し GIS（グローバル教養学部）自己推薦特別入
ていること（詳細な内容に関しては要審査）。
試出願者のみ、SAT Reasoning Testまたは
または
ACTの公式スコア
・滞在国の高等学校卒業資格に相当するものを取得しているか、ま
たは12年の教育課程の修了証明を取得していること（詳細な内容に
関しては要審査）。
・上記に相当するものがない場合は、入学センターまで問い合わせ
ること。

※国・州等が発行した証明書の写しは、出身高校が正しい写しであることを証明したうえで厳封したもののみ認める。

３．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
※卒業見込者は出願前３ヵ月以内に発行されたもの、既卒者は卒業後に発行されたものであれば可。
①高等学校・中等教育学校後期課程（前期課程を含まない）の卒業見込者は、３年１学期（二期
制の場合は前期）までの成績が記載された調査書
②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（大学入学資格検定合格者は合格成績証明書）
※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。
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③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
(3) 写真（縦４㎝×横３㎝） ·························································· １枚
・入学志願書の写真貼付欄にのり付けしてください。
・上半身、脱帽、正面、背景なしで、出願前３ヵ月以内に撮影したもの。
・カラー、白黒どちらでもかまいませんが、スナップ写真、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や不鮮明なものは受付できません。
・試験当日に眼鏡を使用する者は眼鏡着用の写真。
・裏面に氏名の他、
「航空」と記入してください。
(4) 志望理由書 ·············································· インターネットより印刷出力
2000 字以内で記入。志望理由書の表紙に記載されている指示にしたがってください。
(5) 英語成績証明書（下記のいずれかで可）
・ＴＯＥＦＬ®ＴＥＳＴのＯｆｆｉｃｉａｌ Ｓｃｏｒｅ Ｒｅｐｏｒｔ（2015 年 4 月 1 日以降に受験したもの）
・ＴＯＥＩＣ®ＴＥＳＴのＯｆｆｉｃｉａｌ Ｓｃｏｒｅ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ（2015 年 4 月 1 日以降に受験したもの）
・公益財団法人日本英語検定協会実用英語技能検定試験の合格証明書（日本語、英語いずれかで可）
※いずれもオンライン上のスコアを個人印刷したものは無効とします。
※ＴＯＥＦＬ®のスコアは、ＥＴＳより法政大学に直送されたＯｆｆｉｃｉａｌ Ｓｃｏｒｅ Ｒｅｐｏｒｔのみ有効とします。
※英語成績証明書の返送を希望される方はＰ.８「◇よくある質問（ＦＡＱ）」をご覧ください。
※海外の高校出身者
各国の高等学校出身者の出願要件と提出書類については、Ｐ.３を参照してください。
(6) 送付用宛名 ················································ インターネットより印刷出力
角 2 封筒（240mm×332mm）の表面に貼り、出願書類を入れて郵送してください。

出願に当たってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、「入学試験実施（志願
者データ作成含む）
」
「合格発表」
「入学手続」とこれらに関連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）により行います。業務委託に際して、委託業務の遂行の目的で、お知らせいただいた個人
情報の一部または全部を受託業者に提供することがあります。受託業者は提供された個人情報
を上記の目的のみに使用します。あらかじめご了承ください。

４．入学検定料
金

額 70,000 円

支払方法 出願期間内に指定のコンビニエンスストア（日本国内の店舗のみ）またはクレジットカ
ード等でお支払いください（Ｐ.９「インターネット出願ガイダンス」参照）
。
※いずれのお支払いの場合も払込手数料 900 円がかかります。
※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 50,000 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）
。
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５．出願方法・出願期間
出願者全員がインターネット出願を行う必要があります。その主な流れは以下①～③の通りです。な
お、出願の際は必ずＰ.９「インターネット出願ガイダンス」をよく読んでから行ってください。
① 法政大学インターネット出願サイト（http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/）
にアクセスして出願情報を登録する。
② コンビニエンスストアかインターネット上でクレジットカード等で入学検定料を支払う。
③ 出願書類を全てそろえて法政大学に郵送する。
出願期間 2016 年 10 月 3 日（月）～10 月 14 日（金）
注

意 ・上記期間中に「インターネット出願登録」「検定料支払」「出願書類郵送」を完了する事。
・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。
・出願後の取り消しはできません。
・本学宛てに送付された書類は返却しません。

６．入学試験および合格発表
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、英語成績証明書）
・第一次選考合格者発表
発 表 日

2016 年 11 月 4 日（金）

第一次選考合格者にのみ「第二次選考通知」を郵便で発送します（手元に届くのは１～２日後に
なります）
。不合格者には通知を行いません。
なお、携帯電話Ｗｅｂによる受験者本人の合否案内、およびインターネット（ＨＰ）による合格
者受験番号一覧の発表を、合格発表日の 10：00 から行います。これらのアクセス方法（アドレス等）
はＰ.14「インターネットによる合否確認方法」を参照してください。
大学構内での掲示による合格発表は行いません。また合否に関する電話での問い合わせには応じ
ません。
合格発表から２日経っても通知が届かないときには、入学センター（03-3264-9312）へご連絡くだ
さい。
第一次選考の不合格者には検定料の一部（50,000 円）を返還します。
合格者数は募集人員に満たないことがあります。
・第二次選考
選考方法

①面接試験
②操縦適性検査
③航空身体検査

試 験 日

2016 年 11 月 11 日（金）
、12 日（土）
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場

所

①面接試験・操縦適性検査【2016 年 11 月 12 日（土）】
法政大学 小金井キャンパス（Ｐ.13 キャンパス案内図参照）
②航空身体検査【2016 年 11 月 11 日（金）】
本学が指定する医療機関（都内）
※詳細は「第二次選考通知」でお知らせします。

持 ち 物

「第二次選考通知（または受験票）
」
、筆記用具、入試要項

◎第二次選考「面接試験・操縦適性検査」試験当日の注意事項
（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。また、アラーム機能がある場合は、鳴らないように設定を解除して
ください。これらを時計として使用することはできません。時計は各自持参してください
（試験教室に時計はありません）。
※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（042-387-6415）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）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、航空身体検査に合格できるかどうかの
確認をされることをお勧めします。
・第二次選考合格者発表
発 表 日

2016 年 12 月 6 日（火）

第二次選考合格者にのみ「合格者通知および入学手続書類」を郵便で発送します。不合格者には
通知を行いません。
なお、インターネット（ＨＰ）による合格者受験番号一覧の発表を、合格発表日の 10：00 から行
います。これらのアクセス方法（アドレス等）はＰ.14「インターネットによる合否確認方法」を参
照してください。
大学構内での掲示による合格発表は行いません。また合否に関する電話での問い合わせには応じ
ません。
合格発表から２日経っても通知が届かないときは、入学センター（03-3264-9312）へ連絡してくだ
さい。
合格者は募集人員に満たないことがあります。
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７．入学手続
手続締切日 2016 年 12 月 20 日（火）
合格者は「入学手続時納入金」を手続締切日までに納入し、手続書類を大学宛に郵送してください
（入学手続締切日の消印有効）
。
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 2017 年 3 月 24 日（金）まで延期することができます。詳しくは合格
者に送付される「入学手続案内」に従ってください。
・入学手続締切日までに手続を行わない場合は、理由のいかんを問わず入学の許可を取り消します。
・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、所定の期日までに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｡詳しくは合格者に送付される「入学手続案内」に従ってください。

８．注意事項
合格者が 2017 年 3 月に「2.出願資格」に該当しないことが判明した場合は、合格もしくは入学許可を
取り消します。
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◇よくある質問（ＦＡＱ）
1.

英語成績証明書について
Q. 英検の合格証明書、TOEFL○、TOEIC○の成績証明書は原本を法政大学に送付する必要がありますか。
Ｒ

Ｒ

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。
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。
Q. 法政大学に送付した英検の合格証明書、TOEFL○、TOEIC○の成績証明書の原本を返送してほしい。
Ｒ

Ｒ

A. 返送を希望する受験生は、長３規格の封筒 1 枚を出願書類に同封してください。封筒の表面には、
82 円切手（簡易書留での送付を希望する場合は、追加で 310 円分の切手も）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、二
週間程度で返送します。

2.

第二次選考
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. 指定はありませんが、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ものを着
てください。
Q. 第二次選考の操縦適性検査とは、どのような検査ですか。
A. コンピュータを使って、受験生の操縦操作の基本能力や判断能力を判定します。
Q. 航空身体検査はどこで受験するのでしょうか。
A. 航空医学研究センター（http://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（http://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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◇インターネット出願ガイダンス
法政大学インターネット出願ガイダンス

【準

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

備】

(1) 入学試験要項を必ず読み「出願期間」「出願資格」「出願書類」等をご確認のうえ準備してくださ
い。インターネット出願登録は、出願開始日以降でないと行えませんが、出願書類は出願開始日
よりも前から印刷出力できますのであらかじめ印刷出力されることをおすすめします。
※出願書類のうち「入学志願書」は支払手続完了後に印刷出力することができます。
※各種証明書類（調査書等）は発行に時間がかかる場合があるため、お早めにご準備ください。

(2) インターネット出願の前に以下の①～④を用意してください。

【出

①パソコン

インターネットへの接続が必要です。

②メールアドレス（パソコン）

インターネット出願登録後および入学検定料支払完
了後にメールが届きます。

③プリンタ

Ａ４サイズ（210mm×297mm）の紙が印刷出力できる
プリンタを用意してください。

④ＰＤＦファイルを開くソフト

本学所定の出願書類（ＰＤＦファイル）を正しく表
示・印刷出力するために AdobeReader が必要です。

願】

出願期間 2016 年 10 月 3 日（月）～10 月 14 日（金）
出願開始日の 10：00 以降に、法政大学インターネット出願サイトにアクセスし、次の(1)～(7)を行
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および入
学検定料支払手続を行ってください。
※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は認められません。郵送された出願書類が本学に到着した時点で
出願完了となります。

(1) 出願情報入力
画面の指示に従い、以下の情報を入力していただきます。
・志望学部学科

・住所

・生年月日

・氏名

・電話番号

・高校名

・性別

・メールアドレス

・銀行口座情報（※）

※一次試験不合格者に入学検定料の一部返還を行うため、返還先となる銀行の口座情報を入力していただきます。
詳しくは後述の「(4) 入学検定料支払」で確認してください。
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(2) 決済方法の選択
「(1) 出願情報入力」を進めると決済方法の選択を行う画面にたどり着きます。画面の指示に従
い決済方法を選択、必要事項の入力を行い「登録」ボタンを押してください。
（いずれのお支払い
の場合も払込手数料 900 円がかかります）
(3) 出願確認メール
コンビニエンスストア、銀行ＡＴＭ、ネットバンキングでのお支払いを選択した場合は完了画面
にお支払に必要な番号が表示されます。メモを取るかページを印刷してください。
（支払方法につ
いては法政大学インターネット出願ガイダンスの「入学検定料の払込」ページをご確認ください。
）
出願登録完了後は登録されたメールアドレス宛にメール（出願確認メール）が届きます。メール
本文に記載されているＵＲＬより確認画面で登録内容の確認とお支払に必要な番号の再確認を行
うことができます。
※出願登録のやり直しを希望する場合、入学検定料の支払手続が完了していなければ、最初から再度登録するこ
とができます（出願締切日を過ぎてからの再登録はできません）
。

(4) 入学検定料支払
金

額 70,000 円

指定のコンビニエンスストア、銀行ＡＴＭ、ネットバンキングでのお支払は支払期限内までにお
支払いください。クレジットカードでのお支払は完了画面が表示された時点でお支払が完了して
います。コンビニエンスストア、銀行ＡＴＭ、ネットバンキングを選択した場合は、完了画面に
お支払に必要な番号が表示されます。メモを取るかページを印刷してください。
■クレジットカードでのお支払い
出願登録手続きに引き続きＰＣ画面上でお手持ちのカードの「カード番号」
「有効期限」
「カード名義」
「セキュリティコード」を入力すると入学検定料の支払が完了できます。

■コンビニエンスストア、銀行ＡＴＭ、ネットバンキングでのお支払い
お支払する金融機関によってお支払方法が異なりますので、法政大学インターネット
出願ガイダンスの「入学検定料の払込」ページをご確認ください。
※入学検定料は、インターネット出願登録後から指定のお支払期限までにお支払いください。入学検定料支払
期限までにお支払いが無い場合は、入力された情報がキャンセルされるのでご注意ください。
※コンビニエンスストアの店頭設置端末で利用可能な銀行 ATM ではお支払できません。
※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 50,000 円を返還します（振込手続には、処理の関係で 3 か月程かかる場合があります）
。

(5) 入金確認メール（注：クレジットカード選択者には届きません。
）
入学検定料の支払いが完了すると、登録されたメールアドレス宛にメール（出願サービス支払完
了のご案内）が届きます。メール本文に記載されているＵＲＬより確認画面に進んでください。
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(6) 入学志願書印刷
クレジットカード支払い選択の場合は（3）の出願確認メールにある URL から、それ以外の支払い
方法を選択の場合は (5)の入金確認メールの URL から進んだ申し込み一覧画面において入学志願
書を表示できます（検定料の支払が完了していないと入学志願書は表示できません）｡なお、入学
志願書には「(1)出願情報入力」で登録された情報が自動的に印字されますので、その内容に誤り
が無いかどうかを確認したうえで印刷出力し、所定欄に写真を貼ってください。
(7) 出願書類の郵送
角２封筒（240mm×332mm）の表面に「送付用宛名」を貼り、すべての書類を入れて「簡易書留」
で郵送してください（出願は郵送に限ります）。消印の日付が出願締切日を過ぎている場合は出願
を認めません（海外からの出願は締切日までに必着）。また、締切日前日・当日の日本国内からの
郵送は必ず「速達・簡易書留」にしてください。

郵 送 先
〒184-8584 東京都小金井市梶野町 3-7-2
法政大学理工学部航空操縦学専修 入試担当
※出願期間中に「インターネット出願登録」
「検定料支払」
「出願書類郵送」を完了すること。
※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。
※出願後の出願取り消しはできません。
※本学宛てに送付された書類は返却しません。
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【検定料支払い（コンビニエンスストア、ATM）の流れ】
・以下は概略です。詳細は必ずインターネット出願サイトで確認して下さい。
・
「領収書」
、
「ご利用明細票」類は大学への提出は不要です。お手元に保管して下さい。
・下図は店頭での端末を利用した支払方法の大まかな流れです。クレジットカード支払い､
ネットバンキングを選択した場合は出願手続き時のＰＣ画面の指示に従ってください。
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◇キャンパス案内
「第二次選考」面接試験・操縦適性検査は、理工学部がある「小金井キャンパス」で行います。
▲小金井キャンパス〔所在地〕東京都小金井市梶野町 3-7-2

ＪＲ中央線：新宿駅より快速で 25 分（ＪＲ中央線の特別快速は停車しませんのでご注意ください）
東小金井駅北口下車徒歩 15 分、または東小金井駅北口より「関野橋循環」
「武蔵小金井駅行」バスに乗
車「法政大学」下車

◇2016 年度 志願者数・受験者数・合格者数
自己推薦
学部

学科

理工

機械工 航空操縦学専修

男

志願者
女 計

11

3

14

一次受験者
男 女 計
11

3
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14

一次合格者
男 女 計
9

3

12

二次受験者
男 女 計
9

3

12

二次合格者
男 女 計
8

2

10

インターネットによる合否確認方法
本入試の出願サイトにある「合格発表」項目から確認ができます。
●合否確認は、各入試の合格発表日１０：００から(予定)です。
間違いのないよう URL を確認のうえ、アクセスしてください。

[URL] http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/results/
・この URL リンク先は、出願時に利用した本学特別入試出願サイト
からご覧になることが出来ます。
・PDF による発表ですのでパソコンでの確認を推奨します。

※画面デザインは変更の可能性があります。

※なお合格者に対しては合格発表日に「合格通知書および入学手続書類」を郵便で発送します。
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９．学

費

教育ローンについて
奨学金以外に学費を賄うための制度として、日本政策金融公庫や本学提携金融機関の教育ローン制度があります。
審査には一定程度の期間を要します。入学手続期間内に入学手続時納入金の振り込みが必要ですので、受験前に融資審査を済ませておくことをお勧めします。な
お、審査により融資を受けられない場合もあります。詳細は各問い合わせ先にご連絡いただくか、各ウェブサイトでご確認ください。
● 国の教育ローン

● 提携金融機関の教育ローン（入学時限定）

日本政策金融公庫による
教育資金融資制度

（株）ジャックスの提携校限定学費ローン

ウェブサイト
http://www.jfc.go.jp/
問い合わせ先
日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター

電話：0570-008656
（月～金 9：00～21：00、土 9：00～17：00）

ウェブサイト
http://www.jaccs-kyouiku.com/
（ID パスワード：M025/08066906）
問い合わせ先
（株）ジャックス コンシュマーデスク
電話：0120-338-817（営業時間 10：00～19：00）
【予約型 Web 審査受付システム】
合格発表前にウェブサイト申込みで学費のお借り入れが可能か確認
できるシステムです。
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（株）オリエントコーポレーションの
提携校限定学費ローン
ウェブサイト
http://www.orico.tv/gakuhi/
問い合わせ先
（株）オリエントコーポレーション
学費サポートデスク（営業時間 9：30～17：30）
電話：0120-517-325

ＳＡ（スタディ・アブロード）プログラム費用
学部独自の留学プログラム（SA プログラム）を、国際文化学部、文学部英文学科、経済学部、社会学部、経営学部、キャリアデザイン学部、G
IS（グローバル教養学部）＊、理工学部、生命科学部で実施しています。国際文化学部では原則として、外国人留学生入試による入学者を除き SA
プログラムが必修となっています。他の学部・学科では希望者が参加できるプログラムになっています。
SA プログラムは、在学中の学費とは別に費用が必要となりますので、下記の表を参考にしてください（費用は留学先の国や大学、期間、為替
レートによって異なります）。また、SA 先により SA 奨学金が支給されます。
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＊GIS（グローバル教養学部）の留学プログラム名称は、「Overseas Academic Study Program」です。

